
No 中国語 ピンイン 日本語

1 用 yòng 〜を用いて。〜で。
2 用剪子剪 yòng jiǎnzi jiǎn はさみで切る。
3 用电脑工作 yòng diànnǎo gōngzuò パソコンで仕事をする。
4 用现金支付 yòng xiànjīn zhīfù 現金で払う。
5 用图标显示 yòng túbiǎo xiǎnshì 図表でさし表す。
6 用清水洗 yòng qīngshuǐ xǐ 水で洗う。
7 用广播寻呼 yòng guǎngbō xúnhū 放送で呼び出しする。
8 用新方法来解决 yòng xīn fāngfǎ lái jiějué 新しい方法で解決する。
9 用花钱来解决 yòng huā qián lái jiějué 金で解決する。
10 用中文说 yòng zhōngwén shuō 中国語で話す。中国語で言うと。
11 用英语交谈 yòng yīngyǔ jiāotán 英語で話をする。
12 用两种语言上课 yòng liǎng zhǒng yǔyán shàngkè ２言語で授業をする。
13 用日语说 yòng rìyǔ shuō 日本語で話す。日本語で言うと。
14 用日语说是 ありがとう yòng rìyǔ shuō shì ありがとう 日本語ではありがとうと言います。
15 日语说 いただきます rìyǔ shuō いただきます 日本語ではいただきますと言います。
16 用大声音说话 yòng dà shēngyīn shuōhuà 大声で話す。
17 用一百日元买到 yòng yī bǎi rìyuán mǎi dào １００円で買える。
18 拿 ná 〜でもって。〜で。
19 拿彩色铅笔画画 ná cǎisè qiānbǐ huà huà 色鉛筆で絵を描く。
20 拿眼睛看 ná yǎnjing kàn 目で見る。
21 拿花装饰房间吧 ná huā zhuāngshì fángjiān ba 部屋を花で飾りましょう。
22 在 zài 〜に在って。〜にいる。〜で。
23 三点在⼈⺠公园⻅ sān diǎn zài rénmín gōngyuán jiàn ３時に⼈⺠公園で会う。
24 在街上看⻅ zài jiēshang kànjiàn 街で見かける。
25 在第一轮比赛中就输了 zài dì yī lún bǐsài zhōng jiù shū le １回戦で負けた。
26 在日本很少⻅ zài rìběn hěn shǎo jiàn 日本であまり見ない。
27 我在电视上看过 wǒ zài diànshì shàng kàn guò 私はテレビで見たことがある。
28 在店里吃 zài diàn lǐ chī 店内で食べる。
29 在这儿下⻋ zài zhèr xiàchē ここで下車する。
30 在酒店换衣服 zài jiǔdiàn huàn yīfu ホテルで着替える。
31 在会议上发言 zài huìyì shàng fāyán 会議で発言する。
32 在耳边小声的说 zài ěr biān xiǎoshēng de shuō 耳もとでささやく。
33 在暗中操纵 zài ànzhōng cāozòng うらで操る。
34 在网上检索 zài wǎngshàng jiǎnsuǒ ネットで検索する。
35 在班里很有⼈缘 zài bān lǐ hěn yǒu rényuán クラスで⼈気がある。
36 在一个小时内 zài yī gè xiǎoshí nèi １時間で。
37 就 jiù すぐ。じきに。〜で。
38 还有一个星期就到春节了 háiyǒu yī gè xīngqī jiù dào chūnjié le あと一週間で春節です。
39 今年四月就满一周年了 jīnnián sì yuè jiù mǎn yī zhōunián le 今年四月で満１周年になる。
40 再过三十分钟就结束了 zài guò sānshí fēn zhōng jiù jiéshù le あと３０分で終わりです。

〜で    1/3

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 这样就可以了 zhèyàng jiù kěyǐ le これでいい。
42 差不多就行了 chàbuduō jiù xíng le だいたいでいい。
43 就在这里分开吧 jiù zài zhèlǐ fēnkāi ba ここで別れよう。
44 十块钱就能买到的东⻄ shí kuài qián jiù néng mǎi dào de dōngxi 十元で買うことができるモノ。
45 因 yīn 〜によって。〜のため。〜なので。〜で。
46 因为 yīnwèi 〜によって。〜のため。〜なので。〜で。
47 由于 yóuyú 〜によって。〜のため。〜なので。〜で。
48 因病请假 yīn bìng qǐngjià 病気で休みを取る。
49 因为生病去医院 yīnwèi shēngbìng qù yīyuàn 病気になったので病院に行く。
50 因为经验不足失败了 yīnwèi jīngyàn bùzú shībài le 経験不足で失敗した。
51 因为睡眠不足, 我好困 yīnwèi shuìmián bùzú, wǒ hǎo kùn 睡眠不足で、私はとても眠い。
52 由于天气不好, 运动会将推迟 yóuyú tiānqì bù hǎo, yùndònghuì jiāng tuīchí 天候不良で運動会は延期にする。
53 航班由于天气原因取消 hángbān yóuyú tiānqì yuányīn qǔxiāo 飛行機便は天気の原因でキャンセルになる。
54 以 yǐ 〜によって。〜で。
55 靠 kào 〜による。〜で。
56 由 yóu 〜によって。〜で。
57 以四⼈一小组 yǐ sì rén yī xiǎozǔ ４⼈で１グループ。
58 以一百万元落槌 yǐ yībǎi wàn yuán luòchuí １００万元で落札する。
59 以三比零赢了 yǐ sān bǐ líng yíng le ３対０で勝った。
60 以貌取⼈ yǐ mào qǔ rén 容貌で⼈の優劣を判断する
61 靠外边来判断 kào wàibiǎo lái pànduàn 外見で判断する。
62 靠农业生活 kào nóngyè shēnghuó 農業で生活する。
63 靠股票致富 kào gǔpiào zhìfù 株で金持ちになる。
64 由大家来决定 yóu dàjiā lái juédìng みんなで決める。
65 本产品由再生塑料制成 běn chǎnpǐn yóu zàishēng sùliào zhì chéng この製品は再生プラスチックで出来ている。
66 乘 chéng 乗る。〜で。
67 坐 zuò 座る。乗る。〜で。
68 骑 qí またがる。乗る。〜で。
69 乘⻜机去法国 chéng fēijī qù fàguó 飛行機でフランスに行く。
70 请乘电梯到五楼 qǐng chéng diàntī dào wǔ lóu エレベーターで五階に行ってください。
71 我坐⻜机去 wǒ zuò fēijī qù 私は飛行機で行く。
72 坐火⻋回家 zuò huǒchē huí jiā 電車で家に帰る。
73 从广州坐⻋到东莞要多⻓时间? cóng guǎngzhōu zuò chē dào dōngguǎn yào duō cháng shíjiān 広州から車で東莞までどれくらい時間がかかる。
74 我想乘船去 wǒ xiǎng chéng chuán qù 私は船で行きたい。
75 他骑⻢来 tā qí mǎ lái 彼は馬で来る。
76 骑自行⻋去 qí zìxíngchē qù 自転車で行く。
77 骑摩托⻋旅行 qí mótuōchē lǚxíng バイクで旅行する。
78 笑脸相迎 xiàoliǎn xiāng yíng 笑顔で迎える。
79 拍掌欢迎 pāizhǎng huānyíng 拍手で迎える。
80 我自己做 wǒ zìjǐ zuò 私は自分でやる。
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81 我自己带行李 wǒ zìjǐ dài xínglǐ 私は自分で荷物を持つ。
82 我自己拿行李 wǒ zìjǐ ná xínglǐ 私は自分で荷物を持つ。
83 一个⼈可以去 yī gè rén kěyǐ qù 一⼈で行ける。
84 如果我可以的话 rúguǒ wǒ kěyǐ de huà 私でよければ。。
85 大家一起去吧 dàjiā yīqǐ qù ba みんなで一緒に行きましょう。
86 大家团结一致 dàjiā tuánjié yīzhì みんなで一致団結する
87 分给大家吃 fēn gěi dàjiā chī みんなで分けて食べる。
88 两个⼈分一个蛋糕 liǎng gè rén fēn yī gè dàngāo ケーキを２⼈で分ける。
89 两三天可以完成 liǎng sān tiān kěyǐ wánchéng ２〜３日で出来る。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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