
No 中国語 ピンイン 日本語

1 拿 ná 手に持つ。手に取る。
2 拿一下那个 ná yīxià nàge ちょっとそれを手に取って。
3 请拿来 qǐng ná lái 持ってきてください。
4 请把那本书拿来 qǐng bǎ nà běn shū ná lái その本を持ってきてください。
5 请拿着这个来 qǐng ná zhe zhège lái これをもってきてください。
6 请拿着这个去 qǐng ná zhe zhège qù これをもっていってください。
7 请帮我拿一下 qǐng bāng wǒ ná yīxià ちょっと持つのを手伝ってください。
8 请拿一下那本书 qǐng ná yīxià nà běn shū その本を取って下さい。
9 请把那本书拿给我 qǐng bǎ nà běn shū ná gěi wǒ その本を取って私に下さい。
10 请把那本书拿过来 qǐng bǎ nà běn shū ná guolai その本を持って来てください。
11 请把那本书拿过去 qǐng bǎ nà běn shū ná guoqu その本を持って行ってください。
12 请把那本书拿起来 qǐng bǎ nà běn shū ná qilai その本を手に取り上げてください。
13 请把那本书拿下来 qǐng bǎ nà běn shū ná xialai その本を手から降ろしてください。
14 请把那本书拿出来 qǐng bǎ nà běn shū ná chulai その本を取り出してください。
15 你把这本书拿着 nǐ bǎ zhè běn shū názhe この本を持っていてください。
16 从书柜里拿出书 cóng shūguì lǐ ná chū shū 本箱から本を取り出す。
17 把衣服拿到外面去晒 bǎ yīfu ná dào wàimiàn qù shài 服を外に持っていき、干す。
18 请拿好 qǐng ná hǎo しっかり持ってください。
19 这个你拿住 zhège nǐ ná zhù これをしっかり持ってください。
20 拿起来好好看看 ná qilai hǎohaokànkan 手に取ってよく見てください。
21 拿出一张纸 ná chū yī zhāng zhǐ 紙を一枚取り出す。
22 从口袋里拿出来钱包 cóng kǒudài lǐ ná chulai qiánbāo ポケットから財布を取り出す。
23 把行李拿下来 bǎ xíngli ná xialai 荷物を取り下ろす。
24 拿那个 ná nàge それ取って。
25 拿了 ná le 取った。
26 取 qǔ 取る。受け取る。引き出す。
27 我去取吧 wǒ qù qǔ ba 私が取りに行くよ。
28 取下零件 qǔ xià língjiàn 部品を取り外す。
29 螺丝取下来 luósī qǔ xialai ネジを取り外す。
30 螺丝取不下来 luósī qǔ bù xialai ネジが取り外せない。
31 把电灯泡取下来 bǎ diàndēngpào qǔ xialai 電球を取り外す。
32 把画取下来 bǎ huà qǔ xialai 絵を取り外す。
33 把标签取下来 bǎ biāoqiān qǔ xialai ラベルを取り外す。
34 把盖子取下来 bǎ gàizi qǔ xialai ふたを取り外す。
35 取出卡 qǔ chū kǎ カードを取り出す。
36 从里口袋取出记事本 cóng lǐ kǒudài qǔ chū jìshìběn 内ポケットからメモ帳を取り出す。
37 握 wò 握る。つかむ。
38 握球拍 wò qiúpāi ラケットを握る。
39 掌握 zhǎngwò 掌握する。
40 掌握方向盘 zhǎngwò fāngxiàngpán ハンドルを握る。
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41 把 bǎ 握る。つかむ。
42 把好拿手 bǎ hǎo náshǒu 手すりをしっかりつかむ。
43 抓 zhuā 握る。つかむ。掻く。
44 抓住吊环 zhuā zhù diàohuán 吊り革をしっかりつかむ。
45 攥 zuàn 握る。つかむ。
46 攥紧绳子 zuàn jǐn shéngzi ロープをしっかりつかむ。
47 掏 tāo 手探りで取り出す。掘る。
48 从口袋里掏出手绢 cóng kǒudài lǐ tāo chū shǒujuàn ポケットからハンカチを取り出す。
49 摸 mō 触れる。なでる。手探りする。
50 用手摸摸 yòng shǒu mō mo 手で触れる。手でなでる。
51 从口袋里摸出零钱 cóng kǒudài lǐ mō chū língqián ポケットから小銭を探り出す。
52 抚摸 fǔmō 手でさする。なでる。
53 抚摩 fǔmó 手でさする。なでる。
54 抚摸孩子的头 fǔmō háizi de tóu 子供の頭をなでる。
55 触 chù 触れる。
56 触到窗户 chù dào chuānghù 窓に触れる。
57 触摸 chùmō 手で触れる。なでる。
58 触摸展品 chùmō zhǎnpǐn 展示品に触れる。
59 擦 cā 拭く。ぬぐう。こする。塗る。すりおろす。
60 擦桌子 cā zhuōzi テーブルを拭く。
61 擦萝卜泥 cā luóboní ダイコンおろしを擦る。
62 抽出 chōuchū 抜き出す。取り出す。
63 从烟盒里抽出烟 cóng yānhé lǐ chōuchū yān シガレットケースからタバコを取り出す。
64 推 tuī 押す。
65 推⻋ tuī chē 車を押す。
66 推开门 tuī kāi mén ドアを押し開ける。
67 挤 jǐ 圧力でしぼり出す。
68 挤果汁 jǐ guǒzhī 果汁を搾る。
69 把牙膏从软筒中挤出来 bǎ yágāo cóng ruǎntǒng zhōng jǐ chulai ⻭磨き粉をチューブから絞り出す。
70 拉 lā 引く。引っ張る。
71 拉开窗帘 lā kāi chuānglián カーテンを開ける。
72 拉开抽屉 lā kāi chōuti 引き出しを開ける。
73 把船锚拉上来 bǎ chuán máo lā shanglai 船のいかりを引き上げる。
74 拉上拉链 lā shàng lāliàn ファスナーを引き上げる。
75 拉下幕 lā xià mù 幕を引き下げる。
76 拖 tuō 引っ張る。引きずる。後ろに垂らす。
77 拖板⻋ tuō bǎnchē 荷車を引く。
78 把箱子拖出来 bǎ xiāngzi tuō chulai トランクを引きずり出す。
79 把箱子拖进家里 bǎ xiāngzi tuō jìn jiā lǐ トランクを家の中にひきずり入れる。
80 把⻥网拖上来 bǎ yúwǎng tuō shanglai 魚の網を引き上げる。
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81 牵引 qiānyǐn 引っ張る。牽引する。
82 牵引故障⻋ qiānyǐn gùzhàng chē 故障車を牽引する。
83 按 àn 手や指で押す。
84 按开关 àn kāiguān スイッチを押す。
85 按下快门 àn xià kuàimén カメラシャッターを押す。
86 放 fàng 置く。中に放る。放す。
87 把行李放在这里 bǎ xíngli fàng zài zhèlǐ 荷物をここに置く。
88 把行李放上去 bǎ xíngli fàng shangqu 荷物を上にあげる。
89 放进口袋里 fàng jìn kǒudài lǐ ポケットに入れる。
90 把材料放进锅里 bǎ cáiliào fàng jìn guō lǐ 材料を鍋の中に入れる。
91 把肉放入汤里 bǎ ròu fàng rù tāng lǐ 肉をスープの中に入れる。
92 汤里少放点盐 tāng lǐ shǎo fàng diǎn yán スープに塩を少し入れる。
93 我把书放进了书包里 wǒ bǎ shū fàng jìn le shūbāo lǐ 私は本を学生カバンの中に入れた。
94 把水果放进冰箱里 bǎ shuǐguǒ fàng jìn bīngxiāng lǐ 果物を冷蔵庫の中に入れる。
95 把书放到书柜里 bǎ shū fàng dào shūguì lǐ 本を本棚に入れる。
96 把杯子放倒桌子上 bǎ bēizi fàng dào zhuōzi shàng コップをテーブルの上にのせる。
97 放回原处 fàng huí yuánchù 元の位置に戻す。しまう。
98 把空气放掉 bǎ kōngqì fàng diào 空気を抜く。
99 把水放掉 bǎ shuǐ fàng diào 水を抜く。
100 往杯子里放冰块 wǎng bēizi lǐ fàng bīngkuài コップに氷を入れる。
101 放下 fàngxià 握っているものを下に置く。
102 把枪放下 bǎ qiāng fàngxià 銃を置く。銃をはなせ。
103 放下筷子 fàngxià kuàizi 箸をおろす。
104 放下卷帘门 fàngxià juǎnliánmén シャッタードアを下ろす。
105 搁 gē 置く。入れる。加える。
106 把家具搁在房间里 bǎ jiājù gē zài fángjiān lǐ 家具を部屋の中に置く。
107 搁下书包 gē xià shūbāo 学生カバンを置く。
108 把东⻄搁到桌上 bǎ dōngxi gē dào zhuō shàng モノをテーブルの上に置く。
109 花盆搁在阳台 huāpén gē zài yángtái 植木鉢はベランダに置いてある。
110 搁搪 gē táng 砂糖を入れる。
111 搁点盐 gē diǎn yán 塩をすこし加える。
112 搁上点酱油 gē shàng diǎn jiàngyóu 醤油をすこしかける。
113 摆 bǎi 並べる。配置する。
114 摆棋子 bǎi qízǐ 駒をならべる。
115 摆上鲜花 bǎi shàng xiānhuā 花を置く。
116 摊 tān 並べる。広げる。
117 摊桌布 tān zhuōbù テーブルクロスを広げる。
118 摊开 tānkāi 平らに広げる。
119 把地图摊开 bǎ dìtú tānkāi 地図を広げる。
120 摊开扑克牌 tānkāi pūkèpái トランプを広げる。
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121 捡 jiǎn 地面にある物を拾いあげる。
122 捡垃圾 jiǎn lājī ゴミを拾う。
123 把球捡起来 bǎ qiú jiǎn qilai ボールを拾いあげる。
124 举 jǔ 上にあげる。かかげる。
125 举旗 jǔ qí 旗を掲げる。
126 举起桌子 jǔ qǐ zhuōzi 机を持ち上げる。
127 举起来杠铃 jǔ qilai gànglíng バーベルを持ち上げる。
128 抬 tái 上げる。持ち上げる。
129 把桌子抬起来 bǎ zhuōzi tái qilai テーブルを持ち上げる。
130 拧 níng しぼる。つねる。
131 拧毛巾 níng máojīn タオルを絞る。
132 拧 nǐng ねじる。ひねる。
133 拧水龙头 nǐng shuǐlóngtóu 蛇口をひねる。
134 拧开水龙头 nǐng kāi shuǐlóngtóu 蛇口を開ける。
135 闭水龙头 bì shuǐlóngtóu 蛇口を閉める。
136 把瓶盖拧下来 bǎ pínggài nǐng xialai ボトルキャップをひねり外す。
137 拧上盖子 nǐng shàng gàizi ねじってふたをする。
138 拧开盖子 nǐng kāi gàizi ふたをねじあける。
139 把螺丝拧紧 bǎ luósī nǐng jǐn ネジを締めつける。
140 把螺丝拧下来 bǎ luósī nǐng xialai ネジを取り外す。
141 把螺丝拧松 bǎ luósī nǐng sōng ネジをゆるめる。
142 开 kāi 開く。開ける。
143 开锁 kāi suǒ 鍵を開ける。
144 开罐头 kāi guàntou 缶詰を開ける。
145 打开 dǎkāi 開く。開ける。
146 打开盖子 dǎkāi gàizi ふたを開ける。
147 打开抽屉 dǎkāi chōuti ひきだしを開ける。
148 打开笔记本 dǎkāi bǐjìběn ノートを開く。
149 把伞打开 bǎ sǎn dǎkāi 傘を開く。
150 打开窗子 dǎkāi chuāngzi 窓を開ける。
151 打开水龙头 dǎkāi shuǐlóngtóu 蛇口を開ける。
152 打开行李 dǎkāi xíngli 荷物をほどく。
153 打开包袱 dǎkāi bāofu ふろしき包みをほどく。
154 把扇子打开 bǎ shànzi dǎkāi 扇子を開く。
155 关 guān 閉じる。ふさがる。
156 关门 guānmén ドアを閉める。
157 把门关上 bǎ mén guān shàng ドアを閉める。
158 关上抽屉 guān shàng chōuti ひきだしを閉める。
159 关上窗户 guānshàng chuānghù 窓を閉める。
160 关上水龙头 guān shàng shuǐlóngtóu 蛇口を閉める。
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161 合 hé 閉じる。閉める。
162 合上书 hé shàng shū 本を閉じる。
163 把伞合上 bǎ sǎn hé shàng 傘をたたむ。
164 盖 gài かぶせる。ふたをする。
165 盖被子 gài bèizi 掛け布団を掛ける。
166 盖上盖子 gài shàng gàizi ふたをする。
167 把锅盖上 bǎ guō gài shàng 鍋にふたをする。
168 刺 cì 突き刺す。
169 用刀刺 yòng dāo cì ナイフで突き刺す。
170 扎 zhā 刺す。
171 用针扎 yòng zhēn zhā 針で刺す。
172 用枪扎 yòng qiāng zhā やりで刺す。
173 攮 nǎng 刺す。
174 用锥子攮 yòng zhuīzi nǎng きりで刺す。
175 捅 tǒng 棒や刀で突く、刺す。手や指などを当てる。
176 用刀捅 yòng dāo tǒng ナイフで刺す。
177 用手指捅 yòng shǒuzhǐ tǒng 指で突く。
178 捅咕 tǒnggu つつく。触れる。
179 用手指头捅咕 yòng shǒuzhǐ tou tǒnggu 指先でつつく。
180 拔 bá 抜く。
181 拔钉子 bá dīngzi くぎを抜く。
182 拔软木塞 bá ruǎnmùsāi コルク栓を抜く。
183 把银行卡拔出 bǎ yínháng kǎ bá chū 銀行カードを引き抜く。
184 起 qǐ 取り外す。抜く。
185 起钉子 qǐ dīngzi 釘を抜く。
186 起瓶塞 qǐ píngsāi ボトルの栓を抜く。
187 把图钉起下来 bǎ túdīng qǐ xialai 画鋲を取り外す。
188 填 tián 埋める。補充する。
189 填坑 tián kēng 穴を埋める。
190 重新填装燃料 chóngxīn tián zhuāng ránliào 燃料を詰め替える。
191 塞 sāi ふさぐ。すきまを埋める。
192 把坑塞住 bǎ kēng sāi zhù 穴をふさぐ。
193 塞上塞子 sāi shàng sāizi 栓をする。
194 装 zhuāng ものを入れる。詰める。取り付ける。
195 装子弹 zhuāng zǐdàn 弾を込める。
196 装电灯 zhuāng diàndēng 電灯を取り付ける。
197 装入电池 zhuāng rù diànchí 電池を入れる。
198 把垃圾装进垃圾袋 bǎ lājī zhuāng jìn lājīdài ゴミをゴミ袋に入れる。
199 装上安全装置 zhuāng shàng ānquán zhuāngzhì 安全装置を取り付ける。
200 把衣服装到行李箱里 bǎ yīfu zhuāng dào xínglǐxiāng lǐ 服をスーツケースの中に詰める。
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201 卸 xiè 荷物をおろす。分解する。
202 从⻋上卸货 cóng chē shàng xiè huò 車から荷物を下ろす。
203 卸机器零件 xiè jīqì língjiàn 機械の部品を取り外す。
204 把零件卸下来 bǎ língjiàn xiè xialai 部品を外す
205 卸下螺丝钉 xiè xià luósīdīng ネジをはずす。
206 卸下电池 xiè xià diànchí 電池をはずす。
207 把门卸下来 bǎ mén xiè xialai 扉を取り外す。
208 贴 tiē 薄いものを貼り付ける。
209 贴邮票 tiē yóupiào 切手を貼る。
210 贴上标签 tiē shàng biāoqiān ラベルを貼る。物に札が付いている。
211 粘 zhān 粘り気あるものでくっつける。
212 粘信封 zhān xìnfēng 封筒をのりづけする。
213 用胶布粘上 yòng jiāobù zhān shàng テープで貼り付ける。
214 揭 jiē はがす。めくる。
215 揭下招贴 jiē xià zhāotiē ビラをはがす。
216 揭开 jiēkāi はがす。めくる。
217 揭开贴纸 jiēkāi tiēzhǐ シールをはがす。
218 从这里揭开 cóng zhèlǐ jiēkāi ここからめくる。
219 剥 bāo 皮や殻をむく。はがす。
220 剥栗子 bāo lìzi 栗をむく。
221 剥 bō 皮や殻をむく。はがす。
222 把皮剥下去 bǎ pí bō xiaqu 皮をむき取る。
223 卷 juǎn 巻く。巻き上げる。
224 卷起百叶窗 juǎn qǐ bǎiyèchuāng ブラインドを巻き上げる。
225 撒 sā 放す。放つ。
226 撒手 sāshǒu 手を放す。
227 撒开手 sākāi shǒu 手を放す。
228 撒 sǎ まく。まき散らす。
229 撒胡椒 sǎ hújiāo コショウをかける。
230 撒肥料 sǎ féiliào 肥料をまく。
231 拌 bàn かき混ぜる。混ぜ合わせる。
232 拌佐料 bàn zuǒliào 調味料を混ぜ合わせる。
233 搅拌 jiǎobàn かき混ぜる。
234 搅拌水泥 jiǎobàn shuǐní セメントをかき混ぜる。
235 切 qiē 刃物で切る。
236 把苹果切成两块 bǎ píngguǒ qiē chéng liǎng kuài リンゴを二かたまりに切る。
237 切开 qiēkāi 刃物で切り開く。
238 把⻄⽠切开 bǎ xīguā qiēkāi スイカを切り開く。
239 斩 zhǎn 刃物で断ち切る。
240 把骨斩 bǎ gǔ zhǎn 骨を断ち切る。
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241 割 gē 全体から一部を切る。
242 割草 gē cǎo 草を刈る。
243 分 fēn 分ける。
244 把蛋糕分成八份 bǎ dàngāo fēn chéng bā fèn ケーキを八分割する。
245 分开 fēnkāi 分ける。
246 把这些东⻄分开包 bǎ zhèxiē dōngxi fēnkāi bāo これらのものを別々に包む。
247 把这些东⻄平均分 bǎ zhèxiē dōngxi píngjūn fēn これらのものを均等割りする。
248 均分 jūnfēn 均等に分ける。
249 把钱均分 bǎ qián jūnfēn お金を均等に分ける。
250 扎 zā しばる。束ねる。巻き付ける。
251 扎袋口 zā dài kǒu 袋の口をしばる。
252 扎绷带 zā bēngdài 包帯を巻く。
253 绑 bǎng しばる。くくる。
254 把行李绑在椅子 bǎ xínglǐ bǎng zài yǐzi 荷物を椅子にしばる。
255 绑扎 bǎngzā しばる。くくる。巻きつける。
256 绑扎行李 bǎngzā xíngli 荷物をしばる。
257 捆 kǔn しばる。梱包する。束ねる。
258 捆行李 kǔn xíngli 荷物をしばる。
259 捆扎 kǔnzā しばってまとめる。
260 捆扎鲜花 kǔnzā xiānhuā 花を束ねる。
261 解开 jiěkāi むすびをほどく。ボタンをはずす。
262 解开绳子 jiěkāi shéngzi 縄をほどく。
263 解开上衣 jiěkāi shàngyī 上着のボタンをはずす。
264 解开领带 jiěkāi lǐngdài ネクタイをはずす。
265 扣 kòu ボタンや留め金をかける。
266 扣纽扣 kòu niǔkòu ボタンをかける。
267 扣上扣子 kòu shàng kòuzi ボタンをかける。
268 把门扣严 bǎ mén kòu yán ⼾の留め金をしっかりかける。
269 嵌入 qiànrù はめ込む。
270 戒指上嵌入钻石 jièzhǐ shàng qiànrù zuànshí 指輪にダイヤをはめ込む。
271 系 jì 結ぶ。締める。
272 系扣子 jì kòuzi ボタンをとめる。
273 系腰带 jì yāodài ベルトを締める。
274 系领带 jì lǐngdài ネクタイを締める。
275 把绳子系紧 bǎ shéngzi jì jǐn ひもをしっかり締める。
276 系好安全带 jì hǎo ānquándài シートベルトをしっかり締める。
277 系上安全带 jì shàng ānquándài シートベルトを締める。
278 系 xì つなぐ。吊り下げる。
279 用绳子系上来 yòng shéngzi xì shanglai ロープで吊り上げる。
280 用绳子系下来 yòng shéngzi xì xialai ロープで吊り下げる。
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281 挂 guà 吊るす。掛ける。
282 挂⻛铃 guà fēnglíng 風鈴を吊るす。
283 把衣服挂在钩子上 bǎ yīfu guà zài gōuzi shàng 服をフックに掛ける。
284 吊 diào 吊るす。ぶら下げる。
285 把油灯吊 bǎ yóudēng diào オイルランプを吊るす。
286 从上面吊下来 cóng shàngmian diào xialai 上からぶら下げる。
287 用绳子吊上去 yòng shéngzi diào shangqu ロープで吊り上げる。
288 用钢丝绳吊起来 yòng gāngsīshéng diào qilai ワイヤーで吊り上げる。
289 包 bāo 包む。くるむ。
290 把这个包一下 bǎ zhège bāo yīxià これを包んで。
291 把这个东⻄包起来 bǎ zhège dōngxi bāo qilai このモノを包む。
292 裹 guǒ 巻く。くるむ。
293 用毛巾把头发裹起来 yòng máojīn bǎ tóufa guǒ qilai タオルで頭髪をくるむ。
294 转动 zhuàndòng 回す。回る。
295 转动门把手 zhuàndòng ménbǎshou ドアノブを回す。
296 翻转 fānzhuǎn ひっくり返す。
297 把牌子翻转过来 bǎ páizi fānzhuǎn guolai 札をひっくり返す。
298 插 chā 差し込む。
299 把插头插进插座 bǎ chātóu chā jìn chāzuò プラグをコンセントに差し込む。
300 把银行卡插入 bǎ yínháng kǎ chā rù 銀行カードを差し込む。
301 夹 jiā はさむ。
302 把相片夹在书里 bǎ xiàngpiàn jiá zài shū lǐ 写真を本にはさむ。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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