
No 中国語 ピンイン 日本語

1 集 jí 集まる。集める。
2 集邮票 jí yóupiào 切手を集める。
3 收集 shōují 収集する。
4 收集邮票 shōují yóupiào 切手を集める。
5 收集信息 shōují xìnxī 情報収集する。
6 收集情报 shōují qíngbào 情報収集する。
7 收集证据 shōují zhèngjù 証拠を集める。
8 收集垃圾 shōují lājī ごみを収集する。
9 收据资金 shōujù zījīn 資金を集める。
10 搜集 sōují 物事を探し集める。収集する。
11 搜集搜集 sōujísōují 物事を探し集める。収集する。
12 搜集意⻅ sōují yìjiàn 意見を求め集める。
13 搜集情报 sōují qíngbào 情報を探し集める。
14 搜集证据 sōují zhèngjù 証拠を探し集める。
15 搜集⺠间故事 sōují mínjiān gùshì ⺠話を収集する。
16 搜集搜集老照片 sōují sōují lǎo zhàopiàn 古い写真を探し集める。
17 凑 còu 寄せ集める。出くわす。近づく。
18 凑钱 còuqián お金を集める。
19 凑数 còushù 数を揃える。不足分を足して一定の数量に達する。
20 凑人数 còu rénshù 頭数を揃える。
21 凑份子 còu fènzi 各人の支払い分を集める。金を出し合う。
22 大家凑在一起 dàjiā còu zài yīqǐ みんながいっしょに集まる。
23 凑到一起 còu dào yīqǐ 集まる。まとまる。
24 凑合 còuhe 一か所に集まる。集める。我慢する。まずまず。
25 凑合在一起 còuhe zài yīqǐ 集まる。
26 凑齐 còuqí 集めそろえる。
27 凑齐人数 còuqí rénshù 人数を揃える。
28 凑齐了十个人 còuqí le shí ge rén １０人集めた。
29 凑齐了三百块钱 còuqí le sānbǎi kuài qián ３００元集めた。
30 凑不齐 còu bù qí 集まらない。
31 凑集 còují よせ集める。かき集める。
32 凑集人手 còují rénshǒu 人手をかき集める。
33 凑集在一起 còují zài yīqǐ いっしょに集まる。
34 拼凑 pīncòu よせ集める。
35 拼拼凑凑 pīnpīncòucòu よせ集める。
36 拼凑零钱 pīncòu língqián 小銭をかき集める。
37 拼拼凑凑零碎的记忆 pīnpīncòucòu língsuì de jìyì 断片的な記憶を寄せ集める。
38 七拼八凑 qī pīn bā còu あちこちから寄せ集める。
39 七拼八凑的乐队 qī pīn bā còu de yuèduì 寄せ集めのバンド。
40 七拼八凑的球队 qī pīn bā còu de qiúduì 寄せ集めの球技チーム。
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41 筹集 chóují 調達する。
42 筹集资金 chóují zījīn 資金を集める。
43 筹集基金 chóují jījīn 基金を調達する。
44 筹集捐款 chóují juānkuǎn 寄付金を集める。
45 筹集到一百万日元 chóují dào yī bǎi wàn rìyuán １００万円調達する。
46 搜罗 sōuluó 人や事物を探し集める。
47 搜罗人才 sōuluó réncái 人材を探し集める。
48 搜罗史料 sōuluó shǐliào 史料を探し集める。
49 搜罗美食 sōuluó měishí 美食を探す。おいしいものを探す。
50 招集 zhāojí 招集する。集める。
51 招集会议 zhāojí huìyì 会議を招集する。
52 招集部下 zhāojí bùxià 部下を集める。
53 召集同伙 zhàojí tónghuǒ 仲間を集める。
54 召集 zhàojí 招集する。集める。
55 召集人 zhàojí rén 人を呼び集める。
56 召集选手 zhàojí xuǎnshǒu 選手を集める。
57 召集志愿者 zhàojí zhìyuánzhě ボランティアを招集する。
58 招致 zhāozhì 招き寄せる。呼び集める。良からぬことを引き起こす。
59 招致人才 zhāozhì réncái 人材を招く。
60 招致愤怒 zhāozhì fènnù 怒りを招く。
61 招致灾祸 zhāozhì zāihuò 災いを招く。
62 招致怀疑 zhāozhì huáiyí 疑いを招く。
63 纠合 jiūhé 人を寄せ集める。
64 鸠合 jiūhé 人を寄せ集める。
65 纠合党羽 jiūhé dǎngyǔ 徒党を組む。悪い仲間を集める。
66 纠合之众 jiūhé zhī zhòng 集まった⺠衆。⺠衆が結束する。
67 荟萃 huìcuì ひとところに集まる。
68 人才荟萃 réncái huìcuì 優れた人物が集まる。
69 名人荟萃 míngrén huìcuì 有名人が集まる。
70 集中 jízhōng 集める。集中する。まとまっている。
71 视线集中 shìxiàn jízhōng 視線が集まる。
72 集中兵力 jízhōng bīnglì 兵力を結集する。
73 集中精神 jízhōng jīngshén 精神を集中する。
74 集中意⻅ jízhōng yìjiàn 意見をまとめる。
75 集合 jíhé 集合する。集まる。集める。
76 全体集合 quántǐ jíhé 全体集合。
77 紧急集合 jǐnjí jíhé 緊急集合。
78 在门口集合 zài ménkǒu jíhé 入口で集合。
79 大家集合 dàjiā jíhé みんな集まれ。みんな集まる。
80 请集合 qǐng jíhé 集まってください。
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81 集结 jíjié 集結する。集める。
82 集结成员 jíjié chéngyuán メンバーを集める。
83 集结兵力 jíjié bīnglì 兵力を結集する。
84 集结全力 jíjié quánlì 全力を結集する。
85 汇合 huìhé 川の流れがひとつになる。人や心がひとつになる。
86 铁路汇合处 tiělù huìhé chù 鉄道の合流点。
87 汇合各方力量 huìhé gè fāng lìliàng それぞれの方面の力が結集する。エネルギーが結集する。
88 会合 huìhé 集まる。合流する。
89 两军会合 liǎng jūn huìhé 両軍が合流する。
90 在现场会合 zài xiànchǎng huìhé 現場で合流する。
91 聚 jù 集まる。
92 我们大家聚吧 wǒmen dàjiā jù ba みんなで集まろう。
93 金丝猴聚成一个家 jīnsīhóu jù chéng yī ge jiā キンシコウは集まってファミリーになる。
94 集聚 jíjù 集める。集まる。集合する。
95 集聚一堂 jíjù yītáng 一堂に会する。
96 集聚许多人 jíjù xǔduō rén たくさんの人が集まる。
97 货物集聚 huòwù jíjù 集荷。
98 聚集 jùjí １か所に集める。集まる。
99 聚集一堂 jùjí yītáng 一堂に会する。
100 聚集了近三万人 jùjí le jìn sān wàn rén ３万人ちかくが集まった。
101 大家都聚集在公园里 dàjiā dōu jùjí zài gōngyuán lǐ みんなが公園の中に集まる。
102 团聚 tuánjù 身内が集まる。団結結集する。
103 家人团聚 jiārén tuánjù 家族だんらん。
104 合家团聚 héjiā tuánjù 家族だんらん。
105 全家团聚 quánjiā tuánjù 一家だんらん。
106 骨肉团聚 gǔròu tuánjù 一家だんらん。
107 会聚 huìjù 集まる。
108 汇聚 huìjù 集める。集まる。
109 会聚一堂 huìjù yītáng 一堂に会する。
110 汇聚一堂 huìjù yītáng 一堂に会する。
111 会聚在这里 huìjù zài zhèlǐ ここに集まる。
112 聚会 jùhuì 寄り合う。集まり。パーティー。会合。
113 聚会一堂 jùhuì yītáng 一堂に会する。
114 今天聚会在一起 jīntiān jùhuì zài yīqǐ 今日、一緒に集まる。
115 同学聚会 tóngxué jùhuì 同級生の集まり。同窓会。
116 生日聚会 shēngrì jùhuì 誕生パーティー。
117 汇集 huìjí 集める。集まる。
118 会集 huìjí 集める。集まる。
119 汇集一堂 huìjí yītáng 一堂に会する。
120 汇集材料 huìjí cáiliào 資料を集める。
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121 收回 shōuhuí 回収する。とり戻す。撤回する。
122 收回贷款 shōuhuí dàikuǎn 貸付金を回収する。
123 收回借出的书 shōuhuí jiè chū de shū 貸した本を回収する。
124 回收 huíshōu 回収する。
125 回收贷款 huíshōu dàikuǎn 貸付金を回収する。
126 回收废品 huíshōu fèipǐn 廃品を回収する。
127 回收次品 huíshōu cìpǐn 欠陥品を回収する。
128 吸引 xīyǐn 引き付ける。引き寄せる。
129 吸引人 xīyǐn rén 人を引き付ける。
130 吸引客人 xīyǐn kèrén 客を引き付ける。
131 吸引观众 xīyǐn guānzhòng 観客を引き付ける。観客を動員する。
132 引人注目 yǐn rén zhù mù 人目を引く。
133 引人注目的地方 yǐn rén zhù mù de dìfang 人目を引く場所。目立つ場所。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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