
No 中国語 ピンイン 日本語

1 家务 jiāwù 家事。
2 家务活 jiāwùhuó 家事。家の仕事。
3 家事 jiāshì 家事。
4 家务事 jiāwùshì 家庭内の事。家事。
5 家务劳动 jiāwù láodòng 家事労働。
6 家务服务公司 jiāwù fúwù gōngsī 家事サービス会社。家事代行会社。
7 做家务 zuò jiāwù 家事をする。
8 做家务活 zuò jiāwùhuó 家事をする。
9 料理家务 liàolǐ jiāwù 家事を処理する。
10 料理家事 liàolǐ jiāshì 家事を処理する。
11 帮助料理家务 bāngzhù liàolǐ jiāwù 家事を手伝う。
12 做家务者 zuò jiāwù zhě 家事をする人。
13 做家务的人 zuò jiāwù de rén 家事をする人。
14 干家务活的人 gàn jiāwùhuó de rén 家事をする人。
15 炊事 chuīshì 炊事。
16 做饭 zuòfàn ご飯を作る。ご飯を炊く。炊事する。
17 做菜 zuòcài 料理を作る。
18 起火 qǐhuǒ 食事を作る。炊事する。火事になる。
19 烹调 pēngtiáo 調理する。料理する。
20 烹饪 pēngrèn 調理する。料理する。ご飯を作る。
21 用菜刀切 yòng càidāo qiē 包丁で切る。
22 盛饭 chéng fàn ご飯を盛る。
23 菜盛在碟子上 cài chéng zài diézi shàng 料理を皿に盛りつける。
24 菜盛在盘子上 cài chéng zài pánzi shàng 料理を大皿に盛りつける。
25 餐具摆在桌子上 cānjù bǎi zài zhuōzi shàng 食器をテーブルの上に並べる。
26 收拾餐具 shōushi cānjù 食器を片付ける。
27 洗碗 xǐwǎn 食器洗いする。
28 洗盘子 xǐ pánzi 皿洗いする。
29 擦餐具 cā cānjù 食器を拭く。
30 洗衣服 xǐ yīfu 洗濯する。
31 用洗衣机洗衣服 yòng xǐyījī xǐ yīfu 洗濯機で洗濯する。
32 用搓板搓衣服 yòng cuōbǎn cuō yīfu 洗濯板でもみ洗いする。
33 干衣服 gān yīfu 衣類を乾燥させる。服を干す。
34 用干衣机干衣服 yòng gānyījī gān yīfu 衣類乾燥機で衣類を乾かす。
35 晾干 liànggān 陰干しにして乾かす。
36 晒干 shàigān 日光にさらして乾かす。
37 把衣服收进来 bǎ yīfu shōu jìnlái 服を取り込む。
38 烫衣服 tàng yīfu 服をアイロンがけをする。
39 叠衣服 dié yīfu 衣服を畳む。
40 折叠衣服 zhédié yīfu 衣服を折り畳む。
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41 叠起衣服 dié qǐ yīfu 衣服を折り畳む。
42 打扫 dǎsǎo 掃除する。
43 打扫房间 dǎsǎo fángjiān 部屋を掃除する。
44 扫除 sǎochú 掃除する。取り除く。
45 做扫除 zuò sǎochú 掃除をする。
46 清扫 qīngsǎo 掃除する。
47 清扫地面 qīngsǎo dìmiàn 床掃除する。
48 大扫除 dàsǎochú 大掃除。
49 大清扫 dàqīngsǎo 大掃除。
50 清理 qīnglǐ きちんと処理する。
51 清理房间 qīnglǐ fángjiān 部屋をきちんと整理する。
52 整理 zhěnglǐ 整理する。片付ける。
53 整理房间 zhěnglǐ fángjiān 部屋を整理する。
54 收拾 shōushi 片付ける。整理する。修理する。こらしめる。
55 收拾屋子 shōushi wūzi 部屋を片付ける。
56 归置 guīzhi 整理する。片付ける。
57 归置屋子 guīzhi wūzi 部屋を片付ける。
58 归着 guīzhe 整理する。片付ける。
59 归着屋子 guīzhe wūzi 部屋を片付ける。
60 整理清洁 zhěnglǐ qīngjié 整理整頓。
61 擦干净 cā gānjìng きれいに拭く。拭き掃除。
62 养育孩子 yǎnyù háizi 子育て。
63 养育儿女 yǎngyù érnǚ 子育て。
64 看孩子 kān háizi 子守。
65 照看孩子 zhàokàn háizi 子守。
66 照护 zhàohù 看護する。世話をする。
67 照护病人 zhàohù bìngrén 病人の世話をする。
68 护理 hùlǐ 看護する。世話をする。
69 护理父亲 hùlǐ fùqīn 父親の看護をする。
70 照顾 zhàogù 世話をする。気を配る。注意する。
71 照顾父⺟ zhàohù fùmǔ 両親の世話をする。
72 照顾宠物 zhàogù chǒngwù ペットの世話をする。
73 接送 jiēsòng 送り迎えをする。
74 迎送 yíngsòng 送迎する。
75 接送孩子 jiēsòng háizi 子供の送り迎えをする。
76 给植物浇水 gěi zhíwù jiāo shuǐ 植物に水をやる。
77 给猫咪喂食 gěi māomī wèi shí 猫ちゃんに餌をやる。
78 带狗狗去散步 dài gǒugǒu qù sànbù ワンちゃんを散歩に連れて行く。
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