
No 中国語 ピンイン 日本語

1 相 xiāng 互いに。自分で確かめて判断する。
2 互相 hùxiāng お互いに。
3 相互 xiānghù お互いに。
4 彼此 bǐcǐ お互いさま。双方。
5 互相教 hùxiāng jiào 互いに教え合う。
6 互相学习 hùxiàng xuéxí 互いに学び合う。
7 我们互相学习吧 wǒmen hùxiàng xuéxí ba 私たち、互いに学び合いしましょう。
8 跟我一起互相学习吧 gēn wǒ yīqǐ hùxiàng xuéxí ba 私と一緒に学び合いしましょう。
9 互相帮助 hùxiāng bāngzhù 互いに助け合う。
10 我和他互相帮助 wǒ hé tā hùxiāng bāngzhù 彼と私は互いに助け合う。
11 互相援助 hùxiāng yuánzhù 互いに助け合う。
12 相互支援 xiānghù zhīyuán 互いに支援し合う。
13 互相照顾 hùxiāng zhàogù 互いに同情し合い助け合う。
14 相助 xiāngzhù 助け合う。協力する。
15 彼此相助 bǐcǐ xiāngzhù 互いに助け合う。
16 互助 hùzhù 助け合う。
17 互助合作 hùzhù hézuò 互いに援助し協力し合う。
18 两相配合 liǎng xiāng pèihé 双方が協力し合う。
19 互相支持 hùxiāng zhīchí 互いに支持し合う。
20 相互补充 xiānghù bǔchōng 互いに補う。
21 相辅相成 xiāng fǔ xiāng chéng 互いに補い助け合う。
22 互相包庇 hùxiāng bāobì 互いにかばい合う。
23 互相安慰 hùxiāng ānwèi 互いに慰め合う。
24 彼此原谅 bǐcǐ yuánliàng 互いに許し合う。
25 相成 xiāngchéng 助け合って事を成し遂げる。補完し合う。
26 互相鼓励 hùxiāng gǔlì 互いに元気をつけ合う。励まし合う。
27 互相劝勉 hùxiāng quànmiǎn 互いに励まし合う。
28 相互激励 xiānghù jīlì 互いに励まし合う。
29 互相勉励 hùxiāng miǎnlì 互いに励まし合う。
30 互勉 hùmiǎn 互いに励まし合う。
31 互相尊重 hùxiāng zūnzhòng 互いに尊重し合う。
32 相让 xiāngràng 互いに譲り合う。相手に譲歩する。
33 互相谦让 hùxiāng qiānràng 互いに謙遜して譲り合う。
34 相互让座 xiānghù ràngzuò 席を譲り合う。
35 互相让路 hùxiāng rànglù 道を譲り合う。
36 互相理解 hùxiāng lǐjiě 互いにわかり合う。お互いを理解する。
37 相互轻蔑 xiānghù qīngmiè お互いに軽蔑する。お互いに見くびる。
38 文人相轻 wénrén xiāng qīng 文人相軽んず。
39 互相憎恨 hùxiāng zēnghèn 互いに憎み合う。
40 对骂 duì mà 互いにののしり合う。
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41 相互斗殴 xiānghù dòu'ōu 互いに殴り合う。
42 互相打 hùxiāng dǎ 互いに殴り合う。
43 演对台戏 yǎn duìtáixì 張り合う。
44 互相争夺 hùxiāng zhēngduó 取り合いする。
45 互相推诿 hùxiāng tuīwěi 互いに責任をなすり合う。
46 相互欺骗 xiānghù qīpiàn 互いに騙し合う。
47 相爱 xiāng'ài 愛し合う。
48 相思 xiāngsī 男女が互いに思い合う。
49 相对 xiāngduì 向かい合う。性質が対立する。相対的だ。比較的に。
50 相向 xiāngxiàng 向き合う。相手に対応する。
51 相看 xiāng kàn 互いに見る。見合う。
52 相视 xiāng shì 見合わせる。見据える。
53 相顾 xiānggù 互いに見つめ合う。
54 互相注视 hùxiāng zhùshì 互いに見つめ合う。
55 互相凝视 hùxiāng níngshì 互いに凝視し合う。
56 互相握手 hùxiāng wòshǒu 手を握り合う。握手する。
57 互相抱抱 hùxiāng bào bào ハグし合う。抱き合う。
58 互访 hùfǎng 互いに訪問し合う。
59 相处 xiāngchǔ 付き合う。交際する。いっしょに暮らす。
60 相交 xiāngjiāo 友達として付き合う。交差する。
61 互相影响 hùxiāng yǐngxiǎng 互いに影響し合う。
62 互相依存 hùxiāng yīcún 互いに頼り合う。互いに依存する。
63 互相依赖 hùxiāng yīlài 互いに頼り合う。互いに依存する。
64 互相依靠 hùxiāng yīkào 互いに頼り合う。互いに依存する。
65 互通 hùtōng 互いに通じ合う。互いにやりとりする。
66 互通姓名 hùtōng xìngmíng 名乗り合う。
67 互通消息 hùtōng xiāoxi 連絡を取り合う。
68 交谈 jiāotán 語り合う。
69 对话 duìhuà 対話する。対話。
70 商谈 shāngtán 話し合う。面談する。
71 洽谈 qiàtán 打ち合わせする。相談する。
72 面谈 miàntán 面と向かって話し合う。面談する。
73 商洽 shāngqià 相談する。協議する。
74 洽商 qiàshāng 相談する。打ち合わせする。
75 协商 xiéshāng 協議する。
76 协议 xiéyì 協議する。合意。
77 商量 shāngliáng 相談する。意見を交わす。
78 磋商 cuōshāng 何度も話し合う。
79 交涉 jiāoshè 交渉する。
80 讨论 tǎolùn 討論する。
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81 谈论 tánlùn あれこれ話し合う。
82 议论 yìlùn 議論する。議論。意見。
83 会谈 huìtán 会談する。
84 共计 gòngjì 協議する。合計する。
85 谈 tán 話す。対話する。
86 谈话 tánhuà 複数の人が互いに話す。下の者に正式に話す。
87 畅谈 chàngtán 存分に語り合う。心ゆくまで話し合う。
88 交心 jiāoxīn 心を打ち明ける。
89 相互交心 xiānghù jiāoxīn 互いに心を打ち明け合う。
90 打开天窗说亮话 dǎkāi tiānchuāng shuō liànghuà 腹を割って話し合う。
91 促膝谈心 cù xī tán xīn ひざを交えて話し合う。
92 相互保持沉默 xiānghù bǎochí chénmò 互いに黙り合う。
93 声息相通 shēngxī xiāngtōng お互い連絡を取り合う。
94 互相投球 hùxiāng tóuqiú 交互にボールを投げ合う。
95 分享喜悦 fēnxiǎng xǐyuè 喜びを分かち合う。
96 共享欢喜 gòngxiǎng huānxǐ 喜びを共有し合う。
97 一起欢喜 yīqǐ huānxǐ 喜び合う。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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