
No 中国語 ピンイン 日本語

1 找 zhǎo 探す。人や物を訪ねる。おつりを支払う。
2 找人 zhǎo rén 人を探す。
3 找东⻄ zhǎo dōngxi 物を探す。
4 找工作 zhǎo gōngzuò 仕事を探す。職を求める。
5 正在找对象 zhèngzài zhǎo duìxiàng 今、恋の相手を探す。ただ今恋人募集中。
6 找厕所 zhǎo cèsuǒ 便所を探す。
7 我在找眼镜 wǒ zài zhǎo yǎnjìng 私は眼鏡を探しています。
8 在抽屉里找 zài chōutì lǐ zhǎo 引き出しの中を探す。
9 在脚下找找看 zài jiǎoxià zhǎo zhǎo kàn 足もとを探してみる。
10 没有找到 méiyǒu zhǎo dào 見つからない。
11 找不着 zhǎo buzháo 見つからない。
12 找不着门 zhǎo buzháo mén 出入口がわからない。
13 ⻋票找不着了 chēpiào zhǎo buzháo le 乗車切符が見あたらない。
14 哪里都找不到 nǎlǐ dōu zhǎo bù dào どこにも見当たらない。
15 找不到孩子 zhǎo bù dào háizi 子供が見つからない。
16 找不到钱包 zhǎo bù dào qiánbāo 財布が見当たらない。
17 你在找什么? nǐ zài zhǎo shénme あなたは何を探していますか。
18 你要找的东⻄是什么? nǐ yào zhǎo de dōngxi shì shénme あなたが探している物は何ですか。
19 你找谁? nǐ zhǎo shéi だれを探していますか。
20 你的手机找到了吗? nǐ de shǒujī zhǎo dào le ma あなたの携帯電話は見つかりましたか。
21 找到了 zhǎo dào le 見つかった。
22 查找 cházhǎo 探す。捜す。
23 查找资料 cházhǎo zīliào 資料を探す。
24 查找原因 cházhǎo yuányīn 原因を探す。
25 查找密告者 cházhǎo mìgàozhě 密告者を探し出す。
26 找着 zhǎozháo 探し当てる。
27 手表找着了 shǒubiǎo zhǎozháo le 腕時計が見つかった。
28 还没找着 hái méi zhǎozháo まだ見つからない。
29 寻 xún 外へ出て探す。探し求める。
30 寻猫 xún māo 猫を探す。
31 寻不着 xún buzháo 見つからない。
32 觅 mì 探し求める。尋ねる。
33 觅路 mì lù 道を探す。
34 觅食 mìshí えさを捜す。
35 小⻦觅食 xiǎoniǎo mìshí 小鳥がえさを探す。
36 寻找 xúnzhǎo 探す。求める。
37 寻找失物 xúnzhǎo shīwù 遺失物を探す。
38 寻找眼镜 xúnzhǎo yǎnjìng 眼鏡を探す。
39 寻找机会 xúnzhǎo jīhuì 機会を探す。
40 寻找好的方法 xúnzhǎo hǎo de fāngfǎ 良い方法を探す。
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41 寻觅 xúnmì 苦心して探す。
42 寻觅爱 xúnmì ài 愛を探す。
43 寻觅一杯好咖啡 xúnmì yī bēi hǎo kāfēi 一杯の良きコーヒーを探す。
44 寻求 xúnqiú 探し求める。
45 寻求新天地 xúnqiú xīntiāndì 新天地を探し求める。
46 寻求真理 xúnqiú zhēnlǐ 真理を探し求める。
47 寻求和平 xúnqiú hépíng 平和を求める。
48 探寻 tànxún 探求する。探し求める。
49 探寻真理 tànxún zhēnlǐ 真理を探究する。
50 探寻道路 tànxún dàolù 道を探し求める。
51 探寻财宝 tànxún cáibǎo 財宝を探す。
52 搜寻 sōuxún 探し回る。探し求める。
53 搜寻犯人 sōuxún fànrén 犯人を捜す。
54 搜寻证据 sōuxún zhèngjù 証拠を探し回る。
55 搜寻美食 sōuxún měishí おいしい食べ物を探し回る。
56 搜索 sōusuǒ 捜索する。こまかく探す。検索する。
57 搜索犯人 sōusuǒ fànrén 犯人を捜す。
58 用电脑搜索 yòng diànnǎo sōusuǒ コンピューターで検索する。
59 搜索网站 sōusuǒ wǎngzhàn 検索サイト。
60 搜索引擎 sōusuǒ yǐnqíng 検索エンジン。
61 搜索信息 sōusuǒ xìnxī 情報検索。
62 搜索队 sōusuǒduì 捜索隊。
63 搜查 sōuchá 捜索する。こまかく調べる。
64 搜查搜查 sōuchá sōuchá 捜索する。こまかく調べる。
65 搜查毒品 sōuchá dúpǐn 麻薬の捜査をする。
66 搜查犯罪现场 sōuchá fànzuì xiànchǎng 犯行現場の捜査をする。
67 搜查总部 sōuchá zǒngbù 捜査本部。
68 摸索 mōsuǒ 手探りする。探る。
69 摸索到钥匙 mōsuǒ dào yàoshi 手探りで鍵を見つける。
70 摸索出新的疗法 mōsuǒ chū xīn de liáofǎ 新しい治療法を探り出す。
71 暗中摸索 ànzhōng mōsuǒ 暗中模索。
72 查 chá 調べる。調査する。チェックする。
73 查词典 chá cídiǎn 辞典を調べる。辞書を引く。
74 查地图 chá dìtú 地図を調べる。
75 查原因 chá yuányīn 原因を調査する。
76 查电话号码 chá diànhuà hàomǎ 電話番号を調べる。
77 请查一下 qǐng chá yīxià ちょっと調べてください。
78 请给我查一下 qǐng gěi wǒ chá yīxià 私のために調べてください。
79 请帮我查一下 qǐng bāng wǒ chá yīxià 私のために調べてください。
80 我查一下吧 wǒ chá yíxià ba ちょっと調べてみよう。
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81 调查 diàochá 調査する。
82 市场调查 shìchǎng diàochá 市場調査。
83 调查舆论 diàochá yúlùn 世論を調査する。
84 调查身份 diàochá shēnfèn 身元を調査する。
85 检查 jiǎnchá 調べる。検査する。自分の誤りを反省する。
86 海关检查 hǎiguān jiǎnchá 税関検査。
87 健康检查 jiànkāng jiǎnchá 健康診断。
88 检查行李 jiǎnchá xíngli 荷物を検査する。
89 查阅 cháyuè 書物や書類を調べる。
90 查阅文件 cháyuè wénjiàn 文書を調べる。
91 查阅资料 cháyuè zīliào 資料を調べる。
92 查看 chákàn 状態を調べる。視察する。
93 查看现场 chákàn xiànchǎng 現場を調べる。
94 查看文献 chákàn wénxiàn 文献を見る。
95 检索 jiǎnsuǒ 検索する。
96 数据检索 shùjù jiǎnsuǒ データ検索。
97 在网上检索 zài wǎngshang jiǎnsuǒ インターネットで検索する。
98 用关键词检索 yòng guānjiàncí jiǎnsuǒ キーワードで検索する。
99 审问 shěnwèn 取り調べる。尋問する。
100 审问审问 shěnwèn shěnwèn 取り調べる。尋問する。
101 审问犯人 shěnwèn fànrén 犯人を尋問する。
102 审讯 shěnxùn 取り調べる。尋問する。
103 审讯嫌疑犯 shěnxùn xiányífàn 容疑者を取り調べる。
104 审讯室 shěnxùnshì 取調室。
105 询问 xúnwèn 意見を求める。尋ねる。
106 询问理由 xúnwèn lǐyóu 理由を尋ねる。
107 询问病情 xúnwèn bìngqíng 病状を尋ねる。
108 重复询问 chóngfù xúnwèn 聞き返す。
109 询问处 xúnwènchù 案内所。インフォメーション。問合せ先。
110 讯问 xùnwèn 問う。尋ねる。尋問する。
111 讯问近况 xùnwèn jìnkuàng 近況を問う。
112 讯问病况 xùnwèn bìngkuàng 病状を問う。
113 查问 cháwèn 問い合せする。尋ねる。尋問する。
114 查问电话号码 cháwèn diànhuà hàomǎ 電話番号を問い合わする。
115 查问地址 cháwèn dìzhǐ 住所を尋ねる。
116 查问原因 cháwèn yuányīn 原因を尋ねる。
117 查询 cháxún 問合せする。照会する。
118 查询订单支付情况 cháxún dìngdān zhīfù qíngkuàng 注文支払い状況を照会する。
119 运单查询 yùndān cháxún 運送状照会。
120 余额查询 yú'é cháxún 残高照会。
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121 探问 tànwèn それとなく尋ねる。見舞う。
122 探问信息 tànwèn xìnxī 消息を尋ねる。
123 探问他的健康状况 tànwèn tā de jiànkāng zhuàngkuàng 彼の健康状況を尋ねる。
124 探询 tànxún 尋ねる。
125 探询真意 tànxún zhēnyì 真意を尋ねる。
126 探询商业机会 tànxún shāngyè jīhuì ビジネスチャンスを探る。
127 探听 tàngtīng あちこちに探りを入れる。
128 探听情况 tàntīng qíngkuàng 様子を探る。
129 探听虚实 tàntīng xūshí 実情を探る。
130 打听 dǎting 情報を求めて聞く。尋ねる。
131 打听消息 dǎtīng xiāoxi 様子を尋ねる。
132 打听路线 dǎtīng lùxiàn 道順を尋ねる。
133 打听他的下落 dǎtīng tā de xiàluò 彼の行方を尋ねる。
134 打听一下 dǎtīng yīxià ちょっと聞いてみる。
135 我跟你打听一件事 wǒ gēn nǐ dǎtīng yī jiàn shì あなたにひとつお聞きします。
136 问 wèn 問う。尋ねる。問いただす。かかわる。〜に求める。
137 问问题 wèn wèntí 質問する。
138 我想问一下 wǒ xiǎng wèn yīxià ちょっとお尋ねしたいです。
139 我想问你一个问题 wǒ xiǎng wèn nǐ yī ge wèntí あなたにひとつ聞きたい。
140 可以问一下吗? kěyǐ wèn yīxià ma ちょっとお尋ねしていいですか。
141 问一声看 wèn yīshēng kàn ちょっと尋ねてみる。
142 问路 wènlù 道を尋ねる。
143 向行人问路 xiàng xíngrén wènlù 通行人に道を尋ねる。
144 请问 qǐngwèn お尋ねします。
145 请问, 您是哪位? qǐngwèn, nín shì nǎ wèi お尋ねします、どなた様ですか。
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