
No 中国語 ピンイン 日本語

1 掉 diào 落ちる。落とす。失くす。抜け落ちる。脱落する。
2 摔 shuāi 投げつける。下に落ちる。落として壊す。転ぶ。
3 丢 diū 失う。なくす。放り出す。投げ捨てる。
4 扔下 rēngxia 投げる。捨てる。ほったらかす。
5 使掉下 shǐ diào xià 落とす。
6 使落下 shǐ luòxia 落下させる。
7 失落 shīluò なくす。失う。落ち着きどころがない。
8 丢失 diūshī 紛失する。
9 丢掉 diūdiào 物を紛失する。投げ捨てる。
10 遗失 yíshī 紛失する。
11 丧失 sàngshī 失う。喪失する。
12 失掉 shīdiào 失う。逃す。
13 失去 shīqù 失う。
14 捡 jiǎn 拾いあげる。
15 拣 jiǎn 拾いあげる。選び出す。
16 拾 shí 拾いあげる。
17 扔 rēng 投げ捨てる。物を投げつける。置き去りにする。
18 扔掉 rēngdiào 投げ捨てる。捨て去る。
19 丢弃 diūqì 投げ捨てる。
20 抛弃 pāoqì 捨て去る。
21 放弃 fàngqì 思いを捨てる。
22 手机掉了 shǒujī diào le 携帯電話を落とした。
23 我把钥匙掉了 wǒ bǎ yàoshi diào le 私は鍵を落とした。
24 掉接力棒 diào jiēlìbàng バトンを落とす。
25 花盆掉了下来 huāpén diào le xiàlái 植木鉢が落ちてきた。
26 从二楼掉了下来 cóng èr lóu diào le xiàlái ２階から落ちてきた。
27 掉到水里 diào dào shuǐ lǐ 水の中に落ちる。
28 掉进水里 diào jìn shuǐ lǐ 水の中に落ちる。
29 掉入水中 diào rù shuǐzhōng 水の中に落ちる。
30 掉在地上 diào zài dìshang 地べたに落ちる。
31 掉在地下 diào zài dìxia 地べたに落ちる。
32 掉到坑里 diào dào kēng lǐ 穴の中に落ちる。
33 掉到沟里 diào dào gōu lǐ 溝の中に落ちる。
34 别掉了 bié diào le 落とさないで。
35 别掉下来 bié diào xialai 落とさないで。
36 把瓶子摔了 bǎ píngzi shuāi le 瓶を落とした。
37 从⻢上摔下来 cóng mǎ shàng shuāi xialai 馬から落ちる。
38 摔到地板上 shuāi dào dìbǎnshang 床にたたきつける。
39 别摔下来 bié shuāi xialai 落ちないで。
40 丢钱包 diū qiánbāo 財布を落とす。
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41 丢了钱包 diū le qiánbāo 財布を失くした。
42 钱包丢了 qiánbāo diū le 財布を失くした。
43 把钱包丢了 bǎ qiánbāo diū le 財布を失くした。
44 我把钱包弄丢了 wǒ bǎ qiánbāo nòng diū le 私は財布を失くしてしまった。
45 把信用卡给弄丢了 bǎ xìnyòngkǎ gěi nòng diū le クレジットカードを失くした。
46 丢了的钱包 diū le de qiánbāo 失くした財布。
47 扔下救生圈 rēngxià jiùshēngquān 救命ブイを投げる。
48 震动使落下 zhèndòng shǐ luòxià 振動で落とす。振り落とす。
49 我的钱包失落了 wǒ de qiánbāo shīluò le 私の財布を失くした。
50 失落了一把傘 shīluò le yī bǎ sǎn 傘を一本失くした。
51 丢失了身份证 diūshī le shēnfènzhèng 身分証明書を紛失する。
52 丢失的东⻄ diūshī de dōngxi 失くしたもの。紛失物。
53 不要丢失 bùyào diūshī 失くさないように。
54 把钱包丢掉了 bǎ qiánbāo diūdiào le 財布を失くした。
55 遗失了钥匙 yíshī le yàoshi 鍵を失くした。
56 把伞遗失在电⻋上 bǎ sǎn yíshī zài diànchē shang 傘を電車に置き忘れた。
57 遗失的行李 yíshī de xíngli 失くした荷物。遺失物の荷物。
58 遗失物品 yíshī wùpǐn 遺失物。失くし物。忘れ物。
59 丧失了全部财产 sàngshī le quánbù cáichǎn 全財産を失った。
60 丧失信心 sàngshī xìnxīn 自信を喪失する。
61 失掉信心 shīdiào xìnxīn 自信を失くす。
62 失去信心 shīqù xìnxīn 自信を失くす。
63 失去了父亲 shīqù le fùqīn 父親をなくした。
64 捡垃圾 jiǎn lājī ゴミを拾う。
65 捡到了钱 jiǎn dào le qián 金を拾った。
66 在路上捡到钱包 zài lùshang jiǎn dào qiánbāo 道で財布を拾う。
67 捡到的东⻄ jiǎn dào de dōngxi 拾ったもの。
68 拣废纸 jiǎn fèizhǐ 紙くずを拾う。
69 把落叶捡起来 bǎ luòyè jiǎn qilai 落ち葉を拾い上げる。
70 拾到失物 shí dào shīwù 紛失物を拾う。
71 拾了一个钱包 shí le yī ge qiánbāo 財布をひとつ拾った。
72 扔垃圾 rēng lājī ゴミを捨てる。
73 扔烟头 rēng yāntóu 吸いがらを捨てる。
74 随手扔垃圾 suíshǒu rēng lājī ゴミのポイ捨て。
75 扔进垃圾箱 rēng jìn lājīxiāng ゴミ箱に捨てる。
76 别扔了 bié rēng le 捨てないで。
77 不要乱扔垃圾 bùyào luàn rēng lājī ゴミをポイ捨てしないでください。
78 请不要把垃圾扔在这 qǐng bùyào bǎ lājī rēng zài zhè ここにゴミを捨てないでください。
79 请扔到指定的垃圾堆积场 qǐng rēng dào zhǐdìng de lājī duījīchǎng 指定のゴミ置き場に捨ててください。
80 把垃圾扔掉 bǎ lājī rēngdiào ゴミを捨てる。
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81 扔掉废品 rēngdiào fèipǐn 廃品を捨てる。
82 扔掉不用的东⻄ rēngdiào bùyòng de dōngxi いらないものを捨てる。
83 别扔掉 bié rēngdiào 捨てないで。
84 不要扔掉 bùyào rēngdiào 捨てないで。
85 请你扔掉这个 qǐng nǐ rēngdiào zhège これ、捨てて下さい。
86 可以帮我扔掉吗? kěyǐ bāng wǒ rēngdiào ma 捨ててくれますか。
87 这个可以扔掉吗? zhège kěyǐ rēngdiào ma これ、捨てていいですか。
88 非法丢弃垃圾 fēifǎ diūqì lājī ゴミの不法投棄。
89 请勿在此丢弃垃圾 qǐng wù zài cǐ diūqì lājī ここにゴミを捨てないでください。
90 被恋人抛弃 bèi liànrén pāoqì 恋人に捨てられる。
91 抛弃成⻅ pāoqì chéngjiàn 先入観を捨てる。
92 不放弃希望 bù fàngqì xīwàng 希望を捨てない。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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