
No 中国語 ピンイン 日本語

1 切 qiē 刃物で切る。
2 切⻄⽠ qiē xīguā スイカを切る。
3 切成两半 qiē chéng liǎngbàn 真二つに切り割る。
4 把⻄⽠切成两半儿 bǎ xīguā qiē chéng liǎngbànr スイカを真二つに切る。
5 切成两个 qiē chéng liǎng ge 二つに切る。
6 切成五份 qiē chéng wǔ fèn 五つに切る。
7 切成块 qiē chéng kuài ぶつ切りにする。角切りにする。
8 切成方块 qiē chéng fāngkuài 角切りにする。
9 切成薄片 qiē chéng báopiàn うすく切る。
10 切成碎末 qiē chéng suìmò みじん切りにする。
11 切成细丝 qiē chéng xìsī 千切りにする。
12 切成丁 qiē chéng dīng さいの目に切る。
13 切成色字块儿 qiē chéng shǎzi kuàir さいの目に切る。
14 切成⻓方块儿 qiē chéng chángfāngkuàir 短冊(たんざく)に切る。
15 切成三角形 qiē chéng sānjiǎoxíng 三角形に切る。
16 切成一样大小 qiē chéng yīyàng dàxiǎo 大きさをそろえて切る。
17 稍微切成⻓一些 shāowéi qiē chéng cháng yīxiē すこし⻑めに切る。
18 切短 qiē duǎn 短く切る。
19 用菜刀切菜 yòng càidāo qiē cài 包丁で野菜を切る。
20 切割 qiēgē ナイフで切る。機械などで金属を切断する。
21 切割钻石 qiēgē zuànshí ダイヤモンドをカットする。
22 切割铁板 qiēgē tiěbǎn 鉄板を切断する。
23 切开 qiēkāi 刃物で切り開く。
24 把⻄⽠切开 bǎ xīguā qiēkāi スイカを切り分ける。
25 切开⻥ qiēkāi yú 魚を開く。
26 切碎 qiēsuì 刻(きざ)む。細かく裁断する。
27 切碎洋葱 qiēsuì yángcōng タマネギを刻む。
28 用切书机切碎文件 yòng qièshūjī qiēsuì wénjiàn シュレッダーで書類を裁断する。
29 切断 qiēduàn 切断する。断つ。
30 切断电线 qiēduàn diànxiàn 電線を切断する。
31 切断钢丝 qiēduàn gāngsī ワイヤーを切断する。
32 切除 qiēchú 悪い部分を取り去る。切除する。
33 切除盲肠 qiēchú mángcháng 盲腸を切る。
34 用手术刀切除患部 yòng shǒushùdāo qiēchú huànbù メスで患部を切る。
35 切掉 qiēdiào 切り捨てる。
36 切掉⻥头 qiēdiào yútóu 魚の頭を切り落とす。
37 切去 qiēqù 切り除く。
38 切去肿瘤 qiēqù zhǒngliú 腫瘍(しゅよう)を切り取る。
39 切伤 qiēshāng 切り傷。切り傷を負う。
40 手指被小刀切伤 shǒuzhǐ bèi xiǎodāo qiēshāng ナイフで指を切る。
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41 剁 duò 刃物を振り下ろしてたたき切る。
42 剁肉 duò ròu 肉をたたき切る。
43 把白菜剁成大块 bǎ báicài duò chéng dà kuài ハクサイをザク切りにする。
44 剁碎 duòsuì 刻(きざ)む。
45 把肉剁碎 bǎ ròu duò suì 肉を細かく刻む。
46 片 piàn 薄くそぎ切る。平たくて薄いもの。小さな区域。
47 片肉片 piàn ròupiàn 肉を薄く切る。
48 拉 lá 刃物で切る。切りさく。
49 手拉破了 shǒu lá pò le 手を切った。
50 拉开 lákāi 切って開く。
51 把⻄⽠拉开 bǎ xīguā lákāi スイカを切る。
52 剖 pōu 切り開く。
53 用菜刀剖⻥ yòng càidāo pōu yú 包丁で魚をさばく。
54 剖开 pōukāi 切り開く。
55 剖开⻥腹 pōukāi yú fù 魚の腹を裂く。
56 剪 jiǎn はさみで切る。
57 剪发 jiǎn fà 髪を切る。
58 剪头发 jiǎn tóufa 髪を切る。
59 剪指甲 jiǎn zhǐjia つめを切る。
60 用剪子剪 yòng jiǎnzi jiǎn はさみで切る。
61 用剪刀剪纸 yòng jiǎndāo jiǎn zhǐ はさみで紙を切る。
62 剪一公分 jiǎn yī gōngfēn １センチカットする。
63 把绳子剪成两段儿 bǎ shéngzi jiǎn chéng liǎng duànr ロープを二つに切る。
64 剪断 jiǎnduàn はさみで切断する。
65 把线剪断 bǎ xiàn jiǎnduàn 糸を切る。
66 剪断树枝 jiǎnduàn shùzhī 木の枝を切る。
67 剪裁 jiǎncái 布や紙を裁断する。編集で素材を取捨選択する。
68 剪裁布料 jiǎncái bùliào 布地を裁断する。
69 剪裁衣服 jiǎncái yīfu 服の裁断をする。
70 剪掉 jiǎndiào 切り落とす。
71 剪掉树枝 jiǎndiào shùzhī 木の枝を切り落とす。
72 剪掉二十厘米 jiǎndiào èrshí límǐ ２０センチカットする。
73 裁 cái 紙や布を切る。裁断する。削減する。
74 八裁报纸 bā cái bàozhǐ 八つ切りの新聞紙。
75 用裁纸刀裁纸 yòng cáizhǐdāo cái zhǐ 紙をカッターで切る。
76 铰 jiǎo はさみで切る。穴あけ工具で削る。
77 铰两半 jiǎo liǎng bàn はさみで半分に切る。
78 用剪子铰 yòng jiǎnzi jiǎo はさみで切る。
79 铰断 jiǎoduàn ばっさり切り落とす。
80 铰断顶髻 jiǎoduàn dǐngjì 髻(もとどり:束ねた毛髪)を切り落とす。
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81 锯 jù のこぎりで切る。のこぎり。
82 锯树 jù shù のこぎりで木を切りたおす。
83 锯木头 jù mùtou のこぎりで木を切る。
84 伐 fá 立木を切り倒す。征伐(せいばつ)する。
85 伐木 fá mù 木を切る。
86 伐树 fá shù 木を切る。
87 把大树伐倒了 bǎ dàshù fá dào le 大木を切り倒した。
88 采伐 cǎifá 伐採(ばっさい)する。
89 采伐树木 cǎifá shùmù 木を切る。
90 滥伐 lànfá 乱伐(らんばつ)する。
91 滥伐树木 lànfá shùmù 木をむやみに切り倒す。
92 砍 kǎn 刀や斧でたたき切る。なげつける。
93 砍树 kǎn shù 木を切る。
94 砍柴 kǎn chái たきぎを切る。
95 把树枝砍下来 bǎ shùzhī kǎn xiàlai 木の枝を切り落とす。
96 砍断 kǎnduàn 断ち切る。たたき切る。
97 砍断绳子 kǎnduàn shéngzi ロープを断ち切る。
98 砍掉 kǎndiào 切り落とす。
99 砍掉树枝 kǎndiào shùzhī 木の枝を切り落とす。
100 砍杀 kǎnshā 切り殺す。
101 砍杀敌人 kǎnshā dírén 敵を切り殺す。
102 砍伤 kǎnshāng 切り傷。切りつける。
103 用刀砍伤人 yòng dāo kǎnshāng rén 刃物で人を切りつける。
104 砍伐 kǎnfá 伐採(ばっさい)する。
105 砍伐森林 kǎnfá sēnlín 森が切り開かれる。森林伐採。
106 斫 zhuó 刀やおので切る。削る。
107 斫树木 zhuó shùmù 木を切る。
108 斫伐 zhuófá 刀やおので切る。削る。
109 斫伐树木 zhuófá shùmù 木を切る。
110 砍斫 kǎnzhuó 刀やおので切る。
111 砍斫树木 kǎnzhuó shùmù 木を切る。
112 割 gē 全体から一部分を切る。刈る。しかたなく捨てる。
113 用镰刀割草 yòng liándāo gē cǎo かまで草を刈る。
114 割⻨子 gē màizi ムギを刈る。
115 割掉 gēdiào 全体から一部分を切り取る。
116 割掉蛇头 gēdiào shétóu ヘビの頭を切り落とす。
117 割伤 gēshāng 切り傷。切り傷をつける。
118 手指被纸割伤 shǒuzhǐ bèi zhǐ gēshāng 手の指を紙で切る。
119 割破 gēpò 切り傷。切り傷をつける。
120 把手割破了 bǎ shǒu gēpò le 手を切ってけがした。
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121 斩 zhǎn 刃物で勢いよく切る。刃物で断ち切る。
122 斩首 zhǎnshǒu 打ち首にする。打ち首になる。
123 用刀斬人 yòng dāo zhǎn rén 刃物で人を斬る。
124 斩断 zhǎnduàn 断ち切る。切断する。
125 一刀斩断 yīdāo zhǎnduàn ばっさりと切る。
126 斩断黑手 zhǎnduàn hēishǒu 魔の手を断ち切る。マフィアを断ち切る。
127 斩杀 zhǎnshā 切り殺す。
128 斩杀恶⻤ zhǎnshā èguǐ 悪霊を切り殺す。
129 斩杀一百人 zhǎnshā yībǎi rén 百人を斬殺(ざんさつ)する。
130 劈 pī 刀や斧で縦に割る。切る。顔や胸に向かって。落雷で壊れる。

131 用斧头劈木柴 yòng fǔtóu pī mùchái おのでまきを割る。
132 劈成四份 pī chéng sì fèn 四つに分ける。
133 劈开 pīkāi 切り裂く。たち割る。
134 劈开木柴 pīkāi mùchái まきをたち割る。
135 划 huá 物を二つに割る。表面をこする。櫂(かい)で水をかく。
136 划玻璃 huá bōlí ガラスを切る。
137 划火柴 huá huǒchái マッチを擦(す)る。
138 划伤 huáshāng 切り傷。切り傷を負う。
139 手被玻璃碎片划伤 shǒu bèi bōlí suìpiàn huáshāng ガラスの破片で手を斬る。
140 划破 huápò 切りさき、傷をつける。
141 把手划破了 bǎ shǒu huápò le 手が切れた。
142 截 jié 細⻑いものを切り離す。さえぎる。
143 截成两段 jié chéng liǎng duàn 二つに切る。
144 断 duàn ⻑いものを途中で断ち切る。切れる。途絶える。やめる。断じて〜だ。

145 电线断了 diànxiàn duàn le 電線が切れた。
146 截断 jiéduàn 切り離す。途中でやめさせる。
147 截断电线 jiéduàn diànxiàn 電線を切断する。
148 扭断 niǔduàn ねじ切る。ちぎる。
149 把铁丝扭断 bǎ tiěsī niǔ duàn 針金をねじ切る。
150 咬断 yǎoduàn 噛み切る。
151 网线被老鼠咬断了 wǎngxiàn bèi lǎoshǔ yǎoduàn le ＬＡＮケーブルはネズミに噛み切られた。
152 修 xiū 切ったり削ったりして形を整える。
153 修眉毛 xiū méimáo 眉を切って整える。
154 修指甲 xiū zhǐjiǎ 爪を整える。
155 断绝 duànjué 断絶する。
156 断绝关系 duànjué guānxì 関係を切る。縁切りする。
157 断绝联系 duànjué liánxì 関係を切る。縁切りする。
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