
No 中国語 ピンイン 日本語

1 转 zhuàn 回転する。周りを回る。
2 转 zhuǎn 方向や状況を変える。変わる。取り次ぐ。
3 旋转 xuánzhuǎn 回転する。
4 回转 huízhuǎn 回転する。ぐるりと向きを変える。
5 轮转 lúnzhuàn ぐるぐる回る。循環する。順々にする。
6 转动 zhuàndòng ぐるぐる回る。回す。一部を自由に動かす。
7 打转 dǎzhuàn ぐるぐる回る。
8 打转儿 dǎzhuànr ぐるぐる回る。
9 打转转 dǎzhuànzhuàn ぐるぐる回る。
10 盘旋 pánxuán ぐるぐる巡る。旋回する。あれこれ考える。
11 回旋 huíxuán くるくる回る。考え直す。方針を転換する。
12 转弯 zhuǎnwān 道を曲がる。方向を旋回する。考え方を変える。
13 转弯儿 zhuǎnwānr 道を曲がる。方向を旋回する。考え方を変える。
14 自转 zìzhuàn 自転する。
15 公转 gōngzhuàn 公転する。
16 倒转 dàozhuàn 逆さまに回す。反転する。
17 倒转 dàozhuǎn 逆にする。ひっくり返す。かえって。
18 反转 fǎnzhuǎn 反転する。逆転する。時計の方向と反対に回る。
19 逆转 nìzhuǎn 逆転する。悪化する。
20 滴溜 dīliū くるくる回る。まん丸い。
21 滴溜儿 dīliūr くるくる回る。まん丸い。
22 滴溜溜 dīliūliū くるくる。ころころ。
23 骨碌 gūlu 転がる。
24 骨碌碌 gūlūlū くるくる回る。
25 转到 zhuǎndào 移る。他の場所へ動く。
26 转儿 zhuànr 一周。
27 圈 quān 輪。丸。円。回り。範囲。丸を書く。囲む。
28 圈儿 quānr 輪。丸。円。
29 转圈 zhuànquān ぐるりと一周する。
30 转圈儿 zhuànquānr ぐるりと一周する。
31 打圈子 dǎ quānzi ぐるぐる回る。
32 团团转 tuántuán zhuàn ぐるぐる回る。
33 回旋 huíxuán ぐるぐる回る。
34 围绕 wéirào 周囲をぐるぐる回る。取り囲む。〜をめぐる。
35 环绕 huánrào 周りを取り囲む。
36 盘绕 pánrào 巻きつく。からみつく。
37 扭转 niǔzhuǎn ぐるりと回す。向きを変える。方向を変える。
38 拧 nǐng ねじる。ひねる。
39 拧 níng しぼる。よる。つねる。
40 挥 huī 振る。振るう。散る。まき散らす。
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41 抡起 lūnqǐ 振り回す。
42 搅 jiǎo かき混ぜる。かき乱す。
43 绕 rào ぐるぐる回る。ぐるぐる巻く。頭が混乱する。回り道をする。

44 绕道 ràodào 回り道をする。
45 绕道儿 ràodàor 回り道をする。
46 巡回 xúnhuí 巡回する。
47 周游 zhōuyóu 周遊する。
48 游遍 yóubiàn 周遊する。
49 走遍 zǒubiàn 至る所を歩き回る。
50 巡视 xúnshì 視察して回る。周りを見る。
51 缠绕 chánrào 細⻑いものがぐるぐると巻く。まきつく。まとわりつく。
52 轮到 lúndào 番が回る。〜の番になる。
53 传递 chuándì 順送りに手渡す。次から次へと届ける。
54 转交 zhuǎnjiāo 取り次いで渡す。
55 转送 zhuǎnsòng 取り次いで渡す。
56 周转 zhōuzhuǎn 資金などを運転、回転する。
57 好转 hǎozhuǎn 好転する。
58 眼晕 yǎnyùn めまいがする。目がくらむ。
59 上市 shàngshì 市場に出回る。発売する。市場に行く。
60 转了一转儿 zhuàn le yī zhuànr ぐるりと一周した。
61 轮转了一圈 lúnzhuàn le yī quān ぐるっとひと回りした。
62 旋转了五圈 xuánzhuǎn le wǔ quān ５回転した。
63 ⻋轮转动 chēlún zhuàndòng 車輪が回転する。
64 轮子不转了 lúnzi bù zhuàn le 車輪が回らなくなった。
65 螺旋桨旋转 luóxuánjiǎng xuánzhuǎn プロペラが回る。
66 ⻢达反转 mǎdá fǎnzhuǎn モーターが逆転する。
67 转动门把儿 zhuàndòng ménbàr ドアノブを回す。
68 拧门把 nǐng ménbà ドアノブを回す。
69 水龙头转不动 shuǐlóngtóu zhuàn bù dòng 蛇口が回らない。
70 转动方向盘 zhuàndòng fāngxiàngpán ハンドルを回す。
71 拧螺丝钉 nǐng luósīdīng ネジを回す。
72 转动脚腕 zhuàndòng jiǎowàn 足首を回す。
73 抡起棍子 lūnqǐ gùnzi 棒を振り回す。
74 向右转动 xiàng yòu zhuàndòng 右に回す。
75 向右旋转一次 xiàng yòu xuánzhuǎn yī cì 右に一回まわす。
76 转一圈 zhuàn yī quān 一周する。一回りする。
77 脑子转得快 nǎozi zhuàn de kuài 頭の回転が速い。
78 眼睛滴溜溜地打转 yǎnjing dīliūliū de dǎzhuàn 目がくるくる回る。
79 忙得晕头转向 máng de yūntóuzhuànxiàng 目が回るほど忙しい。
80 昏过去 hūnguòqu 目を回す。
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81 舌头转不过来 shétou zhuǎnbuguòlái 舌が回らない。
82 转圈看了一眼 zhuànquān kàn le yīyǎn ぐるりと見まわした。
83 天旋地转 tiān xuán dì zhuǎn 天地が回る。目が回る。大騒ぎになる。
84 地球的自转 dìqiú de zìzhuàn 地球の自転。
85 地球绕着太阳转 dìqiú rào zhe tàiyáng zhuàn 地球は太陽の周囲を回る。
86 地球围绕太阳旋转 dìqiú wéirào tàiyáng xuánzhuǎn 地球は太陽の周囲を回る。
87 转了几个商场 zhuàn le jǐ ge shāngchǎng マーケットをいくつか見て回った。
88 转了几家专门店寻找 zhuàn le jǐ jiā zhuānméndiàn xúnzhǎo 専門店を回って探す。
89 转来转去 zhuàn lái zhuàn qù あちこち回る。
90 我转了三个圈儿也没找着他 wǒ zhuàn le sān ge quānr yě méi zhǎo zhe tā ３度回ったが彼は見つからない。
91 绕到后门 ràodào hòumén 裏口に回る。
92 病情好转 bìngqíng hǎozhuǎn 病状が好転する。
93 时来运转 shí lái yùn zhuǎn 運が回ってくる。
94 奔来奔去 bēn lái bēn qù あちこち走り回る。
95 东奔⻄走 dōng bēn xī zǒu あちこち走り回る。
96 东奔⻄跑 dōng bēn xī pǎo あちこち走り回る。
97 东奔⻄窜 dōng bēn xī cuàn あちこち逃げ回る。
98 东逃⻄窜 dōng táo xī cuàn あちこち逃げ回る。
99 四处奔窜 sìchù bēncuàn あちこち逃げ回る。
100 到处逃窜 dàochù táocuàn あちこち逃げ回る。
101 到处寻找 dàochù xúnzhǎo 至る所を探し回る。
102 来回地动 láihuí de dòng 動き回る。
103 跳来跳去 tiào lái tiào qù 跳ね回る。
104 ⻜来⻜去 fēi lái fēi qù 飛び回る。
105 转椅 zhuànyǐ 回転椅子。
106 转门 zhuànmén 回転ドア。
107 回转门 huízhuǎnmén 回転ドア。
108 旋转杠杆 xuánzhuǎn gànggǎn 回転レバー。
109 转台 zhuàntái ターンテーブル 。
110 转盘 zhuànpán ターンテーブル。
111 圆桌 yuánzhuō 円卓。
112 回转圆桌 huízhuǎn yuánzhuō 回転円卓。
113 旋转圆桌 xuánzhuǎn yuánzhuō 回転円卓。
114 回转板 huízhuǎn bǎn 回転板。回転盤。
115 轮盘赌 lúnpándǔ ルーレット。
116 回转寿司 huízhuǎn shòusī 回転寿司。
117 螺旋桨 luóxuánjiǎng プロペラ。
118 电⻛扇 diànfēngshàn 扇風機。
119 电扇 diànshàn 扇風機。
120 摩托 mótuō モーター。
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121 ⻢达 mǎdá モーター。
122 引擎 yǐnqíng エンジン。
123 发动机 fādòngjī エンジン。
124 动力机 dònglìjī エンジン。
125 转⻜盘 zhuàn fēipán 皿回し。
126 转碟儿 zhuàndiér 皿回し。
127 耍盘子 shuǎ pánzi 皿回し。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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