
No 中国語 ピンイン 日本語

1 上 shàng 部品などを取り付ける。ネジを締める。上。
2 上窗帘 shàng chuānglián カーテンを取り付ける。
3 上螺丝 shàng luósī ネジを締める。
4 下 xià 取り外す。取り除く。下。
5 把窗户下下来 bǎ chuānghu xià xialai 窓を取り外す。
6 下螺丝 xià luósī ネジをはずす。
7 安 ān あるべきところにしっかり置く。落ち着いている。
8 安上 ānshàng 据え付ける。
9 安上栏杆 ānshàng lángān 手すりを付ける。
10 按 àn 手や指で押す。抑制する。〜に基づいて。
11 按上 ànshàng かける。はめる。
12 按上暗扣 ànshàng ànkòu ホックをはめる。
13 装 zhuāng 取り付ける。物をつめる。ふりをする。
14 装上 zhuāngshàng 取り付ける。
15 装上电池 zhuāngshàng diànchí 電池を取り付ける。
16 安装 ānzhuāng 機械や器具などを取り付ける。インストールする。
17 安装空调 ānzhuāng kòngtiáo エアコンを取り付ける。
18 安设 ānshè 設備などを備え付ける。
19 安设天线 ānshè tiānxiàn アンテナを取り付ける。
20 装置 zhuāngzhì 据え付ける。装置。
21 装置了发动机 zhuāngzhì le fādòngjī エンジンを取り付けた。
22 装配 zhuāngpèi 部品を組み立てる。
23 装配部件 zhuāngpèi bùjiàn 部品を取り付ける。
24 组装 zǔzhuāng 大型機械などを組み立てる。
25 组装零件 zǔzhuāng língjiàn 部品を組み立てる。
26 配 pèi 不足を補う。男女が結びつく。取り合わせる。引き立てる。

27 配零件 pèi língjiàn 部品を取り付ける。
28 连接 liánjiē つなぐ。つながる。
29 连接电池 liánjiē diànchí バッテリーに接続する。
30 衔接 xiánjiē つなぐ。つながる。
31 这座桥衔接了南北交通要道 zhè zuò qiáo xiánjiē le nánběi jiāotōng yào dàoこの橋は南北の交通の要路を結びつけた。
32 挂 guà 吊るす。掛ける。気にかける。登録する。電話を切る。電話をつなぐ。

33 挂上 guàshàng 吊るす。掛ける。電話を切る。
34 挂上⻛铃 guàshàng fēnglíng 風鈴を下げる。
35 插 chā 差し込む。差しはさむ。割り込む。
36 插上 chāshàng 差し込む。差しはさむ。
37 把插头插上 bǎ chātóu chāshàng プラグを差し込む。
38 贴 tiē 薄いものを貼り付ける。ぴったりとくっつく。不足金を補う。

39 贴上 tiēshàng 貼り付ける。
40 贴上邮票 tiēshàng yóupiào 切手を貼る。
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41 涂 tú 塗る。塗り消す。
42 涂上 túshàng 塗り付ける。
43 涂上⻩油 túshàng huángyóu バターを塗りつける。
44 抹 mǒ 塗る。こする。ぬぐう。消す。
45 抹上 mǒshàng 塗り付ける。
46 抹上糨糊 mǒshàng jiànghu のりをつける。
47 擦 cā 塗る。
48 擦上 cāshàng こすりつける。
49 擦伤 cāshāng すり傷。すり傷をつくる。
50 擦上药 cāshàng yào 薬を塗りつける。
51 蘸 zhàn 液体や粉末をつける。
52 蘸上 zhànshàng 液体や粉末をつける。
53 蘸上芝麻 zhànshàng zhīma ゴマをつける。
54 缝 féng 縫う。
55 缝上 féngshàng 縫い合わせる。
56 缝上纽扣 féngshàng niǔkòu ボタンを縫い付ける。
57 添 tiān 付け加える。
58 添上 tiānshàng 付け加える。
59 添上标签 tiānshàng biāoqiān ラベルを付ける。
60 添加 tiānjiā 付け加える。
61 添加新功能 tiānjiā xīn gōngnéng 新しい機能を付ける。
62 加 jiā 加える。付け足す。
63 加上 jiāshàng 付け足す。そのうえ。加えて。
64 加上附录 jiāshàng fùlù 付録を付ける。
65 附 fù 付け加える。近づく。
66 附上 fùshàng 同封する。
67 附上照片 fùshàng zhàopiàn 写真を添える。
68 附加 fùjiā 付け加える。
69 附加条件 fùjiā tiáojiàn 条件をつける。
70 盖 gài 上からかぶせる。ふた。ハンコを押す。家を建てる。動物の甲羅。

71 盖上 gàishàng かぶせる。
72 盖上盖 gàishàng gài ふたをつける。
73 搭 dā 橋や棚などをつける。ひっかけてつるす。つなぎあわせる。乗り物に乗る。

74 搭上 dāshàng かけ渡す。つける。
75 搭上金属板 dāshàng jīnshǔbǎn 金属板をつける。
76 穿 chuān ⾐服を着る。靴などをはく。⽳をあける。〜し抜く。
77 穿上 chuānshàng 着る。はく。
78 穿上上⾐ chuānshàng shàngyī 上着を着る。
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79 带 dài 身につける。携帯する。ついでにする。付帯する。
80 带上 dàishàng 身につける。携帯する。伴う。帯びる。
81 带上袖章 dàishàng xiùzhāng 腕章をつける。
82 戴 dài 着用する。尊ぶ。
83 戴上 dàishàng 身につける。かぶる。かぶせる。
84 戴上眼镜 dàishàng yǎnjìng 眼鏡をかける。
85 系 jì 結ぶ。しめる。
86 系上 jìshàng ひもなどを結ぶ。
87 系上安全带 jìshàng ānquándài シートベルトをしめる。
88 别 bié さしたり、針で留めたりしてものを固定する。
89 别上 biéshàng 留める。
90 别上曲别针 biéshàng qūbiézhēn ゼムクリップで留める。
91 佩带 pèidài バッジや記章をつける。拳銃や剣などを腰に差す。
92 佩带勋章 pèidài xūnzhāng 勲章をつける。
93 取 qǔ 手に取る。手にする。選ぶ。攻め落とす。
94 取下 qǔxià はずす。
95 取下纱窗 qǔxià shāchuāng 網⼾を取り外す。
96 解开 jiěkāi ボタンをはずす。結びをほどく。
97 解开上⾐ jiěkāi shàngyī 上着のボタンをはずす。
98 解除 jiěchú 取り除く。解除する。
99 解除锁定 jiěchú suǒdìng 施錠をはずす。
100 去除 qùchú 取り除く。
101 去除间隔板 qùchú jiàngébǎn 仕切りを取りはずす。
102 拆 chāi ばらばらにする。ほどく。はがす。解体する。
103 拆下 chāixià 取り外す。
104 拆下电池 chāixià diànchí バッテリーを取り外す。
105 拆除 chāichú 設備などを撤去する。
106 拆除脚手架 chāichú jiǎoshǒujià 足場を撤去する。
107 拆卸 chāixiè 機械などを分解する。解体する。
108 拆卸机器 chāixiè jīqì 機械をばらす。
109 拆开 chāikāi 開いてみる。ばらばらにする。
110 拆开地板 chāikāi dìbǎn 床をはがす。
111 卸 xiè 機械などを分解する。荷物をおろす。
112 卸下 xièxià 取り外す。荷物をおろす。
113 卸下链条 xièxià liàntiáo くさりをはずす。
114 拔 bá 引き抜く。陣地を奪い取る。吸い出す。
115 拔下 báxià 引き抜く。むしる。
116 拔下一个钉子 báxià yī ge dīngzi 釘をひとつ抜く。

付ける、外す   3/4

3



No 中国語 ピンイン 日本語

117 解 jiě 結びをほどく。取り除く。理解する。
118 解下 jiěxià ほどきはずす。
119 解下领带 jiěxià lǐngdài ネクタイをはずす。
120 解开 jiēkāi ふたやおおいを取り去る。新しいページを開く。
121 解开绳子 jiēkāi shéngzi 縄をほどく。
122 分解 fēnjiě 分解する。ばらばらにする。仲裁する。解説する。
123 分子分解成原子 fēnzǐ fēnjiě chéng yuánzǐ 分子を原子に分解する。
124 揭 jiē はがす。めくり取る。ふたを取る。おおいを取る。暴く。高く上げる。

125 揭下 jiēxià はがす。
126 揭下壁纸 jiēxià bìzhǐ 壁紙をはがす。
127 剥 bāo 皮や殻をむく。はぐ。
128 剥下 bāoxià はがす。
129 剥下树皮 bāoxià shùpí 木の皮をはぐ。
130 撕 sī 紙や布を引き裂いたりはがす。
131 撕下 sīxià はがす。
132 撕下贴纸 sīxià tiēzhǐ 張り紙をはがす。
133 扯 chě ひっぱる。引き裂く。とりとめのない話をする。
134 扯下 chěxià 引きちぎる。引きはがす。
135 扯下墙上的画儿 chěxià qiáng shàng de huàr 壁の絵をはがす。
136 拧 nǐng ねじる。ひねる。あべこべになる。
137 拧下 nǐngxià ねじり取る。
138 拧下一个橘子 nǐngxià yī ge júzi みかんをひとつもぎとる。
139 脱 tuō ⾐服や靴などを脱ぐ。抜け出る。抜け落ちる。
140 脱下 tuōxià 脱ぐ。
141 脱下衬衫 tuōxià chènshān シャツを脱ぐ。
142 摘 zhāi 身につけているものをはずす。花や実を摘む。
143 摘下 zhāixià はずす。下ろす。摘み取る。
144 摘下帽子 zhāixià màozi 帽子をとる。
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