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1 翻 fān ひっくり返る。裏返る。ひっくり返す。めくる。
2 反 fǎn 反対だ。逆だ。ひっくり返す。反対する。
3 翻过来 fānguolai ひっくり返す。めくる。裏返す。
4 反过来 fǎnguolai ひっくり返す。逆にする。逆に。反対に。翻(ひるがえ)せば。

5 反转来 fǎnzhuǎnlái ひっくり返す。逆にする。逆に。反対に。翻(ひるがえ)せば。

6 倒过来 dàoguòlai 逆さま。逆転する。逆さにする。
7 翻里作面 fān lǐ zuò miàn 裏と表が反対になる。
8 表里相反 biǎolǐ xiāngfǎn 裏と表が反対になる。
9 正反面相反 zhèng fǎnmiàn xiāngfǎn 裏と表が反対になる。
10 里外相反 lǐwài xiāngfǎn 内と外が反対になる。
11 翻覆 fānfù ひっくり返る。身体の向きを変える。
12 颠覆 diānfù 転覆する。ひっくり返る。覆(くつがえ)す。
13 颠倒 diāndǎo ひっくり返す。錯乱する。転覆させる。
14 翻倒 fāndǎo ひっくり返る。転覆させる。
15 翻到 fāndǎo ひっくり返す。〜ページを開く。
16 掀开 xiānkāi 指でつまんでめくる。蓋を開ける。
17 掀翻 xiānfān ひっくり返す。持ち上げて裏返しにする。
18 翻身 fānshēn 体の向きを変える。寝返りをうつ。解放される。立ち直る。

19 转身 zhuǎnshēn 体の向きを変える。身をひるがえす。またたく間に。
20 倒 dǎo 横倒しになる。企業や政権が倒れる。入れ換える。
21 碰倒 pèngdǎo ぶつかってひっくり返す。
22 弄倒 nòngdǎo 倒してしまう。
23 打翻 dǎfān ひっくり返す。
24 倒下 dǎoxià 倒れる。
25 推翻 tuīfān 覆(くつがえ)す。武力で政権を覆す。
26 推倒 tuīdǎo 押し倒す。ひっくり返す。覆(くつがえ)す。
27 翻案 fānàn 判決をくつがえす。定説などをくつがえす。主張を変える。
28 逆转 nìzhuǎn 逆転する。悪化する。
29 倒转 dàozhuǎn 逆にする。ひっくり返す。予期に反して。
30 倒转 dàozhuàn 逆さまに回す。反転する。
31 反转 fǎnzhuǎn 反転する。逆転する。時計の方向と反対に回る。
32 ⻋翻了 chē fān le 車がひっくり返った。
33 翻⻚ fān yè ページをめくる。
34 翻牌 fān pái かるたやトランプをめくる。看板を変える。
35 翻纸牌 fān zhǐpái かるたやトランプをめくる。
36 翻了一个身 fān le yī ge shēn 寝返りを打った。
37 反着穿 fǎn zhe chuān あべこべに着る。
38 袜子穿反了 wàzi chuān fǎn le 靴下が裏返しだ。
39 反穿衣服 fǎn chuān yīfu 服を裏表に着る。
40 把卡翻过来 bǎ kǎ fānguolai カードをひっくり返す。
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41 把袜子翻过来穿 bǎ wàzi fānguolai chuān 靴下を裏返しにはく。
42 反过来说 fǎnguolai shuō 裏を返して⾔えば〜。
43 把袜子反过来穿 bǎ wàzi fǎnguolai chuān 靴下を裏返しにはく。
44 把手机倒过来 bǎ shǒujī dàoguòlai 携帯電話を逆さにする。
45 把次序倒过来 bǎ cìxù dàoguòlai 順番を逆にする。
46 能翻里作面 néng fānlǐzuòmiàn 裏返すことができる。
47 ⻋辆翻覆 chēliàng fānfù 車両が転覆する。
48 列⻋颠覆 lièchē diānfù 列車が転覆する。
49 颠覆政权 diānfù zhèngquán 政権を転覆させる。
50 顺序颠倒 shùnxù diāndǎo 順序が逆だ。
51 次序颠倒 cìxù diāndǎo 順序が逆になる。
52 颠倒过来 diāndǎo guòlái あべこべにする。あべこべになる。
53 颠倒上下 diāndǎo shàngxià 上下を逆にする。
54 颠倒了位置 diāndǎo le wèizhì 位置を逆にした。
55 自行⻋翻倒 zìxíngchē fāndǎo 自転車が横倒しになる。
56 翻倒政权 fāndǎo zhèngquán 政権を転覆させる。
57 把里面翻到外面 bǎ lǐmiàn fāndǎo wàimiàn 内側を外にひっくり返す。
58 把课本翻到二十三⻚ bǎ kèběn fāndǎo èrshísān yè テキストの２３ページを開く。
59 掀开卡牌 xiānkāi kǎpái かるたやトランプなどカードをめくる。
60 掀开被子 xiānkāi bèizi 掛け布団をめくる。
61 掀翻桌子 xiānfān zhuōzi テーブルをひっくり返す。
62 狂⻛掀翻屋顶 kuángfēng xiānfān wūdǐng 強風が屋根をひっくり返す。
63 墙倒了 qiáng dǎo le 壁が倒れた。
64 政府倒了 zhèngfǔ dǎo le 政府が倒れた。
65 把被子碰倒了 bǎ bèizi pèngdǎo le コップをひっくり返した。
66 把花瓶弄倒了 bǎ huāpíng nòngdǎo le 花瓶をひっくり返した。
67 花瓶打翻了 huāpíng dǎfān le 花瓶がひっくり返った。
68 他倒下了 tā dǎoxià le 彼は倒れた。
69 熱的快要倒下了 rè de kuàiyào dǎoxià le 暑くて倒れそう。
70 推翻预测 tuīfān yùcè 予想を覆(くつがえ)す。
71 推翻判定 tuīfān pàndìng 判定をひっくり返す。
72 推倒结论 tuīdǎo jiélùn 結論を覆(くつがえ)す。
73 推倒在地 tuīdǎo zài dì 地面に押し倒す。
74 翻案判决 fānàn pànjué 判決を覆(くつがえ)す。
75 形势逆转 xíngshì nìzhuǎn 形勢が逆転する。
76 形势倒转 xíngshì dàozhuǎn 形勢が逆転する。
77 ⻮轮倒转 chǐlún dàozhuàn ⻭車が逆回転する。
78 反转身子 fǎnzhuǎn shēnzi 体の向きを変える。
79 反败为胜 fǎn bài wéi shèng 逆転勝ち。
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