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2 看 kān 面倒を見る。世話をやく。監視する。
3 看看 kànkan 見る。やってみる。もうすぐ〜になる。
4 看⻅ kànjiàn 見える。見かける。
5 看到 kàndào 目が届く。見る。
6 ⻅ jiàn 見える。目に入る。光や火に当たる。あらわれる。会う。
7 瞅 chǒu 見る。
8 瞅瞅 chǒuchǒu 見る。
9 瞅⻅ chǒujiàn 見る。
10 瞧 qiáo 見る。
11 瞧瞧 qiáoqiao 見る。
12 瞧⻅ qiáojiàn 見る。
13 瞥 piē ちらっと見る。
14 一瞥 yīpiē 一瞥(いちべつ)する。一瞥した状況。
15 瞥⻅ piējiàn ちらっと見る。
16 眄视 miànshì 横目で見る。
17 睨视 nìshì 横目で見る。
18 睥睨 pìnì 横目でじろりと見る。にらみつけて威圧する。
19 盯 dīng 見つめる。注視する。
20 钉 dīng 見つめる。注視する。くぎ。ぴったりとついて離れない。催促する。

21 凝视 níngshì 見つめる。凝視する。
22 注视 zhùshì 注視する。見守る。
23 关注 guānzhù 注意を払う。見守る。
24 注目 zhùmù 注目する。
25 瞩目 zhǔmù 注目する。
26 打量 dǎliang 人の身なりや様子を観察する。推量する。自分勝手に思う。

27 端相 duānxiang 念入りに眺める。
28 端详 duānxiang 念入りに眺める。
29 望 wàng 遠くを見る。願う。望む。〜に向かって。
30 遥望 yáowàng 遠くを眺める。
31 望⻅ wàngjiàn 遠くを眺める。
32 瞭望 liàowàng 高い所から眺める。
33 眺望 tiàowàng 高い所から遠くを眺める。
34 远眺 yuǎntiào 遠くを眺める。
35 远望 yuǎnwàng 遠くを眺める。
36 观望 guānwàng ながめる。見渡す。成り行きを見守る。
37 观瞻 guānzhān 眺める。鑑賞する。見た目。ながめ。
38 览胜 lǎnshèng 名勝の地を観光する。すばらしい景色を眺める。
39 揽胜 lǎnshèng 名勝の地を観光する。すばらしい景色を眺める。
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1 看 kàn
見る。黙読する。見て判断する。訪問する。診察する。診察を受ける。
〜と思う。〜にかかっている。気をつけて。世話する。面倒を見る。
やってみる。
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40 俯视 fǔshì 高所から見下ろす。
41 仰视 yǎngshì 仰ぎ見る。
42 仰望 yǎngwàng 見上げる。仰ぎ望む。敬い期待する。
43 凝望 níngwàng じっと遠くを眺める。
44 张望 zhāngwàng 穴やすき間から外を見る。周囲や遠くを見渡す。
45 展望 zhǎnwàng 遠くや将来を展望する。
46 瞻望 zhǎnwàng 遠くや将来を展望する。
47 顾盼 gùpàn まわりを見まわす。
48 环顾 huángù まわりを見まわす。
49 环视 huánshì まわりを見まわす。
50 扫视 sǎoshì 素早くあたりを見回す。
51 窥视 kuīshì こっそり見る。うかがう。覗く。
52 探视 tànshì 注意深く見る。うかがう。見舞う。
53 偷看 tōukàn 盗み見る。様子をうかがう。
54 觑 qù 見る。のぞき見る。
55 觑视 qùshì 見る。
56 偷觑 tōuqù こっそり見る。
57 读 dú 読む。
58 阅 yuè 文章を読む。目を通す。経過する。
59 阅读 yuèdú 本や新聞を読んで内容を理解する。
60 读解 dújiě 読み解く。
61 诵 sòng 声を出して読む。暗唱する。述べる。
62 诵读 sòngdú 朗読する。
63 朗读 lǎngdú 朗読する。
64 朗诵 lǎngsòng うたうように朗読する。
65 宣读 xuāndú 人前で読み上げる。
66 默读 mòdú 黙読する。
67 选读 xuǎndú 抜き読みする。選集。
68 读书 dúshū 読書する。学校で勉強する。
69 浏览 liúlǎn 大まかに見る。ざっと見る。
70 念 niàn 声に出して読む。
71 念书 niànshū 本を読む。勉強する。
72 赏 shǎng めでる。金品を与える。
73 观赏 guānshǎng 観賞する。鑑賞する。見て楽しむ。
74 欣赏 xīnshǎng 鑑賞する。楽しむ。享受する。好む。気に入る。
75 观看 guānkàn 観覧する。ながめる。
76 观察 guānchá 観察する。
77 察看 chákàn 細かに観察する。視察する。
78 检查 jiǎnchá 検査する。検閲する。自分の誤りを反省する。
79 查看 chákàn 視察する。
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80 看病 kànbìng 診察する。診察を受ける。病人を見舞う。
81 瞧病 qiáobìng 診察する。診察を受ける。
82 诊察 zhěnchá 診察する。
83 诊断 zhěnduàn 診断する。
84 看护 kānhù 看護する。看病する。
85 照顾 zhàogù 世話をする。面倒を見る。注意する。気にかける。
86 照料 zhàoliào 世話をする。面倒を見る。
87 照看 zhàokàn 面倒を見る。世話をする。
88 侦察 zhēnchá 偵察する。
89 视察 shìchá 視察する。
90 监视 jiānshì 監視する。見張る。
91 看守 kānshǒu 監視する。番をする。
92 巡视 xúnshì 視察して回る。周りを見る。
93 参观 cānguān 見学する。
94 回顾 huígù 振り向いて見る。回顧する。
95 回首 huíshǒu 振り向く。思い出す。回顧する。
96 放眼 fàngyǎn 視野を広げる。
97 旁观 pángguān 傍観する。
98 做梦 zuòmèng 夢を見る。幻想をいだく。夢見る。
99 梦⻅ mèngjiàn 夢に見る。
100 看相 kànxiàng 人相や手相などを見る。
101 相面 xiàngmiàn 人相を見る。
102 看电视 kàn diànshì テレビを見る。
103 看电影 kàn diànyǐng 映画を見る。
104 看戏 kàn xì 芝居を見る。
105 观看比赛 guānkàn bǐsài 試合見物する。
106 看手相 kàn shǒuxiāng 手相を見る。
107 看书 kàn shū 本を読む。
108 看杂志 kàn zázhì 雑誌を見る。
109 看报纸 kàn bàozhǐ 新聞を見る。
110 阅读小说 yuèdú xiǎoshuō 小説を読む。
111 看文章 kàn wénzhāng 文章を読む。
112 看镜子 kàn jìngzi 鏡を見る。
113 照镜子 zhào jìngzi 鏡に映す。鏡に映して見る。
114 看看窗外 kànkan chuāngwài 窓の外を見る。
115 眺望远景 tiàowàng yuǎnjǐng 遠くの景色を眺める。
116 眺望远方 tiàowàng yuǎnfāng 遠くを眺める。
117 仰望天空 yǎngwàng tiānkōng 空を仰ぐ。
118 诊察患者 zhěnchá huànzhě 患者を診る。
119 看急诊 kàn jízhěn 急病人を診る。急病人を診てもらう。
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120 参观展览会 cānguān zhǎnlǎnhuì 展覧会を見る。
121 赏花 shǎng huā 花をめでる。花見。
122 赏月 shǎng yuè 月をめでる。月見。
123 看孩子 kàn háizi 子どもの面倒を見る。
124 照看孩子 zhàokàn háizi 子どもの面倒を見る。
125 看一看 kàn yī kàn ちょっと見る。
126 看一眼 kàn yī yǎn ひとめ見る。
127 略看一下 lüè kàn yīxià さっと見る。
128 略看一遍 lüè kàn yībiàn さっと一通り見る。
129 瞅了一眼 chǒu le yī yǎn ちらっと見る。
130 瞅了一下 chǒu le yīxià ふと見る。
131 偷偷地看 tōutōu de kàn こっそり見る。
132 侧目而视 cèmù ér shì 横目で見る。
133 好好儿看 hǎohāor kàn よく見る。
134 仔细看 zǐxì kàn 細かく見る。丹念に見る。
135 盯住看 dīng zhù kàn じっと見る。
136 盯着看 dīng zhe kàn じろじろ見る。
137 走过去看 zǒu guòqu kàn 近寄って見る。
138 走到跟前看 zǒu dào gēnqián kàn 近寄って見る。
139 通过钥匙孔窥视 tōngguò yàoshi kǒng kuīshì 鍵穴から覗く。
140 从缝隙窥视 cóng fèngxì kuīshì すき間から覗く。
141 看显微镜 kàn xiǎnwéijìng 顕微鏡を覗く。
142 看望远镜 kàn wàngyuǎnjìng 望遠鏡を覗く。
143 别偷看 bié tōukàn 盗み見するな。
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