
No 中国語 ピンイン 日本語

1 坐 zuò 主に座って乗る。座る。建物がある方向を背にする。みすみす。

2 坐⻋ zuò chē 車に乗る。
3 坐⻋去 zuò chē qù 車に乗って行く。
4 坐船 zuò chuán 船に乗る。
5 坐火⻋ zuò huǒchē 列車に乗る。
6 坐电⻋ zuò diànchē 電車に乗る。
7 坐地铁 zuò dìtiě 地下鉄に乗る。
8 坐公共汽⻋ zuò gōnggòng qìchē バスに乗る。
9 坐公交⻋ zuò gōngjiāochē バスに乗る。
10 坐出租⻋ zuò chūzūchē タクシーに乗る。
11 坐⻜机 zuò fēijī 飛行機に乗る。
12 坐轮椅 zuò lúnyǐ 車いすに乗る。
13 坐自动扶梯 zuò zìdòng fútī エスカレーターに乗る。
14 坐电梯 zuò diàntī エレベーターに乗る。
15 骑 qí またがって乗る。
16 骑摩托⻋ qí mótuōchē バイクに乗る。
17 骑自行⻋ qí zìxíngchē 自転車に乗る。
18 骑电动自行⻋ qí diàndòng zìxíngchē 電動自転車に乗る。
19 骑⻢ qí mǎ 馬に乗る。乗馬。
20 打 dǎ 目的語に応じた動作をする。たたく。なぐる。
21 打⻋ dǎ chē タクシーに乗る。乗車する。車を拾う。
22 打的 dǎ dí タクシーに乗る。車を拾う。
23 打出租⻋ dǎ chūzūchē タクシーに乗る。車を拾う。
24 打秋千 dǎ qiūqiān ブランコに乗る。
25 荡秋千 dàng qiūqiān ブランコをこぐ。
26 上 shàng 乗り込む。乗り物に乗る。上。上がる。
27 上⻋ shàng chē 乗車する。
28 上船 shàng chuán 乗船する。
29 上公交⻋ shàng gōngjiāochē バスに乗車する。
30 上⻜机 shàng fēijī 飛行機に乗る。
31 跳上 tiàoshàng 飛び乗る。
32 跳上电⻋ tiàoshàng diànchē 電車に飛び乗る。
33 跳上⻢背 tiàoshàng mǎ bèi 馬の背に飛び乗る。
34 登上 dēng shàng 登る。登場する。特定の地位に登りつめる。
35 登上梯凳 dēng shàng tīdèng 踏み台に乗る。
36 登上讲台 dēng shàng jiǎngtái 演壇に上がる。
37 开 kāi 運転する。開ける。開く。スイッチをいれる。
38 开⻋ kàichē 車を運転する。
39 开船 kāichuán 船を操縦する。船が出る。出航する。
40 开⻜机 kāi fēijī 飛行機を操縦する。
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41 驾驶 jiàshǐ 運転する。操縦する。
42 驾驶汽⻋ jiàshǐ qìchē 車を運転する。
43 驾驶⻜机 jiàshǐ fēijī 飛行機を操縦する。
44 乘 chéng 乗る。チャンスなどに乗じる。掛け算する。
45 乘⻋ chéng chē 乗車する。
46 乘⻢ chéng mǎ 馬に乗る。
47 乘自动人行道 chéng zìdòng rénxíngdào 動く歩道に乗る。
48 乘自动扶梯 chéng zìdòng fútī エスカレーターに乗る。
49 乘电梯 chéng diàntī エレベーターに乗る。
50 乘机 chéngjī 機に乗じて。飛行機に乗る。
51 乘浪 chéng làng 波乗りする。
52 冲浪 chònglàng サーフィン。
53 乘⻛ chéng fēng 風に乗る。
54 乘坐 chéngzuò 乗り物に乗る。
55 乘坐出租⻋ chéngzuò chūzūchē タクシーに乗る。
56 乘坐列⻋ chéngzuò lièchē 列車に乗る。
57 乘坐⻜机 chéngzuò fēijī 飛行機に乗る。
58 乘坐自动扶梯 chéngzuò zìdòng fútī エスカレーターに乗る。
59 乘坐过山⻋ chéngzuò guòshānchē ジェットコースターに乗る。
60 搭 dā 車や船などに乗る。橋や棚をつくる。ひっかけてつるす。つなぎあわせる。

61 搭⻋ dāchē 車に乗る。便乗する。
62 搭⻜机 dā fēijī 飛行機に乗る。
63 搭乘 dāchéng 搭乗する。
64 搭乘⻜机 dāchéng fēijī 飛行機に搭乗する。
65 搭乘⻓途汽⻋ dāchéng chángtú qìchē ⻑距離バスに搭乗する。
66 搭乘豪华客船 dāchéng háohuá kèchuán 豪華客船に搭乗する。
67 玩 wán 遊ぶ。手段を使う。楽しむ。
68 玩儿 wánr 遊ぶ。手段を使う。
69 玩跷跷板 wán qiāoqiāobǎn シーソーをして遊ぶ。
70 压跷跷板玩 yāqiāoqiāobǎn wán シーソーをして遊ぶ。
71 做 zuò する。こしらえる。
72 做过山⻋ zuò guòshānchē ジェットコースターに乗る。
73 载 zài 載せて運ぶ。積む。
74 载货 zài huò 貨物を積載する。積み荷。
75 载行李 zài xíngli 荷物を乗せる。
76 载人 zàirén 人を乗せる。
77 搭载 dāzài ついでに乗せる。便乗させる。
78 搭载旅客 dāzài lǚkè 旅客を乗せる。
79 装 zhuāng 物を入れる。つめる。取り付ける。ふりをする。
80 装货 zhuānghuò 荷物を積み込む。
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81 装载 zhuāngzài 人や物を積み込む。
82 装载货物 zhuāngzǎi huòwù 貨物を積載する。積み荷。
83 载运 zàiyùn 運送する。
84 装运货物 zhuāngyùn huòwù 貨物を積み込み輸送する。
85 乘势 chéngshì 勢いに乗って。
86 乘势夺取胜利 chéngshì duóqǔ shènglì 勢いに乗って勝利をもぎとる。
87 乘胜 chéngshèng 勝利の勢いに乗って。勝利に乗じて。
88 乘胜前进 chéngshèng qiánjìn 勝利の勢いに乗って前進する。
89 乘隙 chéngxì すきに乗じて。すきを⾒て〜する。
90 乘隙脱逃 chéngxì tuōtáo すきに乗じて脱走する。
91 乘兴 chéngxìng おもしろさの勢いに乗る。興(きょう)に乗る。
92 乘兴唱起歌来 chéngxìng chàng qǐ gē lái 興(きょう)に乗って歌いだす。
93 赶上 gǎnshàng ちょうど〜に出くわす。追いつく。間に合う。
94 赶上好景气 gǎnshàng hǎo jǐngqì 好景気の波に乗る。
95 起劲 qǐjìn 気分が高まっている。調子に乗る。
96 起劲儿 qǐjìnr 気分が高まっている。調子に乗る。
97 起劲了 qǐjìng le 乗ってきた。張り切ってきた。
98 劲头 jìntóu 意気込み。気合い。力。
99 劲头儿 jìntóur 意気込み。気合い。力。
100 搞到劲头 gǎo dào jìntóu 意気込みを得る。調子に乗る。
101 得意忘形 dé yì wàng xíng 悪乗りする。調子に乗る。得意のあまり我を忘れる。
102 受人怂恿 shòu rén sǒngyǒng おだてに乗る。
103 乘坐交通工具 chéngzuò jiāotōng gōngjù 乗り物に乗る。
104 乘坐什么? chéngzuò shénme 何に乗る。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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