
No 中国語 ピンイン 日本語

1 推 tuī 押す。臼で引く。工具を押して刈る。後ろに延ばす。推薦する。

2 按 àn ⼿や指で押す。抑制する。〜に基づいて。
3 摁 èn ⼿や指で押す。
4 挤 jǐ まわりの人や物を押す。ぎっしりだ。圧力をかけてしぼり出す。

5 拥挤 yōngjǐ 押し合いへし合いする。込み合っている。
6 压 yā 上から圧力を加える。押し付ける。制止する。圧倒する。
7 盖 gài はんこを押す。ふた。上からかぶせる。圧倒する。家を建てる。

8 塞 sāi 押し込む。隙間を詰める。栓。
9 填塞 tiánsè 埋める。ふさぐ。
10 填入 tiánrù 埋める。補う。書き入れる。
11 装 zhuāng 物を入れる。つめる。取り付ける。扮装する。ふりをする。
12 插 chā 差し込む。割り込む。
13 楦 xuàn 空洞の部分に詰め物をする。靴や帽子を作るときの型。
14 拉 lā 引く。⾳や距離を⻑く伸ばす。コネをつくる。
15 拽 zhuài 引っ張る。
16 扯 chě 引っ張る。とりとめのない話をする。引き裂く。
17 拖 tuō 引っ張る。引きずる。後ろに垂らす。時間を引き延ばす。
18 牵 qiān 引っ張る。引っ張って移動する。
19 牵引 qiānyǐn 牽引(けんいん)する。
20 抽 chōu 引き抜く。芽や穂が伸び出る。吸う。縮む。細⻑いものでたたく。

21 拔 bá 引き抜く。攻め取る。吸い取る。
22 取 qǔ ⼿に取る。⼿にする。受け取る。選ぶ。攻め落とす。
23 拿 ná ⼿に持つ。⼿に取る。取る。捕える。金などを出す。
24 推门 tuī mén ドアを押す。
25 推开窗子 tuī kāi chuāngzi 窓を押し開く。
26 推一把 tuī yī bǎ 一押しする。
27 我推了她一把 wǒ tuī le tā yī bǎ 私は彼女をぐいと押した。
28 使劲推 shǐjìn tuī ぐいと押す。
29 用力推⻋ yònglì tuī chē 力いっぱい車を押す。
30 推着自行⻋走 tuī zhe zìxíngchē zǒu 自転車を押して歩く。
31 推轮椅 tuī lúnyǐ 車椅子を押す。
32 把桌子推到角落 bǎ zhuōzi tuī dào jiǎoluò テーブルを片隅に押しやる。
33 推倒在地 tuī dǎo zài dì 地面に押し倒す。
34 被推倒 bèi tuī dǎo 押されて転ぶ。
35 从悬崖上推下去 cóng xuányá shang tuī xiàqu 崖から突き落とす。
36 站务员把乘客推进⻋里去 zhànwùyuán bǎ chéngkè tuījìn chē li qu 駅員が乗客を車内に押し込む。
37 按开关 àn kāiguān スイッチを押す。
38 按钮 ànniǔ ボタンを押す。押しボタン。
39 按按钮 àn ànniǔ ボタンを押す。
40 按快门 àn kuàimén カメラのシャッターを押す。
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41 按门铃 àn ménlíng 玄関ベルを押す。
42 按电铃 àn diànlíng 呼び鈴を押す。
43 按⼿印 àn shǒuyìn 指印(しいん)を押す。
44 按指印 àn zhǐyìn 指印(しいん)を押す。
45 摁⼿印 èn shǒuyìn 指印(しいん)を押す。
46 摁电钮 èn diànniǔ 電気スイッチを押す。
47 挤破 jǐpò 押しつぶす。押して潰す。
48 挤碎 jǐsuì 押しつぶす。押して砕く。
49 挤坏 jǐhuài 押しつぶす。押してこわす。
50 别挤呀! bié jǐ ya 押すな。
51 别挤啦! bié jǐ la 押すな。
52 别这么挤我! bié zhème jǐ wǒ そんなに押すな。
53 别那么挤啊! bié nàme jǐ a そんなに押すな。
54 请往里面挤一挤 qǐng wǎng lǐmiàn jǐ yī jǐ 中程にお進み下さい。
55 请稍微往里挤一挤 qǐng shāowéi wǎng lǐ jǐ yī jǐ 少々中ほどにお詰めください。
56 请不要拥挤 qǐng bùyào yǒngjǐ 押し合わないでください。
57 道路很拥挤 dàolù hěn yǒngjǐ 道路が混んでいる。
58 挤进人群里 jǐ jìn rénqún lǐ 人ごみの中に押し入る。
59 他往人群中挤进去 tā wǎng rénqún zhōng jǐ jìn qù 彼は人だかりの中に行き分け入る。
60 硬挤进去 yìng jǐ jìn qù 押し込みする。
61 猛力挤入 měnglì jǐ rù 力まかせに割り込む。
62 挤出牙膏 jǐchū yágāo 練り⻭磨きを押し出す。
63 乘客被挤出⻋外 chéngkè bèi jǐchū chē wài 乗客は車外に押し出される。
64 压碎 yāsuì 押しつぶす。押して砕く。
65 压扁 yābiǎn 押しつぶす。押して形をくずす。
66 压坏 yāhuài 押しつぶす。押してこわす。
67 压垮 yākuǎ 押しつぶす。押して倒壊させる。
68 压住 yāzhù 押さえつける。
69 用⼿压一压 yòng shǒu yā yī yā ⼿で押さえつける。
70 盖章 gài zhāng 判を押す。
71 盖章子 gài zhāngzi 判を押す。
72 盖印 gài yìn 判を押す。
73 盖图章 gài túzhāng 判を押す。
74 盖戳 gài chuō 判を押す。
75 盖戳儿 gài chuōr 判を押す。
76 盖⼿戳 gài shǒuchuō 判を押す。
77 盖盖子 gài gàizi ふたをする。
78 盖上盖子 gài shang gàizi ふたをかぶせる。
79 塞上塞子 sāi shang sāizi 栓をする。
80 紧紧地塞满 jǐn jǐn de sāi mǎn ぎゅうぎゅうに詰め込む。
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81 塞进袋子里 sāijìn dàizi lǐ 袋に押し詰める。
82 把衬衣塞进裤子里 bǎ chènyī sāi jìn kùzi lǐ シャツをパンツの中に入れる。
83 塞进去 sāi jìn qù 押し入れる。
84 硬塞进去 yìng sāi jìn qù こじ入れる。
85 可以塞入杂志等物件 kěyǐ sāirù zázhì děng wùjiàn 雑誌などの品物を詰め込むことができる。
86 硬塞入 yìng sāirù 押し込む。
87 强行塞入 qiángxíng sāirù 強引に押し込む。
88 填塞棉花 tiánsè miánhua 綿を押し詰める。
89 填入充填物 tiánrù chōngtiánwù 充填物を詰める。
90 别装得太多 bié zhuāng de tài duō たくさん詰め込みすぎないで。
91 满满地装进去 mǎn mǎn de zhuāng jìnqù ぎゅうぎゅうに押し込む。
92 装子弹 zhuāng zǐdàn 弾を込める。
93 装入瓶内 zhuāngrù píng nèi 瓶内に詰める。
94 插卡 chā kǎ カードを差し込む。
95 插上插头 chā shang chātóu プラグを差し込む。
96 把⼿插在口袋里 bǎ shǒu chā zài kǒudai li ⼿をポケットに突っ込む。
97 把插头插进插座 bǎ chātóu chā jìn chāzuò プラグをコンセントに差し込む。
98 插入部件 chārù bùjiàn 部品を差し込む。
99 用蚕沙楦的枕头 yòng cánshā xuàn de zhěntou 蚕渣(さんさ)を詰めた枕。 
100 拉一把 lā yī bǎ ひと引きする。人の⼿助けをする。一肌脱ぐ。
101 使劲拉 shǐjìn lā 強く引っ張る。
102 拉绳子 lā shéngzi 紐を引っ張る。
103 拉开帘子 lā kāi liánzi カーテンを引き開ける。
104 拉开抽屉 lā kāi chōutì 引き出しを引き開ける。
105 拉下百叶窗 lā xià bǎiyèchuāng ブラインドを引き下ろす。
106 拉上拉链 lā shàng lāliàn ファスナーを引き閉じる。
107 拉开拉链 lā kāi lāliàn ファスナーを引き開ける。
108 拉⼿闸 lā shǒuzhá サイドブレーキを引く。
109 往上拉 wǎng shàng lā 上に引っ張る。
110 向上拉 xiàng shàng lā 上に引っ張る。
111 拉⻋ lā chē 車を引く。
112 把⻥拉上来 bǎ yú lā shànglái 魚をたぐり寄せる。
113 把椅子拉过来 bǎ yǐzi lā guòlái 椅子を引き寄せる。
114 把他拉出去 bǎ tā lā chūqù 彼を外に引きずりだせ。
115 使劲拽 shǐjìn zhuài 強く引っ張る。
116 拽绳子 zhuài shéngzi 紐を引っ張る。
117 扯后退 chě hòutuì 人の足を引っ張る。
118 拖别人后退 tuō biérén hòutuì 他人の足を引っ張る。
119 拖着下摆 tuō zhe xiàbǎi すそを引きずっている。
120 把⻥网拖上来 bǎ yúwǎng tuō shànglái 魚の網を引き上げる。
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121 把箱子从床底下拖出来 bǎ xiāngzi cóng chuáng dǐxia tuō chūlái トランクをベッドの下から引きずり出す。
122 牵⻢ qiān mǎ 馬を引く。
123 牵孩子的⼿ qiān háizi de shǒu 子供の⼿を引く。
124 牵引⻋牵引事故⻋ qiānyǐnchē qiānyǐn shìgùchē レッカー車が事故車を牽引する。
125 抽签儿 chōu qiānr くじを引く。
126 抽王八 chōu wángbā トランプでばばを引く。ばば抜き。
127 抽出一支铅笔 chōuchū yī zhī qiānbǐ 一本の鉛筆を抜き取る。
128 他抽去了一张卡片 tā chōuqù le yī zhāng kǎpiàn 彼は1枚のカードを抜き取った。
129 拔钉子 bá dīngzi 釘を抜く。
130 拔毛 bá máo 毛を抜く。脱毛する。
131 拔出刀来 bá chū dāo lai 刀を抜きだす。
132 从书架上取出词典 cóng shūjià shàng qǔchū cídiǎn 本棚から辞書を取り出す。
133 从书包里拿出课本来 cóng shūbāo li náchū kèběn lai かばんから教科書を取り出す。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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