
No 中国語 ピンイン 日本語

1 流 liú 液体が流れる。移動する。伝える。悪い方向に向かう。
2 淌 tǎng 流れ落ちる。
3 流淌 liútǎng 液体が流れだす。
4 流溢 liúyì あふれ出る。満ちあふれる。
5 落 luò 落ちる。遅れをとる。とどまる。
6 落槽 luòcáo 水が引く。家が埋没する。ほぞとほぞ穴をはめ込む。落ち着く。

7 冲 chōng 液体を注ぐ。水で押し流す。突き上げる。
8 冲 chòng 勢いが激しい。においなどがきつい。〜に向かって。〜によって。

9 冲水 chōngshuǐ 水を流す。
10 冲走 chōngzǒu 流れる。流す。
11 掉 diào 落ちる。落とす。脱落する。なくす。減る。
12 冲掉 chōngdiào 洗い流す。
13 冲洗 chōngxǐ 洗い流す。写真を現像する。
14 洗掉 xǐdiào 洗い落とす。
15 放掉 fàngdiào 中身を放って抜いてしまう。
16 倒 dào 注ぐ。逆さまにする。バックする。むしろ。実のところ。
17 泼 pō 水を勢いよくかける。まく。
18 浇 jiāo 花や木に水をやる。水などをかける。型に流し込む。
19 漂 piāo 浮かぶ。漂う。漂流して探検する。釣りの浮き。
20 飘荡 piāodàng 風で揺れ動く。波間に漂う。さすらう。
21 流动 liúdòng 液体や気体が流動する。移動する。巡回する。
22 流水 liúshuǐ 流れる水。絶え間なく続くこと。
23 水流 shuǐliú 水流。河川の総称。
24 河流 héliú 川の流れ。河川。
25 海流 hǎiliú 海流。
26 洋流 yángliú 海流。
27 潮流 cháoliú 潮の流れ。時代の流れ。
28 顺水 shùnshuǐ 流れに沿う。
29 逆水 nìshuǐ 流れに逆らう。
30 顺流 shùnliú 順流する。
31 逆流 nìliú 流れに逆らう。逆流。
32 倒灌 dàoguàn 海や川の水が逆流する。
33 倒流 dàoliú 逆流する。
34 回流 huíliú 流出したものが戻ってくる。逆流する。
35 瀑布流下 pùbù liúxià 滝が流れ落ちる。
36 流入大海 liúrù dàhǎi 海に流れ込む。
37 河水在静静地流着 héshuǐ zài jìng jìng de liú zhe 川が静かに流れている。
38 淌汗 tǎng hàn 汗を流す。
39 小河淌水 xiǎohé tǎng shuǐ 流れる小川。
40 水流淌 shuǐ liútǎng 水が流れる。
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41 一条小溪缓缓地流淌着 yī tiáo xiǎo xī huǎn huǎn de liútǎng zhe 一本の小川が緩やかに流れている。
42 河水流溢 héshuǐ liúyì 川の水があふれる。
43 泉水流溢 quánshuǐ liúyì 泉がわき出る。
44 潮水落了 cháoshuǐ luò le 潮が引いた。
45 落热泪 luò rèlèi 熱い涙を流す。
46 河水落槽了 héshuǐ luòcáo le 川の水が引いた。
47 冲茶 chōngchá 茶をいれる。
48 冲咖啡 chōng kāfēi コーヒーをいれる。
49 冲地板 chōng dìbǎn 床を洗い流す。
50 冲厕所 chōng cèsuǒ トイレを流す。
51 被冲倒海里 bèi chōng dǎo hǎili 沖へ流される。
52 水流得很冲 shuǐliú de hěn chòng 水の流れが激しい。
53 冲水厕所 chōngshuǐ cèsuǒ 水洗便所。
54 冲水按钮 chōngshuǐ ànniǔ 水洗ボタン。
55 按钮冲水 ànniǔ chōngshuǐ ボタンを押して水を流す。
56 便后冲水 biàn hòu chōngshuǐ 用便のあと水を流す。
57 房屋被洪水冲走了 fángwū bèi hóngshuǐ chōngzǒu le 洪水で家屋が流された。
58 掉眼泪 diào yǎnlèi 涙をこぼす。
59 掉下泪来 diào xià lèi lái 涙をこぼす。
60 把厕纸冲掉 bǎ cèzhǐ chōngdiào トイレの紙を流す。
61 冲洗伤口 chōngxǐ shāngkǒu 傷口を洗い流す。
62 洗掉污垢 xǐdiào wūgòu 汚れを洗い落とす。
63 放掉浴池的水 fàngdiào yùchí de shuǐ 浴槽の水をぬく。
64 倒茶 dàochá お茶をそそぐ。お茶をつぐ。
65 把牛奶倒进咖啡 bǎ niúnǎi dàojìn kāfēi ミルクをコーヒーにそそぐ。
66 泼水 pōshuǐ 水をかける。水をまく。
67 被人泼水 bèi rén pōshuǐ 人に水をかけられる。
68 浇水 jiāoshuǐ 水をかける。水をやる。
69 给花木浇水 gěi huāmù jiāoshuǐ 植木に水をやる。
70 水面上漂着一片树叶 shuǐmiàn shàng piào zhe yī piàn shùyè 水面に一片の木の葉が浮いている。
71 小船在海面上飘荡 xiǎochuán zài hǎimiàn shàng piāodàng 小舟が海の波間に漂う。
72 熔岩流动 róngyán liùdòng 溶岩が流れる。
73 流水浅浅 liúshuǐ jiānjiān 水がさらさらと流れる。
74 用流水清洗 yòng liúshuǐ qīngxǐ 流水できれいに洗う。
75 水流很急 shuǐliú hěn jí 流れが急だ。
76 水流平缓 shuǐliú pínghuǎn 流れがゆるやかだ。
77 顺水而下 shùnshuǐ ér xià 流れに沿って下る。
78 逆水行舟 nìshuǐ xíng zhōu 流れに逆らって船を進める。
79 顺流而下 shùnliú ér xià 流れに沿って下る。
80 逆流而上 nìliú ér shàng 流れをさかのぼる。
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81 河水逆流 héshuǐ nìliú 川が逆流する。
82 海水倒灌 hǎishuǐ dàoguàn 海水が逆流する。
83 河水倒流 héshuǐ dàoliú 川が逆流する。
84 河水回流 héshuǐ huíliú 川が逆流する。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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