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〜に対して。〜について。〜に向かって。
〜に向かう。〜に向く。〜に対する。
正しい。そのとおり。

2 对于 duìyú 〜に対して。〜について。
3 关于 guānyú 〜に関して。〜について。〜に関する。

(動作の⽅向を⽰し)〜へ。〜に。〜に向かって。
(動作の対象の⼈に対し)〜に対して。〜から。
向いている。対している。
ひいきする。

5 往 wǎng 〜の⽅へ。⾏く。
6 朝 cháo 〜を向く。〜に⾯する。〜に向かって。〜の⽅に。

(到着点を表わし)〜に。〜へ。
(到着時刻を表わし)〜まで。
到達する。到着する。⾏く。周到だ。
(物の受け⼿を導き)〜に。
(⾏為の受け⼿を導き)〜のために。〜に代わって。
(⾏為の受け⼊れ側を導き)〜に向かって。〜に対して。
〜される。〜させる。〜してもらう。〜しろ。
与える。

9 他对⼈总是彬彬有礼 tā duì rén zǒngshì bīnbīn yǒulǐ 彼は⼈に対していつも礼儀正しい。
10 他对工作很负责 tā duì gōngzuò hěn fùzé 彼は仕事に対して責任感が強い。
11 她对音乐特别感兴趣 tā duì yīnyuè tèbié gǎn xìngqù 彼女は音楽に特に興味を持っている。
12 对别⼈不感兴趣的⼈ duì biérén bù gǎn xìngqù de rén 他⼈に対して興味がない⼈。
13 对天起誓 duì tiān qǐshì 天に誓う。
14 对自己要求太严格 duì zìjǐ yāoqiú tài yángé 自分に対する要求が厳しすぎる。
15 她对我瞧了一眼 tā duì wǒ qiáo le yīyǎn 彼女は私をちらりと見た。
16 我对她自由放任 wǒ duì tā zìyóu fàngrèn 私は彼女を自由放任にした。
17 对着镜子 duì zhe jìngzi 鏡に向かう。
18 对着院子的房间 duì zhe yuànzi de fángjiān 庭に⾯した部屋。
19 ⾯对着大海 miànduì zhe dàhǎi 海に⾯している。
20 对这个问题, 我很感兴趣 duì zhège wèntí, wǒ hěn gǎn xìngqù この問題について、私は興味を持っている。
21 对于他的情况, 我了解得不多 duìyú tā de qíngkuàng, wǒ liǎojiě de bù duō 彼の状況について、私はよくわからない。
22 对于战争你怎么想? duìyú zhànzhēng nǐ zěnme xiǎng 戦争についてどう思いますか。
23 关于环境问题 guānyú huánjìng wèntí 環境問題について。
24 关于这个问题, 我们以后再谈 guānyú zhège wèntí, wǒmen yǐhòu zài tán この問題について、私たちはあらためて話し合いましょう。
25 向南走 xiàng nán zǒu 南へ⾏く。
26 向前进 xiàng qiánjìn 前に向かって進む。
27 流向大海 liúxiàng dàhǎi 海に流れ込む。
28 向他打招呼 xiàng tā dǎ zhāohu 彼にあいさつする。
29 向⼈求助 xiàng rén qiúzhù ⼈に助けを求める。
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1 对 duì

4 向 xiàng

7 到 dào

8 给 gěi

1



No 中国語 ピンイン 日本語

30 向公安局报了案 xiàng gōng'ānjú bào le àn 公安局に通報した。
31 她向我挥着⼿ tā xiàng wǒ huī zhe shǒu 彼女は私に向かって⼿を振る。
32 我向他告别 wǒ xiàng tā gàobié 私は彼に別れを告げる。
33 向朋友借钱 xiàng péngyǒu jiè qián 友⼈からお金を借りる。
34 向别⼈学习 xiàng biérén xuéxí 他⼈から学ぶ。
35 目光转向了我 mùguāng zhuǎn xiàng le wǒ 視線を私に向けた。
36 大门向南 dàmén xiàng nán 正門は南に向いている。
37 往东走 wǎng dōng zǒu 東に⾏く。
38 ⻜往日本的⻜机 fēi wǎng Rìběn de fēijī 日本へ飛ぶ飛⾏機。
39 开往上海的火⻋ kāi wǎng Shànghǎi de huǒchē 上海⾏きの列車。
40 寄往北京的邮件 jì wǎng Běijīng de yóujiàn 北京に送る郵便物。
41 朝前走 cháo qián zǒu 前に向かって進む。
42 大门朝南 dàmén cháo nán 正門は南に向いている。
43 朝我笑 cháo wǒ xiào 私に向かって笑いかける。
44 朝她挥⼿ cháo tā huīshǒu 彼女に⼿を振る。
45 到外国旅游 dào wàiguó lǚyóu 外国に旅⾏する。
46 到⻋站接朋友 dào chēzhàn jiē péngyǒu 駅に友達を迎えに⾏く。
47 我把她送到⻋站了 wǒ bǎ tā sòng dào chēzhàn le 私は彼女を駅まで送った。
48 把那本书给我 bǎ nà běn shū gěi wǒ その本を私にください。
49 给他发信息 gěi tā fā xìnxī 彼にメッセージを送る。
50 我给他打了一个电话 wǒ gěi tā dǎ le yī ge diànhuà 私は彼に一本電話した。
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