
No 中国語 ピンイン 日本語

1 铺 pū 広げる。平らに敷く。
2 铺上 pūshàng 敷く。
3 铺设 pūshè 敷設(ふせつ)する。
4 铺开 pūkāi 広げる。くり広げる。
5 垫 diàn クッションとして敷く。下に敷くもの。お金を立て替える。
6 垫上 diànshàng 敷く。立て替える。
7 掀 xiān めくる。開ける。
8 掀开 xiānkāi 指でつまんでめくる。開ける。
9 翻 fān ひっくり返す。ひっくり返る。くつがえす。
10 翻开 fānkāi めくって開く。
11 翻转 fānzhuǎn ひっくり返す。寝返りをうつ。態度を変える。
12 揭 jiē めくり取る。はがす。ふたを取る。暴く。高く挙げる。
13 揭开 jiēkāi ふたや覆いを取り去る。新しいページを開く。
14 揭下 jiēxià はがす。
15 剥 bāo 皮や殻をむく。はぐ。
16 剥下 bāoxià はがす。
17 张开 zhāngkāi 閉じている物を開く。
18 打开 dǎkāi 開ける。開く。スイッチを入れる。打開する。
19 摊开 tānkāi 平らに広げる。
20 摆开 bǎikāi 広げて並べる。展開する。逃れる。
21 折 zhé たたむ。折る。失う。割り引き。引き当てる。回る。
22 折上 zhéshàng たたみ閉じる。
23 叠 dié 衣服や紙などをたたむ。積み重なる。重複する。
24 折叠 zhédié 折りたたむ。
25 合上 héshàng 閉じる。
26 铺床 pū chúng 布団を敷く。
27 铺被褥 pū bèirù 布団を敷く。
28 铺褥子 pū rùzi 敷布団を敷く。
29 铺床单 pū chuángdān シーツを敷く。
30 铺褥单 pū rùdān シーツを敷く。
31 铺地毯 pū dìtǎn じゅうたんを敷く。
32 铺毯子 pū tǎnzi じゅうたんを敷く。
33 铺床垫 pū chuángdiàn マットレスを敷く。
34 用布铺在桌子上 yòng bù pù zài zhuōzi shàng テーブルに布を敷く。
35 在卓上铺布 zài zhuō shàng pù bù テーブルに布を敷く。
36 铺上地毯 pùshàng dìtǎn カーペットを敷く。
37 铺上台布 pùshàng táibù テーブルクロスを敷く。
38 铺上碎石子 pùshàng suìshízi 砂利を敷く。
39 铺设人工草坪 pūshè réngōng cǎopíng 人工芝を敷設(ふせつ)する。
40 铺设水管 pūshè shuǐguǎn 水道管を敷設(ふせつ)する。
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41 铺设铁路 pūshè tiělù 鉄道を敷設(ふせつ)する。
42 桌子上铺上桌布 zhuōzi shàng pù shàng zhuōbù テーブルにテーブルクロスを敷く。
43 铺开餐巾 pùkāi cānjīn ナプキンを広げる。
44 把纸铺开 bǎ zhǐ pùkāi 紙を広げる。
45 垫纸板 diàn zhǐbǎn ボール紙を敷く。
46 头下垫个枕头 tóu xià diàn ge zhěntou 頭の下に枕を敷く。
47 垫上个垫子 diànshàng ge diànzi クッションを敷く。
48 垫上坐垫 diànshàng zuòdiàn 座布団を敷く。
49 掀锅盖 xiān guōgài なべのふたを取る。
50 掀被子 xiān bèizi 掛け布団を剥ぐ。
51 掀帘子 xiān liánzi カーテンを開ける。
52 掀开新的一⻚ xiānkāi xīn de yī yè 新しいページを開く。
53 翻书⻚ fān shūyè 本のページを繰る。
54 翻纸牌 fān zhǐpái トランプをめくる。
55 把卡翻过来 bǎ kǎ fān guolai カードをひっくり返す。
56 翻开杂志 fānkāi zázhì 雑誌をめくる。
57 把牌子翻转过来 bǎ páizi fānzhuǎn guolai 札をひっくり返す。
58 揭锅盖 jiē guōgài 鍋のふたを取る。
59 揭帘子 jiē liánzi カーテンを開ける。
60 揭开地板 jiēkāi dìbǎn 床板をめくる。
61 揭开盖子 jiēkāi gàizi ふたを取る。
62 揭下壁纸 jiēxià bìzhǐ 壁紙を剥がす。
63 剥皮儿 bāo pír 皮をむく。
64 剥下树皮 bāoxià shùpí 木の皮をはがす。
65 张开伞 zhāngkāi sǎn 傘を広げる。
66 打开书本 dǎkāi shūběn 本を広げる。
67 打开扇子 dǎkāi shànzi 扇子を開く。
68 打开啤酒 dǎkāi píjiǔ ビールを栓を開ける。
69 把伞打开 bǎ sǎn dǎkāi 傘を広げる。
70 摊开地图 tānkāi dìtú 地図を広げる。
71 摊开扑克牌 tānkāi pūkèpái トランプを広げる。
72 摆开笔墨纸砚 bǎikāi bǐmò zhǐ yàn 筆と墨と紙とすずりを並べる。
73 折衣服 zhé yīfu 服をたたむ。
74 折起伞 zhé qǐ sǎn 傘をすぼめる。
75 收伞 shōu sǎn 傘をすぼめる。
76 折上扇子 zhéshàng shànzi 扇子をたたむ。
77 叠被褥 dié bèirù 布団をたたむ。
78 叠衣服 dié yīfu 服をたたむ。
79 折叠衣服 zhédié yīfu 服をたたむ。
80 折叠伞 zhédiésǎn 折りたたみ傘。
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81 折叠卓 zhédiézhuō 折りたたみ式テーブル。
82 折叠椅 zhédiéyǐ 折りたたみ式椅子。
83 合上扇子 héshàng shànzi 扇子を畳む。
84 把书合上 bǎ shū héshàng 本を閉じる。
85 把伞合上 bǎ sǎn héshàng 傘をすぼめる。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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