
No 中国語 ピンイン 日本語

1 挖 wā 掘る。
2 掘 jué 掘る。
3 刨 páo 掘る。差し引く。
4 开 kāi 切り開く。通す。開ける。運転する。スイッチをつける。
5 凿 záo 穴を掘る。工具ののみ。
6 挖掘 wājué 掘る。
7 挖开 wākāi 掘り起こす。
8 发掘 fājué 発掘する。掘り出す。
9 开掘 kāijué 掘る。深く掘り下げて表現する。
10 开采 kāicǎi 採掘する。
11 开凿 kāizáo 水路やトンネルなどを掘る。
12 雕 diāo 掘りこむ。彫刻する。鳥のワシ。
13 刻 kè 刻む。彫る。時間の１５分。
14 雕刻 diāokè 彫刻する。彫刻作品。
15 雕花 diāohuā 彫刻をほどこす。彫刻された絵柄。
16 雕塑 diāosù 彫塑(ちょうそ)。彫刻と彫像。
17 钻 zuān きりなどで穴を開ける。潜り込む。深く研究する。
18 钻孔 zuānkǒng 穴を開ける。
19 穿 chuān 穴を開ける。〜し抜く。通り抜ける。着る。靴などをはく。

20 穿孔 chuānkǒng 穴を開ける。胃や腸に穴があく。
21 打 dǎ 掘る。穴を開ける。たたく。
22 打眼 dǎyǎn 穴を開ける。
23 打眼儿 dǎyǎnr 穴を開ける。
24 埋 mái 土などにうずめる。埋める。
25 埋入 máirù 埋めこむ。
26 掩埋 yǎnmái 土をかけて埋める。
27 填 tián くぼみや穴を埋める。補充する。空欄を埋める。
28 填充 tiánchōng すき間を埋める。試験問題の穴を埋める。
29 填埋 tiánmái 埋め立てる。
30 填拓 tiántuò 埋め立てる。
31 填海 tiánhǎi 海を埋め立てる。
32 填湖 tiánhú 湖を埋め立てる。
33 填河 tiánhé 川を埋め立てる。
34 埋没 máimò 埋もれる。埋没する。軽視する。
35 埋上 máishang 埋もれる。埋没する。
36 压埋 yāmái 物の下に埋もれる。
37 掏出 tāochū ほじくって出す。手探りで出す。
38 扒出 páchū 手や道具でかき出す。
39 搂出 lōuchū 手や道具でかき出す。
40 挖洞 wā dòng 穴を掘る。
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41 深挖洞 shēn wā dòng 穴を掘り下げる。
42 挖坑 wā kēng 穴を掘る。
43 挖孔 wā kǒng 穴を開ける。穴を掘る。
44 挖窟窿 wā kūlong 穴を開ける。
45 挖土 wā tǔ 土を掘る。
46 挖土豆 wā tǔdòu ジャガイモを掘る。
47 挖隧道 wā suìdào トンネルを掘る。
48 挖了一条沟 wā le yī tiáo gōu 溝を1本掘った。
49 掘土 jué tǔ 土を掘る。
50 掘地 jué dì 地面を掘る。
51 耕地 gēngdì 田畑を耕す。耕地。
52 掘井 jué jǐng 井⼾を掘る。
53 挖井 wā jǐng 井⼾を掘る。
54 打井 dǎjǐng 井⼾を掘る。
55 凿井 záojǐng 井⼾を掘る。
56 钻井 zuānjǐng 油や井⼾を掘る。
57 自掘坟墓 zì jué fénmù 自ら墓穴を掘る。
58 刨坑 páo kēng 穴を掘る。
59 刨土 páo tǔ 土を掘る。
60 刨地 páo dì 地面を掘る。
61 刨白薯 páo báishǔ サツマイモを掘る。
62 开矿 kāikuàng 鉱物を採掘する。
63 开洞 kāi dòng 穴を開ける。
64 开个洞 kāi ge dòng 穴を開ける。
65 开穴 kāi xué 穴を開ける。
66 凿孔 záo kǒng 穴を開ける。
67 凿墙 záo qiáng 壁に穴を開ける。
68 挖掘地面 wājué dìmiàn 地面を掘る。
69 挖掘隧道 wājué suìdào トンネルを掘る。
70 挖掘煤炭 wājué méitàn 石炭を掘る。
71 挖开地面 wākāi dìmiàn 地面を掘りおこす。
72 发掘遗迹 fājué yíjì 遺跡を発掘する。
73 开掘洞穴 kāijué dòngxué 洞穴を掘る。
74 开采石油 kāicǎi shíyóu 石油を採掘する。
75 开凿隧道 kāizáo suìdào トンネルを掘る。
76 雕石像 diāo shíxiàng 石像を掘る。
77 雕刻石像 diāokè shíxiàng 石像を掘る。
78 钻个眼 zuān ge yǎn 穴をひとつあける。
79 钻一个眼 zuān yī ge yǎn 穴をひとつあける。
80 电钻 diànzuàn 電気ドリル。

掘る、彫る、穴をあける、埋める、埋まる、掻き出す   2/3

2



No 中国語 ピンイン 日本語

81 穿眼 chuān yǎn 穴を開ける。
82 穿个孔 chuān ge kǒng 穴をひとつあける。
83 穿个洞 chuān ge dòng 穴をひとつあける。
84 穿个窟窿 chuān ge kūlong 穴をひとつあける。
85 衣服穿了一个洞 yīfu chuān le yī ge dòng 服に穴をひとつ開けた。
86 穿孔机 chuānkǒng jī 穴あけ機。
87 打孔 dǎ kǒng 穴を開ける。
88 打洞 dǎ dòng 穴を開ける。
89 打孔机 dǎ kǒng jī 穴あけ機。
90 打眼机 dǎyǎn jī 穴あけ機。
91 用土埋 yòng tǔ mái 土で埋める。
92 埋在地里 mái zài dì lǐ 地中に埋める。
93 埋在雪中 mái zài xuě zhōng 雪の中に埋まる。
94 把铁管埋入地下 bǎ tiěguǎn máirù dìxià 鉄管を地下に埋める。
95 掩埋尸体 yǎnmái shītǐ 死体を埋める。
96 填坑 tián kēng 穴を埋める。
97 填充裂隙 tiánchōng lièxì ⻲裂を埋める。
98 填埋池子 tiánmái chízi 池を埋め立てる。
99 填拓工程 tiántuò gōngchéng 埋め立て工事。
100 被沙子埋没了 bèi shāzi máimò le 砂で埋もれた。
101 被泥沙埋上 bèi níshā máishang 土砂に埋まる。
102 地震后被压埋 dìzhèn hòu bèi yāmái 地震のあと埋もれる。
103 把水掏出来 bǎ shuǐ tāo chulai 水をかきだす。
104 把泥沙扒出来 bǎ níshā pá chulai 土砂をかきだす。
105 把灰搂出来 bǎ huī lǒu chulai 灰をかきだす。
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