
No 中国語 ピンイン 日本語

1 擦 cā 拭く。こする。かすめる。塗る。薄く千切りにする。
2 蹭 cèng こする。擦る。こすりつける。ぐずぐずする。
3 摸 mō 手を触れる。手でなでる。手探りする。推し量る。暗闇の中を進む。

4 抹 mǒ こする。ぬぐう。塗る。消す。
5 磨 mó こする。研ぐ。磨く。さまたげる。時間をむだに費やす。消滅する。

6 磨 mò うすでひく。ひきうす。向きを変える。
7 揩 kāi ぬぐう。こする。
8 揉 róu 手で揉(も)む。こする。こねる。物を湾曲させる。
9 搓 cuō 手をこすりあわせる。縄などをなう。
10 捋 lǚ 手でなでつける。しごく。考えを整理することのたとえ。
11 捋 luō 枝の葉をしごく。袖をたくし上げる。
12 拂 fú かすめる。そっとなでる。はらい落とす。はたく。
13 研 yán すって細かくする。
14 划 huá 刃物などで物を二つに割る。表面をこする。櫂(かい)で水をかく。

15 捣 dǎo 棒などでつく。強く押しつぶす。すりつぶす。かき乱す。攻める。

16 锉 cuò やすりをかける。鉄製のやすり。
17 刨 bào かんなで削る。
18 削 xiāo 刃物で削る。むく。
19 铲 chǎn すきやシャベルでこすり取る。
20 刷 shuā ブラシで磨く。ブラシ。はけ。はけで塗る。
21 涂 tú 塗る。塗り消す。
22 摩擦 mócā 摩擦する。あつれき。
23 磨擦 mócā 摩擦する。あつれき。
24 擦拭 cāshì 拭く。ぬぐう。
25 擦掉 cādiào こすり落とす。こすって消す。
26 擦洗 cāxǐ 液体を用い、こすってきれいにする。
27 擦干 cāgān 拭きとる。ぬぐいとる。
28 擦过 cāguò かする。かすめる。
29 揩拭 kāishì 拭く。ぬぐう。
30 揩干 kāigān 拭きとる。ぬぐいとる。
31 抚摩 fǔmó なでる。さする。
32 抚摸 fǔmō なでる。さする。
33 摩抚 mófǔ なでる。さする。
34 轻抚 qīngfǔ なでる。さする。
35 摩挲 mósuō なでさする。
36 摩挲 māsa なでさする。
37 揉摩 róumó なでさする。
38 搓摩 cuōmó なでさする。
39 搓揉 cuōróu もむ。こする。
40 揉搓 róucuo もむ。こする。
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41 搓手 cuōshǒu 手をもむ。手もみする。
42 研磨 yánmó 研磨する。ひいて粉末にする。
43 抛光 pāoguāng 研磨する。
44 刷净 shuājìng ブラシで磨く。
45 擦亮 cāliàng 磨いて光沢を出す。明け方。
46 磨光 móguāng 磨いてぴかぴかにする。
47 碾碎 niǎnsuì ひき砕く。すりつぶす。
48 涂抹 túmǒ 塗る。なする。書きなぐる。書き直す。
49 擦桌子 cā zhuōzi テーブルを拭く。
50 擦汗 cā hàn 汗を拭く。
51 用抹布擦 yòng mābù cā 雑巾で拭く。ふきんで拭く。
52 擦皮鞋 cā píxié 革靴を磨く。
53 擦油 cā yóu 油を塗る。
54 擦火柴 cā huǒchái マッチを擦る。
55 擦萝卜泥 cā luóboní 大根おろしに擦り下ろす。
56 脸蹭脸 liǎn cèng liǎn 頬ずりする。
57 猫用头蹭我的手 māo yòng tóu cèng wǒ de shǒu 猫が私の手に頭をこすりつける。
58 摸小孩子的头 mō xiǎoháizi de tóu 子供の頭をなでる。
59 抹桌子 mǒ zhuōzi テーブルを拭く。
60 抹眼泪 mǒ yǎnlèi 涙をぬぐう。
61 抹口红 mǒ kǒuhóng 口紅を塗る。
62 抹软膏 mǒ ruǎngāo 軟膏を擦りこむ。
63 抹⻩油 mǒ huángyóu バターを塗る。
64 磨墨 mómò 墨をする。
65 磨菜刀 mó càidāo 包丁を研ぐ。
66 磨镜片 mó jìngpiàn レンズを磨く。
67 用砂纸磨 yòng shāzhǐ mó サンドペーパーをかける。
68 磨咖啡豆 mò kāfēidòu コーヒー豆を挽(ひ)く。
69 揩汗 kāi hàn 汗をぬぐう。
70 揩桌子 kāi zhuōzi テーブルを拭く。
71 揉眼睛 róu yǎnjing 目をこする。
72 揉腰 róu yāo 腰をもむ。
73 搓手 cuōshǒu 手を合わせてこする。もみ手をする。
74 捋胡子 lǚ húzi ひげをなでる。
75 捋树叶 luō shùyè 木の枝を握って葉をしごき落とす。
76 微⻛拂面 wéifēng fú miàn そよ風が頬をなでる。
77 研墨 yánmò 墨をする。
78 研成粉末 yán chéng fěnmò すりつぶして粉末にする。
79 划火柴 huá huǒchái マッチを擦る。
80 捣芝麻 dǎo zhīma 胡麻をする。
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81 用锉刀锉 yòng cuòdāo cuò やすりでこする。やすりをかける。
82 用刨子刨 yòng bàozi bào かんなで削る。かんなをかける。
83 削铅笔 xiāo qiānbǐ 鉛筆を削る。
84 削树皮 xiāo shùpí 樹皮を削ぐ。
85 铲雪 chǎn xuě 雪をかく。
86 用铲子铲土 yòng chǎnzi chǎn tǔ シャベルで土をすくう。
87 刷鞋 shuā xié 靴を磨く。
88 用牙刷刷牙 yòng yáshuā shuāyá ⻭ブラシで⻭を磨く。
89 刷油漆 shuā yóuqī ペンキを塗る。
90 涂口红 tú kǒuhóng 口紅を塗る。
91 涂⻩油 tú huángyóu バターを塗る。
92 干布摩擦 gānbù mócā 乾布摩擦。
93 摩擦生电 mócā shēng diàn 摩擦すると電気が発生する。
94 擦拭桌子 cāshì zhuōzi テーブルを拭く。
95 擦拭武器 cāshì wǔqì 武器の手入れをする。
96 擦掉字 cādiào zì 字をこすって消す。
97 用橡皮擦掉 yòng xiàngpí cādiào 消しゴムでけす。
98 擦掉污垢 cādiào wūgòu 汚れを拭きとる。
99 擦掉口红 cādiào kǒuhóng 口紅をおとす。
100 擦掉眼泪 cādiào yǎnlèi 涙をふき取る。
101 擦洗汽⻋窗户 cāxǐ qìchē chuānghù 車の窓をきれいに拭く。
102 擦干眼泪 cāgān yǎnlèi 涙をふき取る。
103 球从身边擦过 qiú cóng shēnbiān cāguò ボールが体の近くをかすめる。
104 揩拭桌子 kāishì zhuōzi テーブルを拭く。
105 揩干眼泪 kāigān yǎnlèi 涙をふき取る。
106 抚摩脸 fǔmó liǎn 顔をさする。
107 抚摩孩子的头部 fǔmó háizi de tóubù 子供の頭をなでる。
108 抚摸猫的头 fǔmō māo de tóu 猫の頭をなでる。
109 摩抚小猫 mófǔ xiǎo māo 猫をなでる。
110 轻抚你的脸 qīngfǔ nǐ de liǎn あなたの顔にそっと触れる。
111 摩挲胸脯 mósuō xiōngpú 胸をなでさする。
112 摩挲腰 māsa yāo 腰をなでさする。
113 揉摩腹部 róumó fùbù 腹部をなでさする。
114 搓摩前臂 cuōmó qiánbì 前腕をなでさする。
115 搓揉腿肚子 cuōróu tuǐdùzi ふくらはぎをもむ。
116 揉搓双手 róucuo shuāngshǒu 両手をこする。
117 他搓手 tā cuōshǒu 彼は手もみする。
118 研磨镜片 yánmó jìngpiàn レンズを研磨する。
119 抛光金属的表面 pāoguāng jīnshǔ de biǎomiàn 金属の表面を研磨する。
120 刷净地板上的污迹 shuājìng dìbǎn shàng de wū jī 床の汚れをブラシで磨く。
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121 擦亮眼睛 cāliàng yǎnjing 目をこする。物事を見る目を研ぎ澄ます。
122 擦亮家具 cāliàng jiājù 家具を磨き上げる。
123 未经磨光的钻石 wèi jīng móguāng de zuànshí 磨かれていないダイヤモンド。
124 碾碎芝麻 niǎnsuì zhīma 胡麻をする。
125 涂抹唇膏 túmǒ chúngāo リップクリームを塗る。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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