
No 中国語 ピンイン 日本語

1 抓 zhuā つかむ。かく。捕まえる。力を入れる。人の注意を引く。
2 抓住 zhuāzhù しっかりつかむ。
3 抓紧 zhuājǐn ぎゅっとつかむ。おろそかにしない。
4 揪 jiū 手でぎゅっとつかむ。つかんでひっぱる。
5 揪住 jiūzhù しっかりつかむ。
6 攀 pān ぎゅっとつかむ。よじ登る。取り入る。
7 攀住 pānzhù しっかりつかむ。
8 拿 ná 手に持つ。手に取る。取る。もらう。捕える。得る。
9 拿住 názhù しっかり持つ。
10 握 wò 握る。つかむ。
11 握住 wòzhù しっかり握る。
12 紧握 jǐnwò 強く握る。
13 把握 bǎwò 手でしっかりとつかむ。とらえる。自信。
14 攥 zuàn 握る。
15 攥住 zuànzhù しっかり握る。
16 攥紧 zuànjǐn 強く握る。
17 取 qǔ 手に取る。受け取る。選ぶ。攻め落とす。
18 领取 lǐngqǔ 支給や発給、手渡されたものを受け取る。
19 捉 zhuō 人や動物をつかまえる。握る。
20 捉住 zhuōzhù 人や動物をしっかりつかまえる。しっかり握る。
21 手持 shǒuchí 手に持つ。
22 捏 niē 指でつまむ。指でこねて形づくる。でっち上げる。
23 松手 sōngshǒu 手を離す。手を緩める。
24 松开 sōngkāi 緩める。放す。
25 放手 fàngshǒu 手を放す。思う存分〜する。自分の手から放す。
26 放开 fàngkāi 手を放す。放免する。解き放つ。
27 抓不好 zhuā bù hǎo つかめない。
28 不好抓 bù hǎo zhuā つかめない。
29 抓不了 zhuā buliǎo つかみきれない。
30 大把抓 dà bǎ zhuā 大づかみする。
31 大把地抓 dà bǎ de zhuā 大づかみする。
32 大把大把地抓 dà bǎ dà bǎ de zhuā わしづかみにする。
33 用手抓 yòng shǒu zhuā 手でつかむ。
34 单手抓球 dān shǒu zhuā qiú 片手でボールをつかむ。
35 抓辫子 zhuā biànzi 弱みをつかむ。
36 抓不住 zhuā bù zhù しっかりつかまえられない。
37 抓住不放 zhuāzhù bù fàng つかまえて放さない。
38 抓住手不放 zhuāzhù shǒu bù fàng 手をつかんではなさない。
39 一把抓住 yī bǎ zhuāzhù ぐっとつかむ。
40 紧紧抓住 jǐn jǐn zhuāzhù しっかりつかむ。
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41 抓住吊环 zhuāzhù diàohuán 吊り革を握る。
42 抓住机会 zhuāzhù jīhuì チャンスをつかむ。
43 抓住人心 zhuāzhù rénxīn 人の心をつかむ。
44 抓紧点 zhuājǐn diǎn しっかり握れ。
45 抓紧吊环 zhuājǐn diàohuán 吊り革につかまる。
46 抓紧时间 zhuājǐn shíjiān 時間を無駄にしない。
47 抓紧学习 zhuājǐn xuéxí しっかり勉強する。
48 揪绳子 jiū shéngzi ロープをつかむ。
49 揪住吊环 jiūzhù diàohuán 吊り革にぶら下がる。
50 攀着绳子往上爬 pān zhe shéngzi wǎng shàng pá ロープを伝って登る。
51 攀住树枝 pānzhù shùzhī 木の枝をしっかりつかむ。
52 握方向盘 wò fāngxiàngpán ハンドルを握る。
53 握笔 wò bǐ 筆を執る。
54 握寿司 wòshòusī 握りずし。
55 卷寿司 juǎnshòusī 巻き寿司。
56 握住球棒 wòzhù qiúbàng バットを握る。
57 紧握球棒 jǐnwò qiúbàng バットを強く握る。
58 把握方向盘 bǎwò fāngxiàngpán ハンドルを握る。
59 攥寿司 zuàn shòusī 寿司を握る。握りずし。
60 用手攥住 yòng shǒu zuànzhù 手でしっかりつかむ。
61 没攥住 méi zuànzhù つかみそこなう。
62 攥紧绳子 zuànjǐn shéngzi ロープをしっかり握る。
63 取包裹 qǔ bāoguǒ 小包を受け取る。
64 领取毕业证 lǐngqǔ bìyèzhèng 卒業証書を受け取る。
65 捉笔 zhuō bǐ 筆を執る。
66 捉昆虫 zhuō kūnchóng 昆虫をつかまえる。
67 把猫捉住 bǎ māo zhuōzhù 猫をつかまえる。
68 手持一束鲜花 shǒuchí yī shù xiānhuā 花束を手に持つ。
69 捏鼻子 niē bízi 鼻をつまむ。
70 一捏盐 yī niē yán 塩ひとつまみ。
71 捏饺子 niē jiǎozi 餃子をつくる。
72 捏寿司 niē shòusī 寿司を握る。
73 手捏寿司 shǒu niē shòusī にぎり寿司。
74 捏一把汗 niē yī bǎ hàn 手に汗を握る。
75 不能松手 bùnéng sōngshǒu 手を緩めてはならない。
76 别松手 bié sōngshǒu 手を放すな。
77 不松手 bù sōngshǒu 手放さない。
78 一松手就掉了 yī sōngshǒu jiù diào le 手放したら落ちた。
79 松开手 sōngkāi shǒu 手を放す。
80 松开皮带 sōngkāi pídài ベルトを緩める。
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81 别放手 bié fàngshǒu 手を放すな。
82 死不放手 sǐ bù fàngshǒu 死んでも放さない。
83 死也不放手 sǐ yě bù fàngshǒu 死んでも放さない。
84 放开手 fàngkāi shǒu 手を放す。
85 放开你的手 fàngkāi nǐ de shǒu あなたの手を放しなさい。
86 把手放开! bǎ shǒu fàngkāi 手を放せ。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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