
No 中国語 ピンイン 日本語

1 盖 gài 上からかぶせる。鍋や瓶のふた。圧倒する。家を建てる。
2 盖上 gàishang 被せる。
3 覆盖 fùgài 覆う。地面を覆う植物。
4 掩盖 yǎngài ものを覆う。ふさぐ。抽象的なものを隠す。
5 遮盖 zhēgài 上からかぶさる。覆い隠す。
6 遮掩 zhēyǎn 覆いかぶさる。さえぎる。欠点など隠す。
7 遮蔽 zhēbì さえぎる。覆う。
8 套 tào 被せる。覆い。カバー。模倣する。
9 套上 tàoshang 被せる。
10 扣 kòu 器を伏せる。物をかぶせる。留め金などをかける。一部を差し引く。

11 扣上 kòushang 被せる。ボタンや留め金をはめる。
12 罩 zhào 覆う。被せる。覆い。カバー。
13 罩上 zhàoshang 覆う。被せる。
14 蒙 méng 覆いかぶせる。受ける。こうむる。
15 蒙上 méngshang 覆いかぶせる。
16 戴 dài 着用する。天からの光などを身に受ける。
17 戴上 dàishang 身に着ける。身にかぶせる。
18 包 bāo つつむ。くるむ。包み。袋。こぶ。
19 包上 bāoshang つつむ。くるむ。
20 镶 xiāng はめ込む。ちりばめる。縁取りする。
21 镶上 xiāngshang はめて被せる。縁取りをつける。
22 苫 shàn むしろや布で覆う。
23 苫上 shànshang むしろや布で覆う。
24 捂 wǔ ぴったりと覆う。封じ込める。
25 捂上 wǔshang ぴったりと覆う。
26 遮 zhē さえぎる。覆い隠す。
27 遮上 zhēshang さえぎる。覆い隠す。
28 叠 dié 積み重なる。重複する。衣服や紙を折りたたむ。
29 层叠 céngdié 幾重にも重なっている。
30 重叠 chóngdié 同じものが重なり合う。
31 重重 chóngchóng 何重にもなっている。
32 堆 duī 積む。高く積み上げたもの。
33 堆放 duīfàng 積んでおく。
34 摞 luò 物を重ねて置く。
35 码 mǎ 積み上げる。事柄を数える言葉。
36 盖被子 gài bèizi 掛け布団を掛ける。
37 盖上锅盖 gàishang guōgài 鍋ふたを被せる。
38 盖盖儿 gài gàir ふたを被せる。
39 盖上盖子 gàishang gàizi ふたを被せる。
40 盖土 gài tǔ 土を被せる。
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41 用土盖上 yòng tǔ gàishang 土を被せる。
42 用防水苫布盖上 yòng fángshuǐ shànbù gàishang 防水シートで覆う。
43 被雪覆盖 bèi xuě fùgài 雪に覆われる。
44 地表上覆盖着白雪 dìbiǎo shàng fùgài zhe báixuě 地表は雪に覆われている。
45 积雪掩盖了大地 jī xuě yǎngài le dàdì 積雪が大地を覆った。
46 用布遮盖遗体 yòng bù zhēgài yítǐ 布で遺体を覆う。
47 月亮被暗灰色的云遮掩了 yuèliàng bèi àn huīsè de yún zhēyǎn le 月は暗い灰色の雲に覆い隠された。
48 乌云遮蔽了太阳 wūyún zhēbì le tàiyáng ⿊い雲が太陽を覆い隠した。
49 套了一件雨衣 tào le yī jiàn yǔyī １枚のレインコートを羽織った。
50 套上一件毛衣 tàoshang yī jiàn máoyī セーターを１枚上に着る。
51 把碗扣在卓上 bǎ wǎn kòu zài zhuō shàng 茶碗をテーブルに伏せる。
52 用碗把菜扣上 yòng wǎn bǎ cài kòushang 料理に茶碗を被せる。
53 浓雾罩城 nóng wù zhào chéng 濃い霧が町を覆う。
54 给汽⻋罩上苫布 gěi qìchē zhàoshang shànbù 自動車にカバーをかける。
55 用手蒙住眼 yòng shǒu méng zhù yǎn 手で目を覆う。
56 她在头上蒙上一条纱巾 tā zài tóu shàng méngshang yī tiáo shājīn 彼女は頭に薄手のスカーフをまとう。
57 戴口罩 dài kǒuzhào マスクをつける。
58 给小孩儿戴上帽子 gěi xiǎoháir dàishang màozi 子供に帽子をかぶせる。
59 把礼物包起来 bǎ lǐwù bāo qǐlai プレゼントをつつむ。
60 用包袱包上 yòng bāofu bāoshang ふろしきでつつむ。
61 镶假牙 xiāng jiǎyá 義⻭を⼊れる。
62 镶上金牙套 xiāngshang jīnyátào ⻭に金をかぶせる。
63 草苫的房顶 cǎo shān de fángdǐng 茅葺き(かやぶき)屋根。
64 用苫布把路两边苫上了 yòng shànbù bǎ lù liǎngbiān shānshang le シートで道の両側を覆った。
65 捂着鼻子 wǔ zhe bízi 鼻を覆っている。
66 快捂上耳朵! kuài wǔshang ěrduǒ 耳をふさげ。
67 云彩遮住了太阳 yúncai zhē zhù le tàiyáng 雲が太陽を覆い隠す。
68 月亮被云彩遮上了 yuèliàng bèi yúncai zhēshang le 月は雲に覆い隠された。
69 叠石头 dié shítou 石を積み重ねる。
70 冈峦层叠 gāngluán céngdié 山々が重なり合っている。
71 山峦重叠 shānluán chóngdié 山々が重なり合っている。
72 重叠在一起 chóngdié zài yīqǐ 重ね合わせる。
73 请你把那些重叠在一起 qǐng nǐ bǎ nàxiē chóngdié zài yīqǐ それらを重ね合わせてください。
74 重叠收纳架 chóngdié shōunà jià 積み重ね式収納ラック。
75 重叠收纳柜 chóngdié shōunà guì 積み重ね式収納キャビネット。
76 可重叠椅子 kě chóngdié yǐzi 積み重ねできる椅子。
77 落叶重重 luòyè chóngchóng 落ち葉が重なる。
78 桌上文件成堆 zhuō shàng wénjiàn chéng duī 机の上に書類が山のようにある。
79 把书堆放在桌子上 bǎ shū duīfàng zài zhuōzi shàng 本を机の上に積み上げている。
80 摞报纸 luò bàozhǐ 新聞紙を重ねる。
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81 把书摞起来 bǎ shū luò qǐlai 本を積み重ねる。
82 把箱子摞起来 bǎ xiāngzi luò qǐlai 箱を積み重ねる。
83 一摞盘子 yī luò pánzi ひと重ねの皿。
84 把砖头码在这里 bǎ zhuāntóu mǎ zài zhèlǐ れんがをここに積み重ねる。
85 把砖头码整齐 bǎ zhuāntóu mǎ zhěngqí れんがをきちんと積み上げる。
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