
No 中国語 ピンイン 日本語

1 乱 luàn 乱れている。むやみに。かき乱す。
2 弄乱 nòngluàn 散らかす。
3 乱扔 luàn rēng 散らかす。みだりに投げる。
4 乱抛 luàn pāo 散らかす。みだりにほうる。
5 零乱 língluàn 雑然としている。
6 零零乱乱 línglingluànluàn 雑然としている。
7 凌乱 língluàn 雑然としている。
8 凌凌乱乱 línglingluànluàn 雑然としている。
9 乱七八糟 luàn qī bā zāo むちゃくちゃだ。非常に乱れている。
10 弄得乱七八糟 nòng de luànqībāzāo 散らかす。取り散らかる。無茶苦茶にする。
11 放得乱七八糟 fàng de luànqībāzāo ごちゃごちゃに置いてある。
12 乱糟糟 luànzāozāo 雑然としている。混乱している。
13 杂乱 záluàn 雑多だ。乱雑だ。
14 杂杂乱乱 zázáluànluàn 雑多だ。乱雑だ。
15 杂乱无章 záluàn wú zhāng ごちゃごちゃして秩序がない。
16 散乱 sǎnluàn 乱れている。散らかっている。
17 收拾 shōushi 片付ける。整理する。修理する。こらしめる。殺す。
18 收拾收拾 shōushishōushi 片付ける。整理する。修理する。こらしめる。殺す。
19 收拾好 shōushihǎo 片付く。
20 拾掇 shíduo 片付ける。整理する。修理する。こらしめる。
21 拾掇拾掇 shíduoshíduo 片付ける。整理する。修理する。こらしめる。
22 拾掇好 shíduo hǎo 片付く。
23 整理 zhěnglǐ 整理する。整頓する。片付ける。
24 整理好 zhěnglǐhǎo 片付く。
25 整理整顿 zhěnglǐ zhěngdùn 整理整頓。
26 归置 guīzhi 片付ける。整理する。
27 归置归置 guīzhiguīzhi 片付ける。整理する。
28 归着 guīzhe 片付ける。整理する。
29 归着归着 guīzheguīzhe 片付ける。整理する。
30 清理 qīnglǐ きちんと処理する。
31 清理清理 qīnglǐqīnglǐ きちんと処理する。
32 清理好 qīnglǐhǎo 片付く。
33 整齐 zhěngqí きちんと整っている。整える。⼤きさや⻑さがほぼ同じだ。

34 整整齐齐 zhěngzhengqíqí きちんと整っている。整える。⼤きさや⻑さがほぼ同じだ。

35 整洁 zhěngjié きちんとしていて清潔だ。
36 屋里很乱 wūli hěn luàn 部屋が散らかっている。
37 房间里很零乱 fángjiān lǐ hěn língluàn 部屋が散らかっている。
38 桌子上很零乱 zhuōzi shàng hěn língluàn 机の上が散らかっている。
39 家里很凌乱 jiāli hěn língluàn 家の中が散らかっている。
40 房间里杂乱无章 fángjiān lǐ záluànwúzhāng 部屋が散らかっている。
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41 屋子里乱七八糟 wūzi lǐ luànqībāzāo 部屋の中がとり散らかっている。
42 桌子上乱七八糟 zhuōzi shàng luànqībāzāo 机の上がとり散らかっている。
43 你的房间太乱了 nǐ de fángjiān tài luàn le あなたの部屋は乱れすぎです。
44 屋子里乱糟糟的 wūzi lǐ luànzāozāo de 部屋の中がごちゃごちゃだ。
45 我的房间总是乱七八糟的 wǒ de fángjiān zǒng shì luànqībāzāo de 私の部屋はいつもごちゃごちゃだ。
46 把周围弄得乱七八糟 bǎ zhōuwéi nòng de luànqībāzāo 周囲を無茶苦茶にする。
47 桌面上的书放得乱七八糟的 zhuōmiàn shàng de shū fàng de luànqībāzāo 机の上の本はごちゃごちゃに置いてある。
48 抽屉里的东⻄很杂乱 chōutì lǐ de dōngxi hěn záluàn 引き出しの中のものがごちゃごちゃだ。
49 房间里到处散乱着书籍 fángjiān lǐ dàochù sànluàn zhe shūjí 部屋中のいたるところに本が散らかっている。
50 乱扔垃圾 luàn rēng lājī ゴミのポイ捨て。
51 乱抛垃圾 luàn pāo lājī ゴミの投棄。
52 收拾屋子 shōushi wūzi 部屋を片付ける。
53 没有收拾屋子 méiyǒu shōushi wūzi 部屋は片付いていない。
54 收拾房间 shōushi fángjiān 部屋を片付ける。
55 把房间收拾一下 bǎ fángjiān shōushi yīxià 部屋をちょっと片付ける。
56 拾掇屋子 shíduo wūzi 部屋を片付ける。
57 整理房间 zhěnglǐ fángjiān 部屋を片付ける。
58 归置屋子 guīzhi wūzi 部屋を片付ける。
59 清理房间 qīnglǐ fángjiān 部屋を片付ける。
60 收拾餐具 shōushi cānjù 食器を片付ける。
61 收拾盘碗儿 shōushi pánwǎnr 食器を片付ける。
62 收拾碗筷 shōushi wǎnkuài 食器を片付ける。
63 收拾狗粪 shōushi gǒufèn 犬の糞を始末する。
64 急忙地收拾 jímáng de shōushi さっさと片付ける。
65 请你把弄乱的东⻄整理好 qǐng nǐ bǎ nòngluàn de dōngxi zhěnglǐ hǎo 散らかったものを片付けてください。
66 你把房间收拾一下 nǐ bǎ fángjiān shōushi yīxià あなたは部屋を片付けて。
67 你把屋子归着归着 nǐ bǎ wūzi guīzheguīzhe あなたは部屋を片付けて。
68 你们快点归着屋子吧 nǐmen kuài diǎn guīzhe wūzi ba あなたたちは早く部屋を片付けて。
69 把房间好好儿收拾收拾 bǎ fángjiān hǎohāor shōushí shōushí 部屋をちゃんと片付けなさい。
70 请收拾一下那个 qǐng shōushi yīxià nàge それを片付けてください。
71 咱们一起把房间收拾一下吧 zánmen yīqǐ bǎ fángjiān shōushi yīxià ba 私たち一緒に部屋を片付けましょう。
72 把屋子拾掇一下吧 bǎ wūzi shíduo yīxià ba 部屋を片付けよう。
73 收拾工作 shōushi gōngzuò 後始末の仕事。
74 收拾了吗? shōushi le ma 片付けましたか。
75 可以收拾了吗? kěyǐ shōushi le ma 片付けてもいいですか。
76 整理书 zhěnglǐ shū 本を片付ける。
77 整理卡片 zhěnglǐ kǎpiàn カードを整理する。
78 把衣服整理好 bǎ yīfu zhěnglǐhǎo 服を片付ける。
79 整理桌子上 zhěnglǐ zhuōzi shàng 机の上を整理する。
80 要把桌子上整理好 yào bǎ zhuōzi shàng zhěnglǐhǎo 机の上をきちんと整理する。
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81 桌上总是整理得很干净 zhuō shàng zǒng shì zhěnglǐ de hěn gānjìng 机の上がいつもきれいに整理されている。
82 清理仓库 qīnglǐ cāngkù 倉庫を整理する。
83 清理不要的东⻄ qīnglǐ bùyào de dōngxi 不用品を整理する。
84 房间收拾整齐 fángjiān shōushi zhěngqí 部屋が片付く。
85 房间收拾得很整齐 fángjiān shōushi de hěn zhěngqí 部屋が片付く。
86 拾掇得整整齐齐 shíduo de zhěngzhengqíqí きちんと片付けてある。
87 整理得整整齐齐 zhěnglǐ de zhěngzhengqíqí きちんと片付けてある。
88 书放得很整齐 shū fàng de hěn zhěngqí 本がきれいに置かれている。
89 这间屋子很整洁 zhè jiān wūzi hěn zhěngjié この部屋はきれいです。
90 整洁的房间 zhěngjié de fángjiān こぎれいな部屋。
91 屋子不整洁 wūzi bù zhěngjié 部屋が汚い。
92 房间不够整洁 fángjiān bùgòu zhěngjié 部屋が汚い。
93 保持整洁 bǎochí zhěngjié 清潔を保つ。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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