
No 中国語 ピンイン 日本語

1 做 zuò 仕事や活動をする。作る。⾝分が〜になる。〜として⽤いる。〜の関係になる。

2 作 zuò 〜をする。⾏う。作る。〜とする。
3 干 gàn 仕事や活動をする。職務を務める。
4 办 bàn 手続きや⽤事をする。開設や運営をする。購入する。処罰する。

5 搞 gǎo する。⾏う。なんとかして手に入れる。やっつける。
6 弄 nòng する。つくる。手でいじる。どうにかして手に入れる。運⽤する。

7 打 dǎ 目的語に応じた動作⾏為を⾏う。たたく。打つ。〜から。〜より。

8 进⾏ jìnxíng ⾏う。
9 做工作 zuò gōngzuò 仕事をする。働く。
10 做买卖 zuò mǎimai 商売をする。
11 做生意 zuò shēngyi 商売をする。
12 生意难做 shēngyi nán zuò 商売はするのが難しい。
13 做生活 zuò shēnghuó 生活する。生活のために仕事をする。
14 我做的事情 wǒ zuò de shìqíng 私がしたこと。
15 做事 zuòshì 事を⾏う。勤める。担当する。
16 做事草率 zuòshì cǎoshuài やることがいいかげんだ。
17 做得好 zuò de hǎo うまくやる。
18 做好准备 zuò hǎo zhǔnbèi 準備できる。準備が整う。
19 做完工作 zuò wán gōngzuò 仕事をやり終える。
20 这样做 zhèyàng zuò このようにする。
21 做做看 zuò zuò kàn やってみる。
22 谁都不会做 shéi dōu bù huì zuò 誰もやらない。
23 别做了 bié zuò le するな。やめとけ。
24 我来做吧 wǒ lái zuò ba 私がやりましょう。
25 你做什么? nǐ zuò shénme あなたは何をしますか。
26 自己做 zìjǐ zuò 自分でやる。
27 自己的事自己做 zìjǐ de shì zìjǐ zuò 自分のことは自分でする。
28 你自己一个人做 nǐ zìjǐ yī ge rén zuò 自分一人でやれ。
29 想怎么做就怎么做吧 xiǎng zěnme zuò jiù zěnme zuò ba やりたいようにやってください。
30 作弊 zuòbì いんちきをする。不正⾏為をする。
31 作假 zuòjiǎ いんちきをする。しらばくれる。偽物を作る。よそよそしくする。

32 作战 zuòzhàn 戦争をする。戦う。
33 作报告 zuò bàogào 報告をする。
34 作调查 zuò diàochá 調査をする。
35 作分析 zuò fēnxī 分析をする。
36 作研究 zuò yánjiū 研究をする。
37 干什么 gàn shénme 何をするのか。なぜ。どうして。
38 干吗 gànmá 何をするのか。なぜ。どうして。
39 你干什么呢? nǐ gàn shénme ne 何してるの。
40 你在干什么呢? nǐ zài gàn shénme ne 何してるの。
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41 你干什么来的? nǐ gàn shénme lái de 何しに来た。
42 今天要干什么? jīntiān yào gàn shénme 今日は何をする。
43 你干吗? nǐ gànmá 何をするんですか。何をしているんだ。
44 你想干吗? nǐ xiǎng gànmá あなたは何をしようとするのか。
45 你到底想干什么? nǐ dàodǐ xiǎng gàn shénme あなたはいったい何をする積もりだ。
46 干什么了? gàn shénme le どうしたの。
47 干活 gànhuó 仕事をする。
48 干活儿 gànhuór 仕事をする。
49 干坏事 gàn huàishì 悪いことをする。悪事を働く。
50 让他来干吧 ràng tā lái gàn ba 彼にやってもらおう。
51 一个人干得过来 yī ge rén gàn de guòlái 一人でやれる。
52 努力干吧 nǔlì gàn ba がんばってやりましょう。
53 这是谁干的? zhè shì shéi gàn de これは誰がやった。誰の仕業だ。
54 干得好! gàn de hǎo やったぞ。
55 干得真棒! gàn de zhēn bàng よくやった。
56 干个痛快 gàn ge tòngkuài 思いきりやる。
57 说干就干 shuō gàn jiù gàn やると言ったらすぐやる。
58 慢慢干吧 màn man gàn ba じっくりやろう。気楽にやろう。
59 不干 bù gàn やらない。
60 绝对不干 juéduì bù gàn 絶対やらない。
61 你也一起干吧 nǐ yě yīqǐ gàn ba あなたも一緒にやろう。
62 办事 bànshì 事を処理する。仕事する。
63 办理 bànlì 仕事を取り扱う。
64 办手续 bàn shǒuxù 手続きをする。
65 办理手续 bànlǐ shǒuxù 手続きをする。
66 办事快当 bànshì kuàidang 事の処理がてきぱきしている。
67 就这么办 jiù zhème bàn そうしよう。
68 就那么办吧 jiù nàme bàn ba そうしましょう。
69 按你说的办 àn nǐ shuō de bàn あなたの言うようにやる。
70 照你说的办 zhào nǐ shuō de bàn あなたの言うようにやる。
71 按指示办事 àn zhǐshì bànshì 指示通り⾏う。
72 他一个人办不了 tā yī ge rén bàn buliǎo 彼一人では処理できない。
73 搞⻤ gǎoguǐ 悪だくみをする。
74 搞阴谋 gǎo yīnmóu 陰謀をたくらむ。
75 搞错 gǎocuò 間違う。
76 搞工作 gǎo gōngzuò 仕事をする。
77 搞计划 gǎo jìhuà 計画を立てる。
78 搞研究 gǎo yánjiū 研究をする。
79 搞政治 gǎo zhèngzhì 政治を⾏う。
80 搞得乱七八糟 gǎo de luànqībāzāo めちゃくちゃにする。
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81 弄饭 nòngfàn 食事の支度をする。
82 弄⻥ nòngyú 魚を処理する。
83 弄坏 nònghuài 壊す。
84 弄脏 nòngzāng 汚す。
85 弄污 nòngwū 汚す。
86 弄错 nòngcuò 間違う。
87 弄明白 nòng míngbái はっきりさせる。
88 弄得乱七八糟 nòng de luànqībāzāo めちゃくちゃにする。
89 打针 dǎzhēn 注射をする。
90 打⻋ dǎchē タクシーに乗る。
91 打工 dǎgōng アルバイトする。
92 打伞 dǎ sǎn 傘をさす。
93 打电话 dǎ diànhuà 電話をかける。
94 打招呼 dǎ zhāohu あいさつをする。
95 打哈欠 dǎ hāqian あくびをする。
96 进⾏工作 jìnxíng gōngzuò 仕事を⾏う。
97 进⾏会议 jìnxíng huìyì 会議を進める。
98 进⾏取缔 jìnxíng qǔdì 取締りをする。
99 进⾏检查 jìnxíng jiǎnchá 検査を⾏う。
100 进⾏改革 jìnxíng gǎigé 改革を⾏う。
101 进⾏决赛 jìnxíng juésài 決勝戦を⾏う。
102 进⾏到底 jìnxíng dàodǐ 最後までやりぬく。
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