
No 中国語 ピンイン 日本語

1 借 jiè 借りる。貸す。かこつける。頼る。
2 借给 jiègěi 貸す。
3 借出 jièchū 貸し出す。借り出す。
4 借用 jièyòng 借用する。本来の目的とは別のことに使う。
5 借入 jièrù 借り入れる。
6 外借 wàijiè 本などを外に貸し出す。借りる。借用する。
7 借助 jièzhù 他の人や物の助けを借りる。
8 假借 jiǎjiè 助けを借りる。大目に見る。
9 借贷 jièdài 貸し借りをする。帳簿上の借方と貸方。
10 借款 jièkuǎn お金を借りる。お金を貸す。借金。
11 出借 chūjiè 貸し出す。
12 贷给 dàigěi 貸し与える。
13 贷出 dàichū 貸し出す。
14 贷款 dàikuǎn 金を貸し付ける。貸付金。ローン。
15 贷主 dàizhǔ 貸し主。
16 借主 jièzhǔ 借り主。
17 租 zū 賃貸しする。賃借りする。
18 出租 chūzū 賃貸しする。
19 租用 zūyòng 賃借りする。
20 租赁 zūlìn 賃貸しする。賃借りする。
21 租借 zūjiè 賃貸しする。賃借りする。
22 租给 zūgěi 賃貸しする。
23 招租 zhāozū 貸家の借り手を求める。
24 赁 lìn 賃貸しする。賃借りする。
25 出赁 chūlìn 貸し出す。
26 包 bāo 借り切る。チャーターする。包む。かばん。引き受ける。囲む。

27 包租 bāozū 一定期間借り上げする。家屋などを又貸しする。
28 包⻋ bāochē 車を運転手を含め借り切る。チャーター車。
29 通融 tōngróng 短期間融通してもらう。融通をきかせる。
30 还 huán 返す。帰る。戻る。報いる。仕返しする。
31 还回 huánhuí 返す。
32 还给 huángěi 〜に返す。
33 归还 guīhuán 借りた物を返す。
34 偿还 chánghuán 返済する。償還する。
35 发还 fāhuán 預かったり隠したものを返す。
36 还债 huánzhài 借金を返す。
37 还本 huánběn 元金を返す。
38 还帐 huánzhàng 借金を返す。返済する。
39 退 tuì 返す。戻す。退く。退ける。
40 退还 tuìhuán 返す。戻す。退く。退ける。
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41 退回 tuìhuí 返却する。差し戻す。引き返す。
42 退货 tuìhuò 品物を返品する。
43 退钱 tuìqián 払い戻しする。
44 退票 tuìpiào チケットを払い戻す。
45 欠 qiàn 借りたものをまだ返していない。足りない。身体の一部を少し上に上げる。

46 账 zhàng 借金。勘定。帳簿。
47 帐 zhàng 借金。勘定。帳簿。とばり。天幕。
48 欠账 qiànzhàng 未払いの代金。負債を負う。
49 欠帐 qiànzhàng 未払いの代金。負債を負う。
50 还账 huánzhàng 借金を返す。返済する。
51 还帐 huánzhàng 借金を返す。返済する。
52 放账 fàngzhàng 金貸しをする。
53 放帐 fàngzhàng 金貸しをする。
54 借债 jièzhài 借金する。
55 还债 huánzhài 借金を返す。
56 赖帐 làizhàng 借金を踏みたおす。
57 收回 shōuhuí とり戻す。回収する。撤回する。取り消す。
58 借钱 jiè qián 金を借りる。金を貸し出す。
59 我能向你借钱吗? wǒ néng xiàng nǐ jiè qián ma あなたからお金を借りられますか。
60 把钱借给他 bǎ qián jiègěi tā 彼に金を貸す。
61 借书 jiè shū 本を借りる。本を貸し出す。
62 我去图书馆借书 wǒ qù túshūguǎn jiè shū 私は本を借りに図書館へ行きます。
63 借书给她 jiè shū gěi tā 彼女に本を貸す。
64 向老师借书 xiàng lǎoshī jiè shū 先生に本を借りる。
65 我问他借了一本书 wǒ wèn tā jiè le yī běn shū 私は彼に本を１冊借りた。
66 你借的书 nǐ jiè de shū あなたが借りた本。
67 从图书馆借过两本书 cóng túshūguǎn jièguò liǎng běn shū 図書館から本を２冊借りた。
68 从图书馆借来的 cóng túshūguǎn jiè lái de 図書館から借りてきた。
69 我借了他一本书 wǒ jiè le tā yī běn shū 私は彼から１冊の本を借りた。
70 那本书被人借走了 nà běn shū bèi rén jiè zǒu le その本は人に借りていかれた。
71 这本书可以外借吗? zhè běn shū kěyǐ wàijiè ma この本は貸し出しできますか。
72 借出去的书还回来了 jiè chūqù de shū huán huílái le 貸した本が帰ってきた。
73 我把自行⻋借给朋友了 wǒ bǎ zìxíngchē jiègěi péngyou le 私は自転車を友達に貸した。
74 请借给我 qǐng jiègěi wǒ 私に貸してください。
75 请借用一下 qǐng jièyòng yīxià ちょっと貸してください。
76 请借我一下那个 qǐng jiè wǒ yīxià nàge 私にそれをちょっと貸してください。
77 能借给我一下吗? néng jiè gěi wǒ yīxià ma ちょっと貸してもらえますか。
78 请借我笔 qǐng jiè wǒ bǐ 私にペンを貸してください。
79 我可以借用一下笔吗? wǒ kěyǐ jièyòng yīxià bǐ ma 私はペン借りてもいいですか。
80 借我用笔, 可以吗? jiè wǒ yòng bǐ, kěyǐ ma 私はペン借る、いいですか。
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81 请借我用一下圆珠笔 qǐng jiè wǒ yòng yīxià yuánzhūbǐ ちょっとボールペンを貸してください。
82 借用一下你的手机 jièyòng yīxià nǐ de shǒujī あなたの携帯電話をちょっと借りる。
83 打火机借我使一下 dǎhuǒjī jiè wǒ shǐ yīxià ライターをちょっと使わして。
84 请你借个火儿 qǐng nǐ jiè ge huǒr ちょっと火を貸してください。
85 可以借我电话用一下吗? kěyǐ jiè wǒ diànhuà yòng yīxià ma 電話を貸りていいですか。
86 可以借用一下洗手间吗? kěyǐ jièyòng yīxià xǐshǒujiān ma お手洗いを借りてよろしいですか。
87 请让我用一下厕所 qǐng ràng wǒ yòng yīxià cèsuǒ 便所を使わせてください。
88 请借给我钱 qǐng jiè gěi wǒ qián 私にお金を貸して下さい。
89 我借给你五百日元吧 wǒ jiè gěi nǐ wǔbǎi rìyuán ba 私があなたに５００円貸すよ。
90 我把伞借给他了 wǒ bǎ sǎn jiè gěi tā le 私は彼に傘を貸した。
91 跟朋友借笔记本 gēn péngyǒu jiè bǐjìběn 友人にノートを借りる。
92 向朋友借钱 xiàng péngyou jiè qián 友人にお金を借りる。
93 禁止借出 jìnzhǐ jièchū 貸し出し禁止。
94 租房 zū fáng 住まいを借りる。
95 租汽⻋ zū qìchē 車をレンタルで借りる。
96 租用汽⻋ zūyòng qìchē 車をレンタルで借りる。
97 包一辆⻋ bāo yī liàng chē 車を１台借り切る。
98 银行贷给了款 yínháng dàigěi le kuǎn 銀行が金を貸してくれた。
99 还钱 huán qián 金を返す。
100 还书 huán shū 本を返す。
101 把书还回图书馆 bǎ shū huánhuí túshūguǎn 本を図書館に返す。
102 把钱还给我吧 bǎ qián huángěi wǒ ba 私にお金を返してよ。
103 钱已经还给你了 qián yǐjīng huángěi nǐ le お金はもうあなたに返した。
104 借出去的钱还回来了 jiè chūqù de qián huán huílái le 貸したお金が戻ってきた。
105 请退款给我 qǐng tuìkuǎn gěi wǒ 私に返金してください。
106 归还借款 guīhuán jièkuǎn 借金を返す。
107 偿还贷款 chánghuán dàikuǎn 借金を返済する。
108 借的钱一定还 jiè de qián yīdìng huán 借りたお金は必ず返す。
109 借钱不还 jiè qián bù huán 借りたお金を返さない。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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