
No 中国語 ピンイン 日本語

1 抽 chōu 芽や穂が伸びる。縮む。取り出す。吸う。細⻑いものでたたく。

2 伸 shēn 伸ばす。
3 伸出 shēnchū 伸ばす。
4 伸直 shēnzhí まっすぐに伸ばす。
5 伸开 shēnkāi 伸ばして広げる。
6 ⻓ zhǎng 生える。育つ。増す。目上だ。
7 ⻓ cháng ⻑い。⻑さ。
8 ⻓⻓ zhǎngcháng 伸びる。
9 ⻓⻓ chángcháng ⻑い。⻑々とした。
10 伸⻓ shēncháng ⻑く伸ばす。⻑く伸びる。
11 成⻓ chéngzhǎng ⼤きくなる。成⻑する。
12 延伸 yánshēn ⻑く伸びる。
13 胀 zhàng ふくらむ。身体の一部が張る。腫(は)れる。
14 膨胀 péngzhàng 膨張(ぼうちょう)する。事物が拡⼤する。
15 延⻓ yáncháng 延⻑する。
16 延期 yánqī 期日を遅らせる。
17 推迟 tuīchí 延期する。
18 推延 tuīyán 延期する。
19 ⻓进 zhǎngjìn 学業や品行が向上する。
20 提高 tígāo 高める。向上させる。
21 缩 suō 縮む。縮小する。
22 收缩 shōusuō 物体が収縮する。縮める。引き締める。
23 缩小 suōxiǎo 縮小する。
24 缩短 suōduǎn 縮める。短縮する。
25 抽缩 chōusuō 体が縮む。物が縮こまる。
26 萎缩 wěisuō 委縮(いしゅく)する。
27 缩减 suōjiǎn 縮減する。切りつめる。
28 屈 qū 曲げる。不当に扱う。無実の罪を着せる。
29 抽水 chōushuǐ 布などが水にぬれて縮む。ポンプで水を吸い上げる。
30 缩水 suōshuǐ 布などが水にぬれて縮む。異常に減少する。
31 短 duǎn 短い。欠ける。不足する。
32 弄短 nòng duǎn 短くする。
33 改短 gǎi duǎn 短くする。
34 变短 biàn duǎn 短くなる。
35 伸缩 shēnsuō 伸び縮みする。融通をきかせる。弾力をもたせる。
36 抽芽 chōuyá 芽が出る。芽を伸ばす。
37 抽穗 chōusuì 穀物が穂を出す。
38 伸手 shēnshǒu 手を伸ばす。助けなどを求める。手を出す。
39 伸腰 shēnyāo 腰を伸ばす。背筋をまっすぐする。抑圧(よくあつ)されないようになる。

40 伸出手 shēnchū shǒu 手を差し伸ばす。
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41 伸直胳膊 shēnzhí gēbo まっすぐに腕を伸ばす。
42 伸开翅膀 shēnkāi chìbǎng 翼を広げる。羽を伸ばす。
43 ⻓芽 zhǎngyá 芽が伸びる。
44 头发⻓⻓了 tóufa zhǎngcháng le 髪の毛が伸びた。
45 ⻓⻓了的指甲 zhǎngcháng le de zhǐjia 伸びた爪。
46 伸⻓脖子 shēncháng bózi 首を伸ばす。
47 草芽成⻓ cǎoyá chéngzhǎng 草の芽が成⻑する。草の芽が伸びる。
48 道路延伸到海岸 dàolù yánshēn dào hǎi'àn 道路は海岸まで伸びている。
49 深圳地铁将延伸至东莞 Shēnzhèn dìtiě jiāng yánshēn zhì Dōngguǎn 深セン地下鉄は東莞(トンガン)まで延⻑される。
50 热胀冷缩 rè zhàng lěng suō 熱すれば膨張し、冷やせば縮む。熱膨脹と冷収縮。
51 金属膨胀 jīnshǔ péngzhàng 金属膨張。
52 延⻓生命 yáncháng shēngmìng 寿命を延ばす。
53 寿命延⻓ shòumìng yáncháng 寿命が延びる。
54 延⻓期限 yáncháng qíxiàn 期限を延⻑する。
55 会议延⻓ huìyì yáncháng 会議が⻑引く。
56 延⻓营业时间 yáncháng yíngyè shíjiān 営業時間を延ばす。
57 延⻓铁路 yáncháng tiělù 鉄道が延びる。
58 延⻓一公里 yáncháng yī gōnglǐ １キロ延⻑する。
59 延⻓一天 yáncháng yī tiān １日延⻑する。
60 延⻓一小时 yáncháng yī xiǎoshí １時間延⻑する。
61 延期开幕 yánqī kāimù 開幕を延期する。
62 延期一天 yánqī yītiān １日後ろにずらす。
63 把开始时间推迟三十分钟 bǎ kāishǐ shíjiān tuīchí sānshí fēn zhōng 開始時間を３０分繰り下げる。
64 推迟结论 tuīchí jiélùn 結論を先送りする。
65 推延一天 tuīyán yī tiān １日延期する。
66 学习能力⻓进了 xuéxí nénglì zhǎngjìn le 学力が伸びた。
67 如何提高学习能力? rúhé tígāo xuéxí nénglì いかに学力を伸ばすか。
68 缩脖子 suō bózi 首を縮める。逃げ腰になる。二の足を踏む。
69 肌肉收缩 jīròu shōusuō 筋肉が収縮する。
70 差别缩小 chābié suōxiǎo 差が縮まる。
71 缩小差距 suōxiǎo chājù 格差を縮める。
72 范围缩小 fànwéi suōxiǎo 範囲が狭まる。
73 缩短距离 suōduǎn jùlí 距離を縮める。
74 缩短间隔 suōduǎn jiàngé 間隔を詰める。
75 缩短寿命 suōduǎn shòumìng 寿命を縮める。
76 缩短衣服的身⻓ suōduǎn yīfú de shēncháng 服の丈を詰める。
77 缩短工期 suōduǎn gōngqí 工期を短縮する。
78 缩短一天 suōduǎn yī tiān １日短縮する。
79 衣服抽缩 yīfu chōusuō 服が縮む。
80 花草萎缩 huācǎo wěisuō 草花がしおれる。
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81 经济萎缩 jīngjì wěisuō 経済が委縮する。
82 缩减经费 suōjiǎn jīngfèi 経費を切り詰める。
83 屈膝求助 qū xī qiú zhù ひざを折って頼む。
84 这种布抽水很厉害 zhè zhǒng bù chōushuǐ hěn lìhài この種の布は水に濡れるとすごく縮む。
85 这布不缩水 zhè bù bù suōshuǐ この布は水に濡れても縮まない。
86 把裙子弄短 bǎ qúnzi nòng duǎn スカートを短くする。
87 请把这条裤子改短一点 qǐng bǎ zhè tiáo kùzi gǎi duǎn yīdiǎn このズボンを少し短くしてください。
88 白天变短了, 黑夜变⻓了 báitiān biàn duǎn le, hēiyè biàn cháng le 日が短くなり、夜が⻑くなる。
89 可以伸缩 kěyǐ shēnsuō 伸び縮みできる。
90 有伸缩性 yǒu shēnsuōxìng 伸縮性がある。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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