
No 中国語 ピンイン 日本語

1 去 qù ⾏く。出かける。⼿紙を送る。電話をする。派遣する。〜する。〜しに⾏く。除く。

2 我去洗⼿间 wǒ qù xǐshǒujiān 私はトイレに⾏きます。
3 我去⻅你 wǒ qù jiàn nǐ あなたに会いに⾏く。
4 我去看电影 wǒ qù kàn diànyǐng 私は映画を見に⾏きます。
5 走 zǒu 歩く。知り合いと⾏き来する。動く。動かす。運ぶ。離れていく。

6 走吧 zǒu ba ⾏こう。⾏け。
7 快走吧 kuài zǒu ba 早く⾏こう。早く⾏け。
8 向右走 xiàng yòu zǒu 右に向かって⾏く。
9 他已经走了 tā yǐjīng zǒu le 彼はもう⾏った。
10 他走出去了 tā zǒu chūqù le 彼は出て⾏った。
11 他走进来了 tā zǒu jìnlái le 彼は入って来た。
12 走海路 zǒu hǎilù 海路で⾏く。
13 前往 qiánwǎng 〜へ⾏く。向かう。赴く。
14 代表队前往巴⻄ dàibiǎoduì qiánwǎng Bāxī 代表チームはブラジルに⾏く。
15 前往关⻄机场的公交⻋ qiánwǎng Guānxī jīchǎng de gōngjiāochē 関⻄空港に⾏くバス。
16 (単音節動詞)＋往 + wǎng 〜へ⾏く。向かう。赴く。
17 ⻜往上海的⻜机 fēi wǎng Shànghǎi de fēijī 上海に⾏く飛⾏機。
18 开往东京的火⻋ kāi wǎng Dōngjīng de huǒchē 東京⾏きの列車。
19 寄往海外的邮件 jì wǎng hǎiwài de yóujiàn 海外向けの郵便物。
20 往 wǎng ⾏く。方角、方向を導く。
21 一个人往东, 一个人往⻄ yī ge rén wǎng dōng, yī ge rén wǎng xī 一人は東に⾏き、一人は⻄に⾏く。
22 往前走 wǎng qián zǒu まっすぐ前を⾏く。
23 往回走 wǎng huí zǒu あと戻りする。
24 往右拐 wǎng yòu guǎi 右に曲がる。
25 往外走 wǎng wài zǒu 外へ出る。
26 往南去 wǎng nán qù 南の方に⾏く。
27 到 dào ⾏く。到達する。⾏き届いている。〜まで。〜へ。
28 你到哪儿去? nǐ dào nǎr qù どこへ⾏くのですか。
29 我到大阪去 wǒ dào Dàbǎn qù 私は大阪に⾏きます。
30 春天到了 chūntiān dào le 春が来た。
31 上 shàng 目的をもって⾏く。あがる。上。登場する。料理を出す。与える。

32 上街 shàngjiē 街に出る。
33 上厕所 shàng cèsuǒ 便所に⾏く。
34 上医院 shàng yīyuàn 病院へ⾏く。
35 上北京 shàng Běijīng 北京へ⾏く。
36 你上哪儿? nǐ shàng nǎr どこへ⾏くのですか。
37 赴 fù ⾏く。出かける。
38 赴京 fùjīng 北京に⾏く。
39 赴会 fùhuì 会に出席する。
40 赴宴 fùyàn 宴会に⾏く。
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41 奔赴 bēnfù 急いで向かう。
42 奔赴现场 bēnfù xiànchǎng 現場に急⾏する。
43 奔赴灾区 bēnfù zāiqū 被災地に赴く。
44 前去 qiánqù 自分の方から出かけて⾏く。
45 前去问候 qiánqù wènhòu ご機嫌伺いに出向く。
46 立刻前去救助 lìkè qiánqù jiùzhù ただちに救助に向かう。
47 访问 fǎngwèn 訪問する。アクセスする。
48 访问亲友 fǎngwèn qīnyǒu 親戚や友人を訪問する。
49 访问中国 fǎngwèn zhōngguó 訪中する。
50 访问网站 fǎngwèn wǎngzhàn サイトにアクセスする。
51 上门 shàngmén 人を訪ねる。訪問する。⼾締りする。
52 送货上门 sòng huò shàngmén 品物を家まで届ける。
53 警察突然上门 jǐngchá túrán shàngmén 警察が突然家に来る。
54 造访 zàofǎng 訪問する。
55 登门造访 dēngmén zàofǎng お宅を訪問する。
56 改日造访 gǎi rì zàofǎng 日を改めてお伺いします。
57 拜访 bàifǎng 訪問する。
58 上门拜访 shàngmén bàifǎng お宅に訪問する。
59 明天拜访你 míngtiān bàifǎng nǐ 明日、お伺いします。
60 能不能去府上拜访? néng bunéng qù fǔshàng bàifǎng あなた様のところにお伺いしてよろしいですか。
61 走访 zǒufǎng 訪問する。
62 走访家庭 zǒufǎng jiātíng 家庭を訪問する。
63 走访问候 zǒufǎng wènhòu あいさつまわりする。
64 找 zhǎo 人や物を訪ねる。探す。おつりを払う。
65 我去找他 wǒ qù zhǎo tā 私は彼を訪ねて⾏く。
66 他来找我 tā lái zhǎo wǒ 彼が訪ねてくる。
67 省视 xǐngshì 両親や年⻑者を訪問する。訪ねる。
68 省视双亲 xǐngshì shuāngqīn 両親を訪ねる。
69 探访 tànfǎng 探訪する。訪問する。
70 探访能量强大的地方 tànfǎng néngliàng qiángdà de dìfang パワースポットを訪ねる。
71 来 lái 話し⼿のほうに来る。相⼿のほうに⾏く。よこす。やる。注文する。召し上がれ。

72 快来啊 kuài lái a 早くおいで。
73 我⻢上就来 wǒ mǎshàng jiù lái 私はすぐに⾏きます。
74 请再来 qǐng zài lái また来てください。
75 客人来了 kèrén lái le 客が来た。
76 他又来了 tā yòu lái le 彼はまた来た。
77 她不来 tā bù lái 彼女は来ません。
78 她还没来 tā hái méi lái 彼女はまだ来ません。
79 她会来 tā huì lái 彼女は来るだろう。
80 她不会来了 tā bù huì lái le 彼女は来ないだろう。
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81 来到 láidào 到着する。やってくる。
82 我来到了巴黎 wǒ láidào le Bālí 私はパリにやってきました。
83 暑假来到了 shǔjià láidào le 夏休みがやってきた。
84 来临 láilín やってくる。
85 台⻛来临 táifēng láilín 台風が来る。
86 春天来临 chūntiān láilín 春の訪れ。
87 降临 jiànglín 訪れる。降臨する。
88 天使降临 tiānshǐ jiànglín 天使が舞い降りる。
89 夜幕降临 yèmù jiànglín 夜が訪れる。
90 来访 láifǎng 訪ねてくる。
91 他来访了 tā láifǎng le 彼が訪ねて来た。
92 乌兹别克斯坦副总理来访 Wūzībiékèsītǎn fù zǒnglǐ láifǎng ウズベキスタン副首相がいらっしゃる。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

行く、来る   3/3

3


