
No 中国語 ピンイン 日本語

1 通过 tōngguò 通過する。通り過ぎる。議案などが通過する。パスする。〜を介して。〜を通じて。

2 经过 jīngguò 経(へ)る。通過する。過程。
3 驶过 shǐguò 疾走し通過する。
4 渡过 dùguò 渡りきる。乗り切る。
5 穿过 chuānguò 突き抜ける。通り抜ける。
6 钻过 zuānguò くぐり抜ける。かいくぐる。
7 过去 guòqù 話し手や話の対象から他の地点に向かって行く。過ぎる。過去。

8 走过 zǒuguò 通り過ぎる。
9 越过 yuèguò 越える。越す。
10 跨过 kuàguò 越える。またいで越す。
11 开过 kāiguò 運転により通る。
12 溜过 liūguò すり抜ける。
13 挤过 jǐguò かきわけて抜ける。
14 ⻜过 fēiguò 飛び越す。
15 跳过 tiàoguò 跳び越す。
16 已过 yǐguò すでに過ぎた。
17 坐过站 zuòguò zhàn 目的駅をすぎて乗り過ごす。
18 超出 chāochū 数量や範囲を超える。逸脱する。
19 越出 yuèchū 越えて出る。逸脱する。
20 通过隧道 tōngguò suìdào トンネルを通過する。
21 通过铁桥 tōngguò tiěqiáo 鉄橋を通る。
22 通过中间点 tōngguò zhōngjiāndiǎn 中間点を通過する。
23 从检票口通过 cóng jiǎnpiàokǒu tōngguò 改札を通過する。
24 电⻋通过 diànchē tōngguò 電車が通る。
25 火⻋通过⻋站 huǒchē tōngguò chēzhàn 列車が駅を通過する。
26 通过站 tōngguòzhàn 通過駅。
27 通过的地点 tōngguò de dìdiǎn 通過地点。
28 通过考试 tōngguò kǎoshì 試験をパスする。
29 通过外交途径 tōngguò wàijiāo tújìng 外交ルートを通じて。
30 从北京经过南京到上海 cóng Běijīng jīngguò Nánjīng dào Shànghǎi 北京から南京経由で上海へに至る。
31 经过上海去杭州 jīngguò Shànghǎi qù Hángzhōu 上海経由で杭州に行く。
32 公共汽⻋从中山公园前经过 gōnggòng qìchē cóng Zhōngshān gōngyuán qián jīngguò バスは中山公園を通りすぎる。
33 经过学习 jīngguò xuéxí 学習を通じて。
34 经过一年 jīngguò yī nián 一年を経て。一年たって。
35 汽⻋驶过沙漠地带 qìchē shǐguò shāmò dìdài 車が砂漠地帯を駆け抜ける。
36 一列高铁列⻋在眼前驶过 yī liè gāotiě lièchē zài yǎnqián shǐguò 一編成の高速鉄道の列車が目の前を疾走し通過する。
37 渡过一条河 dùguò yī tiáo hé 一本の川を渡る。
38 渡过太平洋 dùguò Tàipíngyáng 太平洋を渡る。
39 渡过危机 dùguò wéijī 危機を乗り切る。
40 穿过门 chuānguò mén 門をくぐる。
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41 穿过公园 chuānguò gōngyuán 公園を通り抜ける。
42 穿过隧道 chuānguò suìdào トンネルを抜ける。
43 ⻜机穿过云层 fēijī chuānguò yúncéng 飛行機が雲の層を抜ける。
44 从人群中穿过去 cóng rénqún zhōng chuānguòqu 人波の中を通り抜けて行く。
45 把线穿过针眼儿 bǎ xiàn chuānguò zhēnyǎnr 針の穴に糸を通す。
46 钻过门帘 zuānguò ménlián のれんをくぐる。
47 钻过火海 zuānguò huǒhǎi 火の海をかいくぐる。
48 从卡⻋底下钻过去 cóng kǎchē dǐxia zuānguòqu トラックの下をくぐり抜けて行く。
49 从人群中间钻过去 cóng rénqún zhōngjiān zuānguòqu 群衆の中を通り抜けて行く。
50 借光, 让我过去 jièguāng, ràng wǒ guòqù すいません、私を通して。
51 乘船过去 chéng chuán guòqù 船に乗って渡る。
52 汽⻋刚过去 qìchē gāng guòqù 自動車がいま通り過ぎた。
53 台⻛过去了 táifēng guòqù le 台風が過ぎ去った。
54 寒冬过去了 hándōng guòqù le 寒い冬が去った。
55 过去一年了 guòqù yī nián le 一年がすぎた。
56 走过了医院门口 zǒuguò le yīyuàn ménkǒu 病院の入り口を行きすぎた。
57 我每天走过便利店前面 wǒ měitiān zǒuguò biànlìdiàn qiánmiàn 私は毎日コンビニの前を通る。
58 她走过去了 tā zǒuguòqu le 彼女が通り過ぎて行った。
59 他走过来了 tā zǒuguòlai le 彼が近づいてきた。
60 越过国境 yuèguò guójìng 国境を越える。
61 越过大海 yuèguò dàhǎi 海を越える。
62 跨过水沟 kuàguò shuǐgōu 溝を越える。
63 跨过人行横道 kuàguò rénxínghéngdào 横断歩道を渡る。
64 跨过山谷 kuàguò shāngǔ 谷を越す。
65 汽⻋从桥上开过去了 qìchē cóng qiáo shàng kāiguòqu le 自動車は橋の上を通り過ぎて行った。
66 从旁边溜过去 cóng pángbiān liūguòqu そばをすり抜ける。
67 从人群中挤过去 cóng rénqún zhōng jǐguòqu 群衆の中をすり抜ける。
68 一个圆形球体⻜过去了 yī ge yuán xíng qiútǐ fēiguòqu le ひとつの円形球体が飛んで行った。
69 有水坑的地方跳过去 yǒu shuǐkēng de dìfang tiàoguòqu 水たまりがあるところを飛び越える。
70 限期已过 xiànqí yǐguò 期日を過ぎる。
71 已过下班时间 yǐguò xiàbān shíjiān すでに退勤時間を過ぎた。
72 我坐过站了 wǒ zuòguò zhàn le 私は乗り過ごした。
73 电⻋坐过了两站 diànchē zuòguò le liǎng zhàn 電車を二駅乗り過ごした。
74 不可以超出这条线 bù kěyǐ chāochū zhè tiáo xiàn この線を越えてはいけない。
75 超出想像 chāochū xiǎngxiàng 想像を超える。
76 越出场外 yuèchū chǎngwài 場外に出る。
77 越出范围 yuèchū fànwéi 範囲を越える。
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