
No 中国語 ピンイン 日本語

1 模仿 mófǎng まねをする。ものまねする。
2 摹仿 mófǎng まねをする。ものまねする。
3 模仿动作 mófǎng dòngzuò 仕草を真似る。
4 模仿别人 mófǎng biérén 人のまねをする。
5 模仿老师 mófǎng lǎoshī 先生のものまねをする。
6 模仿大人 mófǎng dàrén 大人を真似する。大人を見習う。
7 模仿⻄洋建筑⻛格 mófǎng xīyáng jiànzhú fēnggé ⻄洋建築様式を模倣する。
8 仿效 fǎngxiào やりかたやスタイルをまねる。ものまねする。
9 仿效⽗⺟ fǎngxiào fùmǔ 親を真似る。両親を見て習う。
10 大家应当仿效她 dàjiā yīngdāng fǎngxiào tā 皆は彼女を見習うべきである。
11 仿效英国的做法 fǎngxiào yīngguó de zuòfǎ イギリスのやり方を模倣する。
12 效仿 xiàofǎng 見習う。まねる。
13 儿子效仿⽗亲 érzi xiàofǎng fùqīn 息子が⽗親をまねる。
14 效仿先进的技术 xiàofǎng xiānjìn de jìshù 先進の技術を見習う。
15 效仿澳洲做法 xiàofǎng àozhōu zuòfǎ オーストラリアのやり方を模倣する。
16 效法 xiàofǎ 他の⻑所を積極的に見習う。学ぶ。
17 效法先进的教育制度 xiàofǎ xiānjìn de jiàoyù zhìdù 先進の教育制度を見習う。
18 这种精神值得效法 zhè zhǒng jīngshén zhíde xiàofǎ このような精神は見習う値打ちがある。
19 仿照 fǎngzhào 既にある方法や様式にならう。
20 仿照前例 fǎngzhào qiánlì 前例にならう。
21 仿照先例 fǎngzhào xiānlì 前例にならう。
22 仿照惯例 fǎngzhào guànlì 慣例にならう。
23 仿照办理 fǎngzhào bànlǐ 既存のやり方で処理する。
24 仿照中国建筑 fǎngzhào zhōngguó jiànzhú 中国建築をモデルにする。
25 学 xué まねをする。学ぶ。
26 他学狗叫 tā xué gǒu jiào 彼は犬の鳴き声をまねる。
27 学着做个自信的人 xué zhe zuò ge zìxìn de rén 自信がある人を見習う。
28 装 zhuāng ふりをする。扮装する。物を入れる。取り付ける。
29 装病 zhuāng bìng 仮病を使う。
30 装睡 zhuāng shuì 寝たふりをする。
31 装可爱 zhuāng kě' ài 可愛い子ぶる。ぶりっこする。
32 装听不⻅ zhuāng tīng bùjiàn 聞こえないふりをする。
33 装不知道 zhuāng bù zhīdào 知らないふりをする。
34 装做 zhuāngzuò 〜を装おう。〜のふりをする。
35 装作 zhuāngzuò 〜を装おう。〜のふりをする。
36 装做没听⻅ zhuāngzuò méi tīngjiàn 聞こえないふりをする。
37 装做没看⻅ zhuāngzuò méi kànjiàn 見てないふりをする。
38 装作不知道 zhuāngzuò bù zhīdào 知らないふりをする。
39 装作老实 zhuāngzuò lǎoshí おとなしそうなふりをする。まじめそうなふりをする。
40 装作镇静 zhuāngzuò zhènjìng 平静を装う。
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41 假装 jiǎzhuāng ふりをする。
42 假装睡着 jiǎzhuāng shuìzhe 眠ったふりをする。
43 假装睡觉 jiǎzhuāng shuìjiào たぬき寝入り。
44 假装没看⻅ jiǎzhuāng méi kànjiàn 見てないふりをする。
45 假装知道 jiǎzhuāng zhīdào 知ったかぶりをする。
46 假装好人 jiǎzhuāng hǎorén 善人ぶる。
47 假装生病 jiǎzhuāng shēngbìng 仮病を使う。
48 装假 zhuāngjiǎ ふりをする。
49 装假没看⻅ zhuāngjiǎ méi kànjiàn 見てないふりをする。
50 装假正经 zhuāngjiǎ zhèngjīng まじめくさったふりをする。
51 你别装假 nǐ bié zhuāngjiǎ とぼけるな。よそよそしくするな。遠慮するな。
52 佯装 yángzhuāng 〜のふりをする。〜を装う。
53 佯装不知 yángzhuāng bùzhī 知らないふりをする。
54 佯装悲叹 yángzhuāng bēitàn 悲しみ嘆くふりをする。
55 佯装吃惊的样子 yángzhuāng chījīng de yàngzi 驚いたようなふりをする。
56 伪装 wěizhuāng 偽装。偽装する。ふりをする。カムフラージュ。
57 伪装好人 wèizhuāng hǎorén いい人を装おう。
58 伪装成客人 wèizhuāng chéng kèrén 客に成りすます。
59 伪装积极 wèizhuāng jījí 積極的なふりをする。熱心なふりをする。
60 伪装中立 wèizhuāng zhōnglì 中立を装おう。
61 伪装自杀 wèizhuāng zìshā 自殺を装う。
62 伪装工作 wèizhuāng gōngzuò 偽装工作。
63 识破伪装 shípò wèizhuāng カムフラージュを見破る。
64 假扮 jiǎbàn 変装する。仮装する。
65 假扮米老鼠 jiǎbàn mǐlǎoshǔ ミッキーマウスに扮する。
66 假扮成警察 jiǎbàn chéng jǐngchá 警察官に成りすます。
67 假扮成顾客 jiǎbàn chéng gùkè 客に成りすます。
68 摆样子 bǎi yàngzi うわべをとりつくろう。格好をつける。見せかけ。
69 摆摆样子打高尔夫球 bǎibai yàngzi dǎ gāo'erfūqiú ゴルフの真似事をする。
70 摆样子的眼镜 bǎi yàngzi de yǎnjìng 伊達眼鏡。
71 都是摆摆样子的 dōu shì bǎibai yàngzi de すべて見せかけだ。
72 不是摆样子的 bùshì bǎi yàngzi de 見せかけではない。
73 口技 kǒujì こわいろ。声帯模写。
74 仿制品 fǎngzhìpǐn 模造品。にせもの。
75 不懂装懂 bù dǒng zhuāng dǒng 知ったかぶり。
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