
No 中国語 ピンイン 日本語

1 齐 qí 整っている。そろっている。同じ高さになる。完全だ。点や線にそろえる。

2 行李都齐了 xíngli dōu qí le 荷物が全部そろった。
3 东⻄都买齐了 dōngxi dōu mǎi qí le 物は全て買いそろえた。
4 人都齐了 rén dōu qí le 人は皆そろった。
5 牙⻓齐了 yá zhǎng qí le ⻭が⽣えそろう。
6 到齐 dàoqí 全部到着する。
7 人都到齐了 rén dōu dàoqí le 人が皆、到着してそろった。
8 来齐 láiqí 来て揃う。
9 大家都来齐了 dàjiā dōu láiqí le 全員みんな来そろった。
10 人还没有来齐 rén hái méiyǒu láiqí 人がまだ来そろっていない。
11 出齐 chūqí 出揃う。
12 全部出齐 quánbù chūqí 全部出揃う。
13 稻穗出齐了 dàosuì chūqí le 稲穂が出そろった。
14 取齐 qǔqí ⻑さ、高さ、数をそろえる。集まる。集合する。
15 把两张纸取齐 bǎ liǎng zhāng zhǐ qǔqí 二枚の紙をそろえる。
16 ⻓短请按这个样子取齐 chángduǎn qǐng àn zhège yàngzi qǔqí ⻑さはこの通り、同じようにそろえてください。
17 我们在门口取齐 wǒmen zài ménkǒu qǔqí 私たちは入り口で集まる。
18 聚齐 jùqí 決めた場所に集合する。
19 人都聚齐了 rén dōu jùqí le 人が皆、そろった。
20 十人聚齐了 shí rén jùqí le １０人集まり揃った。
21 聚集 jùjí 人やものを一ヶ所に集める。集まる。
22 各界名流聚集一堂 gèjiè míngliú jùjí yītáng 各界の名士が一堂に会する。
23 汇集 huìjí 人や物を集める。集まる。
24 汇集专家智慧 huìjí zhuānjiā zhìhuì 専門家の知恵を集める。
25 会集 huìjí 人や物を集める。集まる。
26 豪⻋会集一堂 háochē huìjí yītáng 高級車が一堂に揃う。
27 齐全 qíquán 必要な物がすべてそろっている。欠けるものがない。
28 品种齐全 pǐnzhǒng qíquán 種類が揃っている。
29 各种花色都齐全 gèzhòng huāsè dōu qíquán 各種色柄みなすべて揃っている。
30 设备齐全 shèbèi qíquán 設備が整っている。
31 完全 wánquán 完全だ。すべて揃っている。まったく。完全に。
32 完完全全 wánwanquānquān 完全だ。すべて揃っている。まったく。完全に。
33 资料完全 zīliào wánquán 資料がすべて揃っている。
34 一切都完完全全的 yīqiè dōu wánwanquānquān de 一切全てが揃っている。
35 具备 jùbèi 備える。完備する。
36 具备必要的条件 jùbèi bìyào de tiáojiàn 必要な条件を備えている。
37 具备特殊功能 jùbèi tèshū gōngnéng 特殊な機能を備えている。
38 具有 jùyǒu 抽象的な事物を備えている。持っている。
39 具有实力 jùyǒu shílì 実力を備えている。
40 具有各种功能 jùyǒu gèzhǒng gōngnéng 各種機能を取りそろえる。
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41 整齐 zhěngqí きちんと整っている。きれいにそろっている。大きさや⻑さがほぼ同じだ。整える。

42 整整齐齐 zhěngzhengqíqí きちんと整っている。きれいにそろっている。大きさや⻑さがほぼ同じだ。整える。

43 步调整齐 bùtiáo zhěngqí 足並みが揃っている。
44 整齐步伐 zhěngqí bùfá 足並みをそろえる。
45 把拖鞋摆整齐 bǎ tuōxié bǎi zhěngqí スリッパを並べ揃える。
46 书放得很整齐 shū fàng de hěn zhěngqí 本が整え置かれている。
47 使整齐 shǐ zhěngqí きちんと整える。
48 使表单整齐 shǐ biǎodān zhěngqí 書式をきちんと整える。
49 统一 tǒngyī 統一する。統一的な。一致した。
50 统一步调 tǒngyī bùdiào 足並みをそろえる。
51 统一大小 tǒngyī dàxiǎo 大きさをそろえる。
52 备齐 bèiqí 準備し終える。
53 备齐行李 bèiqí xíngli 荷物を準備し終える。荷物がそろう。
54 备齐数量 bèiqí shùliàng 数量を揃える。
55 凑齐 còuqí 集めそろえる。
56 凑齐人数 còuqí rénshù 人数をそろえる。
57 凑齐了十二个人 còuqí le shí'èr ge rén １２人がそろった。
58 资金凑齐了 zījīn còuqí le 資金がそろった。
59 凑齐五万块钱 còuqí wǔ wàn kuài qián ５万元集めそろえる。
60 齐备 qíbèi 物がすべてそろっている。完備している。
61 万事齐备 wànshì qíbèi 何もかも整っている。
62 这个商店货色很齐备 zhège shāngdiàn huòsè hěn qíbèi この商店は品物がよくそろっている。
63 冷暖气齐备 lěngnuǎnqì qíbèi 冷暖房完備。
64 使孩子五德齐备 shǐ háizi wǔdé qíbèi 子供に五つの徳を備えさせる。
65 完备 wánbèi すべてそろっている。完備している。
66 工具完备 gōngjù wánbèi 道具がすべてそろっている。
67 手续不完备 shǒuxù bù wánbèi 手続きが整っていない。
68 wifi完备 wifi wánbèi Wi-Fi 完備。
69 备全 bèi quán 物がすべてそろっている。
70 你备全了吗? nǐ bèi quán le ma あなた、すべてそろえましたか。
71 准备全 zhǔnbèi quán 準備がすべて整う。
72 你准备全了吗? nǐ zhǔnbèi quán le ma あなた、準備はすべて整いましたか。
73 一起 yīqǐ 一緒に。同じ場所。
74 我们一起合个影吧 wǒmen yīqǐ hé ge yǐng ba 私たちそろって写真を撮りましょう。
75 凑在一起 còu zài yīqǐ 一ヶ所にまとめる。ひとつにまとめる。
76 我们时间能凑在一起吗? wǒmen shíjiān néng còu zài yīqǐ ma 私たちは時間をそろえられますか。
77 一齐 yīqí 一緒に。一⻫に。同時に。
78 大家一齐笑起来 dàjiā yīqí xiào qǐlai みんな揃って笑いだす。
79 一同 yītóng 一緒に。
80 我和家人一同出去旅游 wǒ hé jiārén yītóng chūqù lǚyóu 私と家族、揃って旅行に出かける。
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81 一块儿 yīkuàir 一緒に。同一の場所。
82 我们大家一块儿干 wǒmen dàjiā yīkuàir gàn 私たちみんな揃ってやる。
83 结伴 jiébàn 一緒に行動する。
84 结伴儿 jiébànr 一緒に行動する。
85 九个人结伴去参加婚礼 jiǔ ge rén jiébàn qù cānjiā hūnlǐ ９人揃って結婚式に参加しに行く。
86 同样 tóngyàng 同じだ。同様だ。同様に。
87 同样大小 tóngyàng dàxiǎo 同様の大きさ。大きさが揃っている。
88 同样的服装 tóngyàng de fúzhuāng 同様の服装。揃いの服装。
89 一致 yīzhì 一致している。一緒に。共同で。
90 意⻅一致 yìjiàn yīzhì 意見が一致する。意見が揃う。コンセンサス。
91 使一致 shǐ yīzhì 一様にする。
92 使大小一致 shǐ dàxiǎo yīzhì 大きさを揃える。
93 一样 yīyàng 同じだ。似ている。一種類。
94 一样衣服 yīyàng yīfu 同じ服。揃いの服。
95 使一样 shǐ yīyàng 同じにする。
96 使字数一样 shǐ zì shǔ yīyàng 字数を同じにする。字数を揃える。
97 一律 yīlǜ 同じだ。一律だ。例外なく。すべて。
98 大小国家一律平等 dàxiǎo guójiā yīlǜ píngděng 大国、小国とも揃って平等です。
99 一律化 yīlǜhuà 一律化。
100 使一律化 shǐ yīlǜhuà 一律化する。
101 使他们的田产一律化 shǐ tāmen de tiánchǎn yīlǜhuà 彼らの田畑を一律化する。
102 划一 huàyī 一律だ。統一する。そろえる。
103 划一格式 huàyī géshi 書式をそろえる。
104 整齐划一 zhěngqí huàyī 一律にそろえる。
105 他们的动作整齐划一 tāmen de dòngzuò zhěngqí huàyī 彼らの動きは一律に揃っている。
106 一般 yībān 同じだ。そっくりだ。一種の。普通の。一般性のある。
107 两个人一般高 liǎng ge rén yībān gāo 二人は同じ高さ。二人は高さがそろっている。
108 好吃的水果一般都比较贵 hào chī de shuǐguǒ yībān dōu bǐjiào guì おいしい果物はたいていみな比較的高い。おいしい果物は揃って比較的に高い。

109 同一 tóngyī 同じだ。同一だ。
110 同一⻅解 tóngyī jiànjiě 同一の見解。見解が揃っている。
111 相同 xiāngtóng 同じだ。
112 ⻅解相同 jiànjiě xiāngtóng 見解が同じだ。見解が揃っている。
113 清一色 qīngyīsè すべて一様なこと。マージャンで同じ種類のパイで上がること。

114 清一色的运动服 qīngyīsè de yùndòngfú 揃いのスポーツウェア。
115 匀实 yúnshi 均一だ。そろっている。むらがない。
116 这些豆苗⻓得很匀实 zhèxiē dòumiáo zhǎng de hěn yúnshi これらのもやしは揃って育つ。
117 有一个算一个 yǒu yī ge suàn yī ge みんな。猫も杓子も。どいつもこいつも。揃いも揃って。
118 男人们有一个算一个, 都上了场 nánrénmen yǒu yī ge suàn yī ge, dōu shàng le chǎng 男たちは揃ってみな出場した。
119 毫无例外 háo wú lìwài 例外なく。揃いも揃って。
120 大家毫无例外都会关注 dàjiā háo wú lìwài dōu huì guānzhù 皆が例外なく揃って関心を持つでしょう。
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121 全是 quán shì 全てが。揃って。
122 陈列的全是新出书刊 chénliè de quán shì xīn chū shūkān 陳列しているのは揃って新刊書です。
123 对 duì 対になったもの。答える。〜に向く。〜に対する。照らし合わせる。

124 配 pèi 取り合わせる。男女が結びつく。家畜を交配させる。
125 配成对 pèi chéng duì 対にする。ペアになる。
126 配成对儿 pèi chéng duìr 対にする。ペアになる。
127 配成一对 pèi chéng yī duì 対にする。ペアになる。
128 不成对 bù chéng duì 対にならない。対のものが揃わない。
129 配套 pèitào 組み合わせてセットにする。
130 跟帽子配套的手套 gēn màozi pèitào de shǒutào 帽子と揃いの手袋。
131 成双 chéngshuāng 対になる。
132 好事成双 hǎo shì chéng shuāng よいことは対になる。いいことが重なる。
133 不成双 bù chéngshuāng 対のものがそろっていない。不揃い。
134 成对 chéngduì 対になる。
135 成双成对 chéng shuāng chéng duì 対になる。
136 成对的染色体 chéngduì de rǎnsètǐ 対になる染色体。
137 不成对 bù chéngduì 対のものがそろっていない。不揃い。
138 成套 chéngtào セットになる。
139 成套家具 chéngtào jiājù セットになっている家具。ユニット家具。揃いの家具。
140 成一组 chéng yī zǔ 一組にする。
141 两个成一组的东⻄ liǎng ge chéng yī zǔ de dōngxi 二つで一そろいになるもの。
142 对齐 duìqí 揃え合わせる。
143 向左对齐 xiàng zuǒ duìqí 左そろえ。左詰め。
144 左右两边对齐 zuǒyòu liǎngbiān duìqí 左右両側を揃え合わせる。
145 把这个和那个对齐 bǎ zhège hé nàge duìqí これとそれを揃え合わせる。
146 两块纱布对齐 liǎng kuài shābù duìqí 二つのガーゼを揃え合わせる。
147 对上 duìshang つき合わせる。
148 把门对上 bǎ mén duìshang ドアをつき合わせる。ドアを閉める。
149 齐声 qíshēng 声をそろえて。
150 大家齐声合唱 dàjiā qíshēng héchàng みんなは声をそろえて合唱する。
151 异口同声 yì kǒu tóng shēng 異口同音。皆が口をそろえて同じように言う。
152 他们异口同声表示反对 tāmen yìkǒutóngshēng biǎoshì fǎnduì 彼らはそろって反対を表明する。
153 摆好 bǎihǎo 並べ整える。ならべあげる。
154 把鞋子摆好 bǎ xiézi bǎihǎo 靴を揃える。
155 摆放好 bǎifàng hǎo 並べ整える。きれいに陳列する。
156 把鞋子摆放好 bǎ xiézi bǎifàng hǎo 靴を揃える。
157 端放 duānfàng 整え置く。
158 把双手端放在膝盖上 bǎ shuāngshǒu duānfàng zài xīgài shàng 両手を膝の上にそろえ置く。
159 弄正 nòng zhèng 正しく整える。
160 把斜图弄正 bǎ xié tú nòng zhèng 斜めの画像をまっすぐにそろえる。
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161 顺 shùn 整理してそろえる。⽅向が一致する。〜に沿って。服従する。

162 把头发顺一顺 bǎ tóufa shùn yī shùn 髪をそろえる。
163 一顺儿 yīshùnr 同じ⽅向や順序にそろっている。
164 一顺儿是朝南的 yīshùnr shì cháo nán de そろって南を向いている。
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