
No 中国語 ピンイン 日本語

1 做 zuò 作る。こしらえる。仕事や活動をする。〜として⽤いる。
2 做饭 zuòfàn ご飯をつくる。炊事する。
3 做菜 zuòcài おかずを作る。料理を作る。
4 做衣服 zuò yīfu 服を作る。
5 做椅子 zuò yǐzi 椅子を作る。
6 做文章 zuò wénzhāng 文章を作る。あげつらう。問題にする。
7 ⽤纸做纸鹤 yòng zhǐ zuò zhǐhè 紙で折り鶴を作る。
8 它是塑料做的 tā shì sùliào zuò de それはプラスチックで作られている。それはプラスチック製です。

9 作 zuò 書く。作る。〜をする。⾏う。〜とする。
10 作文章 zuò wénzhāng 文章を作る。
11 作诗 zuòshī 詩を書く。
12 作曲 zuòqǔ 作曲する。
13 作画 zuòhuà 絵を書く。
14 她作了一首歌曲 tā zuò le yī shǒu gēqǔ 彼女は一曲の歌を作った。
15 弄 nòng する。つくる。手で遊ぶ。いじる。どうにかして手に入れる。運⽤する。

16 弄饭 nòng fàn ご飯をつくる。食事の支度をする。
17 做成 zuòchéng 作りあげる。成しとげる。
18 作成 zuòchéng 人を助けて成就させる。取りまとめる。
19 苦心做成 kǔxīn zuòchéng 苦心してやっと作り上げる。
20 把活⻥做成生⻥片 bǎ huó yú zuòchéng shēngyúpiàn 生きたままの魚を刺身にする。
21 那是由⼩⻨粉做成的 nà shì yóu xiǎomàifěn zuòchéng de それは⼩⻨粉から作られる。 それは⼩⻨粉でできている。
22 制作 zhìzuò 作る。製造する。
23 精心制作 jīngxīn zhìzuò 丹念に作る。真心こめて作る。
24 制作图案 zhìzuò tú'àn 図案を作る。
25 制作一览表 zhìzuò yīlǎnbiǎo リストを作る。
26 制作模型 zhìzuò móxíng 模型を作る。
27 模型制作 móxíng zhìzuò 模型製作。
28 制作巧克力 zhìzuò qiǎokèlì チョコレートを作る。
29 制作工艺品 zhìzuò gōngyìpǐn 工芸品を作る。
30 制作家具 zhìzuò jiāju 家具を作る。
31 制作电影 zhìzuò diànyǐng 映画を作る。
32 制作网⻚ zhìzuò wǎngyè Webページを作成する。
33 制造 zhìzào 製造する。雰囲気や局面などを作り出す。
34 制造饮料 zhìzào yǐnliào 飲み物を作る。
35 制造⻜机 zhìzào fēijī 飛⾏機を製造する。
36 制造紧张空气 zhìzào jǐnzhāng kōngqì 緊張した空気を作る。
37 制造谣言 zhìzào yáoyán デマをこしらえる。デマをでっち上げる。
38 制造机会 zhìzào jīhuì きっかけを作る。
39 制造回忆 zhìzào huíyì 思い出を作る。
40 这是日本制造 zhè shì Rìběn zhìzào これは日本製です。
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41 织 zhī 布を織る。毛糸などで編む。
42 织布 zhībù 布を織る。
43 织毛衣 zhī máoyī セーターを編む。
44 织造 zhīzào 織物を織る。
45 织造纺织品 zhīzào fǎngzhīpǐn 紡績品を作る。
46 纺织 fǎngzhī 糸をつむぎ布を織る。
47 纺织布料 fǎngzhī bùliào 生地を作る。
48 编 biān 編む。並べたり、まとめたりする。でっち上げる。
49 编竹筐 biān zhúkuāng 竹で編んだ篭(かご)を作る。
50 编剧本 biān jùběn 脚本を作る。
51 编歌 biān gē 歌を作る。
52 编写 biānxiě 編纂(へんさん)する。創作する。
53 编写剧本 biānxiě jùběn 脚本を作る。
54 编写教科书 biānxiě jiàokēshū 教科書を編纂(へんさん)する。
55 雕塑 diāosù 彫塑(ちょうそ)する。彫刻と塑像。
56 雕塑石膏模型 diāosù shígāo móxíng 石膏模型を作る。
57 铸造 zhùzào 鋳造(ちゅうぞう)する。
58 铸造货币 zhùzào huòbì 貨幣を造る。
59 铸造人格 zhùzào réngé 人格を形作る。
60 生产 shēngchǎn 生産する。子供を産む。
61 生产产品 shēngchǎn chǎnpǐn 製品を生産する。
62 生产草莓 shēngchǎn cǎoméi イチゴを生産する。
63 ⺟猫生产 mǔmāo shēngchǎn ⺟ネコが子を産む。
64 生 shēng 生む。生まれる。生える。育つ。生じる。熟していない。生の。

65 生孩子 shēng háizi 子どもをうむ。
66 要孩子 yào háizi 子供を求める。
67 准备要孩子 zhǔnbèi yào háizi 子供を持つ準備。子作り。
68 创造 chuàngzào 創造する。
69 创造历史 chuàngzào lìshǐ 歴史をつくる。
70 创造天地 chuàngzào tiāndì 天地を創造する。
71 创造财富 chuàngzào cáifù 富を作り出す。財をなす。
72 创造新纪录 chuàngzào xīn jìlù 新記録を作る。
73 发明 fāmíng 発明する。発明。道理を究明する。
74 发明⻜机 fāmíng fēijī 飛⾏機を発明する。
75 创办 chuàngbàn 新しく事業を始める。創設する。
76 创办公司 chuàngbàn gōngsī 会社を興(おこ)す。
77 创办事业 chuàngbàn shìyè 事業を興(おこ)す。
78 创办学校 chuàngbàn xuéxiào 学校を設立する。
79 创办杂志 chuàngbàn zázhì 雑誌を創刊する。
80 创办诺⻉尔科学奖 chuàngbàn Nuòbèi'ěr kēxuéjiǎng ノーベル科学賞を創設する。
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81 起业 qǐyè 事業を興(おこ)す。
82 企业 qǐyè 企業。企業体。
83 创业 chuàngyè 事業を始める。
84 他创业了 tā chuàngyè le 彼は事業を始めた。
85 创立 chuànglì 創立する。
86 创立银⾏ chuànglì yínháng 銀⾏を創立する。
87 创立政权 chuànglì zhèngquán 政権を樹立する。
88 创立学会 chuànglì xuéhuì 学会を創立する。
89 创立新纪录 chuànglì xīn jìlù 新記録が樹立する。
90 创建 chuàngjiàn 創立する。
91 创建学校 chuàngjiàn xuéxiào 学校を創立する。
92 创建帮助中心 chuàngjiàn bāngzhù zhōngxīn 援助センターを新設する。
93 创建新的制度 chuàngjiàn xīn de zhìdù 新たな制度を作る。
94 创设 chuàngshè 創設する。条件を作る。
95 创设研究所 chuàngshè yánjiū suǒ 研究所を創設する。
96 创设一项机制 chuàngshè yī xiàng jīzhì ひとつのメカニズムをつくる。
97 创制 chuàngzhì 法律や文字などを制定する。
98 创制法律 chuàngzhì fǎlǜ 法律を制定する。
99 创制文字 chuàngzhì wénzì 文字を制定する。
100 开 kāi 学校、工場、病院などを創設する。開設する。開く。スイッチを入れる。出発する。

101 开饭馆 kāi fànguǎn レストランを開く。
102 开医院 kāi yīyuàn 病院を開設する。
103 开办 kāibàn 学校、工場、病院などを創設する。開業する。
104 开办工厂 kāibàn gōngchǎng 工場を創設する。
105 开办讲座 kāibàn jiǎngzuò 講座を開く。
106 兴办 xīngbàn 創立する。創業する。
107 兴办学校 xīngbàn xuéxiào 学校を創立する。
108 兴办企业 xīngbàn qǐyè 企業を興(おこ)す。
109 兴办福利事业 xīngbàn fúlì shìyè 福祉事業を始める。
110 组建 zǔjiàn 設立する。編成する。
111 组件 zǔjiàn 組み立て部品。
112 组建乐队 zǔjiàn yuèduì バンドを組む。
113 组建剧团 zǔjiàn jùtuán 劇団をつくる。
114 组建政党 zǔjiàn zhèngdǎng 政党を結成する。
115 组建一个家庭 zǔjiàn yī ge jiātíng ひとつの家庭を築く。
116 组成 zǔchéng 構成する。組み立てる。形成する。
117 组成对 zǔchéng duì ペアを組む。
118 组成轮班 zǔchéng lúnbān ローテーションを組む。
119 组成球队 zǔchéng qiúduì 球技のチームを組む。
120 组成队伍 zǔchéng duìwǔ 隊列を組む。組織した集団をつくる。
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121 组织 zǔzhī 組織する。組織の構成。紡織品(ぼうしょくひん)の織り方。組織。

122 组织工会 zǔzhī gōnghuì 労働組合を作る。
123 组织朋党 zǔzhī péngdǎng 派閥を組む。
124 结成 jiéchéng 集まって一つにまとまる。
125 结成对儿 jiéchéng duìr コンビを組む。
126 结成搭档 jiéchéng dādàng コンビを組む。
127 结成一伙 jiéchéng yīhuǒ ぐるになる。群れをつくる。
128 结成联盟 jiéchéng liánméng 同盟を結ぶ。
129 形成 xíngchéng 形成する。つくりあげる。
130 形成学阀 xíngchéng xuéfá 学閥(がくばつ)を作る。
131 形成圆形 xíngchéng yuánxíng 円形をつくる。円をなす。
132 形成结晶 xíngchéng jiéjīng 結晶を形成する。
133 制定 zhìdìng 法律、規則、計画などを制定する。定める。
134 制定宪法 zhìdìng xiànfǎ 憲法を制定する。
135 制定计划 zhìdìng jìhuà 計画をたてる。
136 制定方针 zhìdìng fāngzhēn 方針を決定する。
137 制订 zhìdìng 計画などを新たに打ち出す。立案する。
138 制订规划 zhìdìng guīhuà 計画をたてる。
139 制订方案 zhìdìng fāng'àn 案を作成する。
140 制订对策 zhìdìng duìcè 対策を立てる。
141 规定 guīdìng 定める。規定する。規定。規則。
142 规定罚规 guīdìng fáguī 罰則を設ける。
143 规定期限 guīdìng qíxiàn 期限を定める。
144 编制 biānzhì 計画や規定などを作る。編む。編成。
145 编制法规 biānzhì fǎguī 法規を制定する。
146 编制预算 biānzhì yùsuàn 予算を編成する。
147 编制竹篮 biānzhì zhúlán 竹で編んだ篭(かご)を作る。
148 编制关系网 biānzhì guānxìwǎng 人脈を作る。コネクションを作る。
149 拟订 nǐdìng 起草(きそう)する。立案する。
150 拟订方案 nǐdìng fāng'àn 案を作成する。
151 拟订计划 nǐdìng jìhuà 計画をたてる。
152 拟订政策 nǐdìng zhèngcè 政策を立案する。
153 拟定 nǐdìng 起草(きそう)して制定する。定める。
154 拟定法案 nǐdìng fǎ'àn 法案を作成する。
155 拟定计划 nǐdìng jìhuà 計画をたてる。
156 拟定对策 nǐdìng duìcè 対策を講じる。
157 栽培 zāipéi 栽培する。人を育てる。指導する。官界で人を引き立てる。
158 栽培水稻 zāipéi shuǐdào 稲を育てる。
159 水稻栽培 shuǐdào zāipéi 稲作。
160 栽培果树 zāipéi guǒshù 果樹を栽培する。
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161 栽种 zāizhòng 植え付ける。
162 栽种树苗 zāizhòng shùmiáo 木の苗(なえ)を植える。
163 栽种花木 zāizhòng huāmù 花や木を植える。
164 培植 péizhí 植物を育てる。栽培する。人材を育成する。
165 培植树苗 péizhí shùmiáo 木の苗(なえ)を育てる。
166 培植人才 péizhí réncái 人材を育成する。
167 种 zhòng 種をまく。植える。栽培する。
168 种树 zhòng shù 木を植える。
169 种茶 zhòng chá 茶を栽培する。
170 种水稻 zhòng shuǐdào 稲作をする。
171 种植 zhòngzhí 種をまく。苗を植える。
172 种植蔬菜 zhòngzhí shūcài 野菜を栽培する。
173 种植水稻 zhòngzhí shuǐdào 稲作をする。
174 种植大米 zhòngzhí dàmǐ 米を作る。
175 耕种 gēngzhòng 耕して植える。栽培する。
176 耕种蔬菜 gēngzhòng shūcài 野菜を栽培する。
177 耕种土豆 gēngzhòng tǔdòu じゃがいもを栽培する。
178 养 yǎng 養う。植物を育てる。動物を飼う。心や体を休ませる。
179 养花 yǎng huā 花を育てる。
180 养鸡 yǎng jī ニワトリを飼う。養鶏(ようけい)をする。
181 养⻥ yǎng yú 魚を飼う。魚の養殖(ようしょく)をする。
182 培养 péiyǎng 育成する。⻑期にわたって教育、訓練する。培養する。
183 培养细菌 péiyǎng xìjùn 細菌を培養する。
184 培养人才 péiyǎng réncái 人材を育成する。
185 培养音感 péiyǎng yīngǎn 音感を養う。
186 培育 péiyù 育てる。育成する。
187 培育树苗 péiyù shùmiáo 苗気を育てる。
188 培育⼩鸡 péiyù xiǎojī ひよこを飼育する。
189 培育下一代 péiyù xiàyīdài 次の世代を育成する。
190 养成 yǎngchéng 育て上げる。培(つちか)う。
191 养成早起的习惯 yǎngchéng zǎoqǐ de xíguàn 早起きの習慣を作る。
192 生育 shēngyù 子供を産む。
193 生育子女 shēngyù zǐnǚ 子供を産む。
194 生育儿女 shēngyù érnǚ 子供を産む。
195 生养 shēngyǎng 産み育てる。
196 生养子女 shēngyǎng zǐnǚ 子を産み育てる。
197 成立 chénglì 組織や機構が成立する。理論や意見が成り立つ。
198 成例 chénglì 前例。既存の方法。
199 成立新学校 chénglì xīn xuéxiào 新たな学校を設立する。
200 成立美术家协会 chénglì měishùjiā xiéhuì 芸術家協会を創立する。
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201 编造 biānzào 表やリストなどを編集、作成する。物語を作り出す。捏造(ねつぞう)する。

202 编造名册 biānzào míngcè 名簿を作成する。
203 编造预算 biānzào yùsuàn 予算を編成する。
204 编造童话故事 biānzào tónghuà gùshì おとぎ話を作る。
205 造 zào 作る。捏造(ねつぞう)する。
206 造船 zàochuán 船を建造する。造船する。
207 造林 zàolín 造林する。
208 造假 zàojiǎ 偽物を作る。
209 造句 zàojù 文をつくる。
210 造纸 zàozhǐ 紙をつくる。
211 造型 zàoxíng 造り出す。造り出された形。造り。
212 造形 zàoxíng 造り出す。
213 头发造型 tóufa zàoxíng 髪を形作る。ヘアスタイリング。
214 造型艺术 zàoxíng yìshù 造形美術。空間芸術。
215 造作 zàozuò 作る。制作する。
216 造作 zàozuo わざとらしい。
217 造作工艺品 zàozuò gōngyìpǐn 工芸品を作る。
218 造作⻜机模型 zàozuò fēijī móxíng 飛⾏機の模型を作る。
219 造成 zàochéng 作る。造る。生み出す。もたらす。引き起こす。
220 造成有力的局面 zàochéng yǒulì de júmiàn 有利な局面を作る。有利な局面を引き起こす。
221 塑造 sùzào 塑像(そぞう)をつくる。泥などで像をつくる。文字で人物像を描き出す。

222 塑造石膏像 sùzào shígāoxiàng 石膏像を作る。
223 制 zhì 制定する。規定する。製作する。製造する。
224 制宪 zhìxiàn 憲法を制定する。
225 制药 zhìyào 薬を作る。製薬。
226 制版 zhìbǎn 製版する。
227 制假 zhìjiǎ 偽物を作る。
228 制种 zhìzhǒng 種子を作る。種子を育てる。
229 制备 zhìbèi 化学製品などを作り出す。調合する。
230 制备成胚胎干细胞 zhìbèi chéng pēitāi gànxìbāo 多細胞生物の初期の幹細胞を作り出す。
231 建 jiàn 建設する。
232 建国 jiànguó 建国する。
233 建党 jiàndǎng 新党を結成する。党の建設。
234 建军 jiànjūn 軍隊を創設する。
235 建工厂 jiàn gōngchǎng 工場を建てる。
236 建一个团队 jiàn yī ge tuánduì ひとつのチームを作る。
237 建成 jiànchéng 作り上げる。確立する。
238 建成大楼 jiànchéng dàlóu ビルを建てる。
239 把水库建成了 bǎ shuǐkù jiànchéng le ダムができた。
240 建成了一个水库 jiànchéng le yī ge shuǐkù 一つダムができた。
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241 修 xiū 建造する。建設する。修理する。飾る。形を整える。書物や文章を書く。

242 修桥 xiūqiáo 橋をつくる。
243 修⻢路 xiū mǎlù 道路をつくる。
244 修铁道 xiū tiědào 鉄道を建設する。
245 筑 zhù 築く。建設する。
246 筑路 zhùlù 道路を建設する。
247 筑城 zhù chéng 城を築く。
248 筑堤 zhùdī 堤防を築く。
249 筑水坝 zhù shuǐbà 堤防を築く。
250 筑防栅 zhù fángzhà バリケードを築く。
251 盖 gài 家を建てる。ふた。上からかぶせる。圧倒する。はんこを押す。動物の甲羅(こうら)。

252 盖房子 gài fángzi 家を建てる。
253 搭 dā 棒や支柱などを組んで橋や棚などをつくる。ひっかけてつるす。つなぎ合わせる。

254 搭桥 dāqiáo 橋をかける。橋渡しをする。仲を取り持つ。バイパス手術をする。

255 搭场景 dā chǎngjǐng 舞台のセットを組む。
256 搭脚手架 dā jiǎoshǒujià 足場を組む。
257 建造 jiànzào 建造する。
258 建造房屋 jiànzào fángwū 家をつくる。
259 建造花园 jiànzào huāyuán 庭園を建造する。
260 建造铜像 jiànzào tóngxiàng 銅像を建てる。
261 建造客轮 jiànzào kèlún 客船を建造する。
262 建造高楼大厦 jiànzào gāolóu dàshà 高層ビルを建設する。
263 建设 jiànshè 新しい事業を始める。新しい施設を作る。建設。
264 建设铁路 jiànshè tiělù 鉄道を敷設(ふせつ)する。
265 建设工厂 jiànshè gōngchǎng 工場を建設する。
266 建设企业文化 jiànshè qǐyè wénhuà 企業文化をつくる。
267 建设有中国特色的社会主义 jiànshè yǒu Zhòngguó tèsè de shèhuì zhǔyì 中国の特色ある社会主義を建設する。
268 建筑 jiànzhù 建築する。建築物。
269 建筑住房 jiànzhú zhùfáng 住宅を建てる。
270 建筑桥梁 jiànzhú qiáoliáng 橋を架ける。
271 建筑高速公路 jiànzhú gāosù gōnglù 高速道路を造る。
272 新建 xīnjiàn 新築する。
273 新建学校 xīnjiàn xuéxiào 学校を新設する。
274 新建了一个音乐厅 xīnjiàn le yī ge yīnyuètīng 新しく、コンサートホールを造った。
275 新设 xīnshè 新設する。
276 新设一个分号 xīnshè yī ge fēnhào 新しく支店を設ける。
277 修建 xiūjiàn 建設する。工事をする。
278 修建房屋 xiūjiàn fángwū 家を建てる。
279 修建铁路 xiūjiàn tiělù 鉄道を敷設(ふせつ)する。
280 修建水库 xiūjiàn shuǐkù ダムを建設する。
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281 修筑 xiūzhù 工事をする。建設する。
282 修筑机场 xiūzhù jīchǎng 飛⾏場を建設する。
283 修筑码头 xiūzhù mǎtóu 波止場を建設する。
284 修筑防波堤 xiūzhù fángbōdī 防波堤を築く。
285 修盖 xiūgài 家などを建てる。
286 修盖房屋 xiūgài fángwū 家を建造する。
287 修盖寺庙 xiūgài sìmiào 寺院を建てる。
288 兴建 xīngjiàn 大きな建造物を建設する。建築を始める。
289 兴建纪念堂 xīngjiàn jìniàntáng 記念堂を建設する。
290 兴建发电站 xīngjiàn fādiànzhàn 発電所を建設する。
291 兴修 xīngxiū 大規模な施設の建設を始める。工事を始める。
292 兴修高速公路 xīngxiū gāosù gōnglù 高速道路を建設する。
293 兴修铁路 xīngxiū tiělù 鉄道を敷設(ふせつ)する。
294 开发 kāifā 開発する。
295 开发新产品 kāifā xīnchǎnpǐn 新製品を開発する。
296 开发新药 kāifā xīnyào 新薬を開発する。
297 开发国土 kāifā guótǔ 国土を開発する。
298 开发资源 kāifā zīyuán 資源を開発する。
299 扩建 kuòjiàn 規模を拡張する。
300 扩建道路 kuòjiàn dàolù 道路を拡張する。
301 扩建设施 kuòjiàn shèshī 施設を拡充する。
302 增建 zēngjiàn 増築する。
303 增建一间房间 zēngjiàn yī jiàn fángjiān 一部屋建て増しする。
304 改建 gǎijiàn 改築する。
305 改建店铺 gǎijiàn diànpù 店舗を建て直す。店舗を改修する。
306 搭建 dājiàn ⼩屋などを建てる。組み立てる。機構を作る。組織する。
307 搭建棚子 dājiàn péngzi ⼩屋を建てる。
308 搭建帐篷 dājiàn zhàngpéng テントを張る。
309 安营 ānyíng 軍が設営する。駐屯(ちゅうとん)する。
310 安营扎寨 ān yíng zhā zhài 仮設住宅を建てる。兵舎を設けとりでを築く。
311 组装 zǔzhuāng 大型機械などを組み立てる。
312 组装零件 zǔzhuāng língjiàn 部品を組み立てる。
313 组装机器 zǔzhuāng jīqì 機械を組み立てる。
314 组装电脑 zǔzhuāng diànnǎo コンピュータを組み立てる。
315 组装塑料模型 zǔzhuāng sùliào móxíng プラモデルを組み立てる。
316 装配 zhuāngpèi 部品を組み立てる。
317 装配部件 zhuāngpèi bùjiàn 部品を取り付ける。
318 装配机器 zhuāngpèi jīqì 機械を組み立てる。
319 安装 ānzhuāng 機械や器具などを取り付ける。
320 安装轮胎 ānzhuāng lúntāi タイヤを取り付ける。
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321 装置 zhuāngzhì 据え付ける。装置。
322 装置发动机 zhuāngzhì fādòngjī エンジンをセットする。
323 捏造 niēzào 捏造(ねつぞう)する。でっち上げる。
324 捏造数据 niēzào shùjù データを捏造(ねつぞう)する。
325 瞎编 xiā biān いい加減なでっちあげをする。
326 瞎编数据 xiā biān shùjù データを捏造(ねつぞう)する。
327 假造 jiǎzào 偽造(ぎぞう)する。でっち上げる。
328 假造证件 jiǎzào zhèngjiàn 証明書を偽造(ぎぞう)する。
329 伪造 wěizào 偽物(にせもの)をつくる。偽造(ぎぞう)する。
330 伪造货币 wèizào huòbì にせ金をつくる。
331 创作 chuàngzuò 作品を作り出す。文芸作品。創作。
332 创作美术品 chuàngzuò měishùpǐn 美術品をつくる。
333 创作故事 chuàngzuò gùshì 物語をつくる。
334 构想 gòuxiǎng 構想する。構想。
335 构想新的事业 gòuxiǎng xīn de shìyè 新しい事業を構想する。
336 构成 gòuchéng 構成する。形成する。構成。組み立て。
337 构成逻辑 gòuchéng luójí 論理を組み立てる。
338 写 xiě 文章や詩をつづる。字を書く。描写する。
339 写作文 xiě zuòwén 作文を書く。作文をつくる。
340 画 huà 絵をかく。描く。絵。絵画。
341 画画儿 huà huàr 絵を書く。絵をつくる。
342 建立 jiànlì うち立てる。築く。確立する。
343 建立组织 jiànlì zǔzhī 組織を作る。
344 建立新政府 jiànlì xīn zhèngfǔ 新政府を樹立する。
345 建立圆满的家庭 jiànlì yuánmǎn de jiātíng 円満な家庭を築く。
346 建立信赖关系 jiànlì xìnlài guānxì 信頼関係を築く。
347 树立 shùlì 好ましいことを打ち立てる。樹立する。
348 树立旗帜 shùlì qízhì 手本をつくる。
349 树立典范 shùlì diǎnfàn 模範を打ち立てる。
350 树立新的理论 shùlì xīn de lǐlùn 新しい理論を打ち立てる。
351 设立 shèlì 設立する。編成する。
352 设立学校 shèlì xuéxiào 学校を設立する。
353 设立子公司 shèlì zǐgōngsī 子会社を設立する。
354 烹调 pēngtiáo 調理する。料理する。
355 烹调菜肴 pēngtiáo càiyáo 料理をつくる。
356 烹饪 pēngrèn 料理をつくる。調理する。
357 妈妈烹饪了美味的鸡汤面条 māma pēngrèn le měiwèi de jītāng miàntiáo お⺟さんが美味しいチキンスープヌードルを作った。
358 整治 zhěngzhì 作業をする。改修する。修理する。懲(こ)らしめる。
359 整治饭菜 zhěngzhì fàncài ご飯をつくる。
360 包饺子 bāo jiǎozi ギョーザを作る。
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361 配眼镜 pèi yǎnjìng 眼鏡を作る。眼鏡を新調する。
362 种田 zhòngtián 田畑を作る。
363 种地 zhòngdì 畑仕事をする。耕作をする。
364 抽空 chōukòng 時間を割く。ひまを作る。
365 抽空儿 chōukòngr 時間を割く。ひまを作る。
366 作孽 zuòniè 罰当たりな事をする。罪をつくる。
367 造孽 zàoniè 罰当たりな事をする。罪をつくる。
368 排队 páiduì 列を作る。列に並ぶ。物事を整理する。
369 排成 pái chéng 並びをなす。
370 树敌 shùdí 敵を作る。
371 交朋友 jiāo péngyou 友達を作る。友達になる。友達づきあいをする。
372 找借口 zhǎo jièkǒu 口実を見つける。口実を作る。言い訳をする。
373 绘图 huìtú 図面や地図などを描く。製図する。
374 制造物品就是创造人力 zhìzào wùpǐn jiùshì chuàngzào rénlì 物作りは人づくり。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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