
No 中国語 ピンイン 日本語

1 凝固 nínggù 凝固する。固まって動かない。
2 血凝固了 xuě nínggù le 血が固まった。
3 混凝土凝固了 hùnníngtǔ nínggù le コンクリートが固まった。
4 思想凝固 sīxiǎng nínggù 考え方が凝り固まっている。
5 凝结 níngjié 凝結する。ぎゅっと固まる。一つになる。
6 水泥凝结了 shuǐní níngjié le セメントが固まった。
7 油脂凝结住 yóuzhī níngjié zhù 油脂が固まりきる。
8 变硬 biànyìng ぎゅっと固まる。かちかちになる。
9 面包变硬了 miànbāo biànyìng le パンが固くなった。
10 发硬 fāyìng ぎゅっと固まる。
11 毛巾发硬了 máojīn fāyìng le タオルが固くなった。
12 硬邦邦 yìngbāngbāng 固くて丈夫だ。かちかちだ。性質や口調が硬い。
13 硬梆梆 yìngbāngbāng 固くて丈夫だ。かちかちだ。性質や口調が硬い。
14 硬邦邦的面包 yìngbāngbāng de miànbāo かちかちのパン。
15 巩固 gǒnggù 揺るぎない。強固だ。強固にする。
16 巩固堤坝 gǒnggù dībà 堤防を強固にする。
17 巩固友情 gǒnggù yǒuqíng 友情を固める。
18 加固 jiāgù 補強する。
19 加固墙壁 jiāgù qiángbì 壁を補強する。
20 成块 chéng kuài 塊(かたまり)になる。塊(かたまり)にする。
21 成块儿 chéng kuàir 塊(かたまり)になる。塊(かたまり)にする。
22 用手压成块 yòng shǒu yā chéng kuài 手で押し固める。
23 垮 kuǎ 崩れる。倒れる。壊れる。だめになる。
24 房子垮了 fángzi kuǎ le 家が壊れた。
25 坍 tān 崩れ落ちる。倒壊する。落ちぶれる。
26 墙坍了 qiáng tān le 壁が崩れ落ちた。
27 塌 tā 倒れる。崩れ落ちる。へこむ。垂れる。気を静める。
28 土堆塌了 tǔduī tā le 土の山が崩れた。
29 倒塌 dǎotā 建物などが倒れる。崩れる。
30 悬崖倒塌 xuányá dǎotā 崖が崩れる。
31 走样 zǒuyàng 元の形が失われる。型くずれする。
32 走样儿 zǒuyàngr 元の形が失われる。型くずれする。
33 曲奇饼干走样 qūqí bǐnggān zǒuyàng クッキーが型くずれする。
34 走形 zǒuxíng 変形する。形が崩れる。
35 走形儿 zǒuxíngr 変形する。形が崩れる。
36 形状走形了 xíngzhuàng zǒuxíng le 形状が崩れた。
37 变形 biànxíng 形や外見が変わる。変形する。変身する。
38 包包变形了 bāobāo biànxíng le バッグが変形した。
39 失去原形 shīqù yuánxíng 元の形を失う。
40 手机失去原形 shǒujī shīqù yuánxíng 携帯電話は原形をとどめていない。
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41 崩溃 bēngkuì 崩壊する。
42 悬崖崩溃 xuányá bēngkuì 崖が崩れる。
43 经济崩溃 jīngjì bēngkuì 経済が崩壊する。経済が破綻する。
44 崩裂 bēngliè 破裂してバラバラになる。
45 土石崩裂 tǔshí bēngliè 土石が砕け散る。
46 崩塌 bēngtā 建造物がくずれ落ちる。
47 山崖崩塌 shānyá bēngtā 崖が崩れる。
48 崩坍 bēngtān 崩れ落ちる。
49 山崖崩坍 shānyá bēngtān 崖が崩れる。
50 坍塌 tāntā 倒壊する。崩れる。
51 山壁坍塌 shān bì tāntā 崖が崩れる。
52 塌落 tāluò 崩れ落ちる。崩壊する。
53 悬崖塌落 xuányá tāluò 崖が崩れる。
54 塌下 tāxià 崩れ落ちる。内側に引っ込む。
55 屋顶塌下了 wūdǐng tāxià le 屋根が崩れ落ちた。
56 两腮塌下去 liǎng sāi tāxiàqù 両ほほが落ちくぼむ。
57 解体 jiětǐ バラバラにする。体制などが崩壊する。
58 把机体解体 bǎ jītǐ jiětǐ 機体を解体する。
59 原始社会的解体 yuánshǐ shèhuì de jiětǐ 原始社会の崩壊。
60 拆 chāi 解体する。取り壊す。ばらばらにする。ほどく。はがす。
61 拆房子 chāi fángzi 家屋を解体する。
62 拆开 chāikāi 分解する。
63 拆开⻜机 chāikāi fēijī 飛行機を解体する。
64 拆卸 chāixiè 機械などを分解する。解体する。
65 拆卸大楼 chāixiè dàlóu ビルを解体する。
66 拆除 chāichú 建物や設備などを撤去する。
67 大楼被爆破拆除 dàlóu bèi bàopò chāichú ビルは爆破され、撤去される。
68 瓦解 wǎjiě 瓦解(がかい)する。崩壊する。崩壊させる。
69 瓦解一个黑社会集团 wǎjiě yī ge hēishèhuì jítuán 一つの反社会的集団を崩壊させる。
70 硬化 yìnghuà 硬化する。考えがかたくなる。
71 动脉硬化 dòngmài yìnghuà 動脈が硬化する。動脈硬化。
72 思想硬化 sīxiǎng yìnghuà 考えを硬化させる。
73 软化 ruǎnhuà 軟化する。軟化させる。考えや態度がやわらぐ。
74 硬水软化 yìngshuǐ ruǎnhuà 硬水軟化。
75 骨质软化 gǔzhí ruǎnhuà 骨質が軟化する。
76 态度软化 tàidù ruǎnhuà 態度が軟化する。
77 变软 biànruǎn 柔らかくなる。
78 硬肉变软 yìngròu biànruǎn 固い肉が柔らかくなる。
79 胡萝卜变软了 húluóbo biànruǎn le にんじんが柔らかくなった。
80 态度变软 tàidù biànruǎn 態度が柔らかくなる。
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81 发软 fāruǎn 力がぬける。だるい。ぐにゃぐにゃになる。
82 红番茄发软了 hóng fānqié fāruǎn le 赤いトマトがやわらかくなった。
83 两腿发软 liǎng tuǐ fāruǎn 両足がへなへなになる。
84 软绵绵 ruǎnmiánmián やわらかくふんわりした。ひ弱だ。
85 软绵绵的毛巾 ruǎnmiánmián de máojīn やわらかくふんわりしたタオル。
86 软绵绵蛋糕 ruǎnmiánmián dàngāo ふわふわケーキ。
87 冻 dòng こおる。凍結する。凍える。冷える。煮こごり。ゼリー。
88 水管冻住了 shuǐguǎn dòng zhù le 水道管が凍りついた。
89 冻得受不了 dòng de shòu buliǎo 寒くてしょうがない。
90 咖啡冻 kāfēidòng コーヒーゼリー。
91 冻上 dòngshàng 凍りつく。
92 水冻上了 shuǐ dòngshàng le 水が凍りついた。
93 冻结 dòngjié 川や海が氷結する。金銭や人員などを凍結する。物事が進まない。

94 河水冻结了 héshuǐ dòngjié le 川が凍った。
95 冻结存款 dòngjié cúnkuǎn 預金を凍結する。
96 结冻 jiédòng 凍る。凍りつく。
97 食用油结冻了 shíyòng yóu jiédòng le 食用油が凍りついた。
98 上冻 shàngdòng 凍る。凍りつく。
99 路面上冻 lùmiàn shàngdòng 路面が凍結する。
100 地上了冻了 dì shàng le dòng le 地面が凍り付いた。
101 结冰 jiébīng 氷がはる。
102 池水结冰 chíshuǐ jiébīng 池の水に氷がはる。
103 冻冰 dòngbīng 氷がはる。
104 河上冻冰了 héshàng dòngbīng le 川の上に氷がはった。
105 封冻 fēngdòng 河川や地面が凍結する。
106 河封冻 hé fēngdòng 川が凍る。
107 凝冻 níngdòng 凝結する。凝り固まる。凍結する。
108 河水凝冻 héshuǐ níngdòng 川の水が凍結する。
109 冰冻 bīngdòng 氷結する。冷凍する。
110 把活⻥冰冻 bǎ huóyú bīngdòng 生きたままの魚を冷凍する。
111 冰冻食品 bīngdòng shípǐn 冷凍食品。
112 冷冻 léngdòng 冷凍する。
113 把人冷冻保存 bǎ rén lěngdòng bǎocún 人を冷凍保存する。
114 冷冻食品 lěngdòng shípǐn 冷凍食品。
115 化 huà 氷などがとける。変える。変わる。
116 冰化了 bīng huà le 氷がとけた。
117 冰块化了 bīngkuài huà le 氷のかたまりがとけた。
118 雪化了 xuě huà le 雪がとけた。
119 冰淇淋化了 bīngqílín huà le アイスクリームがとけた。
120 表面的冰层已经化了 biǎomiàn de bīng céng yǐjīng huà le 表面の氷の層はもうとけた。
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121 溶 róng 溶ける。
122 盐溶于水 yán róng yú shuǐ 塩は水に溶ける。
123 熔化 rónghuà 溶解する。融解する。
124 把铁熔化 bǎ tiě rónghuà 鉄を溶かす。
125 熔融 róngróng 溶解する。融解する。
126 熔融的金属 róngróng de jīnshǔ 溶解した金属。
127 溶化 rónghuà 溶解する。氷や雪などが解けて水になる。
128 固体溶化成液体 gùtǐ rónghuà chéng yètǐ 個体が溶けて液体になる。
129 巧克力溶化了 qiǎokèlì rónghuà le チョコレートが溶けた。
130 融化 rónghuà 氷や雪などが解けて水になる。
131 湖上的冰融化了 húshàng de bīng rónghuà le 湖の氷は解けた。
132 巧克力融化了 qiǎokèlì rónghuà le チョコレートが溶けた。
133 溶解 róngjiě 溶解する。
134 溶解于水 róngjiě yú shuǐ 水にとける。
135 融解 róngjiě 雪や氷が解ける。
136 积雪融解了 jīxuě róngjiě le 積雪が解けた。
137 消融 xiāoróng 雪や氷が解ける。
138 消溶 xiāoróng 雪や氷が解ける。
139 冰雪消融了 bīngxuě xiāoróng le 氷雪がとけた。
140 解冻 jiědòng 氷がとける。関係が回復する。資金凍結を解除する。
141 湖面解冻 húmiàn jiědòng 湖面の氷がとける。
142 用微波炉解冻 yòng wéibōlú jiědòng レンジで解凍する。
143 两国关系解冻 liǎng guó guānxì jiědòng 両国関係が回復する。
144 化冻 huàdòng 凍っていたものをとかす。
145 大虾化冻 dàxiā huàdòng クルマエビを解凍する。
146 固体化 gùtǐhuà 固体化する。
147 很多液体都有固体化现象 hěn duō yètǐ dōu yǒu gùtǐhuà xiànxiàng 多くの液体が固体化現象を有する。
148 液化 yèhuà 液化する。
149 固体液化 gùtǐ yèhuà 個体が液化する。
150 汽化 qìhuà 気化する。
151 酒精汽化了 jiǔjīng qìhuà le アルコールが蒸発した。
152 气化 qìhuà ガス化する。
153 煤之气化 méi zhī qìhuà 石炭のガス化。
154 静止 jìngzhǐ 静止する。
155 画面静止不动 huàmiàn jìngzhǐ bù dòng 画面が固まって動かない。
156 死机 sǐjī フリーズする。システムダウンする。
157 电脑死机了 diànnǎo sǐjī le コンピュータが固まった。
158 当机 dàngjī フリーズする。システムダウンする。
159 服务器当机了 fúwùqì dāngjī le サーバーが落ちた。
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