
No 中国語 ピンイン 日本語

1 要 yào 時間やお⾦がかかる。時間やお⾦がいる。ほしい。求める。〜すべきだ。〜するだろう。

2 走路要一个小时 zǒulù yào yī ge xiǎoshí 徒歩で１時間かかる。
3 坐⻋要三个小时 zuòchē yào sān ge xiǎoshí 車に乗って３時間かかる。
4 要一百块钱 yào yī bǎi kuàiqián １００元要る。
5 需 xū 必要とする。
6 需款甚巨 xū kuǎn shén jù 巨額の⾦が要る。
7 需要 xūyào 必要とする。〜する必要がある。要求。
8 需要两天 xūyào liǎng tiān 二日必要とする。二日かかる。
9 需要五千日元 xūyào wǔqiān rìyuán 五千円必要とする。五千円かかる。
10 需要人手 xūyào rénshǒu 人手を必要とする。人手がかかる。
11 需要很多水 xūyào hěnduō shuǐ たくさんの水を必要とする。
12 工作需要做到九月 gōngzuò xūyào zuò dào jiǔ yuè 仕事は９月までかかる。
13 须要 xūyào 必要とする。〜しなければならない。
14 须要涂饰的时间 xūyào túshì de shíjiān 塗装する時間が必要です。
15 无须 wúxū 〜に及ばない。〜する必要がない。
16 不须 bùxū 〜に及ばない。〜する必要がない。
17 无需 wúxū 〜に及ばない。〜する必要がない。
18 无须乎 wúxūhū 〜に及ばない。〜する必要がない。
19 无需乎 wúxūhū 〜に及ばない。〜する必要がない。
20 无需费用 wúxū fèiyòng 費用がかからない。
21 无须乎那么多 wúxūhū nàme duō そんなに多くかからない。
22 不必 bùbì 〜の必要はない。〜するに及ばない。
23 不必多说 bùbì duō shuō 多言を要しない。多くしゃべる必要はない。
24 消 xiāo 必要とする。消える。消す。
25 只消一个星期 zhǐ xiāo yī ge xīngqí 一週間しかかからない。
26 用 yòng 使う。用いる。必要とする。
27 只用了一天的时间 zhǐ yòng le yī tiān de shíjiān 一日分の時間しかかからない。
28 买书用了五十块钱 mǎi shū yòng le wǔshí kuàiqián 本を買うのに５０元使った。
29 不用 bùyòng 〜する必要がない。〜に及ばない。
30 不用交关税 bùyòng jiāo guānshuì 関税をかける必要がない。関税がかからない。
31 得 děi 時間やお⾦がかかる。要する。〜する必要がある。きっと〜のはずだ。

32 得多少钱? děi duōshǎo qián お⾦はいくらかかりますか。
33 得多⻓时间? děi duō cháng shíjiān どれくらい時間がかかりますか。
34 大概得要几十块钱 dàgài děi yào jǐ shí kuàiqián だいたいにおいて数十元かかる。
35 坐⻋得用两个小时 zuòchē děi yòng liǎng ge xiǎoshí 車に乗って２時間かかる。
36 走到那里得一天的工夫 zǒu dào nàli děi yī tiān de gōngfu そこまで歩くには一日分の時間がかかる。
37 全做完差不多得要三个月 quán zuòwán chàbuduō děi yào sān ge yuè 全てやり終わるにはおおよそ３ヶ月かかります。
38 花 huā 費やす。花。花に似ているもの。模様。色とりどりの。目がかすむ。花火。

39 花时间 huā shíjiān 時間がかかる。
40 这件衣服花四百块钱 zhè jiàn yīfu huā sìbǎi kuàiqián この服に４００元を費やす。
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41 花钱 huāqián お⾦を使う。門や⼾⼝にはる縁起のよい⽂字や図案。
42 乱花钱 luànhuāqián ⾦づかいが荒い。
43 白花钱 báihuāqián 死に⾦を使う。
44 留学要花钱 liúxué yào huāqián 留学はお⾦がかかる。
45 花费 huāfèi 使う。すりへらす。
46 花费 huāfei 費用。
47 花费⾦钱 huāfèi jīnqián ⾦銭を使う。
48 花费时间 huāfèi shíjiān 時間を使う。時間をかける。手間取る。
49 花费精力 huāfèi jīnglì 精力を費やす。
50 花费了一万日元 huāfèi le yī wàn rìyuán 一万円かかった。
51 要不少花费 yào bù shǎo huāfei 少なくない費用がかかる。かなりの費用がかかる。
52 花消 huāxiao 費用を支払う。費用。経費。
53 花销 huāxiao 費用を支払う。費用。経費。
54 花消得二百元 huāxiao děi èrbǎi yuán 出費が200元かかる。
55 费 fèi ついやす。
56 费时间 fèi shíjiān 時間がかかる。
57 费工夫 fèi gōngfu 手間がかかる。
58 费⼝舌 fèi kǒushé 言葉を費やす。
59 费钱 fèiqián ⾦を必要とする。⾦がかかる。
60 上大学很费钱 shàng dàxué hěn fèiqián 大学に行くには⾦がかかる。
61 费事 fèishì 手間がかかる。
62 做菜很费事 zuòcài hěn fèishì 料理は手間がかかる。
63 打发 dǎfa 時間や月日を費やす。派遣する。立ち去らせる。世話をする。支度をする。

64 打发日子 dǎfa rìzi 日々を費やす。
65 付出 fùchū ⾦銭を支出する。支払う。
66 用现⾦付出费用 yòng xiànjīn fùchū fèiyòng 現⾦で費用を支払う。
67 付出心血 fùchū xīnxuè 心血をそそぐ。
68 付出努力 fùchū nǔlì 努力をそそぐ。
69 上税 shàngshuì 税がかかる。税をかける。税を納付する。
70 上税品 shàngshuìpǐn 課税品。
71 上税货 shàngshuìhuò 課税品。
72 固定资产要上税 gùdìng zīchǎn yào shàngshuì 固定資産には税⾦がかかる。
73 课税 kèshuì 課税する。
74 海关说要课税 hǎiguān shuō yào kèshuì 税関は税がかかると言う。
75 征税 zhēngshuì 税を徴収する。
76 征税品 zhēngshuìpǐn 課税品。
77 征税货物 zhēngshuì huòwù 課税品。
78 耗 hào 減らす。減る。
79 耗电量 hàodiànliàng 電力消費量。
80 耗能量 hàonéngliàng エネルギー消費量。
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81 耗费 hàofèi 消耗する。消費する。支出した経費や物。
82 耗费精力 hàofèi jīnglì 精力を消耗する。
83 耗费物力 hàofèi wùlì 物資を費やす。
84 消耗 xiāohào 消耗する。消耗すること。消耗させる。すり減らす。音信。消息。

85 消耗体力 xiāohào tǐlì 体力を消耗する。
86 消磨能量 xiāomó néngliàng エネルギー消費する。
87 消费 xiāofèi 消費する。
88 消费者 xiāofèizhě 消費者。
89 消费石油 xiāofèi shíyóu 石油を消費する。
90 耗损 hàosǔn 消耗する。すりへらす。目減り。ロス。
91 耗损精神 hàosǔn jīngshén 精神をすり減らす。
92 人工耗损大 réngōng hàosǔn dà 労働力のロスが大きい。
93 磨耗 móhào 摩耗する。すり減る。
94 轮胎磨耗 lúntāi móhào タイヤの摩耗。タイヤがすり減る。
95 耗尽 hàojìn 使い果たす。
96 心神耗尽 xīnshén hàojìn 知力体力をすり減らす。
97 耗尽资源 hàojìn zīyuán 資源を使い果たす。
98 浪费 làngfèi むだについやす。
99 浪费时间 làngfèi shíjiān 時間を無駄に費やす。時間の無駄。
100 浪费钱财 làngfèi qiáncái ⾦を浪費する。
101 白费 báifèi むだに使う。
102 白费力气 báifèi lìqì むだに力を使う。むだ骨を折る。
103 白费⾦钱 báifèi jīnqián ⾦銭をむだに使う。
104 代价 dàijià 代価。
105 付出代价 fùchū dàijià 代価を支払う。
106 胜利的代价 shènglì de dàijià 勝利の代価。
107 牺牲 xīshēng 犠牲にする。命をささげる。いけにえ。
108 牺牲性的 xīshēngxìng de 犠牲的。
109 牺牲品 xīshēngpǐn 犠牲。犠牲者。いけにえとなる人や物。
110 牺牲者 xīshēngzhě 犠牲者。いけにえ。
111 牺牲自己 xīshēng zìjǐ 自身を犠牲にする。
112 牺牲休假 xīshēng xiūjià 休暇を犠牲にする。
113 付出很大的牺牲 fùchū hěn dà de xīshēng 多大な犠牲を払う。
114 出现了多数的牺牲者 chūxiàn le duō shǔ de xīshēngzhě 多数の犠牲者が出ました。
115 捐躯 juānqū 目的のため命をなげうつ。
116 为国捐躯 wèi guó juānqū 国のために命を捧げる。
117 舍身 shěshēn 国や人のために自分を犠牲にする。
118 舍身为国 shěshēn wèi guó おのれを捨てて国に尽くす。
119 活供品 huógòngpǐn 捧げ物。いけにえ。犠牲。
120 被害人 bèihàirén 被害者。
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121 被害者 bèihàizhě 被害者。
122 伤亡者 shāngwángzhě 死傷者。犠牲者。
123 受灾者 shòuzāizhě 被災者。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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