
No 中国語 ピンイン 日本語

1 拧 níng しぼる。よる。つねる。
2 拧抹布 níng mābù ぞうきんをしぼる。ふきんをしぼる。
3 拧出 níngchū しぼり出す。
4 拧出水 níngchū shuǐ 水をしぼり出す。
5 榨 zhà 物を締め付けて汁をしぼる。汁をしぼり取る道具。
6 榨汁儿 zhà zhīr 汁をしぼる。
7 榨取 zhàqǔ しぼり取る。搾取(さくしゅ)する。
8 榨取汁液 zhàqǔ zhīyè 汁をしぼり取る。
9 榨取百姓财物 zhàqǔ bǎixìng cáiwù 庶⺠の財物を搾取(さくしゅ)する。
10 榨出 zhàchū しぼり出す。
11 榨出汁液 zhàchū zhīyè 汁をしぼり出す。
12 压搾 yāzhà 圧搾(あっさく)する。強くおしつけてしぼる。
13 压搾机 yāzhàjī 圧搾(あっさく)器。
14 压榨水果 yāzhà shuǐguǒ 果物を圧搾(あっさく)する。
15 压搾⼈⺠⾎汗 yāzhà rénmín xiěhàn ⼈⺠の⾎と汗を搾取(さくしゅ)する。
16 挤 jǐ 圧力をかけて、しぼり出す。ぎっしりだ。まわりの⼈や物を押しのけること。

17 挤牛奶 jǐ niúnǎi 牛乳を搾る。
18 挤出 jǐchū しぼり出す。
19 挤出牙膏 jǐchū yágāo ⻭磨き粉をしぼり出す。
20 挤出牛奶 jǐchū niúnǎi 牛乳をしぼり出す。
21 挤出时间 jǐchū shíjiān 時間をひねり出す。
22 捋 lǚ 手でなでつける。しごく。考えを整理することのたとえ。
23 捋牛奶 lǚ niúnǎi 牛乳を搾る。
24 绞 jiǎo 絞る。何本かのひもをより合わせる。からみ合う。滑車などを使って動かす。

25 把毛巾绞干 bǎ máojīn jiǎo gān タオルを絞って水気をきる。
26 绞脑汁 jiǎo nǎozhī 知恵を絞って考える。
27 绞尽 jiǎojìn ありったけ絞る。
28 绞尽脑汁 jiǎojìn nǎozhī ありったけの知恵を絞る。
29 开动 kāidòng 頭を働かせる。機械などを動かす。軍隊が移動する。
30 开动脑筋 kāidòng nǎojīn 頭を働かせる。知恵を絞る。
31 想方设法 xiǎng fāng shè fǎ さまざまな方策を講じる。知恵を絞る。
32 想方设法解决问题 xiǎngfāngshèfǎ jiějué wèntí 知恵を絞って問題を解決する。なんとか問題を解決する。
33 搜索枯肠 sōu suǒ kū cháng 詩文などを作るために知恵を絞る。
34 搜索枯肠写文章 sōusuǒkūcháng xiě wénzhāng 文章をひねり出す。
35 努力 nǔlì 努める。努力する。
36 努力地想出主意 nǔlì de xiǎng chū zhǔyì 努力してアイデアを出す。考えをひねり出す。
37 减少 jiǎnshǎo 減らす。減少する。
38 减少⼈员 jiǎnshǎo rényuán ⼈員を減らす。⼈員をしぼる。
39 缩小 suōxiǎo 縮小する。
40 缩小光圈 suōxiǎo guāngquān カメラのしぼりを絞る。
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41 缩减 suōjiǎn 縮減する。切りつめる。
42 缩减⼈员 suōjiǎn rényuán ⼈員を切りつめる。⼈員をしぼる。
43 缩减开支 suōjiǎn kāizhī 支出を切り詰める。
44 缩减到三个 suōjiǎn dào sān ge 三つに減らす。三つに絞る。
45 集中 jízhōng 集める。集中する。まとまっている。
46 集中意⻅ jízhōng yìjiàn 意見をまとめる。
47 集中到一点 jízhōng dào yīdiǎn 一点に集中する。一点に絞る。
48 限定 xiàndìng 限定する。
49 限定一百名 xiàndìng yī bǎi míng １００名に限定する。
50 限定范围 xiàndìng fànwéi 範囲を限る。
51 限定时间 xiàndìng shíjiān 時間を限る。
52 限定年龄 xiàndìng niánlíng 年齢を制限する。
53 限制 xiànzhì 制限する。範囲を定める。規定の範囲。制限。
54 限制字数 xiànzhì zìshù 字数を制限する。
55 限制⼈数 xiànzhì rénshù ⼈数を制限する。
56 限制言论 xiànzhì yánlùn 言論を制限する。言論統制。
57 年龄限制 niánlíng xiànzhì 年齢制限。
58 降低 jiàngdī 下げる。下がる。
59 降低音量 jiàngdī yīnliàng 音量を下げる。ボリュームを絞る。
60 调小 tiáo xiǎo 調節して小さくする。
61 调小音量 tiáo xiǎo yīnliàng 音量を小さくする。ボリュームを絞る。
62 拼命 pīnmìng 死に物狂いで。必死に。命を投げ出す。命を捨てる。
63 拼命发出声音 pīnmìng fāchū shēngyīn 声を絞り出す。
64 拼命呼救 pīnmìng hūjiù 声を絞って救いを求める。
65 勉强 miǎnqiǎng 無理をしてどうにか。やっと。いやいやながら。無理強いする。間に合わせる。無理がある。

66 勉强发出 miǎnqiáng fāchū しぼり出す。
67 勉强发出叫声 miǎnqiáng fāchū jiào shēng 大声をしぼり出す。
68 尽力 jìnlì 尽力する。力を尽くす。
69 尽力发出 jìnlì fāchū しぼり出す。
70 尽力发出声音 jìnlì fāchū shēngyīn 声を絞り出す。
71 费力 fèilì 骨を折る。苦労する。
72 费力发出 fèilì fāchū しぼり出す。
73 竭力 jiélì 力を尽くして。
74 竭力发出 jiélì fāchū しぼり出す。
75 竭尽 jiéjìn 力を尽くす。
76 竭尽全力 jiéjìn quánlì 全力を尽くす。全力を振り絞る。
77 极力 jílì 力の限りを尽くして。極力。懸命に。
78 极力发出 jílì fāchū しぼり出す。
79 取出 qǔchū 取り出す。
80 取出果汁 qǔchū guǒzhī 果汁を取り出す。
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81 使出 shǐchū 使う。発揮する。
82 使出浑身力气 shǐchū húnshēn lìqì 渾身(こんしん)の力を絞る。
83 想出 xiǎngchū 思いつく。思い出す。
84 想出办法 xiǎngchū bànfǎ 方法を考え出す。策をひねり出す。
85 声嘶力竭 shēng sī lì jié 声がかすれるまで叫ぶ。力の限り叫ぶ。
86 力竭声嘶 lì jié shēng sī 声がかすれるまで叫ぶ。力の限り叫ぶ。
87 声嘶力竭地叫喊 shēngsīlìjié de jiàohǎn 力の限り叫ぶ。
88 剥削 bōxuē 搾取(さくしゅ)する。搾取(さくしゅ)。
89 剥削农⺠ bōxuè nóngmín 農⺠を搾取(さくしゅ)する。農⺠からしぼり取る。
90 勒索 lèsuǒ 金品をおどし取る。ゆする。
91 勒索百姓 lèsuǒ bǎixìng 大衆から金品をゆすり取る。大衆からしぼり取る。
92 讹诈 ézhà 言い掛かりをつけて金品をゆする。おびやかす。
93 讹诈钱财 ézhà qiáncái 金銭をゆする。金銭をしぼり取る。
94 敲诈 qiāozhà 金品をゆすり取る。
95 敲诈钱财 qiāozhà qiáncái 金銭をゆする。金銭をしぼり取る。
96 绑 bǎng ひも、縄などでしばる。くくる。拉致(らち)する。精神的にしばる。縄。

97 用橡皮筋绑住 yòng xiàngpíjīn bǎngzhù 輪ゴムで絞り止める。
98 勒紧 lēijǐn 強く締める。
99 勒紧钱包 lēijǐn qiánbāo 財布のひもを締める。
100 封口 fēngkǒu とじ口をしっかりふさぐ。言ったら最後、二度と変えない。傷口がふさがる。

101 封口儿 fēngkǒur とじ口をしっかりふさぐ。言ったら最後、二度と変えない。傷口がふさがる。

102 袋子封口 dàizi fēngkǒu 袋を閉じる。
103 封口袋子 fēngkǒu dàizi 口が閉じる袋。密封パック。
104 节流 jiéliú 支出を切り詰める。絞り弁。スロットル。
105 开源节流 kāiyuán jiéliú 収入の道を開き、支出を切り詰める。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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