
No 中国語 ピンイン 日本語

1 积 jī 積み重なる。
2 雪积起来了 xuě jī qǐlai le 雪が積もった。
3 积满 jīmǎn 積もる。溜まる。
4 积满着灰尘 jīmǎn zhe huīchén ほこりが溜まる。
5 积累 jīlěi 蓄積する。積み重ねる。蓄積。
6 积累成果 jīlěi chéngguǒ 成果を積み重ねる。実績を積み重ねる。
7 积累经验 jīlěi jīngyàn 経験を積み重ねる。
8 累积 lěijī 累積する。積み重ねる。
9 累积赤字 lěijī chìzì 累積赤字。
10 债务累积 zhàiwù lěijī 債務が累積する。
11 累积积分 lěijī jīfēn ポイントを貯める。
12 积聚 jījù 一ヶ所に寄せ集める。
13 积聚愤怒 jījù fènnù 怒りを蓄積する。
14 积聚实力 jījù shílì 実力を蓄える。
15 积攒 jīzǎn 少しずつ寄せ集める。
16 积攒余力 jīzǎn yúlì 余力をたくわえる。
17 积攒旅费 jīzǎn lǚfèi 旅費の積み立てをする。
18 积蓄 jīxù 蓄える。貯金。
19 积蓄力量 jīxù lìliàng 力を蓄える。
20 蓄积 xùjī ためる。たくわえる。
21 蓄积粮食 xùjī liángshí 穀物を蓄える。
22 积存 jīcún 蓄える。貯める。
23 积存货物 jīcún huòwù 貨物をストックする。
24 积压 jīyā ⻑く滞る。⻑く放置したままにする。
25 积压物资 jīyā wùzī デッドストック。
26 工作积压 gōngzuò jīyā 仕事が溜まる。
27 积欠 jīqiàn 借りをためる。たまった借金。
28 积欠债务 jīqiàn zhàiwù 累積債務。
29 积欠房费 jīqiàn fángfèi 家賃の未払いをため込む。
30 堆 duī 積む。高く積み上げたもの。山。
31 堆儿 duīr 高く積み上げたもの。山。
32 堆水泥块 duī shuǐníkuài コンクリートブロックを積む。
33 土堆儿 tǔduīr 土の山。盛り土。
34 堆完 duīwán 積み終わる。
35 堆好 duīhǎo 積み終わる。
36 堆起来 duīqilai 物を積み上げる。
37 堆上去 duīshangqu 物を積み上げる。
38 堆积 duījī 積み上げる。積み重ねる。
39 堆积物 duījīwù 堆積物(たいせきぶつ)。
40 堆积石块 duījī shíkuài 石垣を積む。
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41 难题堆积如山 nántí duījī rú shān 難問が山積みである。
42 堆集 duījī 積み上げる。積み重ねる。
43 大量物品堆集在一起 dàliàng wùpǐn duījí zài yīqǐ 大量の物がいっしょに積み重なる。
44 堆叠 duīdié 積み重ねる。
45 堆叠书本 duīdié shūběn 書物を積み重ねる。
46 砌 qì レンガや石などを積み上げ、漆喰(しっくい)で固める。
47 砌砖 qì zhuān レンガを積み上げる。
48 堆砌 duīqì レンガなどを積み上げる。美辞麗句を並べる。
49 堆砌砖块 duīqì zhuānkuài レンガを積み上げる。
50 堆砌词藻 duīqì cízǎo 美辞麗句を並べたてる
51 垛 duò きちんと積み上げる。
52 一垛砖 yī duò zhuān ひと積みのレンガ。
53 垒 lěi レンガや石などを積み上げる。築く。野球やソフトボールの塁。

54 把东⻄垒高 bǎ dōngxi lěi gāo モノを高く積み上げる。
55 摞 luò 物を重ねて置く。
56 摞杂志 luò zázhì 雑誌を重ねて置く。
57 把箱子摞起来 bǎ xiāngzi luò qǐlai 箱を積み重ねる。
58 一摞砖 yī luò zhuān ひと積みのレンガ。
59 累计 lěijì 累計する。総計する。累計。総計。
60 累计交通费 lěijì jiāotōngfèi 交通費を累計する。
61 存储 cúnchǔ 蓄える。コンピュータメモリ。
62 存储粮食 cúnchú liángshí 食糧を蓄える。
63 丛集 cóngjí いろいろな物事が一時に集まる。
64 债务丛集 zhàiwù cóngjí 債務が山積する。
65 诸事丛集 zhūshì cóngjí いろいろなことが一時に起こる。
66 积少成多 jī shǎo chéng duō 塵も積もれば山となる。
67 积少成大 jī shǎo chéng dà 塵も積もれば山となる。
68 日积月累 rì jī yuè lěi 一日一日を積み重ねる。⻑い間、一歩一歩積み重ねる。
69 积谷防饥 jī gǔ fáng jī 穀物を蓄えるのは飢饉(ききん)に備えるためである。
70 积谷防荒 jī gǔ fáng huāng 穀物を蓄えるのは飢饉(ききん)に備えるためである。
71 债台高筑 zhàitái gāozhù 借金が積もる。
72 积木 jīmù 積み木。
73 积雪 jīxuě 雪が積もる。積雪。万年雪。
74 积怨 jīyuàn 積もり重なるうらみ。⻑年にわたる恨み。
75 积劳 jīláo ⻑い間の苦労。
76 积习 jīxí ⻑年の悪い習慣やくせ。
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