
No 中国語 ピンイン 日本語

1 拿 ná 手に持つ。自分の側に取る。もらう。捕える。掌握する。難癖をつけ人を困らせる。金などを出す。

2 男子拿着一根棍子在手 nánzǐ ná zhe yī gēn gùnzi zài shǒu 男は手に一本の棒を持っている。
3 带 dài 身につける。携帯する。おび。ついでにする。含む。引き連れる。

4 她带着雨伞 tā dài zhe yǔsǎn 彼女は傘を携帯して持っている。
5 带有 dàiyǒu 〜を帯びている。〜を持っている。
6 带有红色的生物 dàiyǒu hóngsè de shēngwù 赤い色を帯びた生物。
7 客房带有露天温泉 kèfáng dàiyǒu lùtiān wēnquán 客室には露天温泉が備わっている。
8 携带 xiédài ものを携える。人を引き連れる。後進を引き立てる。
9 随身携带 suíshēn xiédài 身に付けて持つ。
10 携带身份证 xiédài shēnfènzhèng 身分証を携行する。
11 携带式折叠桌子 xiédàishì zhédié zhuōzi 携帯式折りたたみテーブル。
12 便携 biànxié ポータブル。簡便。
13 便携电⻛扇 biànxié diànfēngshàn ポータブル扇風機。
14 提 tí 手に提げる。引き上げる。予定した時間を繰り上げる。提起する。取り出す。

15 手里提着一个纸袋 shǒu lǐ tí zhe yī ge zhǐdài 手に紙袋を一つ提げる。
16 持 chí 持つ。握る。
17 持笔 chíbǐ 筆を持つ。
18 持枪 chíqiāng 銃を持つ。控え銃(つつ)にする。
19 手持一把菜刀 shǒu chí yī bǎ càidāo 一本の包丁を手にする。
20 持有 chíyǒu 持つ。所有する。
21 持有护照 chíyǒu hùzhào パスポートを所持する。
22 持有枪支 chíyǒu qiāngzhī 銃を所持する。
23 持有信念 chíyǒu xìnniàn 信念を持つ。
24 持有驾照 chíyǒu jiàzhào 車の免許を持つ。
25 核持有国 héchíyǒuguó 核保有国。
26 特有 tèyǒu 独自に持っている。
27 日本人特有的一种行为 Rìběnrén tèyǒu de yī zhǒng xíngwéi 日本人特有の一つの行為。
28 把 bǎ ハンドル、ピストル、手すりなどをつかむ。にぎる。掌握する。独り占めする。守る。近づく。

29 把住扶手 bǎ zhù fúshǒu 手すりにつかまる。
30 把握 bǎwò 手でしっかりとつかむ。抽象的なものをつかむ。成功への可能性や自信。

31 把握方向盘 bǎwò fāngxiàngpán ハンドルを握る。
32 把握时机 bǎwò shíjī 機を見る。チャンスをつかむ。
33 抓 zhuā つかむ。捕まえる。かく。力を入れる。
34 抓住扶手 zhuā zhù fúshǒu 手すりにつかまる。
35 端 duān 両手で物を水平にささげ持つ。
36 端盘子 duān pánzi お皿をさしだす。給仕をする。
37 捧 pěng 両手でささげ持つ。すくう。人を持ち上げる。おだてる。
38 捧着酒杯 pěng zhe jiǔbēi 酒を注ぐ器をささげ持つ。
39 托 tuō 手のひらや台などに物を載せて支える。引き立てる。受け台。受け皿。託す。頼む。

40 一只手托着盘子 yī zhī shǒu tuō zhe pánzi 片手に皿を載せている。
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41 操 cāo 持つ。手ににぎる。
42 操刀 cāodāo 手に刀を持つ。仕事を仕切る。
43 操戈 cāogē 武器を執る。敵対する。
44 秉 bǐng 手に持つ。握る。掌握する。主管する。
45 秉笔 bǐng bǐ 筆をとる。
46 搦 nuò 持つ。握る。挑む。
47 搦笔 nuò bǐ 筆をとる。
48 执笔 zhíbǐ 執筆する。筆をとる。
49 人手一册 rén shǒu yī cè だれもが１冊手にしている。書物が非常に多くの人に読まれている。

50 有 yǒu 持っている。ある。いる。〜になる。ある〜。
51 他有两个孩子 tā yǒu liǎng ge háizi 彼は二人の子供を持っている。彼には二人の子供がいる。
52 我有一辆汽⻋ wǒ yǒu yī liàng qìchē 私は車を１台持っている。
53 拥有 yōngyǒu 資源、設備、資産などを擁している。持っている。
54 拥有丰富的资源 yǒngyǒu fēngfù de zīyuán 豊富な資源を持っている。
55 他拥有一个唯物主义世界观 tā yǒngyǒu yī ge wéiwù zhǔyì shìjièguān 彼は唯物主義的な世界観を持っている。
56 所有 suǒyǒu 所有する。所有するもの。あらゆる。
57 所有物 suǒyǒuwù 所有物。
58 所有权 suǒyǒuquán 所有権。
59 共同所有 gòngtóng suǒyǒu 共有する。
60 非法所有手枪 fēifǎ suǒyǒu shǒuqiāng 拳銃の不法所持。
61 产权 chǎnquán 所有権。
62 共有 gòngyǒu 共有の。共有する。共有権。全部で〜ある。
63 财产归为共有 cáichǎn guīwéi gòngyǒu 財産を共有のものとする。
64 公有 gōngyǒu 公用の。
65 公有财产 gōngyǒu cáichǎn 公用財産。
66 具有 jùyǒu 抽象的な事物を備えている。持っている。
67 具有天赋 jùyǒu tiānfù 天賦(てんぷ)の才を持っている。
68 据有 jùyǒu 占拠する。占有する。
69 他据有扬州六郡 tā jùyǒu yángzhōu liù jùn 彼は揚州の６つの郡を占拠する。
70 领有 lǐngyǒu 人口を擁する。土地を領有する。
71 领有常住人口近两千五百万 lǐngyǒu chángzhù rénkǒu jìn liǎngqiān wǔbǎi wàn 常住する人口は２５００万人近くを擁する。
72 含有 hányǒu 含む。中に含んでいる。
73 含有丰富的维生素C hányǒu fēngfù de wéishēngsù C 豊富なビタミンCを含む。
74 包含 bāohán 含んでいる。
75 包含着很深的意思 bāohán zhe hěn shēn de yìsi 深い意味あいを含んでいる。
76 包蕴 bāoyùn 考え、道理、感情などを含む。
77 包孕 bāoyùn 考え、道理、感情などを含む。
78 包蕴着一个国家的精神 bāoyùn zhe yī ge guójiā de jīngshén ひとつの国家としての精神が含まれています。
79 抱 bào 抱く。抱える。子や孫が初めてできる。もらい子をする。一つにまとまる。

80 抱着 bào zhe 抱いている。抱えている。
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81 抱着玩偶 bào zhe wán'ǒu おもちゃの人形を抱く。ぬいぐるみを抱えている。
82 抱着很大的期待 bào zhe hěn dà de qídài 大きな期待を抱く。
83 抱有 bàoyǒu ある感情や考えを心の中に持つ。抱く。
84 抱有希望 bàoyǒu xīwàng 希望を持つ。
85 怀 huái 心に持つ。抱く。胸。ふところ。妊娠する。
86 怀着 huái zhe 抱いている。
87 怀疑 huáiyí 疑う。疑いを持つ。疑い。推測する。想定する。
88 坏很 huáihèn 恨みを抱く。根に持つ。
89 怀着敌意 huái zhe díyì 敵意を抱く。
90 怀有 huáiyǒu ある感情や考えを心の中に持つ。抱く。
91 怀有偏⻅ huáiyǒu piānjiàn 偏見を持つ。
92 怀抱 huáibào 心に抱(いだ)く。ふところに抱(だ)く。胸。ふところ。抱負。胸の内。

93 怀抱理想 huáibào lǐxiǎng 理想を抱(いだ)く。
94 怀抱婴儿 huáibào yīng'ér 赤ん坊を抱(だ)く。
95 安 ān よくない考えを心に抱く。落ち着いている。安心していられる。あるべき場所に置く。冠する。

96 他安的什么心? tā ān de shénme xīn 彼は何をたくらんでいるのだ。
97 担任 dānrèn 仕事や職務を担当する。受け持つ。
98 担任二年级的英语 dānrèn èr niánjí de yīngyǔ ２年生の英語を受け持つ。
99 负责 fùzé 責任を負う。責任感の強い。
100 附则 fùzé 付則。
101 负责销售工作 fùzé xiāoshòu gōngzuò 販売の仕事を受け持つ。
102 掌管 zhǎngguǎn 主管する。管掌する。
103 掌管家庭生计 zhǎngguǎn jiātíng shēngjì 家庭の生計を切り盛りする。
104 独占 dúzhàn 独占する。
105 独占市场 dúzhàn shìchǎng 市場を独占する。
106 独占利益 dúzhàn lìyì 利益を独占する。
107 独霸 dúbà 独占する。制覇する。
108 独霸市场 dúbà shìchǎng 市場を独占する。
109 独霸各种奖赏 dúbà gè zhǒng jiǎngshǎng 各種の賞を独占する。
110 垄断 lǒngduàn 独占する。
111 垄断市场 lǒngduàn shìchǎng 市場を独占する。独占市場。
112 垄断价格 lǒngduàn jiàgé 独占価格。
113 独家 dújiā 唯一一軒の。一社単独の。唯一一軒。一社単独。
114 独家采访 dújiā cǎifǎng 独占インタビュー。
115 独家赞助 dújiā zànzhù 単独スポンサー。
116 专访 zhuānfǎng 単独インタビューする。特定テーマのインタビューをする。インタビュー様式の記事や文章。

117 专营 zhuānyíng 特定の商品を専門に扱う。独占的に取り扱う。
118 专营企业 zhuānyíng qǐyè 独占企業。
119 独吞 dútūn 利益を独り占めする。
120 独吞财宝 dútūn cáibǎo 財宝を独り占めする。
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121 吃独食 chī dúshí 一人占めにする。利益を独占する。
122 别吃独食 bié chīdúshí 一人占めするな。
123 占 zhàn 占める。力ずくで自分のものにする。
124 强占 qiángzhàn 暴力で占拠する。強奪する。
125 多吃多占 duō chī duō zhàn 分け前以上にむさぼり取る。分不相応に欲張る。
126 占多数 zhàn duōshù 多数を占める。
127 占有 zhànyǒu 占める。地位にある。掌握している。保有する。
128 非法占有 fēifǎ zhànyǒu 不法占有。 
129 一个人占有 yī ge rén zhànyǒu 独り占めする。
130 占有土地 zhànyòng tǔdì 土地を占有する。
131 占有重要地位 zhànyòng zhòngyào dìwèi 需要な地位を占める。
132 占领 zhànlǐng 占領する。
133 占领市场 zhànlǐng shìchǎng 市場を占有する。
134 占领别国领土 zhànlǐng biéguó lǐngtǔ 他国の領土を占領する。
135 霸占 bàzhàn 権勢ずくで自分のものにする。
136 独自霸占 dúzì bàzhàn 独り占めする。
137 霸占别国领土 bàzhàn biéguó lǐngtǔ 他国の領土を占領する。
138 抢占 qiǎngzhàn 先を争って占拠する。違法に占有する。
139 抢占地盘 qiǎngzhàn dìpán 縄張りを争って占拠する。
140 抢占公物 qiǎngzhàn gōngwù 公共物を違法に占有する。
141 占据 zhànjù 占拠する。占有する。
142 战具 zhànjù 武器。
143 非法占据 fēifǎ zhànjù 不法占拠する。
144 占据公路 zhànjù gōnglù 自動車道路を占拠する。
145 盘踞 pánjù 不法占拠する。占領する。
146 盘据 pánjù 不法占拠する。占領する。
147 黑恶势力盘踞当地十余年 hēi'è shìlì pánjù dāngdì shí yú nián 悪質な勢力がその土地を１０年余り占拠する。
148 据为己有 jù wéi jǐ yǒu 他者のものを自分のものにしてしまう。
149 把办公室的东⻄据为己有 bǎ bàngōngshì de dōngxi jù wéi jǐ yǒu 事務室のものを自分のものにしてしまう。
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