
No 中国語 ピンイン 日本語

1 作势 zuòshì ポーズをとる。素振りを見せる。
2 坐视 zuòshì 座視する。手をこまねいて見ている。
3 做事 zuòshì 事に当たる。仕事をこなす。勤める。担当する。
4 装腔作势 zhuāng qiāng zuò shì もったいぶった態度をとる。虚勢を張る。
5 作势要打 zuòshì yào dǎ なぐる素振りをする。
6 作势要亲吻 zuòshì yào qīnwěn キスするポーズをとる。
7 虚张声势 xū zhāng shēng shì 虚勢を張る。
8 姿势 zīshì 姿勢。
9 摆姿势 bǎi zīshì ポーズをつける。ポーズをとる。ポーズを作る。
10 摆好姿势 bǎihǎo zīshì ポーズをつける。ポーズをとる。ポーズを作る。
11 姿势好 zīshì hǎo 姿勢がよい。
12 姿势端正 zīshì duānzhèng 姿勢がよい。
13 端正姿势 duānzhèng zīshì 姿勢を正す。
14 直立的姿势 zhílì de zīshì 直立の姿勢。
15 立正的姿势 lìzhèng de zīshì 直立不動の姿勢。気をつけの姿勢。
16 舒服的姿势 shūfu de zīshì 楽な姿勢。
17 稍息的姿势 shàoxī de zīshì 休めの姿勢。
18 做立正的姿势 zuò lìzhèng de zīshì 気をつけの姿勢をとる。
19 作出稍息的姿势 zuòchū shàoxī de zīshì 休めの姿勢をとる。
20 态度 tàidù 態度。しぐさ。事に対する見方。取り組み方。
21 积极的态度 jījí de tàidù 前向きの姿勢。
22 姿态 zītài 姿態。姿。態度。姿勢。
23 低姿态 dīzītài 低姿勢。
24 故作姿态 gùzuò zītài わざとがましい。わざとらしいポーズをとる。
25 政治的姿态 zhèngzhì de zītài 政治的ジェスチャー。政治的なポーズ。
26 向前的姿态 xiàng qián de zītài 前向きな姿勢。
27 做出淫荡的姿态 zuò chū yíndàng de zītài みだらなポーズをする。
28 作态 zuòtài わざとある態度や表情を見せる。
29 惺惺作态 xīng xīng zuò tài もっともらしくふるまう。心にもない態度を取る。猫をかぶる。

30 忸怩作态 niǔ ní zuò tài わざと恥ずかしそうにしなを作る。
31 扭捏作态 niǔnie zuòtài わざともじもじする。
32 装模做样 zhuāng mú zuò yàng もったいぶって見せる。気どってきざな態度をとる。
33 装模做样的表情 zhuāngmúzuòyàng de biǎoqíng 思わせぶりな表情。
34 装模做样地走路 zhuāngmúzuòyàng de zǒulù 気取って歩く。
35 样子 yàngzi 形状。格好。人の表情。ようす。見本。手本。情勢。なりゆき。

36 摆样子 bǎi yàngzi うわべをとりつくろう。格好をつける。
37 摆出不想吃的样子 bǎi chū bùxiǎng chī de yàngzi 食べたくない様子を見せる。
38 装样子 zhuāng yàngzi 体裁(ていさい)を飾る。もったいぶる。気取る。
39 那只是装装样子罢了 nà zhǐshì zhuāng zhuāng yàngzi bàle あれはポーズだけだよ。
40 作出赞同的样子 zuòchū zàntóng de yàngzi 賛同するポーズをとる。
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41 做出滑稽的样子 zuòchū huájī de yàngzi 滑稽(こっけい)なポーズをする。
42 装作听不懂的样子 zhuāng zuò tīngbudǒng de yàngzi 聞いて理解できないふりをする。
43 假装 jiǎzhuāng ふりをする。
44 假装睡着 jiǎzhuāng shuì zhe 眠っているふりをする。
45 伪装 wěizhuāng 偽装する。カムフラージュする。ふりをする。偽装。ふり。
46 伪装好人 wěizhuāng hǎorén 善人を装う。
47 伪装工作 wèizhuāng gōngzuò 偽装工作。
48 架势 jiàshi 姿勢。格好。ようす。
49 架式 jiàshi 姿勢。格好。ようす。
50 摆架势 bǎi jiàshi 姿勢をかまえる。
51 摆架式 bǎi jiàshi 姿勢をかまえる。
52 摆出作战的架势 bǎi chū zuòzhàn de jiàshi 戦うかまえをとる。
53 架子 jiàzi 棚。わく。骨組み。姿勢。格好。ようす。尊大な態度。
54 拿架子 ná jiàzi 偉そうにする。お高くとまる。
55 摆架子 bǎi jiàzi 偉そうにする。お高くとまる。
56 别摆学者架子 bié bǎi xuézhě jiàzi 学者ぶるな。
57 体态 tǐtài 姿勢。体つき。
58 体态语 tǐtàiyǔ ボディーランゲージ。
59 体态丰盈 tǐtài fēngyíng 体の肉付きがよい。体つきがふくよかである。
60 体位 tǐwèi 体位。姿勢。
61 性交体位 xìngjiāo tǐwèi 性交体位。
62 相 xiàng 姿。ありさま。鑑定する。写真。
63 相儿 xiàngr 姿。ありさま。
64 睡相 shuìxiàng 寝相(ねぞう)。
65 睡相不好 shuìxiāng bù hǎo 寝相(ねぞう)が悪い。
66 式子 shìzi 姿勢。型。数学や物理の式。
67 武术式子 wǔshù shìzi 武術の型。
68 太极拳的式子 tàijíquán de shìzi 太極拳の型。
69 动作 dòngzuò 動作。行動する。
70 武术动作 wǔshù dòngzuò 武術の動作。
71 庆祝动作 qìngzhù dòngzuò 祝いの動作。ガッツポーズ。
72 振臂 zhènbì 腕を振り上げる。奮い立つ。
73 振臂表示胜利 zhènbì biǎoshì shènglì 勝利を表し、腕を振り上げる。ガッツポーズ。
74 振臂高呼 zhènbì gāohū 腕を振り上げ大声で叫ぶ。
75 挥拳 huīquán こぶしを振り上げる。
76 振臂挥拳 zhènbì huīquán 腕を振り上げこぶしをつきあげる。ガッツポーズ。
77 举臂 jǔ bì 腕を挙げる。
78 挥拳举臂 huīquán jǔ bì こぶしを振り上げる。
79 握拳 wòquán こぶしを握る。
80 握拳庆祝的动作 wòquán qìngzhù de dòngzuò こぶしを握る祝いの動作。ガッツポーズ。
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81 手势 shǒushì 手振り。
82 打手势 dǎ shǒushì 手ぶりをする。
83 比手势 bǐ shǒushì 手ぶりをする。
84 用力的手势 yònglì de shǒushì 力強いジェスチャー。
85 他用力的比出一个胜利的手势 tā yònglì de bǐchū yī ge shènglì de shǒushì 彼は力を込めて勝利のジェスチャーをする。
86 V字手势 V zì shǒushì ピースサイン。Vサイン。
87 胜利手势 shènglì shǒushì ピースサイン。Vサイン。
88 比出V字手势 bǐ chū V zì shǒushì ピースサインをする。Vサインをする。
89 摆出V字手势 bǎi chū V zì shǒushì ピースサインをする。Vサインをする。
90 拍照时摆V字手势 pāizhào shí bǎi V zì shǒushì 写真を撮る時にVサインをする。
91 仰 yǎng 顔を上に向ける。仰ぐ。
92 仰面 yǎngmiàn 上を向く。あおむけになる。ふり仰ぐ。
93 仰卧 yǎngwò あおむけに寝る。
94 脸朝上平卧 liǎn cháo shàng píng wò 顔を上に向けて横たわる。あおむけに寝る。
95 昂首 ángshǒu 頭をもたげる。
96 仰八叉 yǎngbachā のけぞって倒れた姿勢。あおむけになる。
97 仰巴叉 yǎngbachā のけぞって倒れた姿勢。あおむけになる。
98 仰八脚儿 yǎngbajiǎor のけぞって倒れた姿勢。あおむけになる。
99 俯首 fǔshǒu うつむく。うなだれる。おとなしく従う。
100 低头 dītóu 頭を下げる。うなだれる。屈服する。
101 俯卧 fǔwò 腹ばいになる。うつ伏せになる。
102 俯卧位 fǔwò wèi 腹ばいの位置。うつ伏せの位置。
103 半俯卧位 bàn fǔwò wèi 半腹臥位(はんふくがい)。
104 側臥位 cèwò wèi 横向き寝の位置。
105 脸朝下趴着 liǎn cháo xià pā zhe 顔を下に向け伏せている。うつ伏す。
106 脸部朝下趴着 liǎnbù cháo xià pā zhe 顔を下に向け伏せている。うつ伏す。
107 向前弯着身子 xiàng qián wān zhe shēnzi 前にむかって体を曲げる。前かがみ。
108 站立 zhànlì 立つ。
109 站立不动 zhànlì bù dòng 直立不動。
110 站立的姿势 zhànlì de zīshì 立ち姿。
111 前屈 qiánqū 前屈。
112 前屈运动 qiánqū yùndòng 前屈運動。
113 躺 tǎng 体を横にする。寝ころがる。物体が横たわる。
114 躺下 tǎngxià 横になる。
115 坐 zuò 座る。乗り物に乗る。建物がある方向を背にする。建物が傾く。火にかける。

116 坐下 zuòxià 座る。腰を下ろす。
117 随便坐 suíbiàn zuò 楽に座る。
118 端正坐 duānzhèng zuò きちんと座る。正座。
119 盘腿 pántuǐ あぐらをかく。
120 盘腿坐 pántuǐ zuò あぐらをかく。
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121 盘腿而坐 pántuǐ ér zuò あぐらをかく。
122 盘坐 pánzuò あぐらをかく。
123 交叉腿 jiāochā tuǐ 足を交差する。足を組む。
124 二郎腿 èrlángtuǐ いすに腰を下ろして足を組む姿勢。
125 跷二郎腿 qiāo èrlángtuǐ 足を組む。
126 翘二郎腿 qiào èrlángtuǐ 足を組む。
127 抱膝盖 bào xīgài ひざを抱える。
128 抱膝坐 bàoxī zuò ひざを抱えて座る。
129 跪 guì ひざまずく。
130 跪下 guìxià ひざまずく。
131 蹲 dūn しゃがみこむ。仕事をしないで、家でぶらぶらする。
132 蹲下 dūnxià しゃがみこむ。
133 爬 pá はう。四つん這い。物をつかんでよじ上る。
134 爬在地上 pá zài dìshàng 地べたに四つん這いになる。
135 爬行 páxíng はう。四つん這い。のろのろ動く。
136 贴地面爬行 tiē dìmiàn páxíng 地面を這う。
137 匍匐 púfú はう。はって進む。四つん這い。腹ばいになる。地面にくっつく。

138 成匍匐状 chéng púfú zhuàng 腹ばいになる。四つん這いになる。
139 匍匐状前进 púfú zhuàng qiánjìn 匍匐(ほふく)前進する。
140 五体投地地谢罪 wǔtǐtóudì de xièzuì 五体投地の謝罪。土下座。
141 罗锅 luóguō ねこ背だ。ねこ背の人。アーチ形の。
142 罗锅儿 luóguōr ねこ背だ。ねこ背の人。
143 驼背 tuóbèi 背中が隆起している。背中が隆起している人。
144 鸡胸 jīxiōng 鳩胸(はとむね)。ニワトリの胸。
145 歪脑袋 wāi nǎodai 首をかしげる。
146 缩脖子 suō bózi 首をすくめる。
147 耸肩膀 sǒng jiānbǎng 肩をすくめる。
148 身板 shēnbǎn 体。体格。
149 身板儿 shēnbǎnr 体。体格。
150 身板太直了 shēnbǎn tài zhí le 体がとても真っすぐしている。
151 身体 shēntǐ 体。体格。
152 挺直身体 tǐngzhí shēntǐ 体をまっすぐにする。姿勢を正す。
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