
No 中国語 ピンイン 日本語

1 信号 xìnhào 信号。合図。重大事件のきざし。シグナル。
2 打信号 dǎ xìnhào 信号を送る。
3 送信号 sòng xìnhào 信号を送る。
4 送出信号 sòngchū xìnhào 信号を送る。
5 发信号 fā xìnhào 信号を発する。信号を出す。
6 发出信号 fāchū xìnhào 信号を発する。信号を出す。
7 等待信号 děngdài xìnhào 合図を待つ。
8 示警信号 shìjǐng xìnhào 警戒を伝える信号。危険信号。
9 求救信号 qiújiù xìnhào 救いを求める信号。SOS。
10 呼救信号 hūjiù xìnhào 救いを求める信号。SOS。
11 遇险信号 yùxiǎn xìnhào 危険に遭遇したことを伝える信号。SOS。
12 脉冲信号 màichōng xìnhào パルス信号。
13 信号弹 xìnhàodàn 信号弾。
14 信号枪 xìnhàoqiāng 信号弾を発射するピストル。スタート時の号砲を打つピストル。

15 发放信号弹 fāfàng xìnhàodàn 信号弾を発射する。
16 信号旗 xìnhàoqí 合図の旗。
17 电码 diànmǎ 電信符号。電報コード。
18 莫尔斯电码 Mò'ěrsī diànmǎ モールス信号。
19 令 lìng 指示。命令。〜をさせる。
20 发令 fā lìng 号令をかける。
21 下令 xiàlìng 命令を下す。
22 待令 dàimìng 命令を待つ。
23 号令 hàolìng 軍隊で口頭またはラッパで命令を伝える。戦闘時の命令。
24 发号令 fā hàolìng 号令をかける。
25 发布号令 fābù hàolìng 号令を発する。
26 号令全国 hàolìng quánguó 全国に号令する。
27 前进的号令发出了 qiánjìn de hàolìng fāchū le 進めの号令がかかった。
28 发号施令 fā hào shī lìng 命令や指示を出す。
29 老板向员工发号施令 lǎobǎn xiàng yuángōng fāhàoshīlìng 主人が従業員に命令や指示を出す。
30 命令 mìnglìng 命令する。命令。
31 下命令 xià mìnglìng 命令を下す。
32 发布命令 fābù mìnglìng 命令を出す。
33 发出命令 fāchū mìnglìng 指令を発する。
34 口令 kǒulìng 号令。合いことば。
35 喊口令 hǎn kǒulìng 号令をかける。
36 喊出口令 hǎnchū kǒulìng 号令をかける。
37 问口令 wèn kǒulìng 合いことばを尋ねる。
38 对口令 duì kǒulìng 合いことばを合わせる。
39 对证口令 duìzhèng kǒulìng 合いことばを合わせる。
40 随口令开始 suí kǒulìng kāishǐ 号令に付き従い始める。号令とともにスタートする。
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41 讯号 xùnhào 信号。電磁波信号。
42 紧急讯号 jǐnjí xùnhào 緊急信号。
43 暗号 ànhào 暗号。サイン。
44 暗号儿 ànhàor 暗号。サイン。
45 打暗号 dǎ ànhào 合図をする。サインを送る。
46 递暗号 dì ànhào 合図をする。サインを送る。
47 给暗号 gěi ànhào 合図をする。サインを送る。
48 交换暗号 jiāohuàn ànhào サインを交わす。
49 联络暗号 liánluò ànhào 暗号をやりとりする。
50 暗语 ànyǔ 秘密の合言葉。
51 用暗语回答 yòng ànyǔ huídá 合言葉で答える。
52 密码 mìmǎ 暗号コード。パスワード。
53 输入密码 shūrù mìmǎ パスワードを入力する。
54 输进密码 shū jìn mìmǎ パスワードを入力する。
55 破译密码 pòyì mìmǎ 暗号を解読する。
56 暗示 ànshì それとなく示す。暗示する。暗示。
57 用眼睛暗示 yòng yǎnjing ànshì 目でそれとなく示す。
58 用表情暗示 yòng biǎoqíng ànshì 顔や態度でそれとなく示す。
59 暗示其内容 ànshì qí nèiróng その内容をほのめかす。その内容を暗示する。
60 暗示言外之意 ànshì yánwàizhīyì 言外にほのめかす。
61 给予暗示 jǐyǔ ànshì 暗示を与える。ヒントを与える。
62 眼色 yǎnsè 目くばせ。目の色。機を見て行動する能力。
63 递眼色 dì yǎnsè 目くばせする。目で合図する。
64 使眼色 shǐ yǎnsè 目くばせする。目で合図する。
65 那两个人互相使眼色 nà liǎng ge rén hùxiāng shǐ yǎnsè あの二人は互いに目くばせしている。
66 眼神 yǎnshén 目の表情。目つき。
67 递眼神 dì yǎnshén 目くばせする。目で合図する。
68 使眼神 shǐ yǎnshén 目くばせする。目で合図する。
69 眼⻛ yǎnfēng 目の表情。目くばせ。まなざし。視線。
70 他向我丢了个眼⻛ tā xiàng wǒ diū le ge yǎnfēng 彼は私に目で合図を放った。
71 挤眼 jǐyǎn ウインクする。目くばせする。
72 挤眼儿 jǐyǎnr ウインクする。目くばせする。
73 她向我挤了一下眼 tā xiàng wǒ jǐ le yīxià yǎn 彼女は私に目くばせした。
74 挤眉弄眼 jǐ méi nòng yǎn 目くばせする。
75 她挤眉弄眼 tā jǐméinòngyǎn 彼女は目くばせする。
76 作势 zuòshì ポーズをとる。素振りを見せる。
77 做事 zuòshì 事に当たる。仕事をこなす。勤める。担当する。
78 坐视 zuòshì 座視する。手をこまねいて見ている。
79 他作势要跳楼 tā zuòshì yào tiàolóu 彼は建物から飛び降りる素振りを見せる。
80 装腔作势 zhuāng qiāng zuò shì 大げさなふるまいをする。もったいぶった様子をする。
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81 姿势 zīshì 姿勢。
82 摆姿势 bǎi zīshì ポーズを作る。
83 拍照时摆姿势 pāizhào shí bǎi zīshì 写真を撮る時ポーズを作る。
84 姿态 zītài 姿態。姿。態度。姿勢。
85 政治的姿态 zhèngzhì de zītài 政治的なジェスチャー。
86 故作姿态 gùzuò zītài わざとらしいポーズをとる。
87 体态 tǐtài 姿勢。体つき。
88 体态语 tǐtàiyǔ ボディーランゲージ。
89 用体态指示 yòng tǐtài zhǐshì 身振りで合図する。
90 手势 shǒushì 手ぶり。
91 打手势 dǎ shǒushì 手ぶりをする。
92 打手势语 dǎ shǒushìyǔ 手話をする。
93 手语 shǒuyǔ 手話。
94 用手语谈话 yòng shǒuyǔ tánhuà 手話で話す。
95 比画 bǐhua 身ぶり手ぶりをする。
96 比划 bǐhua 身ぶり手ぶりをする。
97 用手比画大小 yòng shǒu bǐhua dàxiǎo 手で大きさを示す。
98 比手画脚 bǐ shǒu huà jiǎo 身ぶり手ぶりを交えて話す。
99 比手划脚 bǐ shǒu huà jiǎo 身ぶり手ぶりを交えて話す。
100 指手画脚 zhǐ shǒu huà jiǎo 身ぶり手ぶりを交えて話す。軽々しく人の欠点を指摘したり、非難したりする。

101 指手划脚 zhǐ shǒu huà jiǎo 身ぶり手ぶりを交えて話す。軽々しく人の欠点を指摘したり、非難したりする。

102 他经常比手画脚 tā jīngcháng bǐshǒuhuàjiǎo 彼はしょっちゅう大げさに身ぶり手ぶりを交える。
103 旗语 qíyǔ 手旗信号。
104 打旗语 dǎ qíyǔ 手旗信号を送る。
105 起跑 qǐpǎo スポーツでスタートする。
106 起跑令 qǐpǎolìng スタートの合図。
107 号炮 hàopào 合図のための大砲。号砲。
108 放号炮 fàng hàopào 号砲を鳴らす。
109 信炮 xìnpào 合図のための大砲。号砲。
110 信号炮 xìnhàopào 合図のための大砲。号砲。
111 鸣信号炮 míng xìnhàopào 合図の号砲を鳴らす。
112 发令枪 fālìngqiāng 競技のスタートを合図するピストル。
113 放发令枪 fàng fālìngqiāng スタートの号砲を撃つ。
114 放炮 fàngpào 大砲を撃つ。爆竹を鳴らす。発破をかける。物が破裂する。人を激しく批判する。

115 放炮为号 fàngpào wéi hào 合図の号砲を鳴らす。
116 集合! jíhé 集合！。
117 列队! lièduì 整列！。
118 立正! lìzhèng 気を付け！。
119 稍息! shàoxī 休め！。
120 解散! jiěsàn 解散！。
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121 起立! qǐlì 起立！。
122 敬礼! jìnglǐ 礼！。
123 坐下! zuòxià 座れ！。着席！。
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