
No 中国語 ピンイン 日本語

1 取 qǔ 手に取る。受け取る。選ぶ。採用する。攻め落とす。
2 取下 qǔxià 下ろす。取り外す。
3 取下罩子 qǔxià zhàozi 覆いを外す。カバーを外す。
4 镜框取下来了 jìngkuāng qǔ xiàlai le 額縁を取り外した。
5 下 xià 取り除く。取り外す。
6 下螺丝钉 xià luósīdīng ネジ釘を取り外す。
7 去 qù 除く。取り去る。減らす。行く。送る。
8 去皮儿 qù pír 皮を取り除く。
9 去除 qùchú 取り除く。
10 去除间隔板 qùchú jiàngébǎn 仕切りを取り外す。
11 去掉 qùdiào 取り除く。
12 去掉⻥鳞 qùdiào yúlín うろこを取り除く。
13 去掉化妆 qùdiào huàzhuāng 化粧を落とす。
14 摘 zhāi 花や実などを摘む。もぐ。掛けてあるものや身に付けているものをとりはずす。

15 摘茶 zhāichá 茶を摘む。
16 摘帽子 zhāi màozi 帽子を取る。
17 摘下 zhāixià 取り外す。
18 摘下眼镜 zhāixià yǎnjìng 眼鏡をはずす。
19 把帽子摘下来 bǎ màozi zhāi xiàlai 帽子を取り外す。
20 摘掉 zhāidiào 取り外す。
21 摘掉手套 zhāidiào shǒutào 手袋を取り外す。
22 摘去 zhāiqù 摘みとる。
23 摘去嫩芽 zhāiqù nènyá 新芽を摘みとる。
24 摘取 zhāiqǔ 摘み取る。もぎ取る。手に入れる。ことばや文の一部分を選び取る。

25 摘取草莓 zhāiqǔ cǎoméi イチゴを摘み取る。
26 解 jiě 結んでいるものをほどく。
27 解扣儿 jiě kòur 結び目を解く。
28 解开 jiěkāi ボタンをはずす。結ばれているものをほどく。
29 解开扣子 jiěkāi kòuzi ボタンをはずす。
30 解开绳子 jiěkāi shéngzi 縄をほどく。
31 开 kāi 結び目などが解ける。開ける。開く。運転する。スイッチをつける。出発する。

32 鞋带儿开了 xiédàir kāi le くつひもがほどけた。
33 卸 xiè 車や家畜などの荷物をおろす。任務を解く。逃れる。機械などを分解する。

34 卸下 xièxià 荷物をおろす。部品などを取り外す。
35 卸下电池 xièxià diànchí 電池を取り外す。
36 把门卸下来 bǎ mén xiè xiàlai 扉を取り外す。
37 卸妆 xièzhuāng 身に付けている装飾品を外す。化粧を落とす。
38 女明星卸了妆 nǚ míngxīng xiè le zhuāng 女性スターが化粧を落とす。女性スターが身に付けている装飾品を外す。

39 卸装 xièzhuāng 役者が衣装や化粧をとる。
40 演员卸了古装 yǎnyuán xiè le gǔzhuāng 役者が時代物の装束(しょうぞく)をとる。
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41 下装 xiàzhuāng 役者が衣装や化粧をとる。アンインストールする。ボトムス。

42 演员下了剧装 yǎnyuán xià le jùzhuāng 役者が劇の衣装をとる。
43 采 cǎi 摘みとる。
44 采茶 cǎichá 茶を摘む。
45 采种 cǎizhǒng 種を採取する。
46 采摘 cǎizhāi 花、葉、果実などを摘みとる。
47 采摘棉花 cǎizhāi miánhuā ワタを摘む。
48 采撷 cǎixié 果実などを摘みとる。採取する。
49 采撷甘甜的果子 cǎixié gāntián de guǒzi 甘い果物を摘みとる。
50 撷取 xiéqǔ 草花を摘み取る。選抜する。
51 撷取花木 xiéqǔ huāmù 花や木を採取する。
52 掐 qiā 摘む。つまむ。つねる。爪で押す。指先で押し付ける。両手で絞めつける。

53 掐花 qiā huā 花を摘む。
54 掐掉 qiādiào 摘み取る。
55 掐掉花儿 qiādiào huār 花を摘み取る。
56 劈 pǐ 分ける。もぎ取る。足や手の指を過度に開く。
57 劈白菜叶 pǐ báicàiyè ハクサイの葉をはぎとる。
58 剥 bāo 皮や殻をむく。はぐ。
59 剥皮儿 bāo pír 皮をむく。
60 剥花生 bāo huāshēng 落花生の殻をむく。
61 剥下 bāoxià 引きはがす。
62 剥下树皮 bāoxià shùpí 木の皮をはぐ。
63 剥去 bāoqù 引きはがす。
64 剥去贴纸 bāoqù tiēzhǐ シールをはぐ。
65 剥离 bōlí ぽろりとはがれる。剥離(はくり)する。企業や組織をスリム化する。

66 岩石剥离 yánshí bōlí 岩石が剥離(はくり)する。
67 剥掉 bāodiào はぎ取る。
68 剥掉树皮 bāodiào shùpí 木の皮をはぐ。
69 扯 chě ひっぱる。とりとめもない話をする。引き裂く。引き破る。
70 扯下 chěxià 引きはがす。
71 扯下一张日历 chěxià yī zhāng rìlì 日めくりカレンダーを一枚ちぎる。
72 撕 sī 布や紙などを手で引き裂く。はがす。
73 撕下 sīxià 引きはがす。
74 撕下壁纸 sīxià bìzhǐ 壁紙をはがす。
75 撕掉 sīdiào 引きはがす。
76 把标签撕掉 bǎ biāoqiān sīdiào ラベルをはがす。
77 掀 xiān ふたやおおいなどを開ける。めくる。
78 掀锅盖 xiān guōgài 鍋ぶたを取る。
79 掀起 xiānqǐ めくる。開ける。わき立つ。巻き起こす。巻き起こる。
80 掀起盖子 xiānqǐ gàizi ふたを取る。
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81 拆 chāi ばらばらにする。ほどく。はがす。解体する。
82 拆下 chāixià ばらし外す。
83 把零件拆下来 bǎ língjiàn chāi xiàlai 部品を取り外す。
84 拆除 chāichú 撤去する。
85 拆除围墙 chāichú wéiqiáng 囲いの塀を取り外す。
86 拆卸 chāixiè 機械などを分解する。解体する。
87 拆卸机器 chāixiè jīqì 機械をばらす。
88 撤 chè 取り除く。引きあげる。
89 撤下 chèxià 下げる。
90 撤下碗筷 chèxià wǎnkuài 膳を下げる。
91 撤除 chèchú 撤去する。取り消す。引きあげる。
92 撤除自行⻋ chèchú zìxíngchē 自転車を撤去する。
93 撤走 chèzǒu 撤去する。引きあげる。
94 撤走铁栅栏 chèzǒu tiě zhàlan 鉄柵を撤去する。
95 揭 jiē ふたを取る。おおいを取る。はがす。めくり取る。暴く。高く挙げる。

96 揭锅盖 jiē guōgài 鍋のふたを取る。
97 揭下 jiēxià 引きはがす。
98 揭下壁纸 jiēxià bìzhǐ 壁紙を剥がす。
99 揭掉 jiēdiào 引きはがす。
100 揭掉标签 jiēdiào biāoqiān ラベルをはがす。
101 揭开 jiēkāi ふたやおおいを取り去る。新しいぺーじを開く。
102 揭开盖子 jiēkāi gàizi ふたを取る。
103 拔 bá 引き抜く。陣地を奪い取る。毒などを吸い出す。
104 拔牙 bá yá ⻭を抜く。
105 拔下 báxià 引き抜く。
106 拔下一根头发 báxià yī gēn tóufa 髪の毛を一本引き抜く。
107 拔掉 bádiào 根から抜き取る。
108 拔掉萝卜 bádiào luóbo ダイコンを引き抜く。
109 起 qǐ 取りはずす。抜く。起きる。ふき出る。起こる。始まる。
110 起钉子 qǐ dīngzi くぎを抜く。
111 起瓶塞 qǐ píngsāi ビンのふたを開ける。
112 起下 qǐxià 抜き取る。
113 把图钉起下来 bǎ túdīng qǐ xiàlai 画鋲を取り外す。
114 拧 nǐng ねじる。ひねる。間違う。
115 拧下 nǐngxià ねじり外す。
116 把螺丝拧下来 bǎ luósī nǐng xiàlai ネジを取り外す。
117 脱节 tuōjié つながっているものが離れる。外れる。つながりが切れる。
118 ⻋厢脱节 chēxiāng tuōjié 列車車両が外れる。トラックの荷台が外れる。
119 掉 diào 落ちる。落とす。脱落する。なくす。抜け落ちる。減る。
120 掉下 diàoxià 落とす。
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121 掉下来了 diào xiàlai le 取れちゃった。
122 帽子掉下来 màozi diào xiàlai 帽子が脱げる。
123 脱落 tuōluò くっついている物が落ちる。文字が抜け落ちる。
124 毛发脱落 máofà tuōluò 毛が抜け落ちる。
125 脱 tuō 抜け落ちる。脱ぐ。おうようでこだわらない。
126 脱皮 tuōpí 皮がむける。
127 脱下 tuōxià 脱ぐ。
128 脱下汗衫 tuōxià hànshān 肌着を脱ぐ。
129 脱去 tuōqù 脱ぐ。抜け落ちる。
130 脱去衣服 tuōqù yīfu 服をぬぐ。
131 褪 tùn 身に付いているものをするりと外す。そでの中に入れる。
132 褪下 tùnxià 身に付いているものをするりと外す。
133 褪下手镯 tùnxià shǒuzhuó ブレスレットを外す。
134 把袖子褪下来 bǎ xiùzi tùn xiàlai 袖を脱ぐ。
135 褪去 tùnqù 衣服を脱ぐ。
136 褪去衣裤 tùnqù yīkù 上着とズボンを脱ぐ。
137 褪 tuì 色があせる。塗りがはげる。羽毛が抜ける。服を脱ぐ。
138 褪衣服 tuì yīfu 服を脱ぐ。
139 褪去 tuìqù 衣服を脱ぐ。
140 褪去冬衣 tuìqù dōngyī 冬服を脱ぐ。
141 褪掉 tuìdiào 色があせる。羽毛が抜け落ちる。服を脱ぐ。
142 褪掉冬装 tuìdiào dōngzhuāng 冬着を脱ぐ。
143 扒 bā はぎ取る。脱ぎ捨てる。物につかまる。掘りかえす。とり壊す。かきわける。

144 扒皮 bāpí 皮をはぐ。
145 扒鞋袜 bā xiéwà 靴と靴下を脱ぐ。
146 扒下 bāxià 剥ぐ。身につけているものを取り去る。
147 扒下内裤 bāxià nèikù 下着のパンツを取り去る。
148 扒去 bāqù 取り去る。すり取る。
149 把钱包扒去 bǎ qiánbāo bāqù 財布をすり取る。
150 换 huàn 交換する。取り替える。両替をする。
151 换下 huànxià 交換するため外す。
152 换下汗衫 huànxià hànshān 肌着を交換するため脱ぐ。
153 拿 ná 手に持つ。手に取る。もらう。捕える。掌握する。難癖をつける。支払う。

154 拿下 náxià 取り下ろす。奪う。手中に収める。
155 把墙上的画儿拿下来 bǎ qiáng shàng de huàr ná xiàlai 壁の絵を取りはずす。
156 抓 zhuā つかむ。かく。捕まえる。力を入れる。人の注意を引く。
157 抓阄儿 zhuā jiūr くじを引く。
158 抓一把米 zhuā yī bǎ mǐ 米を一握りつかむ。
159 够 gòu 届きにくい所へ手や道具を伸ばして取る。手が届く。足りる。飽きる。⼗分〜だ。

160 把羽毛球够下来 bǎ yǔmáoqiú gòu xiàlai 届きにくい所のバトミントンの羽を取る。
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161 除掉 chúdiào 取り除く。
162 除掉上面的污物 chúdiào shàngmiàn de wūwù 上面の汚物を取り除く。
163 排除 páichú 取り除く。排除する。
164 排除地雷 páichú dìléi 地雷を撤去する。
165 脱臼 tuōjiù 脱臼(だっきゅう)する。
166 关节脱臼 guānjié tuōjiù 間接がはずれる。
167 脱缰 tuōjiāng 手綱から逃れる。外れる。
168 ⻢脱缰了 mǎ tuōjiāng le 馬が手綱から外れた。
169 松动 sōngdòng 不安定でぐらぐらする。ゆるめる。余裕を持たせる。余裕がある。柔軟だ。

170 螺丝松动 luósī sōngdòng ねじが緩む。
171 牙⻮松动 yáchǐ sōngdòng ⻭がぐらつく。
172 活动 huódòng 不安定でぐらぐらする。体を動かす。目的のため行動する。活動。融通が利く。裏工作する。

173 门牙活动 ményá huódòng 前⻭がぐらつく。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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