
No 中国語 ピンイン 日本語

1 接 jiē 接続する。つなげる。継続する。引き継ぐ。受け取る。迎える。

2 接骨 jiēgǔ 骨を接(つ)ぐ。接骨する。
3 接线 jiēxiàn 電線をつなぐ。交換手が電話をつなぐ。電源コード。配線コード。

4 接电线 jiē diànxiàn 電線をつなぐ。
5 把绳子接起来 bǎ shéngzi jiē qǐlai ひもをつなぐ。
6 接上 jiēshàng つなぎ合わせる。事柄が続く。落ちて来たものを受け止める。勤務などを引き継ぐ。

7 接上电源 jiēshàng diànyuán 電源につなぐ。
8 接上地线 jiēshàng dìxiàn アースをつなぐ。
9 把两根管子接上 bǎ liǎng gēn guǎnzi jiēshàng ２本のパイプを中継ぎする。
10 接上关系 jiēshàng guānxì 関係をつなぐ。
11 嫁接 jiàjiē 接ぎ木する。
12 嫁接苹果树 jiàjiē píngguǒshù りんごの木を接ぎ木する。
13 枝接 zhījiē 接ぎ木する。
14 进行枝接 jìnxíng zhījiē 枝接ぎを行なう。
15 芽接 yájiē 芽継ぎ。
16 进行芽接 jìnxíng yájiē 芽接ぎを行なう。
17 接合 jiēhé 接合する。連結する。
18 接合剂 jiēhéjì 接合剤。
19 接合器 jiēhéqì アダプター。
20 接合部 jiēhébù 接合部。
21 螺栓接合 luóshuān jiēhé ボルト接合。
22 把两块铁板接合起来 bǎ liǎng kuài tiěbǎn jiēhé qǐlai ２枚の鉄板を継ぎ合わせる。
23 接口 jiēkǒu 継ぎ口。つなぎ目。人のことばをすぐに引き継いで話す。
24 接口部分 jiēkǒu bùfen 接合部。
25 管道接口 guǎndào jiēkǒu パイプの継ぎ目。
26 接口开了 jiēkǒu kāi le 継ぎ目が離れる。
27 USB接口 USB jiēkǒu USBポート。
28 系统接口 xìtǒng jiēkǒu システム インターフェイス。
29 接头 jiētóu つなぎ目。打ち合わせる。事情をよく知っている。
30 接头儿 jiētour つなぎ目。
31 零部件接头 língbùjiàn jiētóu 部品の継ぎ目。
32 电线的接头儿 diànxiàn de jiētour 電線のつなぎ目。
33 接缝 jiēfèng つなぎ目。
34 铁轨接缝处 tiěguǐ jiēfèng chù レールのつなぎ目のところ。
35 接缝开绽了 jiēfèng kāizhàn le 縫い目がほころびた。
36 焊 hàn 溶接する。はんだ付けする。
37 焊上 hànshàng 溶接する。はんだ付けする。
38 熔焊 rónghàn 溶接する。はんだ付けする。
39 电焊 diànhàn 電気溶接する。
40 点焊 diǎnhàn スポット溶接。
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41 焊枪 hànqiāng 溶接機。
42 焊药 hànyào はんだ。
43 焊工 hàngōng 溶接作業。溶接工。
44 把门焊上 bǎ mén hànshàng ドアを溶接する。
45 焊接 hànjiē 溶接する。はんだ付けする。
46 焊接钢管 hànjiē gāngguǎn 鋼管を溶接する。溶接鋼管。
47 焊接两段钢材 hànjiē liǎng duàn gāngcái ２つの鋼材を溶接する。
48 焊口 hànkǒu 溶接箇所。継ぎ目。
49 焊口开了 hànkǒu kāi le 継ぎ目が離れた。
50 铆接 mǎojiē リベット締めする。
51 把金属板边铆接起来 bǎ jīnshǔbǎn biān mǎojiē qǐlai 金属板のへりを鋲(びょう)締めする。
52 连 lián つなぐ。続けて。続けざまに。軍隊の中隊。〜を含んで。〜さえも。

53 连词 liáncí 接続詞。
54 连在一起 lián zài yīqǐ 一続きになっている。つながっている。
55 眉毛连在一起 méimáo lián zài yīqǐ 眉毛がつながっている。
56 连接 liánjiē つなぐ。つながる。
57 连接号 liánjiēhào 記号のハイフン( - )。
58 连接处 liánjiēchù つないだところ。つなぎ目のところ。
59 ⻋厢连接处 chēxiāng liánjiēchù 車両の連結部分。
60 连接电脑 liánjiē diànnǎo コンピューターにつなぐ。
61 连接电池 liánjiē diànchí バッテリーに接続する。
62 连接网络 liánjiē wǎngluò ネットワークに接続する。
63 连接装置 liánjiē zhuāngzhì 接続装置。
64 连接套管 liánjiē tàoguǎn 接続スリーブ。
65 建立连接 jiànlì liánjiē 繋がりをつける。
66 把电线连接起来加⻓ bǎ diànxiàn liánjiē qǐlai jiā cháng 電線をつないで伸ばす。
67 把知识连接起来 bǎ zhīshì liánjié qǐlai 知識を繋ぎ合わせる。
68 联接 liánjiē 互いにつながる。つなぐ。
69 联接部 liánjiēbù 連結部。
70 联接轴 liánjiēzhóu 連結軸。
71 衔接 xiánjiē つなぐ。つながる。
72 衔接航班 xiánjiē hángbān 飛行機の接続便。
73 其他公共交通的衔接 qítā gōnggòng jiāotōng de xiánjiē 他の公共交通への接続。
74 前后衔接 qiánhòu xiánjiē 前後がつながる。
75 文章前后的衔接 wénzhāng qiánhòu de xiánjiē 文章の前後のつながり。
76 连结 liánjié 一つに結びつける。
77 ⻋辆连结器 chēliàng liánjiéqì 車両連結器。
78 连结东部与⻄部 liánjié dōngbù yǔ xībù 東部と⻄部を結びつける。
79 联结 liánjié 一つに結びつける。
80 联结点 liánjiédiǎn 一つに結びつける点。接点。
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81 联结两地 liánjié liǎng dì 両地点を結ぶ。
82 联结友情 liánjié yǒuqíng 友情を結ぶ。
83 联结决算 liánjié juésuàn 連結決算。
84 联合 liánhé 連合する。結合する。共同する。連合の。共同の。
85 联合音乐会 liánhé yīnyuèhuì 共同コンサート。ジョイントコンサート。
86 联合结算 liánhé jiésuàn 連結決算。
87 结 jié 結んだり編んだりして何かを作る。結び目を作る。完了になる。

88 死结 sǐjié 引いても解けないかた結び。解決困難な問題。わだかまり。
89 活结 huójié 引けば解ける結び方。ちょう結び。
90 蝴蝶结 húdiéjié ちょう結び。
91 结点 jiédiǎn 結節点。つなぎ目。アクセスポイント。
92 结子 jiézi 結び目。
93 打结子 dǎ jiézi 結び目をつくる。
94 结盟 jiéméng 同盟を結ぶ。
95 打结 dǎjié 結び目をつくる。
96 扣 kòu ひもの結び目。ボタン。ボタンや留め金などをかける。留めおく。

97 扣儿 kòur ひもの結び目。ボタン。
98 绳扣儿 shéng kòur ひもの結び目。
99 死扣 sǐkòu 引いても解けないかた結び。
100 死扣儿 sǐkòur 引いても解けないかた結び。
101 活扣 huókòu 引けば解ける結び方。ちょう結び。
102 活扣儿 huókòur 引けば解ける結び方。ちょう結び。
103 解扣 jiě kòu 結び目を解く。
104 解扣儿 jiě kòur 結び目を解く。
105 扣子 kòuzi ひもなどの結び目。衣服のボタン。やま場。クライマックス。

106 解扣子 jiě kòuzi 結び目を解く。
107 解开扣子 jiěkāi kòuzi ボタンをはずす。
108 绾 wǎn 輪にして結ぶ。
109 绾个扣儿 wǎn ge kòur 結び目をつくる。
110 系 jì 結ぶ。しめる。
111 系腰带 jì yāodài ベルトを締める。
112 系一个活扣儿 jì yī ge huókòur 引けば解ける結び方をする。
113 系上 jìshàng 結び留める。
114 把鞋带系上 bǎ xié dài jìshàng 靴ひもを結ぶ。
115 系上带子 jìshàng dàizi 帯を締める。
116 系 xì つなぐ。結ぶ。大学の学部。つり上げる。かかわる。
117 系⻢ xì mǎ ウマをつなぐ。
118 扎 zā ひもでくくる。
119 扎彩绸 zā cǎichóu 色絹を飾る。リボンを飾る。
120 扎彩带 zā cǎidài 彩色したテープを飾る。リボンを飾る。
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121 扎成捆子 zā chéng kǔnzi くくって束にする。
122 结合 jiéhé 結び合わせる。夫婦になる。
123 结合能 jiéhénéng 結合エネルギー。
124 把⻄医和中医结合起来 bǎ xīyī hé zhōngyī jiéhé qǐlai ⻄洋医学と東洋医学を結合する。
125 把两个人结合在一起 bǎ liǎng ge rén jiéhé zài yīqǐ 二人を結びつける。
126 挂 guà 物をつるす。掛ける。心にかける。登録する。電話をかける。粉や液体などがかかる。

127 挂在⻋厢 guà zài chēxiāng 車両に掛ける。車両に連結する。
128 挂上 guàshàng 引掛ける。電話を切る。
129 挂上门扣 guàshàng ménkòu 扉の掛け金をかける。
130 挂钩 guàgōu 列車を連結する。つながりをもつ。関係をつける。フック。
131 列⻋挂钩 lièchē guàgōu 列車車両の連結器。
132 ⻋钩 chēgōu 車両の連結器。
133 组合 zǔhé 組み合わせる。組み合わせ。組み合わせたもの。
134 组合柜 zǔhéguì システム家具。
135 原子组合成分子 yuánzǐ zǔhé chéng fēnzǐ 原子が結合して分子になる。
136 合并 hébìng 一つに合わせる。合併する。病気を併発する。
137 合并机构 hébìng jīgòu 組織を合併する。
138 合并结帐 hébìng jiézhàng 連結決算。
139 合并症 hébìngzhèng 合併症。
140 联机 liánjī オンライン接続する。
141 联机服务 liánjī fúwù オンラインサービス。
142 在线 zàixiàn オンライン接続する。
143 在线联机 zàixiàn liánjī オンラインで結ばれている。
144 链接 liànjiē リンクする。リンク。
145 创建链接 chuàngjiàn liànjiē リンクをはる。
146 创建超链接 chuàngjiàn chāo liànjiē リンクをはる。
147 中继 zhōngjì 中継する。中継。電気のリレー。
148 中继站 zhōngjìzhàn 中継ステーション。中継地。
149 耦合 ǒuhé 結合。カップリング。
150 耦合电路 ǒuhé diànlù 結合回路。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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