
No 中国語 ピンイン 日本語

1 要 yào 欲しい。いる。
2 我要那个 wǒ yào nàge 私はそれが欲しい。
3 我要一件上衣 wǒ yào yī jiàn shàngyī 私は一着、上着が欲しい。
4 需要 xūyào 必要とする。
5 我需要钱 wǒ xūyào qián 私はお金が必要です。
6 我需要你的帮助 wǒ xūyào nǐ de bāngzhù 私はあなたの助けが必要です。
7 必要 bìyào 必要だ。必要とする。
8 必要性 bìyàoxìng 必要性。
9 必要条件 bìyào tiáojiàn 必要条件。
10 必要经费 bìyào jīngfèi 必要経費。
11 你没有必要这样做 nǐ méiyǒu bìyào zhèyàng zuò あなたは、そんなことをする必要はない。
12 切要 qièyào 差し迫って必要だ。コンパクトで適切だ。
13 切要的工具 qièyào de gōngjù 不可欠なツール。
14 要 yào 求める。注文する。もらう。
15 我要了炸虾和炸薯条 wǒ yào le zháxiā hé zháshǔtiáo 私はエビフライとフライドポテトを頼んだ。
16 我跟医生要了点儿止痛片 wǒ gēn yīshēng yào le diǎnr zhǐtòngpiàn 私は医者から少し鎮痛剤をもらった。
17 要 yào 〜するように頼む。要求する。
18 我要他帮忙 wǒ yào tā bāngmáng 私は彼に手伝いを頼む。
19 公司要职工准时上班 gōngsī yào zhígōng zhǔnshí shàngbān 会社は従業員に時間通り出勤するよう要求する。
20 需要 xūyào 要求。
21 基本需要 jīběn xūyào 基本的要求。
22 索要 suǒyào 求める。要求する。強要する。
23 索要贿赂 suǒyào huìlù 賄賂(わいろ)を要求する。
24 要 yào 要する。かかる。いる。
25 大概要一百块钱 dàgài yào yībǎi kuàiqián おおよそ１００元かかる。
26 大约要二十分钟吧 dàyuē yào èrshí fēnzhōng ba だいたい２０分ぐらいかかるでしょう。
27 要 yào 〜すべきだ。〜しなければならない。
28 你要努力 nǐ yào nǔlì あなたは努力しなければならない。努力しなきゃ。
29 我们要好好学习 wǒmen yào hǎohāo xuéxí 私たちはしっかり勉強しなければなりません。
30 一定要 yīdìng yào 必ず〜しなければなりません。ぜったい〜したい。
31 请一定要看 qǐng yīdìng yào kàn 必ずお見てください。必ずお読みください。
32 我一定要减肥 wǒ yīdìng yào jiǎnféi 私はぜったい痩せたい。
33 需要 xūyào 〜する必要がある。
34 我们需要继续努力 wǒmen xūyào jìxù nǔlì 私たちはがんばり続ける必要がある。
35 须要 xūyào 〜しなければならない。
36 我们须要知道苦的根本原因 wǒmen xūyào zhīdào kǔ de gēnběn yuányīn 私たちは苦しみの根本原因を知らなければならない。
37 务要 wùyào 必ずや〜しなければならない。
38 务要知道 wùyào zhīdào 必ずや知っておくべき。
39 总要 zǒngyào どうしても〜しなければならない。
40 对跟不对总要弄个明白 duì gēn bùduì zǒngyào nòng ge míngbái 正しいのか正しくないか、どうしてもはっきりさせなくてはならない。
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41 不要 bùyào 〜してはいけない。要らない。
42 不要说话 bùyào shuōhuà 話すな。おしゃべりするな。
43 请不要吸烟 qǐng bùyào xīyān 喫煙はご遠慮ください。
44 休要 xiūyào 〜するな。
45 休要胡言乱语 xiūyào húyánluànyǔ でたらめ言うな。
46 只要 zhǐyào 〜しさえすれば。
47 只要努力就能成功 zhǐyào nǔlì jiù néng chénggōng 努力しさえすれば成功できる。
48 要 yào 〜するだろう。〜しそうだ。
49 要迟到了 yào chídào le 遅刻しそうだ。
50 这周末要下雪了 zhè zhōumò yào xiàxuě le 今週末は雪が降りそうです。
51 要去 yào qù 行こうとする。行きます。行かねばならない。
52 我要去上班 wǒ yào qù shàngbān 私は仕事に行きます。
53 将要 jiāngyào 間もなく〜する。
54 将要开始 jiāngyào kāishǐ 間もなく始まる。
55 花儿将要开了 huār jiāngyào kāi le 花が咲こうとしている。
56 就要 jiùyào すぐに。
57 冬天就要过去了 dōngtiān jiùyào guòqù le 冬が間もなく過ぎ去る。
58 就要到时间了 jiùyào dào shíjiān le そろそろ時間だ。
59 快要 kuàiyào もうすぐ。間もなく。
60 快要结束了 kuàiyào jiéshù le もうすぐ終わります。もうすぐ済みます。
61 天快要黑了 tiān kuàiyào hēi le もうすぐ日が暮れる。
62 要 yào (⽐較して)〜のようだ。
63 你们要⽐我做更大的事 nǐmen yào bǐ wǒ zuò gèng dà de shì あなたたちは私よりも大きな事をしそうだ。
64 你⽐我要了解得多 nǐ bǐ wǒ yào liǎojiě de duō あなたは私よりずっとよくわかっているはずだ。
65 要 yào 〜したい。〜するつもりだ。
66 我要学外语 wǒ yào xué wàiyǔ 私は外国語を学びたい。
67 我要把日元换乘⼈⺠币 wǒ yào bǎ rìyuán huànchéng rénmínbì 私は日本円を⼈⺠元に両替したい。
68 想要 xiǎngyào 〜したいと思う。〜しようと思う。ほしいと思う。
69 我想要学习中文 wǒ xiǎngyào xuéxí zhōngwén 私は中国語を勉強したいと思う。
70 他们不想要小孩儿 tāmen bùxiǎng yào xiǎoháir 彼らは子供が欲しくない。
71 要 yào 必然的に〜する。
72 历史总是要前进的 lìshǐ zǒngshì yào qiánjìn de 歴史は常に前進するものだ。
73 爬山的山总是要下来的 páshān de shān zǒngshì yào xiàlái de 登った山は必ず降りることになる。
74 要 yào よく〜する。
75 经常要上洗手间 jīngcháng yào shàng xǐshǒujiān しょっちゅうトイレに行く。
76 要 yào もしも。もし〜ならば。
77 你要有事, 就来找我 nǐ yào yǒushì, jiù lái zhǎo wǒ もし用事があれば、私をたずねて下さい。
78 你脾气真好, 要我早火儿了 nǐ píqì zhēn hǎo, yào wǒ zǎo huǒr le あなたは気性がいい、私だったらとっくに怒り出している。
79 要是 yàoshi もしも。もし〜ならば。
80 要是明天下雨, 我们就不去了 yàoshi míngtiān xiàyǔ , wǒmen jiù bù qù le 明日雨ならば、私たちは行きません。
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81 要不是 yàobùshì もし〜でなかったら。
82 要不是他救了我, 我可能溺死了 yàobùshì tā jiù le wǒ, wǒ kěnéng nìsǐ le もし彼が私を救ってくれなかったら、私はおぼれて死んでいたかもしれない。

83 要就 yàojiù 〜するかまたは〜する。〜でなければ〜である。
84 要就去听戏, 要就去看杂技, 别处我不去 yàojiù qù tīng xì, yàojiù qù kàn zájì, biéchù wǒ bù qù 芝居に行くか、サーカスに行くかのどちらかで、ほかの所なら行かない。

85 要就是 yào jiùshì 〜するかまたは〜する。〜でなければ〜である。
86 要就是自由, 要就是死, 决不再当奴隶! yào jiùshì zìyóu, yào jiùshì sǐ, jué bù zài dāng núlì 自由か、それとも死ぬかのどちらかで、二度と奴隷などになりはしない。

87 要么 yàome 〜するかまたは〜する。〜でなければ〜である。
88 要末 yàome 〜するかまたは〜する。〜でなければ〜である。
89 如果遭遇敌⼈, 要么逃跑, 要么战斗 rúguǒ zāoyù dírén, yàome táopǎo, yàome zhàndòu 敵に遭遇したならば、逃げるか戦うかだ。
90 要不 yàobù そうでなければ。さもなくば。あるいは。
91 要不然 yàoburán そうでなければ。さもなくば。あるいは。
92 赶快走吧, 要不就迟到了 gǎnkuài zǒu ba, yàobù jiù chídào le 急いで行きなさい、さもなくば遅刻してしまいます。
93 要不我明天再来 yàobù wǒ míngtiān zàilái 何なら明日また来ます。
94 要 yào 大事な。重要なこと。
95 重要 zhòngyào 重要だ。
96 主要 zhǔyào 最重要の。決定的な。
97 首要 shǒuyào 最も重要な。主要な。
98 次要 cìyào 二次的な。副次的な。
99 至要 zhìyào 最も大事である。
100 紧要 jǐnyào 大切な。重要な。
101 要紧 yàojǐn 重要だ。ひどい。重い。
102 要点 yàodiǎn 話や文章などの要点。重要な拠点。
103 要端 yàoduān 要点。
104 要目 yàomù 重要な項目。
105 要领 yàolǐng 話や文章の要点。運動や操作のコツ。要領。
106 诀要 juéyào 要訣(ようけつ)。秘訣。
107 要略 yàolüè 要略(ようりゃく)。大要(たいよう)。
108 大要 dàyào 要点。概要。
109 要义 yàoyì 重要な内容や道理。
110 要旨 yàozhǐ 要旨。主旨。
111 指要 zhǐyào 要旨。主旨。
112 要案 yàoàn 重要案件。重大事件。
113 要闻 yàowén 重大ニュース。
114 要事 yàoshì 重要な事柄。
115 要件 yàojiàn 重要書類。重要な条件。
116 要图 yàotú 重要な計画や方針。
117 要务 yàowù 重要な仕事。
118 要职 yàozhí 要職。
119 要员 yàoyuán 要職についている⼈物。
120 要⼈ yàorén 要⼈。
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121 要犯 yàofàn 重要犯⼈。
122 显要 xiǎnyào 官職が高く、権力が強大な。高官。要⼈。
123 政要 zhèngyào 政界の要⼈。
124 势要 shìyào 勢を笠に着て要職に就く。
125 要地 yàodì 重要な場所。
126 要隘 yào'ài 要害(ようがい)の地。関所。
127 要冲 yàochōng 交通の要衝(ようしょう)。
128 要道 yàodào 要路。大切な道理。重要な方法。
129 要津 yàojīn 交通の要路にある渡し場。水陸交通の要所。重要な地位や職務。

130 津要 jīnyào 交通の要路にある渡し場。水陸交通の要所。重要な地位や職務。

131 冲要 chōngyào 交通の要所だ。要衝(ようしょう)だ。重要なポスト。

132 要塞 yàosài 要塞。
133 险要 xiǎnyào 地勢が険しく、要衝(ようしょう)の位置にある。
134 要害 yàohài ⼈体の急所。物事の重要な部分。軍事上の要害(ようがい)。
135 机要 jīyào 機密上重要だ。機密である。重要な仕事。機関。
136 概要 gàiyào 概要。あらまし。
137 纲要 gāngyào 大要(たいよう)。概要。
138 辑要 jíyào 摘要(てきよう)。要約。
139 扼要 èyào 文章や発言などが要領を得た。要点を押さえている。
140 摘要 zhāiyào 要点をまとめる。要所を書き出す。ダイジェスト。
141 提要 tíyào 文章全体から要点を抜き出す。文章の要点。摘要(てきよう)。

142 择要 zé yào 重要なところを選ぶ。要点をかいつまむ。
143 举要 jǔyào 要点を挙げる。
144 撮要 cuōyào 要点をかいつまむ。要点。要約。
145 纪要 jìyào 要点だけを記録する。要録。要点を記したメモ。
146 记要 jìyào 要点だけを記録する。要録。要点を記したメモ。
147 为要 wéiyào 最も必要なこととする。
148 要脸 yàoliǎn 面目を重んじる。
149 不要脸 bùyàoliǎn 恥知らずだ。
150 要面子 yào miànzi 体面にこだわる。メンツを重んじる。
151 要样儿 yàoyàngr 見てくれを気にする。体裁(ていさい)をつくろう。
152 要 yāo 求める。
153 要求 yāoqiú 要求する。要望する。要求。要望。
154 要求谢罪 yāoqiú xièzuì 謝罪を要求する。謝罪を求める。
155 要求提高工资 yāoqiú tígāo gōngzī 賃金アップを要求する。
156 她要求我等候 tā yāoqiú wǒ děnghòu 彼女は私に待つように頼んだ。
157 要 yāo むりに何かをさせようとする。
158 要挟 yāoxié 相手の弱みに付け込んで脅迫する。強要する。
159 向政府要挟巨额赎金 xiàng zhèngfǔ yāoxié jù'é shújīn 政府に巨額の身代金を要求する。
160 要挟对方 yāoxié duìfāng 相手に強要する。
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161 要 yāo “邀”の意に同じ。
162 邀功 yāogōng 他⼈の手柄を横取りする。
163 要功 yāogōng 他⼈の手柄を横取りする。
164 邀击 yāojī 敵を迎え撃つ。
165 要击 yāojī 敵を迎え撃つ。
166 邀买 yāomǎi 買収する。
167 要买 yāomǎi 買収する。
168 要得 yàodé よい。立派だ。
169 要不得 yàobude ⼈や物事がひどくて耐えられない。容認できない。もらってはいけない。

170 要饭 yàofàn 物ごいをする。
171 讨要 tǎoyào せがむ。請求する。乞食(こじき)をする。
172 要好 yàohǎo 仲が良い。向上心が強い。
173 要价 yàojià 値段を見積もる。客に価格を示す。条件を提示する。
174 要价儿 yàojiàr 値段を見積もる。客に価格を示す。
175 要劲儿 yàojìnr 頑張る。発奮する。
176 要命 yàomìng 命をとる。命を奪う。程度が甚だしい。ひどい。困る。閉口する。

177 不要命 bù yàomìng 命知らずだ。
178 要强 yàoqiáng 負けず嫌いだ。
179 要死 yàosǐ 〜でたまらない。ひどい。
180 要素 yàosù 要素。
181 要账 yàozhàng 借金を取り立てる。
182 要子 yàozi わら縄。わらひも。梱包用のひも。
183 白要 báiyào ただでもらう。
184 待要 dàiyào 〜しようとする。
185 会要 huìyào 一代王朝の経済や政治の制度を記録した書籍。
186 简要 jiǎnyào 簡単で要(よう)を得ている。
187 不要紧 bùyàojǐn 大丈夫だ。〜したのはよいが。
188 钩玄提要 gōu xuán tí yào 深奥な道理を探究して、その要点を提示する。
189 偏要 piānyào ことさらに。
190 枢要 shūyào 中央行政機関。
191 正要 zhèngyào ちょうど〜しようとする。ちょうど〜しようとするとき。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

要   5/5

5


