
No 中国語 ピンイン 日本語

1 让 ràng 便宜や利益を譲る。
2 把方便让给别人 bǎ fāngbiàn ràng gěi biérén 便宜を他人に与える。
3 他让了个座给老年人 tā ràng le ge zuò gěi lǎoniánrén 彼は席を老人に譲った。
4 你应该让他些个 nǐ yīnggāi ràng tā xiēge あなたは彼に対して幾らか譲ってあげるべきだ。
5 一步也不让 yībù yě bù ràng 一歩も譲らない。
6 推让 tuīràng 利益やポストなどを遠慮して辞退する。
7 互相推让 hùxiāng tuīràng 互いに譲り合う。
8 退让 tuìràng 後に下がって道をあける。譲歩する。
9 互不退让 hù bù tuìràng 互いに譲らない。
10 让 ràng ものをすすめる。
11 让座 ràngzuò 席を譲る。席をすすめる。
12 让座儿 ràngzuòr 席を譲る。席をすすめる。
13 让烟让茶 ràng yān ràng chá たばこやお茶をすすめる。
14 让 ràng 権利を譲渡する。
15 我把房子让给儿子 wǒ bǎ fángzi ràng gěi érzi 私は家を息子に譲る。
16 让渡 ràngdù 譲渡する。
17 把土地所有权让渡给他人 bǎ tǔdì suǒyǒuquán ràngdù gěi tārén 土地の所有権を他人に譲渡する。
18 让位 ràngwèi 地位を譲る。席を譲る。
19 让位给年轻人 ràngwèi gěi niánqīngrén 若い人に地位を譲る。
20 让出 ràngchū 立ち退いて、他の人へ渡す。明け渡す。
21 让出王位 ràngchū wángwèi 王位を譲る。
22 让 ràng わきへよける。
23 让一下 ràng yīxià ちょっとわきへよけて。通らせて。
24 请让道儿 qǐng ràng dàor 道を空けてください。
25 让路 rànglù 道を譲る。
26 请让让路 qǐng ràngranglù 道をあけてください。
27 为后来者让路 wèi hòuláizhě rànglù 後進に道を譲る。
28 让开 ràngkāi 場所などを譲る。よける。
29 请让开 qǐng ràngkāi 道をあけてください。
30 让开了道儿 ràngkāi le dàor 道をあける。
31 让 ràng 〜することを許す。
32 妈妈不让我出去玩 māma bù ràng wǒ chūqù wán ⺟親が私を遊びに⾏かせてくれない。
33 把记者不让进入 bǎ jìzhě bù ràng jìnrù 記者を立ち入りさせない。
34 让我们 〜 ràng wǒmen 〜 (勧誘を表わして)〜しましょう。
35 让我们互相帮助吧 ràng wǒmen hùxiāng bāngzhù ba お互いに助け合いましょう。
36 让我们一起祈祷吧 ràng wǒmen yīqǐ qídǎo ba 一緒に祈りましょう。
37 让 〜 + (動詞句) ràng 〜 + (動詞句) 〜に〜させる。〜に〜してもらう。
38 〜 让 〜 + (動詞句) 〜 ràng 〜 + (動詞句) 〜が〜に〜させる。〜が〜に〜してもらう。
39 让你久等了 ràng nǐ jiǔ děng le あなたに⻑いこと待たせた。お待たせしました。
40 让人很伤心 ràng rén hěn shāngxīn 人を悲しませる。
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41 让我考虑考虑 ràng wǒ kǎolǜ kǎolǜ 私にちょっと考えさせてください。
42 妈妈让我打扫房间 māma ràng wǒ dǎsǎo fángjiān ⺟はわたしに部屋を掃除させました。
43 上司让我陪着去吃饭 shàngsi ràng wǒ péi zhe qù chīfàn 上司は私に食事の付き添いをさせる。
44 〜 让 〜 + (動詞句) 〜 ràng 〜 + (動詞句) 〜が〜に〜される。
45 〜 让 〜 + 给 + (動詞句) 〜 ràng 〜 + gěi + (動詞句) 〜が〜に〜される。
46 汽⻋让水冲走了 qìchē ràng shuǐ chōngzǒu le 車が水で押し流された。
47 杯子让孩子打碎了 bēizi ràng háizi dǎsuì le コップが子供に割られた。
48 钱包让扒手给偷了 qiánbāo ràng páshǒu gěi tōu le 財布はスリに盗まれてしまった。
49 那本书让他给借走了 nà běn shū ràng tā gěi jiè zǒu le あの本は彼に借りていかれてしまった。
50 A 让 B + 把 C + (動詞句) A ràng B + bǎ C + (動詞句) Aは、Bに、Cを〜させる。
51 他让我把这个交给你 tā ràng wǒ bǎ zhège jiāo gěi nǐ 彼は私にこれをあなたに渡すように言う。
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