
No 中国語 ピンイン 日本語

1 叫 jiào 叫ぶ。鳴く。ほえる。
2 大声叫 dàshēng jiào 大きな声で叫ぶ。
3 狗汪汪叫 gǒu wāngwāng jiào 犬がワンワンほえる。
4 小⻦吱吱地叫 xiǎoniǎo zhīzhī de jiào 小鳥がチッチッと鳴く。
5 麻雀在叫 máquè zài jiào スズメが鳴いている。
6 肚子叫起来了 dùzi jiào qǐlai le お腹が鳴り始めた。
7 高兴得叫了起来 gāoxìng de jiào le qǐlai 喜んで叫ぶ。喜びの声を上げた。
8 叫 jiào 呼ぶ。呼びかける。呼びつける。
9 老师叫你呢 lǎoshī jiào nǐ ne 先生があなたを呼んでるよ。
10 那边儿叫你呢 nà biānr jiào nǐ ne あっちであなたを呼んでるよ。
11 被叫到校⻓室 bèi jiào dào xiàozhǎngshì 校⻑室に呼ばれる。
12 叫警察 jiào jǐngchá 警察を呼ぶ。
13 请叫医生 qǐng jiào yīshēng 医者を呼んで下さい。
14 我没叫过你 wǒ méi jiào guò nǐ 私はあなたを呼んでいません。
15 叫 jiào タクシーなどを呼ぶ。料理を注文する。品物を配達させる。
16 叫出租⻋ jiào chūzūchē タクシーを呼ぶ。タクシーを拾う。
17 请叫一辆出租⻋ qǐng jiào yī liàng chūzūchē タクシーを１台呼んでください。
18 叫了一杯啤酒 jiào le yī bēi píjiǔ 一杯のビールを注文した。
19 叫外卖 jiào wàimài 出前を頼む。
20 叫披萨的外卖 jiào pīsà de wàimài ピザのデリバリーを頼む。
21 叫 jiào 名前を〜という。〜と呼ぶ。
22 你叫什么名字? nǐ jiào shénme míngzi あなたは何と言う名前ですか。
23 我叫大谷 wǒ jiào Dàgǔ 私は大谷と言います。
24 我应该叫你什么? wǒ yīnggāi jiào nǐ shénme あなたをなんて呼べばいいですか。
25 以后请叫我小悟空 yǐhòu qǐng jiào wǒ xiǎo Wùkōng これからは悟空ちゃんと呼んでください。
26 它叫仙女虾 tā jiào xiānnǚ xiā それは仙女エビと呼ばれています。
27 叫 jiào 〜することを許す。任せる。
28 不叫他去 bù jiào tā qù 彼を行かせない。
29 父亲不叫去 fùqīn bù jiào qù 父親が行かせてくれない。
30 叫 jiào 〜される。
31 衣服都叫淋透了 yīfu dōu jiào líntòu le 服が皆びしょ濡れにされる。
32 叫 〜 + (動詞句) jiào 〜 + (動詞句) 〜に〜させる。
33 〜 叫 〜 + (動詞句) 〜 jiào 〜 + (動詞句) 〜が〜に〜させる。
34 叫他回去 jiào tā huíqù 彼を帰らせる。彼に戻らせる。
35 叫你久等了 jiào nǐ jiǔděng le あなたに⻑いこと待たせた。お待たせしました。
36 医生叫我做深呼吸 yīshēng jiào wǒ zuò shēnhūxī 医者が私に深呼吸をさせる。医者が深呼吸するよう要求する。

37 〜 叫 〜 + (動詞句) 〜 jiào 〜 + (動詞句) 〜が〜に〜される。
38 〜 叫 〜 + 给 + (動詞句) 〜 jiào 〜 + gěi + (動詞句) 〜が〜に〜される。
39 衣服叫雨淋湿了 yīfu jiào yǔ línshī le 服が雨に濡らされた。
40 他的衣服叫雨给淋湿了 tā de yīfu jiào yǔ gěi línshī le 彼の服は雨に濡らされた。
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41 复印机叫人修好了 fùyìnjī jiào rén xiūhǎo le コピー機は人によって修理された。
42 信纸叫⻛给刮跑了 xìnzhǐ jiào fēng gěi guāpǎo le 便せんが風に吹き飛ばされた。
43 A 叫 B + 把 C + (動詞句) A jiào B + bǎ C + (動詞句) Aは、Bが、Cを〜した。
44 钢笔叫他把笔尖摔坏了 gāngbǐ jiào tā bǎ bǐjiān shuāi huàile 万年筆は彼がペン先を落として壊した。
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