
No 中国語 ピンイン 日本語

1 选 xuǎn 選ぶ。選択する。選挙する。選ばれた。
2 从这里面选一个你喜欢的 cóng zhè lǐmiàn xuǎn yī ge nǐ xǐhuan de この中から好きなものを１つ選んでください。
3 喜欢哪个, 自己选 xǐhuan nǎge, zìjǐ xuǎn どれが好きか、自分で選んでください。
4 选哪个呢? xuǎn nǎge ne どれを選びますか。
5 我推荐你选这个 wǒ tuījiàn nǐ xuǎn zhège 私はこれを選ぶことをお薦めする。
6 我选这个 wǒ xuǎn zhège 私はこれを選ぶ。
7 这是我选的 zhè shì wǒ xuǎn de これは私が選んだもの。これは私が選んだ事。
8 这是我自己选的路 zhè shì wǒ zìjǐ xuǎn de lù これは私が自分で選んだ道。
9 被选作委员 bèi xuǎn zuò wěiyuán 委員に選ばれる。
10 被选为主角 bèi xuǎn wéi zhǔjiǎo 主役に選ばれる。
11 挑 tiāo 選ぶ。あら探しする。天秤棒でかつぐ。
12 你可以从五个中间挑任何一个 nǐ kěyǐ cóng wǔ ge zhōngjiān tiāo rènhé yī ge ５つの内、どれでも１個選んでいいです。
13 喜欢哪个, 自己挑 xǐhuan nǎge, zìjǐ tiāo どれが好きか、自分で選んでください。
14 这些衣服你随便挑 zhèxiē yīfú nǐ suíbiàn tiāo これらの服から好きなのを自由に選んでください。
15 喜欢的衣服随便挑吧 xǐhuān de yīfú suíbiàn tiāo ba 好きな服を自由に選んで。
16 这里面你随便挑一个 zhè lǐmiàn nǐ suíbiàn tiāo yī ge この中から自由に好きなのを選んでください。
17 我挑的水果最甜 wǒ tiāo de shuǐguǒ zuì tián 私が選んだ果物は最も甘い。
18 我挑不出来 wǒ tiāo bù chūlái 私は選びだせない。
19 我挑好了 wǒ tiāo hǎo le 選び終えました。
20 挑选 tiāoxuǎn いいものを選ぶ。
21 挑选合意的商品 tiāoxuǎn héyì de shāngpǐn 気に入った商品を選ぶ。
22 任意挑选 rènyì tiāoxuǎn 任意に選択。よりどりみどり。
23 任凭你挑选 rènpíng nǐ tiāoxuǎn あなたにまかせます、選んでください。自由に選んでください。

24 任凭你的挑选 rènpíng nǐ de tiāoxuǎn あなたの選択にまかせる。
25 任你挑选一个 rèn nǐ tiāoxuǎn yī ge あなたにまかせます、ひとつ選んでください。
26 从两个任你挑选 cóng liǎng ge rèn nǐ tiāoxuǎn ２つのうちから選んでください。
27 从三个人之中挑选一位 cóng sān ge rén zhī zhōng tiāoxuǎn yī wèi ３人の中から１名を選んでください。
28 我挑选的商品 wǒ tiāoxuǎn de shāngpǐn 私が選んだ商品。
29 选择 xuǎnzé 選ぶ。選択する。
30 选择好日子 xuǎnzé hǎo rìzi 良き日どりを選ぶ。
31 选择地点 xuǎnzé dìdiǎn 場所を選ぶ。
32 选择项目 xuǎnzé xiàngmù 選択肢。選択事項。
33 没有选择的余地 méiyǒu xuǎnzé de yúdì 選択の余地はない。
34 取舍选择 qǔshě xuǎnzé 取捨選択する。
35 你选择哪个? nǐ xuǎnzé nǎge どれを選びますか。
36 安全的选择 ānquán de xuǎnzé 無難な選択。
37 痛苦的选择 tòngkǔ de xuǎnzé 苦渋の選択。
38 英明的选择 yīngmíng de xuǎnzé 賢明な選択。
39 最终的选择 zuìzhōng de xuǎnzé 究極の選択。
40 你可以自由选择 nǐ kěyǐ zìyóu xuǎnzé 選択はあなたの自由です。
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41 选项 xuǎnxiàng 選択肢。選択事項。プロジェクトを選定する。
42 从三个选项里面选择一个 cóng sān ge xuǎnxiàng lǐmiàn xuǎnzé yī ge ３つの選択肢から１つ選ぶ。
43 选取 xuǎnqǔ 選び取る。選びだして使う。
44 如何选取适当的方法? rúhé xuǎnqǔ shìdàng de fāngfǎ いかに適切な方法を選び取るか。
45 拣选 jiǎnxuǎn 選び出す。
46 我被神拣选 wǒ bèi shén jiǎnxuǎn 私は神に選ばれた。
47 评选 píngxuǎn 討議して選考する。
48 评选优秀作品 píngxuǎn yōuxiù zuòpǐn 優秀作品を選ぶ。
49 精选 jīngxuǎn 念入りに選ぶ。
50 精选出来的成员 jīngxuǎn chūlái de chéngyuán 選び抜かれたメンバー。
51 严选 yánxuǎn 厳選する。
52 严选优品 yánxuǎn yōupǐn 厳選された優れた品物。
53 筛选 shāixuǎn ふるいにかける。
54 筛选候选人 shāixuǎn hòuxuǎnrén 候補者をふるいにかける。
55 甄选 zhēnxuǎn 審査して選別する。
56 甄选人才 zhēnxuǎn réncái 人材を選別する。
57 优选 yōuxuǎn 最良のものを選ぶ。
58 优选药物 yōuxuǎn yàowù 最良の薬を選ぶ。
59 首选 shǒuxuǎn 第１位に選ばれる。最初に選ばれる。
60 首选药物 shǒuxuǎn yàowù まず選ばれる薬。第一選択薬。
61 选定 xuǎndìng 選定する。
62 选定参赛队员 xuǎndìng cānsài duìyuán 出場選手を選定する。
63 抉择 juézé 重大な選択をする。
64 人生的重要抉择 rénshēng de zhòngyào juézé 人生の重要な選択。
65 选错 xuǎncuò 選択を誤る。
66 人生道路选错了 rénshēng dàolù xuǎncuò le 生きる道を選び間違えた。
67 选购 xuǎngòu 選択して購入する。
68 汽⻋选购技巧 qìchē xuǎngòu jìqiǎo 自動車選択購入のスキル。
69 选用 xuǎnyòng 選択して使う。選んで用いる。
70 选用最好的肉 xuǎnyòng zuì hǎo de ròu 最もよい肉を選んで用いる。
71 选址 xuǎnzhǐ 場所を選ぶ。選択した場所。
72 选址是哪里? xuǎnzhǐ shì nǎlǐ 選んだ場所はどこ。
73 选修 xuǎnxiū 選択履修する。
74 选修经济学 xuǎnxiū jīngjìxué 経済学を選択履修する。
75 选题 xuǎntí テーマを選ぶ。選定テーマ。
76 毕业论文的选题 bìyè lùnwén de xuǎntí 卒業論文の選定テーマ。
77 选种 xuǎnzhǒng 優良品種を選ぶ。
78 ⼩⻨选种技巧 xiǎomài xuǎnzhǒng jìqiǎo ⼩⻨の優良品種選定スキル。
79 选育 xuǎnyù 選んで育てる。
80 水稻选育成功 shuǐdào xuǎnyù chénggōng イネの選別育成に成功。
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81 选登 xuǎndēng 選んで掲載する。
82 上海市政府回复选登 shànghǎi shì zhèngfǔ huífù xuǎndēng 上海市政府回答の抜粋掲載。
83 选录 xuǎnlù 選んで収録する。
84 代表作品选录 dàibiǎo zuòpǐn xuǎnlù 代表作を選定収録。
85 选拔 xuǎnbá 人を選抜する。
86 培养选拔干部 péiyǎng xuǎnbá gànbù 選択した幹部の育成。
87 选派 xuǎnpài 選出して派遣する。
88 市审计局选派代表队 shì shěnjìjú xuǎnpài dàibiǎoduì 市監査局は代表チームを選出して派遣する。
89 选送 xuǎnsòng 選出して送る。
90 影协选送作品 yǐng xié xuǎnsòng zuòpǐn 映画協会が選出して送った作品。
91 选聘 xuǎnpìn 選んで招へいする。
92 选聘主任或副主任一名 xuǎnpìn zhǔrèn huò fù zhǔrèn yī míng 主任もしくは副主任を１名招へいする。
93 选任 xuǎnrèn 選抜して任用する。選任する。
94 选任科级领导 xuǎnrèn kē jí lǐngdǎo 課⻑級のリーダーに任用する。
95 选材 xuǎncái 人材を選び出す。材料を選ぶ。
96 做菜时的选材 zuòcài shí de xuǎncái 料理のときの材料選び。
97 选举 xuǎnjǔ 選挙する。
98 日本举行众议院选举 rìběn jǔxíng zhòngyìyuàn xuǎnjǔ 日本は衆議院選挙を実施する。
99 总选举 zǒng xuǎnjǔ 総選挙をする。
100 日本吉祥物总选举开始了 rìběn jíxiángwù zǒng xuǎnjǔ kāishǐ le 日本ゆるキャラ総選挙がスタートした。
101 大选 dàxuǎn 総選挙をする。
102 美国的总统大选 měiguó de zǒngtǒng dàxuǎn アメリカの大統領選挙。
103 普选 pǔxuǎn 普通選挙を行う。
104 印度尼⻄亚举行总统普选 yìndùníxīyà jǔxíng zǒngtǒng pǔxuǎn インドネシアは大統領選挙を実施する。
105 直选 zhíxuǎn 直接選挙をする。
106 实行公推直选 shíxíng gōngtuī zhíxuǎn 推薦候補者の直接選挙を実行する。
107 补选 bǔxuǎn 補欠選挙をする。
108 新加坡国会议员的补选 xīnjiāpō guóhuì yìyuán de bǔ xuǎn シンガポール国会議員の補欠選挙。
109 预选 yùxuǎn 予備選を行う。
110 世界杯预选赛 shìjièbēi yùxuǎn sài ワールドカップ予選。
111 票选 piàoxuǎn 投票によって選出する。
112 网友票选世界赛最强阵容 wǎngyǒu piàoxuǎn shìjièsài zuì qiáng zhènróng ネット⺠が投票選出する世界大会の最強陣容。
113 人选 rénxuǎn 選び出された人。
114 他是最合适的人选 tā shì zuì héshì de rénxuǎn 彼は最適な人物です。
115 推选 tuīxuǎn 推薦する。選出する。
116 推选他为委员会主席 tuīxuǎn tā wèi wěiyuánhuì zhǔxí 彼を委員会議⻑に推薦する。
117 当选 dāngxuǎn 当選する。
118 普京再次当选俄罗斯总统 Pǔjīng zàicì dāngxuǎn èluósī zǒngtǒng プーチンは再びロシア大統領に当選する。
119 膺选 yīngxuǎn 当選する。
120 他膺选为会⻓ tā yīngxuǎn wèi huìzhǎng 彼は会⻑に当選した。
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121 入选 rùxuǎn 入選する。
122 她的作品入选了 tā de zuòpǐn rùxuǎn le 彼女の作品は入選した。
123 中选 zhòngxuǎn 選ばれる。
124 他的作品没有中选 tā de zuòpǐn méiyǒu zhòngxuǎn 彼の作品は選ばれなかった。
125 选中 xuǎnzhòng 選び当てる。的中する。
126 他被选中在那部电影中主演 tā bèi xuǎnzhōng zài nà bù diànyǐng zhōng zhǔyǎn 彼はその映画の主演に選ばれる。
127 落选 luòxuǎn 落選する。
128 她的作品落选了 tā de zuòpǐn luòxuǎn le 彼女の作品は落選した。
129 挑肥拣瘦 tiāo féi jiǎn shòu 選り好みする。
130 挑三拣四 tiāo sān jiǎn sì 選り好みする。
131 你要哪个? nǐ yào nǎge どれが要りますか。
132 哪一个? nǎ yī ge どれですか。
133 喜欢哪一个? xǐhuan nǎ yī ge どれが好きですか。
134 你想要哪一个? nǐ xiǎng yào nǎ yī ge どれが欲しいですか。
135 你要哪种? nǐ yào nǎ zhòng どれが要りますか。
136 犹豫不定选哪一个 yóuyù bùdìng xuǎn nǎ yī ge どれにしようか迷う。
137 我不知道该选哪个 wǒ bù zhīdào gāi xuǎn nǎge どれにすべきかわからない。
138 不知道哪个好 bù zhīdào nǎge hǎo どれがいいかわからない。
139 推荐的是哪个? tuījiàn de shì nǎge お勧めはどれ。
140 有推荐的吗? yǒu tuījiàn de ma お勧めはありますか。
141 有什么推荐的吗？ yǒu shénme tuījiàn de ma 何かお勧めはありますか。
142 我要这个 wǒ yào zhège これが要ります。これにします。
143 决定是这个了 juédìng shì zhège le これに決めた。
144 我决定买这个了 wǒ juédìng mǎi zhège le これ買うことに決めた。
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