
No 中国語 ピンイン 日本語

1 主动 zhǔdòng 自発的だ。主体的だ。
2 自动 zìdòng 自発的だ。自然に。機会などが自動的だ。
3 自发 zìfā 自然発生的だ。
4 自主 zìzhǔ 自分で決める。
5 自决 zìjué 自分で自分のことを決める。
6 自行 zìxíng 進んで〜する。
7 亲自 qīnzì 自ら。
8 自己 zìjǐ 自分。親しい。身内の。
9 亲临 qīnlín 自ら出かけて行く。
10 自愿 zìyuàn 自ら望む。
11 志愿 zhìyuàn 志願する。希望。願望。
12 自我克制 zìwǒ kèzhì 自制する。
13 自己克制 zìjǐ kèzhì 自制する。
14 被动 bèidòng 受け身の。消極的な。
15 被迫 bèipò 迫られる。やむなく〜する。
16 强迫 qiǎngpò 圧力をかけて従わせる。
17 逼迫 bīpò うむを言わさず強要する。
18 勉强 miǎnqiǎng 無理強いする。無理してどうにか。いやいやながら。無理がある。

19 强逼 qiǎngbī 無理強いする。
20 强制 qiángzhì 強制する。強要する。
21 强求 qiǎngqiú 無理強いする。強要する。
22 强使 qiǎngshǐ 圧力をかけて何かをさせる。
23 强行 qiángxíng 〜を強行する。
24 强令 qiánglìng 強制的に命令する。
25 勒令 lèlìng 命じて〜させる。強制的にやらせる。
26 蛮干 mángàn やみくもに行う。
27 他工作很主动 tā gōngzuò hěn zhǔdòng 彼は仕事を進んでやる。
28 我主动参加活动 wǒ zhǔdòng cānjiā huódòng 私は積極的に活動に参加する。
29 主动限制 zhǔdòng xiànzhì 自主規制。
30 主动学习 zhǔdòng xuéxí 進んで勉強する。
31 主动辞职 zhǔdòng cízhí 自ら辞職する。
32 主动权 zhǔdòngquán 主導権。
33 他自动为老人让出了座位 tā zìdòng wèi lǎorén ràng chū le zuòwèi 彼は自ら老人に席を譲った。
34 自动帮助 zìdòng bāngzhù 進んで手伝う。
35 自动入会 zìdòng rùhuì 自分の意思で入会する。
36 自动售货机 zìdòng shòuhuòjī 自動販売機。
37 自发行为 zìfā xíngwéi 自発行為。
38 自发的行动 zìfā de xíngdòng 自発的な行動。
39 自发地参加 zìfā de cānjiā 自発的に参加する。
40 自发性 zìfāxìng 自発性。
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41 自主检查 zìzhǔ jiǎnchá 自主検査。
42 婚姻自主 hūnyīn zìzhǔ 婚姻を本人の意思で決める。
43 命运自决 mìngyùn zìjué 運命を自分で決める。
44 命运不能自决 mìngyùn bùnéng zìjué 運命は自分で決められない。
45 ⺠族自决权 mínzú zìjuéquán ⺠族自決権。
46 自行办理 zìxíng bànlǐ 自分で手続きする。
47 自行解决 zìxíng jiějué 自分で解決する。
48 自行退出 zìxíng tuìchū 自ら退く。
49 亲自处理 qīnzì chǔlǐ 自分で処理する。
50 亲自动手 qīnzì dòngshǒu 自ら手を下す。
51 自己干 zìjǐ gàn 自分でやる。
52 亲临指导 qīnlín zhǐdǎo 自ら指導する。
53 亲临现场 qīnlín xiànchǎng 自ら現場に出向く。
54 自愿行为 zìyuàn xíngwéi 自主的に行動する。
55 自愿参加 zìyuàn cānjiā 志願して参加する。
56 志愿活动 zhìyuàn huódòng ボランティア活動。
57 志愿者 zhìyuánzhě ボランティア。
58 自我克制外出 zìwǒ kèzhì wàichū 外出自粛。
59 陷于被动地位 xiànyú bèidòng dìwèi 受け身の立場に立たされる。
60 被迫辞职 bèipò cízhí 辞職に追い込まれる。
61 强迫回答 qiǎngpò huídá 返事を迫る。
62 逼迫同意 bīpò tóngyì 同意を強いる。
63 不要勉强我 bùyào miǎnqiáng wǒ 私に無理強いしないで。
64 强逼辞职 qiǎngbī cízhí 辞職を強要する。
65 强制手段 qiángzhì shǒuduàn 強制手段。
66 强制避难 qiángzhì bìnàn 強制避難。
67 强制执行 qiángzhì zhíxíng 強制執行。
68 强求承认 qiǎngqiú chéngrèn 承認を強いる。
69 强使加班 qiǎngshǐ jiābān 残業を強いる。
70 强行拆迁 qiángxíng chāiqiān 強制立ち退き。
71 强行表决 qiángxíng biǎojué 強行採決。
72 强令执行 qiánglìng zhíxíng 強制執行。
73 勒令停业 lèlìng tíngyè 営業停止を命じる。
74 不要蛮干 bùyào mángàn ひたすら強引にするな。むちゃするな。
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