
No 中国語 ピンイン 日本語

1 承认 chéngrèn 承認する。認める。同意する。
2 许 xǔ 許す。許可する。承諾する。もしかしたら〜かもしれない。
3 允许 yǔnxǔ 許可する。認める。
4 容许 róngxǔ 許す。
5 认可 rènkě 許可する。承認する。
6 许可 xǔkě 許可する。許す。
7 准 zhǔn 認める。許す。〜によって。正確だ。必ず。
8 准许 zhǔnxǔ 管理者などが許可する。承認する。同意する。
9 批准 pīzhǔn 上部組織などが同意する。許可する。批准する。
10 获准 huòzhǔn 許可を得る。
11 同意 tóngyì 同意する。賛成する。
12 答应 dāying 承諾する。同意する。返事をする。
13 受理 shòulǐ 受理する。
14 认 rèn 同意する。見分ける。新たにかかわりを持つ。
15 认定 rèndìng 認定する。確信する。確定する。
16 认罪 rènzuì 罪を認める。
17 认错 rèncuò 間違いを認める。見間違える。
18 认错儿 rèncuòr 間違いを認める。
19 认输 rènshū 負けを認める。
20 默认 mòrèn 黙認する。
21 默许 mòxǔ 黙認する。
22 默契 mòqì ひそかに了解している。密約。
23 赏识 shǎngshí 高く評価する。力量を買う。
24 赞成 zànchéng 賛成する。成し遂げられるよう協力する。
25 赞同 zàntóng 賛同する。
26 支持 zhīchí 支持する。なんとか持ちこたえる。
27 支持支持 zhīchí zhīchí 支持する。
28 否认 fǒurèn 否認する。
29 抵赖 dǐlài うそや詭弁(きべん)で否認する。言い逃れする。
30 驳回 bóhuí 却下する。採用しない。
31 驳斥 bóchì 人の主張や批判に対して論じ返す。反論して退ける。
32 批驳 pībó 意見や要求を拒否する。批判する。
33 反对 fǎnduì 反対する。
34 法案被承认了 fǎ'àn bèi chéngrèn le 法案は承認された。
35 我承认这是我干的 wǒ chéngrèn zhè shì wǒ gàn de これは私がしたことだと認めます。
36 我不承认那个 wǒ bù chéngrèn nàge 私はそれを認めない。
37 承认错误 chéngrèn cuòwù 間違いを認める。非を認める。
38 不承认错误 bù chéngrèn cuòwù 間違いを認めない。非を認めない。
39 死不承认 sǐ bù chéngrèn 決して認めない。死んでも認めない。
40 硬不承认 yìng bù chéngrèn あくまでも認めない。
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41 生不承认 shēng bù chéngrèn あくまでも認めない。
42 大体上承认 dàtǐshàng chéngrèn 大筋で認める。
43 不得不承认 bùdé bù chéngrèn 認めざるを得ない。
44 承认过错 chéngrèn guòcuò 過ちを認める。
45 承认失败 chéngrèn shībài 失敗を認める。敗北を認める。
46 法律承认 fǎlǜ chéngrèn 法律で認める。
47 得到承认 dédào chéngrèn 承認を得る。
48 董事会的承认 dǒngshìhuì de chéngrèn 取締役会の承認。
49 不能承认例外 bùnéng chéngrèn lìwài 例外は認められない。
50 干干脆脆地承认吧 gāngancuìcuì de chéngrèn ba いさぎよく認めろ。
51 只许州官放火, 不许百姓点灯 zhǐ xǔ zhōuguān fàng huǒ, bù xǔ bǎixìng diǎn dēng 役人は放火をしても許されるが、⺠は明かりをつけることさえも許されない。

52 不许出入 bù xǔ chūrù 出入りを許さない。
53 不许有例外 bù xǔ yǒu lìwài 特例は認めない。
54 请允许 qǐng yǔnxǔ 許可してください。
55 我允许这个改变 wǒ yǔnxǔ zhège gǎibiàn 私はこの変更を認める。
56 被允许入学 bèi yǔnxǔ rùxué 入学を許可される。
57 允许出院 yǔnxǔ chūyuàn 退院を許される。
58 情况不允许 qíngkuàng bù yǔnxǔ 事情が許さない。
59 不允许失败 bù yǔnxǔ shībài 失敗は許されない。
60 不允许别国干涉内政 bù yǔnxǔ bié guó gānshè nèizhèng 他の国が内政に干渉することを許さない。
61 决不允许 jué bù yǔnxǔ 決して許さない。
62 绝对不允许 juéduì bù yǔnxǔ 断じて認めない。
63 请允许我拒绝 qǐng yǔnxǔ wǒ jùjué お断りさせてください。
64 容许的范围 róngxǔ de fànwéi 許容範囲。
65 不容许有任何例外 bù róngxǔ yǒu rènhé lìwài いかなる例外も認めない。
66 已经得了他的认可 yǐjīng dé le tā de rènkě すでに彼の了解は得ている。
67 予以认可 yǔyǐ rènkě 認めを与える。
68 不能认可 bùnéng rènkě 認めることはできない。
69 获得许可 huòdé xǔkě 許可を受ける。
70 许可下来了 xǔkě xiàlái le 許可がおりた。
71 附加条件的许可 fùjiā tiáojiàn de xǔkě 条件付きの許可。
72 许可证 xǔkězhèng 許可証。
73 未经许可, 不得入内 wèi jīng xǔkě, bùdé rùnèi 許可なく立ち入るべからず。
74 决不许可 jué bù xǔkě 絶対に許さない。
75 不准入内 bù zhǔn rù nèi 立ち入りを認めず。立ち入り禁止。
76 准许要求 zhǔnxǔ yāoqiú 要求を認める。
77 准许例外 zhǔnxǔ lìwài 例外を認める。
78 得到准许 dédào zhǔnxǔ 許可を得る。
79 请予批准 qǐng yǔ pīzhǔn どうか許可願います。
80 条约批准了 tiáoyuē pīzhǔn le 条約が批准された。
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81 不予批准 bù yǔ pīzhǔn 批准しない。許可を与えない。
82 已批准 yǐ pīzhǔn 決済済み。
83 申请获准 shēnqǐng huòzhǔn 申請が許可される。
84 获准开业 huòzhǔn kāiyè 開業の許可を得る。
85 我同意 wǒ tóngyì 私は同意します。
86 我同意你的意⻅ wǒ tóngyì nǐ de yìjiàn 私はあなたの意見に同意する。
87 他不同意 tā bù tóngyì 彼は同意しない。
88 得到同意 dédào tóngyì 同意を得る。
89 不能同意 bùnéng tóngyì 同意できない。
90 勉强地答应 miǎnqiáng de dāyìng しぶしぶ承知する。
91 爽快地答应 shuǎngkuài de dāyìng 快諾(かいだく)する。
92 我不能答应 wǒ bùnéng dāyìng 私は承知できない。
93 受理辞呈 shòulǐ cíchéng 辞表を受理する。
94 不予受理 bù yǔ shòulǐ 受理しません。受け付けません。
95 我认了 wǒ rèn le 私は同意した。
96 认定工伤 rèndìng gōngshāng 労働災害と認定される。
97 认定有罪 rèndìng yǒuzuì 有罪と認める。
98 低头认罪 dītóu rènzuì 頭を下げて罪を認める。
99 他自己不认错 tā zìjǐ bù rèncuò 彼は自分の過ちを認めない。
100 我认错人了 wǒ rèncuò rén le 人違いしました。
101 我认输了 wǒ rènshū le 私は負けを認めた。降参だ。参った。
102 认输吧 rènshū ba 降参だろ。
103 认输了吧 rènshū le ba 参ったか。
104 不认输的表现 bù rènshū de biǎoxiàn 負け惜しみ。
105 不认输的人 bù rènshū de rén 負けず嫌い。
106 默认现状 mòrèn xiànzhuàng 現状を黙認する。
107 默许员工迟到的行为 mòxǔ yuángōng chídào de xíngwéi 従業員の遅れた行為を黙認する。
108 配合默契 pèihé mòqì 暗黙の了解がある。
109 得到上司赏识 dédào shàngsi shǎngshí 上司に認められる。
110 赏识他的才干 shǎngshí tā de cáigàn 彼の能力を買う。
111 我非常赏识你 wǒ fēicháng shǎngshí nǐ 私はあなたを非常に評価している。
112 我赞成他的意⻅ wǒ zànchéng tā de yìjiàn 私は彼の意見に賛成です。
113 我不赞成他的意⻅ wǒ bù zànchéng tā de yìjiàn 私は彼の意見に賛成しません。
114 我不能赞成 wǒ bùnéng zànchéng 私は賛成できません。
115 得到赞同 dédào zàntóng 賛同を得る。
116 获得赞同 huòdé zàntóng 賛同を得る。
117 我无法赞同 wǒ wúfǎ zàntóng 私は賛同しかねる。
118 支持国王的政策 zhīchí guówáng de zhèngcè 国王の政策を支持する。
119 我们不支持暴力抗议 wǒmen bù zhīchí bàolì kàngyì 私たちは暴力的抗議を支持しません。
120 否认嫌疑 fǒurèn xiányí 嫌疑を否認する。
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121 断然否认 duànrán fǒurèn きっぱりと否認する。
122 一口否认 yīkǒu fǒurèn きっぱりと否認する。
123 矢口否认 shǐkǒu fǒurèn あくまで否認する。
124 全部否认 quánbù fǒurèn 全面否認。
125 难以否认的事实 nányǐ fǒurèn de shìshí 否認しがたい事実。
126 无法否认的事实 wúfǎ fǒurèn de shìshí 否認しようがない事実。
127 不许抵赖 bùxǔ dǐlài 言い逃れは許さない。
128 不容抵赖 bùróng dǐlài 言い逃れは容易でない。
129 申请被驳回了 shēnqǐng bèi bóhuí le 申請を却下された。
130 驳回上告 bóhuí shànggào 上告を却下する。
131 驳斥对方的主张 bóchì duìfāng de zhǔzhāng 相手の主張に反論する。
132 批驳他的观点 pībó tā de guāndiǎn 彼の見解に反論する。
133 我反对暴力 wǒ fǎnduì bàolì 私は暴力に反対する。
134 强烈反对 qiángliè fǎnduì 強く反対する。
135 坚决反对 jiānjué fǎnduì 断固反対する。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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