
No 中国語 ピンイン 日本語

1 定 dìng 確定する。必ず。予約する。落ち着く。定まる。
2 未定 wèidìng 未定の。まだ決まっていない。
3 不定 bùdìng 〜かどうか定かでない。
4 定下 dìng xià 決める。
5 打定 dǎ dìng 決める。
6 拿定 ná dìng 決める。
7 订 dìng 契約を結ぶ。取り決める。
8 订下 dìng xià 取り決める。
9 订立 dìnglì 取り決める。
10 决定 juédìng 決める。決定。
11 未决 wèijué 未だ決定されていない。まだ解決していない。
12 未决定 wèi juédìng 未決定。
13 确定 quèdìng 確定する。はっきりさせる。確かだ。明確だ。
14 未确定 wèi quèdìng 未確定。
15 规定 guīdìng 定める。規定する。規定。規則。
16 定规 dìngguī 決まり。決める。きっと。
17 制定 zhìdìng 制定する。定める。
18 判决 pànjué 判決を下す。
19 未判决 wèi pànjué 未決。
20 宣判 xuānpàn 判決を言い渡す。
21 指定 zhǐdìng 指定する。
22 选定 xuǎndìng 選定する。
23 约定 yuēdìng 約束する。相談して決める。約束。取り決め。
24 订约 dìngyuē 約束をする。条約や締結を結ぶ。
25 定约 dìngyuē 約束をする。条約や締結を結ぶ。
26 缔结 dìjié 条約を結ぶ。
27 商定 shāngdìng 相談して決める。
28 说定 shuōdìng 話しがつく。約束する。
29 做主 zuòzhǔ 責任を負って決める。采配をふる。
30 总是要 zǒngshì yào 〜と決まっている。〜するものだ。
31 决出 juéchū 〜を決める。
32 定出 dìngchū 〜を定める。
33 决心 juéxīn 決心。決意して〜する。
34 决断 juéduàn 決断する。決断。決断力。
35 决策 juécè 政策や戦略を決定する。決定した策略。
36 决意 juéyì 決意する。
37 决计 juéjì 〜することに決める。きっと。
38 不决 bù jué 決まらない。
39 定胜负 dìng shèng fù 勝敗を決める。
40 定日子 dìng rìzi 日にちを決める。
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41 日期还没定 rìqí hái méi dìng 期日はまだ決まっていない。
42 大局已定 dàjú yǐ dìng 大勢はすでに決した。
43 商流已经定下来了 shāngliú yǐjing dìng xiàlai le 商流は固まった。
44 就这么定了 jiù zhème dìng le そうしましょう。
45 一言为定 yī yán wéi dìng はっきり約束する。よし決めた。
46 定死了 dìng sǐ le 固く決めた。
47 胜负未定 shèng fù wèidìng 勝負は定まらない。
48 日期未定 rìqí wèidìng 日取りは未定。
49 捉摸不定 zhuōmō bùdìng 見当が定まらない。どうなるかわからない。
50 住址不定 zhùzhǐ bùdìng 住所が定まらない。
51 定下名字 dìng xià míngzi 名前を決める。
52 打定主意 dǎ dìng zhǔyi 考えを固める。
53 拿定主意 ná dìng zhǔyi 考えを決める。
54 拿不定主意 ná bù dìng zhǔyì 考えがまとまらない。
55 订合同 dìng hétóng 契約を取り決める。
56 订条约 dìng tiáoyuē 条約を結ぶ。
57 订下婚约 dìng xià hūnyuē 婚約を決める。
58 订立婚约 dìnglì hūnyuē 婚約を決める。
59 重大的决定 zhòngdà de juédìng 重大な決定。
60 决定性 juédìngxìng 決定的。
61 关键性 guānjiànxìng 決定的。
62 关键的 guānjiàn de 決定的。
63 决定权 juédìngquán 決定権。
64 决定事项 juédìng shìxiàng 決定事項。
65 尚未决定 shàngwèi juédìng まだ決定していない。
66 那个还没有决定 nàge hái méiyǒu juédìng それはまだ決まっていない。
67 我决定要搬家了 wǒ juédìng yào bānjiā le 私は引っ越すことにした。
68 悬而未决 xuán ér wèijué 懸案になったまま解決されていない。
69 悬而未决的问题 xuán'érwèijué de wèntí 棚上げになったまままの問題。懸案。
70 未决事项 wèijué shìxiàng 未決事項。懸案事項。
71 现在纠纷未决 xiànzài jiūfēn wèijué 現在もめて未決。
72 公司还未决定 gōngsī hái wèi juédìng 会社はまだ決定していない。
73 确定无疑 quèdìng wúyí 決定的で疑いようがない。
74 确定无疑的结论 quèdìng wúyí de jiélùn 揺るぎない結論。
75 方针确定 fāngzhēn quèdìng 方針が固まる。
76 那个还未确定 nàge hái wèi quèdìng それはまだ未確定です。
77 人数未确定 rénshù wèi quèdìng 人数は未定。
78 规定限期 guīdìng xiànqí 期限を定める。
79 规定期限 guīdìng qíxiàn 期限を定める。
80 规定的地点 guīdìng de dìdiǎn 定められた場所。
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81 他规定自己每天写作四个小时 tā guīdìng zìjǐ měitiān xiězuò sì ge xiǎoshí 彼は毎日４時間文章を書くと決めている。
82 按时升旗已成定规 ànshí shēngqí yǐ chéng dìngguī 定刻に旗を揚げるのが決まりになっています。
83 制定法律 zhìdìng fǎlǜ 法律を制定する。
84 制定条例 zhìdìng tiáolì 条例を定める。
85 制定计划 zhìdìng jìhuà 計画を立てる。
86 下判决 xià pànjué 判決を下す。
87 判决下来了 pànjué xiàlái le 判決が下る。
88 作出判决 zuòchū pànjué 判決を出す。
89 判决有罪 pànjué yǒuzuì 有罪となる。
90 判决无罪 pànjué wú zuì 無罪となる。
91 未判决的囚犯 wèi pànjué de qiúfàn 未判決の囚人。
92 宣判死刑 xuānpàn sǐxíng 死刑を宣告する。
93 指定地点 zhǐdìng dìdiǎn 場所を指定する。指定の場所。
94 选定选手 xuǎndìng xuǎnshǒu 選手を決める。
95 约定⻅面地点 yuēdìng jiànmiàn dìdiǎn 会う場所を決める。
96 在约定时间来了 zài yuēdìng shíjiān lái le 決めた時間に来た。
97 订约合同 dìngyuē hétóng 契約を結ぶ。
98 定约合同 dìngyuē hétóng 契約を結ぶ。
99 缔结条约 dìjié tiáoyuē 条約を締結する。
100 缔结邦交 dìjié bāngjiāo 国交を結ぶ。
101 商定对策 shāngdìng duìcè 対策を決める。
102 说定了 shuōdìng le 話しして決めた。
103 就这么说定了 jiù zhème shuōdìng le そうしましょう。
104 我做主 wǒ zuòzhǔ 私が取り仕切る。
105 我可不敢做主 wǒ kě bù gǎn zuòzhǔ 私の一存では決められない。
106 人总是要死的 rén zǒngshì yào sǐ de 人間はいつかは死ぬものだ。
107 梦总是要醒的 mèng zǒngshì yào xǐng de 夢は必ず覚めるものだ。
108 决出前三名 juéchū qián sān míng 上位３名を決める。
109 决出了胜负 juéchū le shèng fù 勝負が決まった。
110 定出目标 dìngchū mùbiāo 目標を定める。
111 下决心 xià juéxīn 決心を決める。
112 下定决心 xiàdìng juéxīn 決心を固める。
113 痛下决心 tòng xià juéxīn 固く決心する。
114 下不了决心 xià buliǎo juéxīn 決心がつかない。
115 决心动摇了 juéxīn dòngyáo le 決心がゆらいだ。
116 我决心戒烟 wǒ juéxīn jièyān 私は禁煙を決心した。
117 最终决断 zuìzhōng juéduàn 最終決断。
118 下决断 xià juéduàn 決断を下す。
119 他做了决断 tā zuò le juéduàn 彼は決断した。
120 做出决断 zuòchū juéduàn 決断を下す。
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121 做出重大的决断 zuòchū zhòngdà de juéduàn 重大な決断を下す。
122 作出决断 zuòchū juéduàn 決断を下す。
123 被迫作出决断 bèipò zuòchū juéduàn 決断を迫られる。
124 运筹决策 yùnchóu juécè 策を決める。
125 我决意分手 wǒ juéyì fēnshǒu 私は別れを決意する。
126 我决计明天就走 wǒ juéjì míngtiān jiù zǒu 私は明日行くことにした。
127 犹豫不决 yóuyù bù jué ためらって決めない。ぐずぐずしてはっきりしない。
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