
No 中国語 ピンイン 日本語

1 利益 lìyì 利益。
2 有益 yǒuyì 有益だ。
3 无益 wúyì 無益だ。
4 益处 yìchu よいところ。メリット。
5 好处 hǎochu 利点。利益。⻑所。取り柄。
6 用处 yòngchu 用途。使い道。
7 为 wèi 〜のために。〜を。〜なので。
8 为了 wèile 〜のために。〜なので。
9 因为 yīnwèi 〜なので。〜だから。〜のため。
10 由于 yóuyú 〜により。〜なので。
11 自身利益 zìshēn lìyì 自分の利益。自分のため。
12 有益的话 yǒuyì de huà 有益な話。ためになる話。
13 有益的书 yǒuyì de shū 有益な本。ためになる本。
14 早起有益于健康 zǎoqǐ yǒuyì yú jiànkāng 早起きは健康のためになる。
15 对社会有益 duì shèhuì yǒuyì 社会のためになる。
16 对身体有益 duì shēntǐ yǒuyì 体のためになる。
17 对你有益 duì nǐ yǒuyì あなたのためになる。
18 无益于公司 wúyì yú gōngsī 会社のためにならない。
19 对你无益 duì nǐ wúyì あなたのためにならない。
20 有益处的话 yǒu yìchu dehuà メリットがある話。ためになる話。
21 大有益处 dà yǒu yìchu 大いにためになる。
22 那个对我来说大有益处 nàge duì wǒ lái shuō dà yǒu yìchu それは私にとってとてもためになりました。
23 毫无益处 háo wú yìchu すこしもためにならない。
24 这对我毫无益处 zhè duì wǒ háo wú yìchu これは私にはすこしも役にたたない。
25 对自己有好处 duì zìjǐ yǒu hǎochu 自分にメリットがある。自分のためになる。
26 对孩子没有好处 duì háizi méiyǒu hǎochu 子供のためにならない。
27 对身体没好处 duì shēntǐ méi hǎochu 体のためにならない。体によくない。
28 有用处 yǒu yòngchu 使い道がある。ためになる。
29 你的建议很有用处 nǐ de jiànyì hěn yǒu yòngchu あなたの助言はためになります。
30 没用处 méi yòngchu 使い道がない。ためにならない。
31 为社会做贡献 wèi shèhuì zuò gòngxiàn 社会のために貢献する。
32 你不用为我担心 nǐ bùyòng wèi wǒ dānxīn 私のために心配しないでください。
33 这是特意为你买的 zhè shì tèyì wèi nǐ mǎi de これはあなたのために特別に買いました。
34 为什么? wèi shénme 何のため。なぜ。どうして。
35 为了将来 wèile jiānglái 将来のため。
36 为了⼈⺠利益 wèile rénmín lìyì ⼈⺠の利益のため。
37 为了晚年储蓄 wèile wǎnnián chúxù 老後のために貯蓄する。
38 为了生活而工作 wèile shēnghuó ér gōngzuò 生活のために働く。
39 为了钱而工作 wèile qián ér gōngzuò 金のために働く。
40 为了减肥而节食 wèile jiǎnféi ér jiéshí ダイエットのために節食する。
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41 为了健康减肥 wèile jiànkāng jiǎnféi 健康のためダイエットする。
42 这是为了你 zhè shì wèile nǐ これはあなたのためです。
43 因为⼈手不够, 没法办理 yīnwèi rénshǒu bùgòu, méi fǎ bànlǐ ⼈手不足のために対応できない。
44 因为天气不好, 所以⻜机还不起⻜ yīnwèi tiānqì bù hǎo, suǒyǐ fēijī hái bù qǐfēi 悪天候のため、飛行機がまだ飛ばない。
45 由于地震电梯停了 yóuyú dìzhèn diàntī tíng le 地震のためにエレベーターが止まった。
46 由于强⻛, ⻜机停了 yóuyú qiángfēng, fēijī tíng le 強風のために飛行機は止まった。
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