
No 中国語 ピンイン 日本語

1 全 quán すべての。すべて備わっている。一つ残らずみんな。
2 全体 quántǐ 全体。全員。からだ全体。全身。
3 整体 zhěngtǐ 集団や事柄の全体。まとまり。
4 总体 zǒngtǐ 全体。総体。
5 整个 zhěnggè 全部の。
6 整个儿 zhěnggèr 全部の。
7 整整 zhěngzhěng まるまる。
8 总的 zǒngde 総体的な。全体的な。
9 通盘 tōngpán 全面的に。全体的に。
10 全盘 quánpán 全体。全部。
11 全面 quánmiàn 全面的な。全体。
12 全局 quánjú 全体的な情勢。
13 大局 dàjú 全体の動き。対局。
14 部分 bùfen 部分。一部分。
15 一部分 yībùfen 一部分。
16 一端 yīduān 事柄の一部分。一端。
17 一面 yīmiàn 一つの面。一方面。一度会ったことがある。
18 片面 piànmiàn 片面。一面。一面的だ。
19 局部 júbù 局部。
20 成分 chéngfèn 成分。構成要素。出身。経歴。身分。
21 成份 chéngfèn 成分。構成要素。出身。経歴。身分。
22 全社会 quán shèhuì 社会全体。
23 全体会议 quántǐ huìyì 全体会議。
24 全体平均 quántǐ píngjūn 全体を平均する。
25 整体图 zhěngtǐ tú 全体像。
26 作品整体 zuòpǐn zhěngtǐ 作品全体。
27 整体规划 zhěngtǐ guīhuà 全体計画。
28 整体的利益 zhěngtǐ de lìyì 全体の利益。
29 从整体上看 cóng zhěngtǐ shàng kàn 全体的に見ると。
30 从整体上考虑 cóng zhěngtǐ shàng kǎolǜ 全般的に考慮すると。
31 总体图 zǒngtǐ tú 全体像。
32 总体规划 zǒngtǐ guīhuà 全体計画。
33 从总体看 cóng zǒngtǐ kàn 全体的に見ると。
34 从总体来看 cóng zǒngtǐ lái kàn 全体的に見ると。
35 总体上说 zǒngtǐ shàng shuō 全体的に言って。
36 整个岛 zhěnggè dǎo 島全体。
37 整个城市 zhěnggè chéngshì 街全体。
38 整个过程 zhěnggè guòchéng プロセス全体。
39 整个来说 zhěnggè lái shuō 全体的に見れば。
40 整整十⻚ zhěngzhěng shí yè まるまる１０ページ。
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41 整整十年 zhěngzhěng shí nián まるまる１０年。満１０年。
42 总的情况 zǒngde qíngkuàng 全体的な状況。
43 总的形势 zǒngde xíngshì 全体的な情勢。
44 总的来看 zǒngde lái kàn 全体的に見れば。
45 总的看来 zǒngde kàn lái 総じてだいたい。
46 总的来说 zǒngde lái shuō 全体的に言えば。
47 从总的方面来说 cóng zǒngde fāngmiàn lái shuō 全体的に言って。
48 通盘筹划 tōngpán chóuhuà 全体的に計画する。
49 通盘考虑 tōngpán kǎolǜ 全体的に考える。
50 通盘研究 tōngpán yánjiū 全体的に検討する。
51 全盘计划 quánpán jìhuà 全体計画。
52 全盘考虑 quánpán kǎolǜ 全体的に考える。
53 全盘否定 quánpán fǒudìng 全面的に否定する。
54 抓全面 zhuā quánmiàn 全体を把握する。
55 照顾全面 zhàogù quánmiàn 全体に気を配る。
56 全面情况 quánmiàn qíngkuàng 全体の状況。
57 全面推广 quánmiàn tuīguǎng 全体的に行き渡らせる。
58 全面地考虑 quánmiàn de kǎolǜ 全体的に考える。
59 照顾全局 zhàogù quánjú 全局面に気を配る。
60 纵观全局 zòngguān quánjú 全局面を見渡す。
61 通观全局 tōngguān quánjú 全局面を見渡す。
62 着眼全局 zhuóyǎn quánjú 全局面に着目する。
63 控制全局 kòngzhì quánjú 全体をコントロールする。
64 顾全大局 gùquán dàjú 大局を考慮する。
65 综观大局 zòngguān dàjú 大局を俯瞰(ふかん)する。
66 重要的部分 zhòngyào de bùfen 重要な部分。
67 部分的错误 bùfen de cuòwù 部分的な誤り。
68 部分成功 bùfen chénggōng 部分的な成功。
69 部分国家 bùfen guójiā 一部の国。
70 部分赢利 bùfen yínglì もうけの一部。
71 最后部分 zuìhòu bùfen 最後の部分。
72 附加部分 fùjiā bùfen プラスアルファ。
73 部分地区有雨 bùfen dìqū yǒu yǔ ところにより雨。
74 大部 dàbù 大部分。
75 大部分 dàbùfen 大部分。
76 绝大部分 jué dà bùfen ほとんどすべて。
77 这一部分 zhè yībùfen この部分。
78 一部分人 yībùfen rén 一部の人。
79 一部分学生 yībùfen xuéshēng 一部の学生。
80 一部分奖金 yībùfen jiǎngjīn ボーナスの一部。
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81 大楼的一部分 dàlóu de yībùfen ビルの一部。
82 小说的一部分 xiǎoshuō de yībùfen 小説の一部。
83 桥的一端 qiáo de yīduān 橋の一端。
84 此其一端 cǐ qí yīduān これがその一端である。
85 举其一端 jǔ qí yīduān その一端を挙げる。
86 事物的一面 shìwù de yīmiàn 物事の一面。
87 问题的一面 wèntí de yīmiàn 問題の一面。
88 片面的看法 piànmiàn de kànfǎ 一面的な見方。
89 事物的片面 shìwù de piànmiàn 物事の一面。
90 局部的问题 júbù de wèntí 局部的な問題。
91 局部的解决 júbù de jiějué 局部的な解決。
92 不安的成份 bù'ān de chéngfèn 不安な要素。
93 药物的成分 yàowù de chéngfèn 薬物の成分。
94 化学成份 huàxué chéngfèn 化学成分。
95 主要成分 zhǔyào chéngfèn 主成分。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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