
No 中国語 ピンイン 日本語

1 准备 zhǔnbèi 準備する。⽤意する。〜する予定だ。〜するつもりだ。
2 预备 yùbèi ⽤意する。準備する。予定する。計画する。
3 筹备 chóubèi 計画準備する。
4 就绪 jiùxù 準備が整う。
5 布置 bùzhì 手配する。準備する。設置する。
6 部署 bùshǔ 手配する。配置する。
7 支配 zhīpèi 割り振る。支配する。コントロールする。
8 安排 ānpái 段取りをつける。環境や住居などを作り直す。
9 程序 chéngxù ものごとを進める順序。コンピュータプログラム。
10 计划 jìhuà 計画。計画する。
11 规划 guīhuà ⻑期の計画。⻑期の計画をたてる。
12 筹划 chóuhuà 計画する。
13 策划 cèhuà たくらむ。計画する。
14 谋划 móuhuà 計画する。手だてを考える。
15 方案 fāng'àn 仕事の具体的な計画。プラン。規則。ルール。
16 打算 dǎsuan 〜するつもりだ。〜する予定だ。考える。考え。
17 顺序 shùnxù 順序。順序に従って。順に。
18 次序 cìxù 順序。順番。
19 次第 cìdì 順序。順を追って。
20 做准备 zuò zhǔnbèi 準備する。備える。
21 事先准备 shìxiān zhǔnbèi あらかじめ準備する。
22 你事先做好准备吧 nǐ shìxiān zuò hǎo zhǔnbèi ba あなた、事前に準備して。
23 预先准备 yùxiān zhǔnbèi あらかじめ準備する。
24 早点儿准备 zǎodiǎnr zhǔnbèi 早めに準備する。
25 及早做好准备 jízǎo zuò hǎo zhǔnbèi 早めに準備する。
26 赶早准备 gǎnzǎo zhǔnbèi 早めに準備する。
27 准备吃饭 zhǔnbèi chīfàn 食事の準備をする。
28 准备旅行 zhǔnbèi lǚxíng 旅行の準備をする。
29 准备运动 zhǔnbèi yùndòng 準備運動をする。
30 准备体操 zhǔnbèi tǐcāo 準備体操。
31 准备考试 zhǔnbèi kǎoshì 試験に備える。
32 做最坏的准备 zuò zuì huài de zhǔnbèi 最悪の事態に備える。
33 准备万一 zhǔnbèi wànyī 万一に備える。
34 为将来准备 wèi jiānglái zhǔnbèi 将来のため備える。
35 着手准备 zhuóshǒu zhǔnbèi 準備に着手する。
36 做好准备 zuò hǎo zhǔnbèi 準備を整える。
37 进行准备 jìnxíng zhǔnbèi 準備を進める。
38 准备好了吗? zhǔnbèi hǎo le ma 準備はいいですか。
39 准备好了, 请来通知 zhǔnbèi hǎo le, qǐng lái tōngzhī 準備ができたら知らせてください。
40 准备好了 zhǔnbèi hǎo le 準備できた。
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41 准备完毕 zhǔnbèi wánbì 準備完了。
42 我早就准备好了 wǒ zǎo jiù zhǔnbèi hǎo le 私はとっくに準備できた。
43 准备晚了 zhǔnbèi wǎn le 準備が遅れている。
44 准备不够 zhǔnbèi bùgòu 準備が足りない。
45 准备不足 zhǔnbèi bùzú 準備不足。
46 毫无准备 háo wú zhǔnbèi まったく準備してない。
47 还没准备好 hái méi zhǔnbèi hǎo まだ準備ができていない。
48 还没有准备好 hái méiyǒu zhǔnbèi hǎo まだ準備ができていない。
49 他还没有准备好谈恋爱 tā hái méiyǒu zhǔnbèi hǎo tán liàn'ài 彼はまだ恋する準備ができていない。
50 现在正在准备中 xiànzài zhèngzài zhǔnbèi zhōng 只今準備中です。
51 考试准备好了 kǎoshì zhǔnbèi hǎo le 試験の準備はできた。
52 饭准备好了 fàn zhǔnbèi hǎo le ご飯の⽤意ができた。
53 行李准备好了 xíngli zhǔnbèi hǎo le 荷物の準備はできた。
54 一切准备就绪 yīqiè zhǔnbèi jiùxù すべての準備が整った。
55 准备都俱全了 zhǔnbèi dōu jùquán le 準備はすべてそろった。
56 准备齐全 zhǔnbèi qíquán 準備はすべてそろった。取り揃える。
57 你准备下⻋吧 nǐ zhǔnbèi xià chē ba 下車する準備をして。
58 周到的准备 zhōudào de zhǔnbèi 念入りな準備。
59 做精神准备 zuò jīngshén zhǔnbèi 心の準備をする。
60 有思想准备 yǒu sīxiǎng zhǔnbèi 心の準備ができている。
61 我明天准备去公园 wǒ míngtiān zhǔnbèi qù gōngyuán 私は明日公園へ行くつもりです。
62 你准备考哪个大学? nǐ zhǔnbèi kǎo nǎge dàxué あなたはどの大学を受験するつもりですか。
63 预备雨伞 yùbèi yǔsǎn 雨傘の⽤意をする。
64 饭预备好了 fàn yùbèi hǎo le 食事の準備ができました。
65 东⻄预备全了 dōngxi yùbèi quán le 物は全部そろった。
66 东⻄预备齐了 dōngxi yùbèi qí le 物は全部そろった。
67 你们预备好了吗? nǐmen yùbèi hǎo le ma あなたたち⽤意はできましたか。
68 筹备世博 chóubèi shìbó 万博の準備をする。
69 筹备婚礼 chóubèi hūnlǐ 結婚式の準備をする。
70 筹备委员会 chóubèi wěiyuánhuì 準備委員会。
71 筹备就绪 chóubèi jiùxù 計画準備が整う。
72 准备就绪 zhǔnbèi jiùxù 準備が整う。
73 大致就绪 dàzhì jiùxù あらかた準備が整う。
74 布置工作 bùzhì gōngzuò 仕事の手配をする。
75 布置会场 bùzhì huìchǎng 会場のセットをする。
76 布置餐具 bùzhì cānjù 食器を並べる。
77 房间的布置 fángjiān de bùzhì 部屋のレイアウト。
78 部署工作 bùshǔ gōngzuò 仕事の手配をする。
79 部署导弹 bùshǔ dǎodàn ミサイルを配備する。
80 支配经费 zhīpèi jīngfèi 経費を配分する。
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81 支配时间 zhīpèi shíjiān 時間を配分する。
82 市场支配地位 shìchǎng zhīpèi dìwèi 市場を支配する地位。
83 安排工作 ānpái gōngzuò 仕事の手配をする。
84 安排会场 ānpái huìchǎng 会場の手配をする。
85 安排日程 ānpái rìchéng 日程を組む。
86 安排课程 ānpái kèchéng カリキュラムを組む。
87 安排时间 ānpái shíjiān 時間の都合をつける。時間を割りふる。
88 这件事你安排一下吧 zhè jiàn shì nǐ ānpái yīxià ba この件、あなたが手配して。
89 今天的日程是怎么安排的? jīntiān de rìchéng shì zěnme ānpái 今日の日程はどのような段取りになってますか。
90 我已经安排好了 wǒ yǐjīng ānpái hǎo le 私はすでに手配が整った。
91 明天安排得很满 míngtiān ānpái de hěn mǎn 明日は予定がつまっています。
92 安排得不好 ānpái dé bù hǎo 手配がよくない。
93 工作程序 gōngzuò chéngxù 仕事の手順。
94 会议程序 huìyì chéngxù 会議の手順。
95 照程序办 zhào chéngxù bàn 段取りどおりに行う。
96 依照程序 yīzhào chéngxù 手順に基づく。
97 弄错程序 nòng cuò chéngxù 手順を間違える。
98 做计划 zuò jìhuà 計画を立てる。
99 搞计划 gǎo jìhuà 計画を立てる。
100 打计划 dǎ jìhuà 計画を立てる。
101 预定计划 yùdìng jìhuà あらかじめ計画を立てる。
102 拟定计划 nǐdìng jìhuà 計画を定める。
103 制定计划 zhìdìng jìhuà 計画を定める。
104 工作计划 gōngzuò jìhuà 仕事の段取り。
105 作业计划 zuòyè jìhuà 作業計画。
106 旅行计划 lǚxíng jìhuà 旅行計画。
107 具体计划 jùtǐ jìhuà 具体的な計画。
108 全盘计划 quánpán jìhuà 全体計画。
109 执行计划 zhíxíng jìhuà 計画を実行する。実行計画。
110 实行计划 shíxíng jìhuà 計画を実行する。
111 推动计划 tuīdòng jìhuà 計画を推し進める。
112 计划打乱了 jìhuà dǎ luàn le 計画が狂った。
113 计划落空 jìhuà luòkōng 計画だおれ。
114 变更计划 biàngēng jìhuà 計画を変更する。
115 改变计划 gǎibiàn jìhuà 計画を変更する。
116 重定计划 chóngdìng jìhuà 計画を立て直す。
117 重拟计划 chóngnǐ jìhuà 計画を立て直す。
118 计划周密 jìhuà zhōumì 計画が綿密だ。
119 计划不周 jìhuà bù zhōu 計画が不完全だ。
120 远景规划 yuǎnjǐng guīhuà ⻑期計画。
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121 近景规划 jìnjǐng guīhuà 当面の計画。
122 城市规划 chéngshì guīhuà 都市計画。
123 事业规划 shìyè guīhuà 事業計画。
124 财政规划 cáizhèng guīhuà 財政計画。
125 筹划计谋 chóuhuà jìmóu 策略をくわだてる。
126 筹划密谋 chóuhuà mìmóu 秘策を練る。
127 策划阴谋 cèhuà yīnmóu 陰謀をくわだてる。
128 策划犯罪 cèhuà fànzuì 犯罪をくわだてる。
129 谋划暗杀 móuhuà ànshā 暗殺をくわだてる。
130 出谋划策 chū móuhuà cè 入れ知恵をしたり画策したりする。
131 提出方案 tíchū fāng'àn 案を出す。
132 原始方案 yuánshǐ fāng'àn たたき案。元の案。
133 妥协方案 tuǒxié fāng'àn 妥協案。
134 代替方案 dàitì fāng'àn 代案。
135 改革方案 gǎigé fāng'àn 改革案。
136 做打算 zuò dǎsuan 計画を立てる。
137 打算做 dǎsuan zuò するつもりです。
138 打算落空了 dǎsuan luòkōng le 思惑が外れた。
139 打算错了 dǎsuàn cuò le 思惑が外れた。
140 我打算去北京 wǒ dǎsuan qù Běijīng 私は北京に行くつもりです。
141 他曾打算去阿富汗 tā céng dǎsuan qù Āfùhàn 彼はアフガニスタンに行くつもりだった。
142 不打算离婚 bù dǎsuan líhūn 離婚するつもりはない。
143 你打算怎么办? nǐ dǎsuan zěnme bàn あなたはどうするつもり。
144 按顺序进行 àn shùnxù jìnxíng 順序に基づいて行う。
145 按着次序进行锻炼 àn zhe cìxù jìnxíng duànliàn 順を追ってトレーニングを進める。
146 次第入座 cìdì rùzuò 順番に席につく。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

準備、段取り、計画    4/4

4


