
No 中国語 ピンイン 日本語

1 目的 mùdì 目的。
2 目的地 mùdìdì 目的地。
3 目的意识 mùdì yìshí 目的意識。
4 手段 shǒuduàn 手段。小細工。策略。腕前。
5 办法 bànfǎ 方法。
6 指标 zhǐbiāo 目安。達成目標。
7 质量指标 zhìliàng zhǐbiāo 品質指標。
8 目标 mùbiāo 目標。標的。対象。
9 自己的目标 zìjǐ de mùbiāo 自分の目標。
10 数字目标 shùzì mùbiāo 数字目標。
11 目标额 mùbiāo é 目標額。
12 奋斗目标 fèndòu mùbiāo 努力目標。
13 努力目标 nǔlì mùbiāo 努力目標。
14 攻击目标 gōngjí mùbiāo 攻撃目標。
15 定额 dìng'é 決められた数量。ノルマ。ノルマを決める。定額。
16 生产定额 shēngchǎn dìng'é 生産ノルマ。
17 销售定额 xiāoshòu dìng'é 販売ノルマ。
18 课题 kètí 解決すべき問題点。課題。研究などの主要テーマ。
19 今后的课题 jīnhòu de kètí 今後の課題。
20 到达目的 dàodá mùdì 目的を達成する。
21 达不到目的 dá bu dào mùdì 目的に達しない。
22 目的已达 mùdì yǐ dá 目的はすでに達した。
23 到达目的地 dàodá mùdìdì 目的地に達する。
24 达不到目的地 dá bu dào mùdìdì 目的地に達しない。
25 找不到目的地 zhǎo bu dào mùdìdì 目的地が見つからない。
26 实现目的 shíxiàn mùdì 目的を果たす。
27 明确学习的目的 míngquè xuéxí de mùdì 学習の目的をはっきりさせる。
28 目的很显然 mùdì hěn xiǎnrán 目的ははっきりしている。
29 主要目的 zhǔyào mùdì 主な目的。一番の目的。
30 预期目的 yùqí mùdì 当初の目的。初期の目的。
31 最终目的 zuìzhōng mùdì 最終目的。
32 终极目的 zhōngjí mùdì 究極の目的。
33 这次的目的 zhè cì de mùdì 今回の目的。
34 他们的目的 tāmen de mùdì 彼らの目的。
35 共同的目的 gòngtóng de mùdì 共通の目的。
36 没有目的地在街上走 méiyǒu mùdì de zài jiēshang zǒu 目的なく街を歩く。
37 你来的目的是什么? nǐ lái de mùdì shì shénme あなたが来た目的は何ですか。
38 这个旅行的目的是观光 zhège lǚxíng de mùdì shì guānguāng この旅行の目的は観光です。
39 最终目的是名气和金钱 zuìzhōng mùdì shì míngqì hé jīnqián 最終目的は名声と金です。
40 不达目的决不罢休 bù dá mùdì jué bù bàxiū 目的を遂げるまでは決してやめない。
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41 为达到目的不择手段 wèi dádào mùdì bù zé shǒuduàn 目的のためには手段を選ばない。
42 讲求手段 jiǎngqiú shǒuduàn 手段を講じる。
43 想办法 xiǎng bànfǎ zhōngguó 手段を講じる。
44 用尽各种手段 yòng jìn gè zhǒng shǒuduàn あの手この手で。
45 使尽手段 shǐ jìn shǒuduàn 手段を尽くす。
46 用尽手段 yòng jìn shǒuduàn 手段が尽きる。
47 用尽了一切手段 yòng jìn yīqiè shǒuduàn あらゆる手段を尽くした。
48 使出一切手段 shǐ chū yīqiè shǒuduàn あらゆる手段を尽くす。
49 有一些办法 yǒu yīxiē bànfǎ いくつか方法がある。
50 有个好办法 yǒu ge hǎo bànfǎ いい方法がある。
51 办法都用尽了 bànfǎ dōu yòng jìn le 方法が尽きた。
52 没有别的办法 méiyǒu bié de bànfǎ ほかに方法がない。
53 总会有办法 zǒng huì yǒu bànfǎ なんとかなる。
54 超指标 chāo zhǐbiāo 目標を超える。
55 突破指标 túpò zhǐbiāo 目標を突破する。
56 到达生产指标 dàodá shēngchǎn zhǐbiāo 生産目標を達成する。
57 完成了生产指标 wánchéng le shēngchǎn zhǐbiāo 生産目標を達成した。
58 大大低于指标 dàdà dī yú zhǐbiāo 目標を大幅に下回る。
59 超过了指标 chāoguò le zhǐbiāo 目標を上回る。
60 决定目标 juédìng mùbiāo 目標を定める。
61 提出目标 tíchū mùbiāo 目標を掲げる。目標を設定する。
62 到达目标 dàodá mùbiāo 目標を達する。
63 超越目标 chāoyuè mùbiāo 目標を超える。
64 发现目标 fāxiàn mùbiāo 目標を見つける。
65 找出目标 zhǎo chū mùbiāo 目標を見いだす。
66 迷失目标 míshī mùbiāo 目標を見失う。
67 向着目标前进 xiàng zhe mùbiāo qiánjìn 目標に向かって進む。
68 向着目标努力 xiàng zhe mùbiāo nǔlì 目標に向かってがんばる。
69 超出定额 chāochū dìng'é 規定量を超える。ノルマを超える。
70 完成定额 wánchéng dìng'é ノルマを果たす。
71 不足定额 bùzú dìng'é 規定量には足りない。ノルマに達しない。
72 提出课题 tíchū kètí 課題を提示する。
73 发现问题 fāxiàn wèntí 課題を発見する。問題を発見する。
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