
No 中国語 ピンイン 日本語

1 总 zǒng すべてを一つにまとめる。すべての。全面的な。いつも。ずっと。結局は。

2 总在一起支付 zǒng zài yīqǐ zhīfù まとめて支払う。
3 总在一起算 zǒng zài yīqǐ suàn まとめて計算する。
4 总起来说 zǒng qǐlai shuō まとめて言えば。
5 总结 zǒngjié 総括する。締めくくる。総括して出した結論。総まとめ。
6 总结想法 zǒngjié xiǎngfǎ 考えをまとめる。
7 总结要点 zǒngjié yàodiǎn 要点をまとめる。
8 年终总结 niánzhōng zǒngjié 年末の総括。
9 总括 zǒngkuò 概括する。総括する。
10 总括起来说 zǒngkuò qǐlai shuō まとめて言えば。
11 总括种种意⻅ zǒngkuò zhǒngzhǒng yìjiàn いろいろな意見をまとめる。
12 综括 zōngkuò 総括する。まとめる。
13 综括起来我的信条如下 zōngkuò qǐlai wǒ de xìntiáo rúxià まとめると、私の信条は次のとおりです。
14 概括 gàikuò 総括する。まとめる。要約する。
15 概括讨论内容 gàikuò tǎolùn nèiróng 討論内容を総括する。
16 概括性很强 gàikuòxìng hěn qiáng よくまとめられている。
17 综合 zōnghé 総合する。まとまる。
18 综合大家的意⻅ zònghé dàjiā de yìjiàn みんなの意見をまとめる。
19 统一 tǒngyī 統一する。統合する。統一的な。一致した。
20 统一政府⻅解 tǒngyī zhèngfǔ jiànjiě 政府見解をまとめる。
21 统一购买 tǒngyī gòumǎi 一括購入。まとめ買い。
22 一致 yīzhì 一致している。一緒に共同で。
23 意⻅一致 yìjiàn yīzhì 意見が一致する。意見がまとまる。
24 团结 tuánjié 団結する。結束する。仲がいい。
25 团结起来 tuánjié qǐlai 団結する。
26 团结一致 tuánjié yīzhì 団結しまとまる。
27 归 guī ひとつところにまとまる。〜に属す。〜の責任によって。〜ではあるが。

28 把相同内容归到一起 bǎ xiāngtóng nèiróng guī dào yīqǐ 同じ内容をいっしょにしてまとめる。
29 拢 lǒng 寄せ集める。船が岸につく。折り合いをつける。束ねる。髪をとかす。

30 把人拢在一处 bǎ rén lǒng zài yī chù 人を一つの場所に集める。
31 归拢 guīlǒng 一つにまとめる。片付ける。
32 归拢归拢 guīlǒngguīlǒng 一つにまとめる。片付ける。
33 归归拢 guīguilǒng 一つにまとめる。片付ける。
34 把货物归拢到一起 bǎ huòwù guīlǒng dào yīqǐ 貨物を取りまとめる。
35 收拢 shōulǒng 散らばっているものを一ヶ所に集める。心を引き寄せる。
36 把四散的叶子收拢到一起 bǎ sìsàn de yèzi shōulǒng dào yīqǐ 散らばった葉を集める。
37 归结 guījié 結論を出す。まとめる。結末。結論。
38 把内容归结总 bǎ nèiróng guījié zǒng 内容をまとめる。
39 归纳 guīnà 抽象的な事象をまとめる。
40 归纳要点 guīnà yàodiǎn 要点をまとめる。
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41 归为 guīwéi もとは性質の異なる事物をひとつにまとめる。
42 把每个样本归为一类 bǎ měige yàngběn guīwéi yī lèi それぞれのサンプルを一つのカテゴリにまとめます。
43 归总 guīzǒng ひとつにまとめる。
44 归总群众意⻅ guīzǒng qúnzhòng yìjiàn 大衆の意見をまとめる。世論をまとめる。
45 归并 guībìng 統合する。合併する。
46 归归并并 guīguibìngbìng 統合する。合併する。
47 机构归并在一起 jīgòu guībìng zài yīqǐ 組織が一つに統合する。
48 集中 jízhōng 集める。集中する。まとまっている。
49 集中大家的意⻅ jízhōng dàjiā de yìjiàn 皆の意見を一つにまとめる。
50 一起 yīqǐ 一緒に。同じ場所。
51 一起送 yīqǐ sòng 一緒に送る。まとめて送る。
52 一共 yīgòng 併せて。
53 一共十六个 yīgòng shíliù ge 併せて１６個。まとめて１６個。
54 一并 yībìng 一緒に。併せて。
55 一并处理 yībìng chǔlǐ 併せて処理する。まとめて処理する。
56 一总 yīzǒng 合わせて。全部。すべて。
57 一总儿 yīzǒngr 合わせて。
58 一总面积超过五百平方米 yīzǒng miànjī chāoguò wǔbǎi píngfāngmǐ 総面積が500平方メートルを超える。
59 汇总 huìzǒng とりまとめる。一つにまとめる。
60 汇总意⻅ huìzǒng yìjiàn 意見をまとめる。
61 汇集 huìjí 集める。集まる。
62 会集 huìjí 集める。集まる。
63 把作品汇集成书 bǎ zuòpǐn huìjí chéngshū 作品を集めて本にまとめる。
64 凑齐 còuqí 集めそろえる。
65 凑齐人数 còuqí rénshù 人数をそろえる。頭数をまとめる。
66 把钱凑齐交给了他 bǎ qián còuqí jiāogěi le tā お金をまとめて彼に渡した。
67 拼凑 pīncòu 寄せ集める。
68 把证据拼凑在一起 bǎ zhèngjù pīncòu zài yīqǐ 証拠を積み重ねる。
69 整理 zhěnglǐ 整理する。片付ける。
70 整理论点 zhěnglǐ lùndiǎn 論点を整理する。論点をまとめる。
71 收拾 shōushi 片付ける。整理する。修理する。こらしめる。殺す。消す。
72 收拾行李 shōushi xíngli 荷物をまとめる。
73 谈妥 tán tuǒ 話しがつく。
74 我们谈妥了付款条件 wǒmen tán tuǒ le fùkuǎn tiáojiàn 私達は支払い条件について話をまとめた。
75 趸批 dǔnpī 大量に。大口に。
76 趸批出卖 dǔnpī chūmài 大量に販売する。まとめて売り出す。
77 趸货 dǔnhuò 商品をまとめて仕入れる。
78 趸买 dǔnmǎi まとめて買う。商品を仕入れる。
79 趸卖 dǔnmài まとめて売る。卸売りをする。
80 趸买趸卖 dǔnmǎi dǔnmài 大量仕入れ、大量販売する。
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81 结语 jiéyǔ 文章の結びのことば。
82 报告结语 bàogào jiéyǔ レポートのまとめのことば。
83 结束语 jiéshùyǔ 結びのことば。
84 报告结束语 bàogào jiéshùyǔ レポートのまとめのことば。
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