
No 中国語 ピンイン 日本語

1 抚育 fǔyù 子供や動植物を育てる。育成する。
2 抚育孩子 fǔyù háizi 子供を育てる。
3 抚育熊猫仔 fǔyù xióngmāo zǐ パンダの子を育てる。
4 抚育森林 fǔyù sēnlín 森林を育てる。
5 抚养 fǔyǎng 大事に育てる。
6 抚养孩子 fǔyǎng háizi 子供を育てる。
7 抚养弟弟 fǔyǎng dìdi 弟を養う。
8 把孩子抚养成人 bǎ háizi fǔyǎng chéngrén 子供を一人前に育てる。
9 培育 péiyù 育てる。育成する。
10 培育人才 péiyù réncái 人材を育成する。
11 培育树苗 péiyù shùmiáo 苗木を育てる。
12 人工培育 réngōng péiyù 人工培養。
13 培养 péiyǎng 育成する。⻑期に教育、訓練する。培養する。
14 培养人才 péiyǎng réncái 人材を育成する。
15 培养感性 péiyǎng gǎnxìng 感性を養う。
16 培养细菌 péiyǎng xìjùn 細菌を培養する。
17 培训 péixùn 訓練養成する。
18 培训护士 péixùn hùshì 看護師を養成する。
19 培训选手 péixùn xuǎnshǒu 選手を育てる。
20 业务培训 yèwù péixùn 業務研修。
21 养育 yǎngyù 養い育てる。教育する。
22 养育孩子 yǎngyù háizi 子供を育てる。
23 养育⻥苗 yǎngyù yúmiáo 稚魚を育てる。
24 养育费 yǎngyù fèi 養育費。
25 造就 zàojiù 育成する。成果。実績。
26 造就人才 zàojiù réncái 人材を育成する。
27 造就弟子 zàojiù dìzǐ 弟子を育てる。
28 造就实力 zàojiù shílì 実力を養う。
29 拉扯 lāche 苦労して育てる。ひっぱる。まきこむ。結託する。手助けする。

30 把孩子拉扯大 bǎ háizi lāchě dà 子供を育て上げる。
31 养活 yǎnghuo 人を養う。動物を飼う。子供を産む。
32 养活孩子 yǎnghuo háizi 子供を養う。
33 养活牲畜 yǎnghuo shēngchù 家畜を飼う。
34 饲养 sìyǎng 飼育する。
35 饲养家畜 sìyǎng jiāchù 家畜を飼う。
36 饲养热带⻥ sìyǎng rèdàiyú 熱帯魚を飼育する。
37 饲养员 sìyǎngyuán 飼育員。
38 饲育 sìyù 飼育する。
39 饲育雏⻦ sìyù chúniǎo ひな鳥を飼育する。
40 饲育家蚕 sìyù jiācán カイコを飼う。
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41 畜养 xùyǎng 飼育する。
42 畜养牲口 xùyǎng shēngkǒu 家畜を飼う。
43 畜养家禽 xùyǎng jiāqín 家禽(かきん)を飼育する。
44 喂养 wèiyǎng 幼児や動物に食物を与えて世話をする。育てる。
45 喂养婴儿 wèiyǎng yīng'ér 赤ん坊を育てる。
46 喂养金⻥ wèiyǎng jīnyú 金魚を育てる。
47 驯养 xùnyǎng 野生の動物を飼いならす。
48 驯养猛兽 xùnyǎng měngshòu 猛獣を飼いならす。
49 养殖 yǎngzhí 養殖する。
50 养殖⻥苗 yǎngzhí yúmiáo 稚魚を養殖する。
51 养殖海带 yǎngzhí hǎidài コンブを養殖する。
52 栽培 zāipéi 栽培する。人を育てる。人を引き立てる。
53 栽培水稻 zāipéi shuǐdào 稲を育てる。
54 栽培盆景 zāipéi pénjǐng 盆栽を育てる。
55 栽培优秀人才 zāipéi yōuxiù réncái 優秀な人材を育成する。
56 栽种 zāizhòng 植え付ける。
57 栽种树苗 zāizhòng shùmiáo 苗木を植える。
58 种植 zhòngzhí 種をまく。苗を植える。
59 种植庄稼 zhòngzhí zhuāngjià 農作物を植える。
60 培植 péizhí 植物を育てる。栽培する。人材育成する。
61 培植树苗 péizhí shùmiáo 苗木を育てる。
62 培植人才 péizhí réncái 人材を育成する。
63 增殖 zēngzhí 繁殖する。増殖する。
64 增殖牲畜 zēngzhí shēngchù 家畜を繁殖させる。
65 增生 zēngshēng 細胞が増殖する。
66 增生细菌 zēngshēng xìjùn 細菌を増殖する。
67 病毒增生 bìngdú zēngshēng ウイルスが増殖する。
68 繁殖 fánzhí 繁殖する。増殖する。
69 繁殖牲畜 fánzhí shēngchù 家畜を繁殖させる。
70 滋生 zīshēng 繁殖する。育つ。好ましくないことを引き起こす。
71 孳生 zīshēng 繁殖する。育つ。
72 滋生蚊虫 zīshēng wénchóng カや虫が繁殖する。
73 草木滋生 cǎomù zīshēng 草木が生い茂る。
74 养 yǎng 動物を飼う。植物を育てる。養う。子供を産む。心身を休ませる。

75 养猪 yǎng zhū 養豚する。豚を飼う。
76 养鸡 yǎng jī 養鶏する。ニワトリを飼う。
77 养⻥ yǎng yú 魚を飼う。魚の養殖をする。
78 养蚕 yǎngcán カイコを飼う。
79 养蜂 yǎng fēng ミツバチを飼う。
80 养花 yǎng huā 花を育てる。
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81 养狗 yǎng gǒu 犬を飼う。
82 养猫 yǎng māo ネコを飼う。
83 养宠物 yǎng chǒngwù ペットを飼う。
84 你养宠物吗? nǐ yǎng chǒngwù ma あなたはペットを飼っていますか。
85 我养着一只兔子 wǒ yǎng zhe yī zhǐ tùzi 私はウサギを一匹飼っています。
86 我曾经养过几条金⻥ wǒ céngjīng yǎngguò jǐ tiáo jīnyú 私は以前、金魚を数匹飼っていました。
87 喂 wèi 動物にえさをやる。食べ物を口に入れてやる。おい。もしもし。

88 喂金⻥ wèi jīnyú 金魚にえさをやる。
89 喂鸡 wèi jī ニワトリにえさをやる。ニワトリを飼う。
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