
No 中国語 ピンイン 日本語

1 确认 quèrèn 確かめる。確認する。
2 弄清 nòngqīng 明白にする。はっきりさせる。
3 弄清楚 nòng qīngchu 明白にする。はっきりさせる。
4 判明 pànmíng 明らかにする。
5 明确 míngquè 明確にする。明確だ。
6 查明 chámíng 究明する。
7 证实 zhèngshí 確かだと証明する。
8 检查 jiǎnchá 調べる。検査する。検閲する。自分の誤りを反省する。
9 检点 jiǎndiǎn 点検する。適度につつしむ。
10 查点 chádiǎn 点検する。
11 点名 diǎnmíng 点呼を取る。指名する。
12 再次确认 zàicì quèrèn 再確認する。
13 确认安全 quèrèn ānquán 安全を確認する。
14 确认预订 quèrèn yùdìng 予約を確認する。
15 未确认的⻜行物 wèi quèrèn de fēixíng wù 未確認飛行物体。
16 未经确认的消息 wèijīng quèrèn de xiāoxi 未確認情報。
17 事先确认集合地点 shìxiān quèrèn jíhé dìdiǎn 事前に集合場所を確認する。
18 确认机器是否正常运转 quèrèn jīqì shìfǒu zhèngcháng yùnzhuǎn 機器が正常に作動するか確認する。
19 我想确认她的真心 wǒ xiǎng quèrèn tā de zhēnxīn 私は彼女の真意を確かめたい。
20 我想再确认一下我的预约 wǒ xiǎng zài quèrèn yīxià wǒ de yùyuē 私の予約を再確認したい。
21 我确认一下 wǒ quèrèn yīxià 私は確認します。
22 让我确认一下 ràng wǒ quèrèn yīxià 私に確認させてください。
23 我们确认一下那个吧 wǒmen quèrèn yīxià nàge ba 私たちはそれを確かめてみましょう。
24 我确认过了 wǒ quèrèn guò le 確認しました。
25 请确认一下 qǐng quèrèn yīxià 確認してください。
26 请再确认一下 qǐng zài quèrèn yīxià 再確認してください。
27 请帮我确认一下 qǐng bāng wǒ quèrèn yīxià 確認してください。
28 您帮我确认一下 nín bāng wǒ quèrèn yīxià 確認して頂けませんか。
29 请你确认一下⻜机票的内容 qǐng nǐ quèrèn yīxià fēijīpiào de nèiróng 航空券の内容を確認してください。
30 请让我确认一下你的安排 qǐng ràng wǒ quèrèn yīxià nǐ de ānpái あなたの予定を確認させて下さい。
31 弄清真相 nòngqīng zhēnxiàng 真相を明らかにする。
32 弄清真伪 nòngqīng zhēnwěi 真偽を確かめる。
33 弄清真假 nòngqīng zhēnjiǎ 真偽を確かめる。
34 弄清本意 nòngqīng běnyì 真意を確かめる。
35 把疑问的地方弄清楚 bǎ yíwèn de dìfang nòng qīngchu 疑問点を確かめる。
36 判明是非 pànmíng shìfēi 是非を明らかにする。
37 查明真相 chámíng zhēnxiàng 真相を究明する。
38 查明原因 chámíng yuányīn 原因を明らかにする。
39 未查明真相的空中⻜行物 wèi chámíng zhēnxiàng de kōngzhōng fēixíng wù 未確認飛行物体。
40 未证实 wèi zhèngshí 未確認。
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41 未经证实的消息 wèijīng zhèngshí de xiāoxi 未確認情報。
42 未被证实的现象 wèi bèi zhèngshí de xiànxiàng 未確認の現象。
43 得到证实 dédào zhèngshí 実証済み。確証を得る。
44 证实是本人 zhèngshí shì běnrén 本人であることを確認する。本人であることを実証する。
45 质量检查 zhìliàng jiǎnchá 品質検査。
46 安全检查 ānquán jiǎnchá 安全検査。
47 抽样检查 chōuyàng jiǎnchá 抜き取り検査。サンプリング調査。
48 取样检查 qǔyàng jiǎnchá 抜き取り検査。サンプリング調査。
49 采样检查 cǎiyàng jiǎnchá 抜き取り検査。サンプリング調査。
50 检查工作 jiǎnchá gōngzuò 仕事を点検する。仕事をチェックする。
51 检查工具 jiǎnchá gōngjù 道具を点検する。
52 实行定期检查 shíxíng dìngqí jiǎnchá 定期点検を実施する。
53 检查危险的地方 jiǎnchá wéixiǎn de dìfang 危険な個所を点検する。
54 检点行李 jiǎndiǎn xíngli 荷物を点検する。
55 检点人数 jiǎndiǎn rénshù 人数を点検する。
56 查点人数 chádiǎn rénshù 人数を点検する。
57 现在开始点名 xiànzài kāishǐ diǎnmíng 今から点呼を取る。
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