
No 中国語 ピンイン 日本語

1 统计 tǒngjì 統計を取る。
2 计数 jìshǔ 数える。合計する。
3 计数 jìshù 統計上の項目。計数。
4 数数 shǔshù 数を数える。
5 数数儿 shǔshùr 数を数える。
6 资料 zīliào 資料。データ。生産や生活に必要な物資。
7 材料 cáiliào 参考資料。データ。材料。ふさわしい人材。
8 数据 shùjù 根拠となる数値。データ。
9 论据 lùnjù 論拠。立論の根拠。
10 概率 gàilǜ 確率。
11 几率 jīlǜ 確率。
12 盖然率 gàiránlǜ 確率。
13 准确度 zhǔnquèdù 正確度。
14 准确率 zhǔnquèlǜ 確率。
15 可能性 kěnéngxìng 可能性。
16 盖然性 gàiránxìng 可能性。
17 误差 wùchā 誤差。
18 偏差 piānchā 偏差。ずれ。仕事上の行き過ぎや不足。
19 至今的统计 zhìjīn de tǒngjì 現在までの総計。
20 按国家分列的统计 àn guójiā fēnliè de tǒngjì 国別による統計。
21 按部门分别统计 àn bùmén fēnbié tǒngjì 部門別による統計。
22 按年龄统计 àn niánlíng tǒngjì 年齢による統計。
23 搞统计 gǎo tǒngjì 統計をとる。
24 做统计 zuò tǒngjì 統計をとる。
25 进行统计 jìnxíng tǒngjì 統計をとる。
26 统计数字 tǒngjì shùzì 統計数字。統計をとる。
27 统计数据 tǒngjì shùjù データを集計する。統計データ。
28 统计人数 tǒngjì rénshù 人数の統計をとる。
29 据统计 jù tǒngjì 統計によると。
30 根据统计数据 gēnjù tǒngjì shùjù 統計データに基づく。
31 从这个统计类推 cóng zhège tǒngjì lèituī この統計から類推すると。
32 初步统计 chūbù tǒngjì 大まかな統計。差し当っての統計。
33 不完全统计 bù wánquán tǒngjì 概算統計。
34 收集数据 shōují shùjù データを集める。
35 验证数据 yànzhèng shùjù データを検証する。
36 分析数据 fēnxī shùjù データを解析する。
37 成功的概率 chénggōng de gàilǜ 成功の確率。
38 成功率 chénggōnglǜ 成功率。
39 失败率 shībàilǜ 失敗率。
40 获胜率 huòshènglǜ 勝率。
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41 猜中率 cāizhònglǜ 予想や答えの的中率。
42 射中率 shèzhònglǜ 的に当てる的中率。
43 打中率 dǎzhònglǜ 的に当てる的中率。
44 击中率 jīzhònglǜ 的に当てる的中率。
45 降雨概率 jiàngyǔ gàilǜ 降水確率。
46 降水概率 jiàngshuǐ gàilǜ 降水確率。
47 概率很高 gàilǜ hěn gāo 確率が高い。
48 概率是二分之一 gàilǜ shì èrfēn zhī yī 確率は２分の１。
49 二分之一的概率 èrfēn zhī yī de gàilǜ ２分の１の確率。
50 概率是百分之八十 gàilǜ shì bǎi fēn zhī bāshí 確率は８０％。
51 概率为百人中取一 gàilǜ wèi bǎirén zhōng qǔ yī １００人に一人の確率。
52 统计学 tǒngjìxué 統計学。
53 统计员 tǒngjìyuán 集計係。
54 统计表 tǒngjìbiǎo 統計表。集計表。
55 统计图表 tǒngjì túbiǎo 統計図表。集計図表。
56 统计数值 tǒngjì shùzhí 統計値。
57 统计资料 tǒngjì zīliào 統計資料。統計データ。
58 计数器 jìshùqì カウンター。計数機。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

データと確率   2/2

2


