
No 中国語 ピンイン 日本語

1 兼 jiān 兼ね合わせる。
2 大能兼小 dà néng jiān xiǎo 大は小を兼ねる。
3 身兼两职 shēn jiān liǎng zhí 二つのポストを兼ねる。
4 女演员兼歌手 nǚyǎnyuán jiān gēshǒu 女優兼歌手。
5 兼用 jiānyòng 兼用する。
6 男女兼用的手表 nánnǚ jiānyòng de shǒubiǎo 男女兼用の腕時計。
7 双面兼用皮带 shuāng miàn jiānyòng pídài 表裏兼用のベルト。リバーシブルのベルト。
8 两用 lǎingyòng 両用する。
9 男女两用的包 nánnǚ liǎngyòng de bāo 男女兼用のバッグ。
10 晴雨两用伞 qíngyǔ liǎngyòng sǎn 晴天、雨天、兼用の傘。
11 水陆两用⻋ shuǐ lù liǎngyòng chē 水陸両用車。
12 远视近视两用眼镜 yuǎnshì jìnshì liǎngyòng yǎnjìng 遠近両用メガネ。
13 通用 tōngyòng 広く使用される。通用する。漢字が通用する。
14 男女通用的服装 nánnǚ tōngyòng de fúzhuāng 男女兼用の服装。
15 兼作 jiānzuò 兼ねる。
16 我家的洗手间兼作沐浴室 wǒjiā de xǐshǒujiān jiānzuò mùyùshì 私の家のお手洗いはシャワールームを兼ねる。
17 兼作厨房和饭厅用 jiānzuò chúfáng hé fàntīng yòng 台所と食堂を兼用する。
18 兼作早饭的午饭 jiānzuò zǎofàn de wǔfàn 朝食を兼ねたランチ。
19 她兼作研究室主任 tā jiānzuò yánjishì zhǔrèn 彼女は研究室主任を兼ねる。
20 兼做 jiānzuò 兼ねてやる。兼務する。
21 她兼做秘书和接待员 tā jiānzuò mìshū hé jiēdàiyuán 彼女は秘書と受付を兼務する。
22 兼具 jiānjù あわせ持つ。
23 兼具沙发和床的功用 jiānjù shāfā hé chuáng de gōngyòng ソファーとベッドの機能を備える。
24 兼备 jiānbèi 兼ね備わる。
25 安全性和高性能都兼备 ānquánxìng hé gāoxìngnéng dōu jiānbèi 安全性と高性能のどちらをも兼ね備える。
26 智勇兼备 zhìyǒng jiānbèi 知恵と勇気を兼ね備える。
27 文武兼备 wénwǔ jiānbèi 文武両道。
28 才德兼备 cái dé jiānbèi 才徳兼備。
29 德才兼备 dé cái jiānbèi 才徳兼備。
30 才色兼备 cái sè jiānbèi 才色兼備。
31 双全 shuāngquán 二つながらそろう。
32 智勇双全 zhìyǒng shuāngquán 知恵と勇気を兼ね備える。
33 文武双全 wénwǔ shuāngquán 文武両道。
34 才貌双全 cái mào shuāngquán 才色兼備。
35 兼带 jiāndài 兼ねる。
36 办事兼带游玩 bànshì jiāndài yóuwán 遊びを兼ねて用事をする。
37 散步兼带着赏花 sànbù jiāndài zhe shǎng huā 花見がてら散歩する。
38 合用 héyòng 共用する。役に立つ。使うのに手ごろだ。
39 我和姐姐合用的 wǒ hé jiějie héyòng de 私と姉で共用する。
40 和哥哥合用自行⻋ hé gēge héyòng zìxíngchē 兄と自転車を共有する。
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41 共用 gòngyòng 共同で使う。
42 共用设备 gòngyòng shèbèi 設備を共用する。共有設備。
43 公用 gōngyòng 公用の。共有の。
44 这个宿舍的厕所是公用的 zhège sùshè de cèsuǒ shì gōngyòng de この宿舎の便所は共用だ。
45 兼容 jiānróng あわせもつ。
46 善恶兼容 shàn è jiānróng 善悪あわせもつ。
47 兼任 jiānrèn 兼任する。臨時の。兼任する。
48 董事⻓兼任总经理 dǒngshìzhǎng jiānrèn zǒngjīnglǐ 代表取締役が社⻑を兼任する。
49 兼任两家公司的董事 jiānrèn liǎng jiā gōngsī de dǒngshì 二つの会社の役員をする。
50 兼管 jiānguǎn 兼務する。
51 海外业务负责人兼管教育业务 hǎiwài yèwù fùzé rén jiānguǎn jiàoyù yèwù 海外業務の責任者は教育事業も担当する。
52 兼职 jiānzhí 兼職する。兼職。本職外の。
53 做兼职快递员 zuò jiānzhí kuàidìyuán 本業以外に宅配スタッフをする。宅配スタッフとしてアルバイトする。

54 兼差 jiānchāi 兼職する。
55 兼差工作 jiānchāi gōngzuò 本業意外の仕事。アルバイト。
56 兼营 jiānyíng 二つ以上の商売を兼ねて営業する。兼営する。
57 兼营住宿和餐饮业务 jiānyíng zhùsù hé cānyǐn yèwù 宿泊と飲食業務を兼業する。
58 兼业 jiānyè 兼業する。兼業。
59 兼业农户 jiānyè nónghù 兼業農家。
60 兼业农⺠ jiānyè nóngmín 兼業農家。
61 兼业农家 jiānyè nóngjiā 兼業農家。
62 兼课 jiānkè 教師がよその学校や学部の授業を兼任担当する。
63 在夜校兼课 zài yèxiào jiānkè 夜間学校でも教える。
64 兼顾 jiāngù 双方に気を配る。
65 很难兼顾便利与安全两方面 hěn nán jiāngù biànlì yǔ ānquán liǎng fāngmiàn 利便性と安全性の兼ね合いが難しい。
66 要兼顾两个问题 yào jiāngù liǎng ge wèntí 二つの問題に配慮しなければならない。
67 平衡 pínghéng つり合っている。つり合わせる。
68 保持平衡 bǎochí pínghéng バランスを保つ。
69 保持工作与生活平衡 bǎochí gōngzuò yǔ shēnghuó pínghéng 仕事と生活のバランスを保つ。
70 均衡 jūnhéng つり合っている。均衡している。
71 保持均衡 bǎochí jūnhéng バランスを保つ。
72 保持国际收支和外汇市场均衡 bǎochí guójì shōuzhī hé wàihuì shìchǎng jūnhéng 国際収支と外国為替市場との均衡を保つ。
73 一致 yīzhì 一致している。一緒に。共同で。
74 保持一致 bǎochí yīzhì 一致を保つ。
75 让职业目标和公司目标保持一致 ràng zhíyè mùbiāo hé gōngsī mùbiāo bǎochí yīzhì キャリア目標と会社の目標を一致させる。
76 又合爱好又有实利 yòu hé àihào yòu yǒu shílì 趣味と実益を兼ねる。
77 兴趣和实际利益皆得 xìngqù hé shíjì lìyì jiē dé 趣味と実益を兼ねる。
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