
No 中国語 ピンイン 日本語

1 考 kǎo 試験する。試験を受ける。
2 试 shì 試みる。試す。
3 考试 kǎoshì テスト。試験。試験する。
4 试验 shìyàn テスト。試みる。テストする。
5 试点 shìdiǎn 試験的に行う。予備実験する。試験を行う場所。
6 检验 jiǎnyàn 検査する。テストする。
7 化验 huàyàn 化学検査をする。化学分析をする。
8 测试 cèshì テストする。検査する。
9 测验 cèyàn 人の学習成果や技能についてテストする。
10 笔试 bǐshì 筆記試験。
11 口试 kǒushì 口述試験。
12 面试 miànshì 面接試験。
13 免试 miǎnshì 試験を免除する。
14 补考 bǔkǎo 追試験。
15 补试 bǔshì 追試験。
16 彩排 cǎipái リハーサルを行う。舞台稽古。
17 调试 tiáoshì 機械やメーターをテストし調整する。
18 应考 yìngkǎo 試験を受ける。受験する。
19 投考 tóukǎo 試験を受ける。受験する。
20 应试 yìngshì 試験を受ける。受験する。
21 报考 bàokǎo 受験の申し込みをする。
22 及格 jígé 合格。
23 不及格 bù jígé 不合格。
24 及格者 jígézhě 合格者。
25 不及格者 bùjígézhě 不合格者。
26 及第 jídì 試験に合格する。
27 落第 luòdì 落第する。不合格になる。
28 考取 kǎoqǔ 試験に受かって採用される。
29 考得取 kǎodeqǔ 合格する。
30 考不取 kǎobuqǔ 合格しない。
31 考取的人 kǎoqǔ de rén 合格した人。
32 考上 kǎoshang 試験に合格する。
33 考不上 kǎobushàng 試験に合格しない。試験にすべる。
34 没考上 méi kǎoshang 試験に合格しなかった。試験にすべった。
35 合格 hégé 規格に合っている。合格だ。
36 不合格 bù hégé 規格に合っていない。不合格だ。
37 合格分 hégéfēn 合格点。
38 不合规格 bùhé guīgé 規格に合っていない。不合格だ。
39 等外 děngwài 規格外だ。不合格だ。
40 录取 lùqǔ 試験に合格した人を採用する。
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41 录取线 lùqǔ xiàn 合格ライン。
42 分数线 fēnshùxiàn 合格ライン。分数を表すときの横棒。
43 录取分数线 lùqǔ fēnshùxiàn 合格ライン。
44 录用 lùyòng 採用する。任用する。
45 通过 tōngguò 通過する。パスする。〜を通じて。
46 落榜 luòbǎng 試験に落第する。
47 名落孙山 míng luò Sūn Shān 試験に落第する。選抜に落ちる。
48 名列前茅 míng liè qiánmáo 名前が上位にある。優秀な成績を収める。
49 优秀 yōuxiù 優秀だ。非常に優れている。
50 出榜 chūbǎng 合格者や当選者のリストを張り出す。役所が掲示物を出す。
51 发榜 fābǎng 試験の成績や合格者を発表する。
52 成绩 chéngjì 成績。
53 成绩单 chéngjìdān 成績表。
54 考场 kǎochǎng 試験場。
55 考点 kǎodiǎn 試験場。
56 考题 kǎotí 試験問題。
57 试题 shìtí 試験問題。
58 考试题目 kǎoshì tímù 試験問題。
59 试卷 shìjuàn 試験答案。答案用紙。
60 答卷 dájuàn 試験答案。答案用紙。
61 偷看 tōukàn 盗み見る。
62 偷窥 tōukuī そっとのぞき見る。
63 考试作弊 kǎoshì zuòbì 試験でいんちきする。カンニングする。
64 监考 jiānkǎo 試験監督。試験官。
65 考生 kǎoshēng 受験生。試験を受ける人。
66 投考生 tóukǎoshēng 受験生。試験を受ける人。
67 参加考试的人 cānjiā kǎoshì de rén 受験生。試験を受ける人。
68 考官 kǎoguān 試験官。
69 检查员 jiǎnchá yuán 検査員。
70 检查官员 jiǎnchá guānyuán 鑑定職員。検査職員。
71 主考人 zhǔkǎo rén 検査官。試験官。
72 主考官 zhǔkǎo guān 検査官。試験官。
73 监督人员 jiāndū rényuán 監督者。
74 试管 shìguǎn 実験などで使う試験管。
75 学力测验 xuélì cèyàn 学力テスト。
76 智力测验 zhìlì cèyàn 知能テスト。
77 学年考试 xuénián kǎoshì 学年末テスト。
78 期考 qīkǎo 期末テスト。
79 期终考试 qízhōng kǎoshì 期末テスト。
80 期末考试 qímò kǎoshì 期末テスト。
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81 期中考试 qízhōng kǎoshì 中間テスト。
82 期中测验 qízhōng cèyàn 中間テスト。
83 小考 xiǎokǎo 中間テスト。臨時テスト。
84 大考 dàkǎo 学期末試験
85 学期考试 xuéqí kǎoshì 学期ごとの定期試験。
86 临时考试 línshí kǎoshì 抜き打ちテスト。
87 模拟考试 mónǐ kǎoshì 模擬試験。
88 国语考试 guóyǔ kǎoshì 国語のテスト。
89 数学考试 shùxué kǎoshì 数学のテスト。
90 理科的考试 lǐkē de kǎoshì 理科のテスト。
91 入学考试 rùxué kǎoshì 入学試験。
92 升学考试 shēngxué kǎoshì 入学試験。
93 毕业考试 bìyè kǎoshì 卒業試験。
94 升级考试 shēngjí kǎoshì 進級試験。
95 晋级考试 jìnjí kǎoshì 昇級試験。
96 选拔考试 xuǎnbá kǎoshì 選抜試験。
97 录取考试 lùqǔ kǎoshì 採用試験。
98 心理测验 xīnlǐ cèyàn 心理テスト。
99 技能考试 jìnéng kǎoshì 技能試験。
100 技术考试 jìshù kǎoshì 実技試験。
101 听力考试 tīnglì kǎoshì リスニングテスト。
102 听写考试 tīngxiě kǎoshì 書き取りテスト。
103 论述式考试 lùnshù shì kǎoshì 論述式テスト。
104 鉴定考试 jiàndìng kǎoshì 検定試験。
105 检定考试 jiǎndìng kǎoshì 検定試験。
106 演员考试 yǎnyuán kǎoshì オーディション。
107 检验⻨克⻛ jiǎnyàn màikèfēng マイクのテストをする。
108 调试⻨克⻛ tiáoshì màikèfēng マイクのテストをする。
109 质量检验 zhìliàng jiǎnyàn 品質検査。
110 质量检查 zhìliàng jiǎnchá 品質検査。
111 机器检测 jīqì jiǎncè 機械検査。
112 人工检测 réngōng jiǎncè 手動検査。
113 外观检查 wàiguān jiǎnchá 外観検査。
114 肉眼检查 ròuyǎn jiǎnchá 肉眼検査。目視検査。
115 取样试验 qǔyàng shìyàn 抜き取り検査。
116 抽样检验 chōuyàng jiǎnyàn 抜き取り検査。
117 成品 chéngpǐn 規格にあった完成品。
118 废品 fèipǐn 規格に合わない不良品。廃物。レベルに達していない人。
119 废活 fèihuó 不合格になった製品。
120 残货 cánhuò きずもの。規格外の品。
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121 等外品 děngwàipǐn 規格外の品。
122 不合格的产品 bù hégé de chǎnpǐn 不合格品。
123 应考准备 yìngkǎo zhǔnbèi 試験を受ける準備。テスト勉強。受験勉強。
124 报考资格 bàokǎo zīgé 受験資格。
125 应试资格 yìngshì zīgé 受験資格。
126 考试科目 kǎoshì kēmù 受験科目。
127 应考科目 yìngkǎo kēmù 受験科目。
128 报考科目 bàokǎo kēmù 受験科目。
129 考号 kǎohào 受験番号。
130 考生编号 kǎoshēng biānhào 受験番号。
131 准考证 zhǔnkǎozhèng 受験票。
132 报考费 bàokǎo fèi 受験料。
133 考试报名费 kǎoshì bàomíngfèi 受験料。
134 考试竞争 kǎoshì jìngzhēng 受験競争。
135 考试难关 kǎoshì nánguān 試験地獄。
136 考试⻤门关 kǎoshì guǐménguān 試験地獄。
137 录取通知书 lùqǔ tōngzhīshū 合格通知。
138 合格通知 hégé tōngzhī 合格通知。
139 合格证 hégézhèng 合格証。
140 试运行 shì yùnxíng 試運転する。
141 试⻋ shìchē 試運転する。
142 试航 shìháng 試験飛行する。試験航海する。試験飛行。試験航海。
143 运行试验 yùnxíng shìyàn 走行試験。
144 试验司机 shìyàn sījī テストドライバー。
145 试⻋司机 shìchē sījī テストドライバー。
146 试⻋员 shìchēyuán テストドライバー。
147 试⻋驾驶员 shìchē jiàshǐyuán テストドライバー。
148 试⻜员 shìfēiyuán テストパイロット。
149 试⻜驾驶员 shìfēi jiàshǐyuán テストパイロット。
150 试验台 shìyàntái テストケース。
151 准备考试 zhǔnbèi kǎoshì 試験に備える。
152 接受考试 jiēshòu kǎoshì 試験を受ける。
153 参加考试 cānjiā kǎoshì 試験を受ける。
154 考试的结果 kǎoshì de jiéguǒ 試験の結果。
155 考试及格 kǎoshì jígé 試験に受かる。
156 考试合格 kǎoshì hégé 試験は合格だ。
157 通过考试 tōngguò kǎoshì 試験に受かる。
158 考试落榜 kǎoshì luòbǎng 試験に落ちる。
159 考试考得不错 kǎoshì kǎo de bùcuò 試験はうまくいった。
160 考试取得好分数 kǎoshì qǔdé hǎo fēnshù 試験でよい点を取る。
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161 高考及第 gāokǎo jídì 学統一入学試験で合格する。
162 她考上大学了 tā kǎoshang dàxué le 彼女は大学に合格した。
163 试验成功了 shìyàn chénggōng le テストは成功した。
164 试验失败了 shìyàn shībài le テストに失敗した。
165 你考试了吗? nǐ kǎoshì le ma あなたはテストを受けましたか。
166 考得怎么样? kǎode zěnmeyàng 試験はどうだった。
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