
No 中国語 ピンイン 日本語

1 记录 jìlù 記録する。記録。記録係。スポーツなどの記録。
2 纪录 jìlù 記録する。記録。記録係。スポーツなどの記録。
3 记录片 jìlùpiàn 記録映画。
4 记录影片 jìlù yǐngpiàn 記録映画。
5 记录电影 jìlù diànyǐng 記録映画。
6 记录簿 jìlùbù 記録簿。ノート。
7 会议记录 huìyì jìlù 会議の記録。議事録。
8 作记录 zuò jìlù メモを取る。
9 做记录 zuò jìlù メモを取る。
10 在纸上作记录 zài zhǐ shàng zuò jìlù 紙にメモを取る。
11 留下记录 liú xià jìlù 記録に残す。
12 留在记录上 liú zài jìlù shàng 記録に残す。
13 记在记录上 jì zài jìlù shàng 記録に載る。
14 记录发言 jìlù fāyán 発言を記録する。
15 把声音记录下来 bǎ shēngyīn jìlù xiàlái 音声を記録しておく。
16 把战争体验记录下来 bǎ zhànzhēng tǐyàn jìlù xiàlái 戦争体験を書き残す。
17 记录在公文上 jìlù zài gōngwén shàng 公文書に記録されている。
18 记录在电脑里 jìlù zài diànnǎo lǐ コンピュータの中に記憶させる。
19 平记录 píngjìlù タイ記録。
20 新记录 xīnjìlù 新記録。
21 创造新记录 chuàngzào xīnjìlù 新記録を打ち立てる。
22 世界记录 shìjiè jìlù 世界記録。
23 平世界记录 píng shìjiè jìlù 世界タイ記録を出す。
24 打破世界记录 dǎpò shìjiè jìlù 世界記録を破る。
25 创出世界记录 chuàng chū shìjiè jìlù 世界記録を出す。
26 向世界记录挑战 xiàng shìjiè jìlù tiǎozhàn 世界記録に挑む。
27 自我记录 zìwǒ jìlù 自己の記録。
28 自己的最高记录 zìjǐ de zuìgāo jìlù 自己ベスト。
29 提高记录 tígāo jìlù 記録を伸ばす。
30 缩短记录 suōduǎn jìlù 記録を縮める。
31 国内记录 guónèi jìlù 国内記録。
32 刷新男子一百米日本记录 shuāxīn nánzǐ yībǎi mǐ rìběn jìlù 男子１００メートルの日本記録を更新する。
33 他创造了9秒95新的日本全国记录 tā chuàngzào le jiǔ miǎo jiǔ wǔ xīn de rìběn quánguó jìlù 彼は９秒９５の日本新記録を樹立した。
34 保持记录 bǎochí jìlù 記録を保持する。
35 世界记录保持者 shìjiè jìlù bǎochízhě 世界記録保持者。
36 改写记录 gǎixiě jìlù 記録を書き変える。
37 创记录的大雨 chuàng jìlù de dàyǔ 記録的な大雨。
38 破记录的大雪 pò jìlù de dàxuě 記録的な大雪。
39 记录性的高温天气 jìlùxìng de gāowēn tiānqì 記録的な高気温の天気。
40 令人吃惊的记录 lìng rén chījīng de jìlù 驚異的な記録。
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41 记载 jìzǎi 記載する。記載。
42 古老的记载 gǔlǎo de jìzǎi 古くから伝わる記録。
43 关于特定商交易法的记载 guānyú tèdìng shāng jiāoyì fǎ de jìzǎi 特定商取引法に関する記載。
44 存案 cún'àn 関係機関に登録する。
45 对养老机构实行存案办理 duì yǎnglǎo jīgòu shí háng cún'àn bànlǐ 養老団体の実施に対する登録手続き。
46 存案情况 cún'àn qíngkuàng 登録状況。
47 登记 dēngjì 登記する。登録する。チェックインする。
48 外国人登记 wàiguórén dēngjì 外国人登録。
49 客户登记 kèhù dēngjì ユーザー登録。
50 登记内容 dēngjì nèiróng 登録内容。
51 登记手续 dēngjì shǒuxù 登録手続き。
52 记 jì 頭で覚える。書き記す。書き記したもの。記号。目じるし。
53 记下 jìxià 記憶する。覚える。書き留める。
54 记下来 jìxiàlái 記憶しておく。覚えておく。書き留めておく。
55 记笔记 jì bǐjì メモを取る。ノートを取る。
56 记日记 jì rìjì 日記をつける。
57 记在本子上 jì zài běnzi shàng 帳面につける。
58 记下电话号码 jìxià diànhuà hàomǎ 電話番号をメモする。
59 把电话号码记下来 bǎ diànhuà hàomǎ jìxiàlái 電話番号を書き留めておく。
60 把要点记下来 bǎ yàodiǎn jìxiàlái 要点を書き留めておく。
61 写 xiě 字を書く。文章や詩をつづる。描写する。
62 写下 xiěxià 書き残す。書き上げる。書く。
63 写下来 xiěxiàlái 書き残す。書き上げる。書き続ける。
64 写日记 xiě rìjì 日記をつける。
65 写报告 xiě bàogào レポートを書く。
66 写下留言 xiěxià liúyán 伝言を書き残す。
67 把看到的事写下来 bǎ kàn dào de shì xiěxiàlái 見たことを書いておく。
68 记帐 jìzhàng 記帳する。勘定につける。通帳に記帳する。
69 记在公司的帐上 jì zài gōngsī de zhàng shàng 会社の勘定につけておく。
70 记账 jìzhàng 会計のため記帳する。掛けで売り買いする。
71 会计记账 kuàijì jìzhàng 会計係が帳面をつける。
72 记你的帐 jì nǐ de zhàng あなたの付けにする。
73 记述 jìshù 記述する。
74 记述往事 jìshù wǎngshì 昔のことを記す。
75 记叙 jìxù 叙述(じょじゅつ)する。
76 记叙他的工作 jìxù tā de gōngzuò 彼の仕事が述べられている。
77 记功 jìgōng 功績を記録して奨励する。
78 记一等功 jì yī děng gōng 第一等の功績を記す。
79 摘记 zhāijì 要点をメモする。
80 做摘记 zuò zhāijì メモを取る。
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81 笔记 bǐjì 筆記する。記録。メモ。随筆。
82 做笔记 zuò bǐjì 筆記する。
83 便条 biàntiáo 簡単なメモ。簡単な手紙や通知。
84 便条儿 biàntiáor 簡単なメモ。簡単な手紙や通知。
85 留个便条 liú ge biàntiáo メモを書き残す。
86 记在便条上 jì zài biàntiáo shàng メモに書きつける。
87 字条 zìtiáo 書き付け。メモ。
88 字条儿 zìtiáor 書き付け。メモ。
89 留个字条 liú ge zìtiáo メモを残す。
90 备忘录 bèiwànglù メモ。備忘録。外交上の覚書。
91 留个备忘录 liú ge bèiwànglù 備忘録を残す。
92 录音 lùyīn 録音する。録音した内容。
93 录音记录 lùyīn jìlù 録音記録。
94 会话的录音 huìhuà de lùyīn 会話の録音。
95 录音⻦的叫声 lùyīn niǎo de jiàoshēng 鳥の鳴き声を録音する。
96 录像 lùxiàng 録画する。録画映像。録画。
97 录像纪录 lùxiàng jìlù 録画記録。
98 拍摄 pāishè 撮影する。
99 拍摄现场 pāishè xiànchǎng 現場をカメラに収める。
100 摄影 shèyǐng 撮る。撮影する。
101 摄影留念 shèyǐng liúniàn 記念に撮影する。
102 照相 zhàoxiàng 写真をとる。撮影する。
103 照相记录 zhàoxiàng jìlù 写真記録。
104 最好成绩 zuì hǎo chéngjì 最も良い成績。記録。
105 最好水平 zuì hǎo shuǐpíng 最も良いレベル。記録。
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