
No 中国語 ピンイン 日本語

1 保 bǎo ある状態を保つ。もとのままを保つ。保証する。
2 保得住 bǎodezhù 保てる。
3 保不住 bǎobuzhù 保てない。
4 保住 bǎozhù 持ちこたえる。命をとりとめる。
5 保住体面 bǎozhù tǐmiàn 体裁(ていさい)を保つ。
6 总算保住了生命 zǒngsuàn bǎozhù le shēngmìng どうにか命を取りとめた。
7 保持 bǎochí 現状を維持する。保持する。
8 保持高度 bǎochí gāodù 高度を保つ。
9 保持清洁 bǎochí qīngjié 清潔を保つ。
10 保持年轻 bǎochí niánqīng 若さを保つ。
11 保持⻘春 bǎochí qīngchūn 若さを保つ。
12 保持冷静 bǎochí lěngjìng 冷静を保つ。
13 保持平衡 bǎochí pínghéng バランスを保つ。
14 保持均衡 bǎochí jūnhéng バランスを保つ。
15 保持首位 bǎochí shǒuwèi 首位を保つ。
16 保持现状 bǎochí xiànzhuàng 現状を保つ。
17 保持秩序 bǎochí zhìxù 秩序を保つ。
18 维持 wéichí 維持する。保つ。守り支える。
19 维持费 wéichífèi 維持費。
20 维持秩序 wéichí zhìxù 秩序を維持する。
21 维持治安 wéichí zhì'ān 治安を維持する。
22 维持现状 wéichí xiànzhuàng 現状を維持する。
23 维持健康 wéichí jiànkāng 健康を維持する。
24 维持生活 wéichí shēnghuó 生活を維持する。
25 维持体面 wéichí tǐmiàn 体面を保つ。
26 维持价格 wéichí jiàgé 価格を維持する。
27 维持下去 wéichí xiàqù 維持していく。
28 坚持 jiānchí 堅持する。どうしても〜し続ける。
29 坚持到底 jiānchí dàodǐ 最後までがんばり抜く。
30 坚持原则 jiānchí yuánzé 原則を堅持する。
31 坚持初衷 jiānchí chūzhōng 初志を貫く。
32 坚持错误 jiānchí cuòwù 誤りに固執する。
33 坚持演配角 jiānchí yǎn pèijiǎo 脇役に徹する。
34 坚持下来 jiānchí xiàlái 堅持されてきた。
35 坚持下去 jiānchí xiàqù 堅持していく。
36 坚持不下去 jiānchí bù xiàqù 根が続かない。
37 持久 chíjiǔ ⻑く持ちこたえる。⻑く続く。
38 持久力 chíjiǔlì 持続力。
39 香气持久 xiāngqì chíjiǔ 香りが⻑く続く。
40 药效持久 yàoxiào chíjiǔ 薬の効果が⻑持ちする。
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41 维护 wéihù 破壊から守る。維持し保護する。
42 维护体面 wéihù tǐmiàn 体面を保つ。
43 维护治安 wéihù zhì'ān 治安を守る。
44 维护和平 wéihù hépíng 平和を守る。
45 保护 bǎohù 保護する。守る。
46 保护环境 bǎohù huánjìng 環境を保護する。環境保護。
47 保护隐私 bǎohù yǐnsī プライバシーを保護する。
48 保护自身 bǎohù zìshēn 自分の身を守る。
49 保护现场 bǎohù xiànchǎng 現場を保存する。
50 维修 wéixiū 補修しながら維持する。
51 维修维修 wéixiūwéixiū 補修しながら維持する。
52 维修费 wéixiūfèi 保守費。メンテナンス費。
53 维修机器 wéixiū jīqì 機械を補修する。
54 维修汽⻋ wéixiū qìchē 自動車を保守整備する。
55 维修房屋 wéixiū fángwū 家屋を修理保全する。
56 维修道路 wéixiū dàolù 道路を補修する。
57 保留 bǎoliú 原形を保つ。留める。ペンディングにする。残す。
58 保留原形 bǎoliú yuánxíng 原形を保つ。
59 保留现状 bǎoliú xiànzhuàng 現状のままにしておく。
60 保留决定 bǎoliú juédìng 決定を留保する。
61 保留判断 bǎoliú pànduàn 判断を留保する。
62 保存 bǎocún たくわえておく。保存する。
63 保存历史建筑物 bǎocún lìshǐ jiànzhúwù 歴史的建造物を保存する。
64 把肉冷冻保存 bǎ ròu lěngdòng bǎocún 肉を冷凍保存する。
65 保存体力 bǎocún tǐlì 体力を保持する。体力を温存する。
66 保存数据 bǎocún shùjù データを保存する。
67 保全 bǎoquán 保全する。点検修理をきちんとする。損失を受けないように守る。

68 保全面子 bǎoquán miànzi 面目を保つ。
69 保全名誉 bǎoquán míngyù 名誉を保つ。
70 保全性命 bǎoquán xìngmìng 命を守る。
71 保养 bǎoyǎng 養生(ようじょう)する。点検修理して正常を保つ。
72 保养机器 bǎoyǎng jīqì 機械のメンテナンスをする。
73 保养⻋辆 bǎoyǎng chēliàng 車両のメンテナンスをする。
74 保养身体 bǎoyǎng shēntǐ 身体の養生(ようじょう)をする。体のケアをする。
75 皮肤保养 pífū bǎoyǎng 肌のお手入れ。スキンケア。
76 保鲜 bǎoxiān 鮮度を保つ。
77 保鲜膜 bǎoxiānmó 食品などを保存するために包むラップ。
78 食品保鲜 shípǐn bǎoxiān 食品の鮮度を保つ。
79 保身 bǎoshēn 身を保つ。
80 明哲保身 míng zhé bǎo shēn 自分の身の安全を確保するために要領よく立ち回る。
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81 保命 bǎomìng 命を保つ。
82 保命之策 bǎomìng zhī cè 延命策。生きるための策。
83 保温 bǎowēn 保温する。
84 把饭保温 bǎ fàn bǎowēn ご飯を保温する。
85 保密 bǎomì 秘密を守って漏らさない。
86 他保不了密 tā bǎo buliǎo mì 彼は秘密を守れない。
87 保守 bǎoshǒu 失わないよう大事に守る。保守的だ。
88 保守秘密 bǎoshǒu mìmì 秘密を守る。
89 保墒 bǎoshāng 土壌の水分を一定に保つ。
90 土壤保墒 tǔrǎng bǎoshāng 土壌の水分保全。
91 确保 quèbǎo 確保する。
92 确保质量 quèbǎo zhìliàng 品質を確保する。
93 确保安全 quèbǎo ānquán 安全を確保する。
94 确保人员 quèbǎo rényuán 人員を確保する。
95 确保座位 quèbǎo zuòwèi 席を確保する。
96 永葆 yǒngbǎo 永く保つ。
97 永葆⻘春 yǒngbǎo qīngchūn 永く若さを保つ。
98 永葆初心 yǒngbǎo chūxīn 初志を永く貫く。
99 占 zhàn 力づくで自分のものにする。占める。
100 占位子 zhàn wèizi 席をとる。
101 占地方 zhàn dìfang 場所を占める。場所をとる。
102 占优势 zhàn yōushì 優勢を占める。
103 赞成的占多数 zànchéng de zhàn duōshù 賛成が多数を占める。
104 占据 zhànjù 占拠(せんきょ)する。占有(せんゆう)する。
105 占据座位 zhànjù zuòwèi 席を占有する。
106 占据建筑物 zhànjù jiànzhúwù 建物を占拠(せんきょ)する。
107 留 liú 確保して残しておく。自分の手元に置いておく。とどまる。残して行く。

108 留座位 liú zuòwèi 席を確保する。
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