
No 中国語 ピンイン 日本語

1 基本 jīběn 基本。基本的。基盤。土台。根本的な。基礎的な。主要な。おおむね。ほぼ。

2 基本常识 jīběn chángshì 基本的な常識。
3 基本原则 jīběn yuánzé 基本原則。基本的ルール。
4 最基本的原则 zuì jīběn de yuánzé 最も基本的な原則。
5 基本方针 jīběn fāngzhēn 基本方針。
6 基本计划 jīběn jìhuà 基本計画。
7 基本的构想 jīběn de gòuxiǎng 基本的なコンセプト。
8 基本动作 jīběn dòngzuò 基本動作。
9 基本工资 jīběn gōngzī 基本給。
10 基本人权 jīběn rénquán 基本的人権。
11 基本思想 jīběn sīxiǎng 基本的な考え方。基本的な思想。
12 我基本赞成你的意⻅ wǒ jīběn zànchéng nǐ de yìjiàn あなたの意見に基本的に賛成です。
13 基本上 jīběnshang 基本的に。だいたいにおいて。
14 我基本上同意你的⻅解 wǒ jīběnshang tóngyì nǐ de jiànjiě 私は基本的にあなたの見解に同意する。
15 基本功 jīběngōng 基本の技能。基礎訓練。
16 练好基本功 liàn hǎo jīběngōng 基本技をしっかり練習する。
17 基础 jīchǔ 基礎。前提。建築物を支える部分。
18 基础知识 jīchǔ zhīshì 基礎知識。
19 基础教育 jīchǔ jiàoyù 基礎教育。
20 基础施工 jīchǔ shīgōng 基礎工事。
21 生活基础 shēnghuó jīchǔ 生活の基盤。
22 经营基础 jīngyíng jīchǔ 経営の基盤。
23 财政基础 cáizhèng jīchǔ 財政基盤。
24 基础代谢 jīchǔ dàixiè 基礎代謝。
25 打下基础 dǎxià jīchǔ 基礎を築く。基礎を固める。
26 打好基础 dǎ hǎo jīchǔ 基礎を築く。基礎を固める。
27 基础稳固 jīchǔ wěngù 基礎がしっかりしている。
28 基础不稳 jīchǔ bù wěn 基礎がしっかりしていない。
29 在〜基础上 zài 〜 jīchǔshang 〜の基礎の上に。〜を踏まえて。〜前提の上で。
30 在数据的基础上进行设定 zài shùjù de jīchǔshang jìnxíng shèdìng データーに基づき設定する。
31 根本 gēnběn 根本。根本的。重要な部分。重要だ。もともと。まったく。徹底的に〜する。

32 根本问题 gēnběn wèntí 根本的な問題。
33 根本原因 gēnběn yuányīn 根本的な原因。
34 根本措施 gēnběn cuòshī 根本的な措置。
35 根本的对策 gēnběn de duìcè 根本的な対策。抜本的対策。
36 根本利益 gēnběn lìyì 基本的利益。
37 根本上 gēnběnshang 根本。根本的に。
38 从根本上说 cóng gēnběnshang shuō 根本的に言って。
39 根本性 gēnběnxìng 根本的。
40 根本性问题 gēnběnxìng wèntí 根本的な問題。
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41 彻底 chèdǐ 徹底的だ。
42 澈底 chèdǐ 徹底的だ。
43 彻底改革 chèdǐ gǎigé 抜本的改革。
44 彻底改变 chèdǐ gǎibiàn 根本的に改める。
45 源 yuán 起源。出所。水源。
46 万恶之源 wàn'è zhī yuán 一切の悪の根源。諸悪の根源。
47 根源 gēnyuán 根源。根本的な原因。〜を起源とする。

48 万恶之根源 wàn'è zhī gēnyuán 一切の悪の根源。諸悪の根源。
49 腐败的根源 fǔbài de gēnyuán 腐敗の根源。
50 事故的根源 shìgù de gēnyuán 事故の根本原因。
51 总根源 zǒng gēnyuán 大もと。
52 要说根源 yào shuō gēnyuán もとはと言えば。
53 渊源 yuānyuán 根源。
54 历史渊源 lìshǐ yuānyuán 歴史的な根源。歴史の源流。
55 本源 běnyuán おおもと。根源。
56 本原 běnyuán 一切の事物の根源。
57 新闻本源 xīnwén běnyuán ニュースソース。
58 根底 gēndǐ 基礎。内情。わけ。いきさつ。
59 根底很好 gēndǐ hěn hǎo 基礎がよくできている。
60 根底浅 gēndǐ qiǎn 基礎が浅い。
61 底子 dǐzi 基礎。素養。底。委細(いさい)。控え。残り。地色。
62 打底子 dǎ dǐzi 基礎を築く。基礎を固める。
63 底子很扎实 dǐzi hěn zhāshi 基礎がしっかりしている。
64 底子薄 dǐzi báo 基礎がしっかりしていない。基盤が弱い。
65 根基 gēnjī 基礎。土台。家の財産。品行。素行。
66 事物的根基 shìwù de gēnjī 物事の基盤。
67 生活根基 shēnghuó gēnjī 生活基盤。
68 ⺠主社会的根基 mínzhǔ shèhuì de gēnjī ⺠主社会の根幹。
69 础石 chǔshí 礎石(そせき)。いしずえ。
70 成功的础石 chénggōng de chǔshí 成功のいしずえ。
71 基石 jīshí 礎石(そせき)。基盤や中核となるもの。
72 社会的基石 shèhuì de jīshí 社会のいしずえ。
73 地基 dìjī 建物の土台。基礎。敷地。
74 打地基 dǎ dìjī 地盤を築く。基礎工事をする。
75 奠基 diànjī 基礎を定める。
76 奠基人 diànjī rén 基礎を築いた人。
77 奠基未来 diànjī wèilái 未来の基盤を築く。
78 基调 jīdiào 基本的な考え。主旋律。
79 基调演讲 jīdiào yǎnjiǎng 基調講演。
80 以红色为基调的装饰 yǐ hóngsè wéi jīdiào de zhuāngshì 赤を基調とした装飾。
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81 启蒙 qǐméng 初心者に基本的な知識を与える。啓蒙する。
82 启蒙教育 qǐméng jiàoyù 基礎教育。
83 从头 cóngtóu 最初から。改めて。もう一度。
84 从头开始 cóngtóu kāishǐ 最初から始める。基礎からやり直す。
85 溯本求源 sù běn qiú yuán 根本にさかのぼる。
86 基准 jīzhǔn 基準。標準。規準。
87 基准点 jīzhǔndiǎn 基準点。
88 基准线 jīzhǔnxiàn 基準線。
89 估算基准 gūsuàn jīzhǔn 算定基準。
90 以法律为基准 yǐ fǎlǜ wéi jīzhǔn 法律を基準とする。
91 规格 guīgé 規定された要求や条件。基準。製品の規格。仕様。
92 产品规格 chǎnpǐn guīgé 製品規格。
93 标准 biāozhǔn 標準。基準。標準的だ。標準となる。
94 标准规格 biāozhǔn guīgé 標準規格。
95 日本工业标准规格 Rìběn gōngyè biāozhǔn guīgé JIS規格。
96 规范 guīfàn 規範。標準。規範に合っている。
97 行为规范 xíngwéi guīfàn 行動規準。
98 道德规范 dàodé guīfàn 道徳規準。
99 社会规范 shèhuì guīfàn 社会規範。
100 国际规范 guójì guīfàn 国際的な基準。
101 准则 zhǔnzé 言論や行動の原則。準則。
102 行动准则 xíngdòng zhǔnzé 行動原則。
103 国际关系准则 guójì guānxì zhǔnzé 国際関係の原則。
104 原则 yuánzé 原則。原則上として。おおむね。
105 行动原则 xíngdòng yuánzé 行動原則。
106 自己的原则 zìjǐ de yuánzé 自分のポリシー。
107 原则上 yuánzéshang 原則として。
108 原则上同意 yuánzéshang tóngyì 原則的に同意する。大筋で合意する。
109 原则性 yuánzéxìng 原則的な。原則性。
110 原则性立场 yuánzéxìng lìchǎng 原則的立場。
111 准绳 zhǔnshéng 言論や行動の原則。基準。拠り所。水準器。
112 以宪法为准绳 yǐ xiànfǎ wéi zhǔnshéng 憲法を規範とする。
113 超标 chāobiāo 基準を超える。
114 固本 gù běn 根本を固める。
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