
No 中国語 ピンイン 日本語

1 用 yòng 使う。用いる。必要とする。〜でもって。〜によって。
2 用棍子攻击 yòng gùnzi gōngjí 棒を用いて攻撃する。
3 用抹布擦地板 yòng mābù cā dìbǎn ぞうきんで床を拭く。
4 用于 yòngyú 〜に用いる。〜に使う。
5 理论用于实践 lǐlùn yòngyú shíjiàn 理論を実践に用いる。
6 业余时间用于学习 yèyú shíjiān yòngyú xuéxí 余暇を学習に用いる。
7 用以 yòngyǐ 〜を用いて。〜によって。
8 举数例, 用以说明这一原理 jǔ shù lì, yòngyǐ shuōmíng zhè yī yuánlǐ いくつかの例を挙げ、それによってこの原理を説明する。
9 用来 yònglái 〜のために用いる。用いて〜する。用いてみると。
10 公休日用来学习 gōngxiūrì yònglái xuéxí 公休日を勉強にあてる。
11 可用 kěyòng 使える。使用可能。利用可能。
12 可用的积分 kěyòng de jīfēn 利用可能なポイント。
13 使 shǐ 用いる。使う。差し向ける。〜の状態にならせる。
14 使尽各种办法 shǐ jǐn gè zhǒng bànfǎ いろいろな手を使う。あの手この手を使う。
15 使出绝招 shǐ chū juézhāo 奥の手を使う。すごい技を使う。
16 使用 shǐyòng 用いる。使用する。
17 使用工具 shǐyòng gōngjù 道具を使う。
18 使用人才 shǐyòng réncái 人材を用いる。
19 使用各种办法 shǐyòng gè zhǒng bànfǎ いろいろな手を使う。あの手この手を使う。
20 施用 shīyòng 使用する。施す。
21 施用药物 shīyòng yàowù 薬を施す。
22 施用压力 shīyòng yālì 圧力を使う。
23 实用 shíyòng 実際に用いる。実用的だ。
24 这个很实用 zhège hěn shíyòng これは実用的です。
25 不实用 bù shíyòng 実用的でない。
26 实用性的商品 shíyòngxìng de shāngpǐn 実用的な商品。
27 食用 shíyòng 食用の。食物として用いる。
28 食用蘑菇 shíyòng mógū 食用キノコ。
29 试用 shìyòng 試用する。
30 试用新药 shìyòng xīnyào 新薬を試す。
31 适用 shìyòng 使用に適する。使える。
32 适用范围 shìyòng fànwéi 適用範囲。
33 本规定适用于外国人 běn guīdìng shìyòng yú wàiguórén 本規定は外国人に適用される。
34 适用内乱罪 shìyòng nèiluànzuì 内乱罪を適用する。
35 利用 lìyòng 利用する。活用する。応用する。
36 利用余暇 lìyòng yúxiá 余暇を利用する。
37 有效地利用时间 yǒuxiào de lìyòng shíjiān 時間を有効に使う。
38 利用废物 lìyòng fèiwù 廃物を利用する。
39 废物利用 fèiwù lìyòng 廃物利用。
40 再次利用 zàicì lìyòng 再利用する。
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41 再生 zàishēng 再生する。再生利用する。生き返る。
42 再生纸 zàishēngzhǐ 再生紙。
43 下 xià 使う。使い出す。下。下がる。降る。下す。入れる。
44 对症下药 duì zhèng xià yào 症状に応じて薬を用いる。状況に応じて手段を講じる。
45 应用 yìngyòng 使用する。用いる。応用がきく。実用的な。
46 应用范围 yìngyòng fànwéi 応用範囲。
47 应用科学 yìngyòng kēxué 応用科学。
48 应用新技术 yìngyòng xīnjìshù 新しい技術を用いる。
49 把知识应用于实践 bǎ zhīshì yìngyòng yú shíjiàn 知識を実践に生かす。
50 活用 huóyòng 活用する。
51 活用创新技术 huóyòng chuàngxīn jìshù 革新的な技術を活用する。
52 运用 yùnyòng 運用する。活用する。
53 运用资金 yùnyòng zījīn 資金を運用する。
54 运用德语 yùnyòng déyǔ ドイツ語を駆使する。
55 运用电脑 yùnyòng diànnǎo コンピュータを駆使する。
56 采用 cǎiyòng 採用する。取り入れる。
57 采用先进技术 cǎiyòng xiānjìn jìshù 先進的な技術を取り入れる。
58 采纳 cǎinà 意見や要求を受け入れる。
59 采纳他的意⻅ cǎinà tā de yìjiàn 彼の意見を聞き入れる。
60 使唤 shǐhuan 人を使う。人にやらせる。家畜や道具などを使う。
61 使唤他做一件事 shǐhuan tā zuò yī jiàn shì 彼に用事を一つさせる。
62 被人使唤 bèi rén shǐhuan 人に使われる。
63 录用 lùyòng 採用する。任用する。
64 录用公司职员 lùyòng gōngsī zhíyuán 社員を採用する。
65 任用 rènyòng 任用する。
66 任用他为正式职员 rènyòng tā wéi zhèngshì zhíyuán 彼を正社員に任用する。
67 雇用 gùyòng 雇う。雇用する。
68 雇用当地的人 gùyòng dāngdì de rén 現地の人を雇用する。
69 雇佣 gùyōng 金で雇う。
70 雇佣司机 gùyōng sījī 運転手を雇う。
71 重用 zhòngyòng 重用する。
72 重用专家 zhòngyòng zhuānjiā 専門家を重用する。
73 滥用 lànyòng むやみやたらに使う。濫用する。
74 滥用职权 lànyòng zhíquán 職権を乱用する。
75 滥用公款 lànyòng gōngkuǎn 公金を無駄遣いする。
76 假手 jiǎshǒu 人を利用する。他人の手を借りる。
77 假手于人 jiǎshǒu yú rén 人を利用する。
78 假他人之手 jiǎ tārén zhī shǒu ほかの人の手を借りる。
79 借手 jièshǒu 人の手を借りる。人を利用してことをなす。
80 借手杀人 jièshǒu shārén 人を用いて殺人する。
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81 乘 chéng チャンスなどに乗じる。乗る。
82 乘人不在家行窃 chéng rén bù zàijiā xíngqiè 留守をねらって盗みを働く。
83 乘机 chéngjī 機に乗じて。飛行機に乗る。
84 乘机赚钱 chéngjī zhuànqián 機会をとらえて金をもうける。
85 乘势 chéngshì 勢いに乗って。
86 乘势攻击 chéngshì gōngjī 勢いに乗って攻撃する。
87 乘时 chéngshí 機会に乗じる。
88 乘时而起 chéngshí ér qǐ 機会をとらえて立ちあがる。
89 乘间 chéngjiàn すきに乗じる。
90 乘间而入 chéngjiàn ér rù すきに乗じて入る。
91 乘隙 chéngxì すきを見て〜する。
92 乘隙进攻 chéngxì jìngōng すきを見て攻め込む。
93 乘虚 chéngxū 油断につけこむ。
94 乘虚而入 chéngxū ér rù すきに乗じて入る。
95 乘胜 chéngshèng 勝ちに乗じて。
96 乘胜前进 chéngshèng qián jìn 勝ちに乗じて前進する。
97 趁 chèn 〜に乗じて。
98 趁热打铁 chèn rè dǎ tiě 熱いうちに鉄を打つ。好機を逃さず行動する。
99 趁机 chènjī チャンスに乗じて。
100 趁机捣乱 chènjī dǎoluàn 機会につけこんで騒ぎを起こす。
101 趁早 chènzǎo 早めに。好機を逃さず。
102 趁早儿 chènzǎor 早めに。好機を逃さず。
103 趁早治疗 chènzǎo zhìliáo 早めに治療する。
104 趁势 chènshì 勢いに乗って。機会を利用して。
105 趁势发展 chènshì fāzhǎn 勢いに乗って発展する。
106 顺势 shùnshì 勢いに乗って。機会を利用して。ついでに。
107 顺势结婚 shùnshì jiéhūn 勢いで結婚する。
108 趁便 chènbiàn ついでに。
109 趁便买一碗兰州拉面 chènbiàn mǎi yī wǎn lánzhōu lāmiàn ついでに蘭州ラーメンを一杯買う。
110 乘便 chéngbiàn ついでに。
111 请你乘便把那本书带给我 qǐng nǐ chéngbiàn bǎ nà běn shū dài gěi wǒ ついでにその本を私に持って来てください。
112 就便 jiùbiàn ついでに〜する。
113 就便儿 jiùbiànr ついでに〜する。
114 就便去朋友家看看 jiù biàn qù péngyǒu jiā kànkàn ついでに友達の家に行って見る。
115 顺手 shùnshǒu ついでに。順調だ。無造作に。使いやすい。
116 顺手儿 shùnshǒur ついでに。順調だ。無造作に。使いやすい。
117 请顺手把灯关上 qǐng shùnshǒu bà dēng guānshàng ついでに明かりを消してください。
118 就手 jiùshǒu ついでに〜する。
119 就手儿 jiùshǒur ついでに〜する。
120 出门时就手关灯 chūmén shí jiùshǒu guān dēng 外出するときは明かりを消す。
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121 随手 suíshǒu ついでに。手軽に。
122 随手儿 suíshǒur ついでに。手軽に。
123 随手关门 suíshǒu guānmén 開けたら⼾を閉める。
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