
No 中国語 ピンイン 日本語

1 瞄 miáo 一点をじっと見る。ねらう。
2 好好瞄 hǎohǎo miáo よくねらいをつける。
3 瞄定方向 miáo dìng fāngxiàng ねらいを定める。
4 瞄偏 miáo piān ねらいがはずれる。
5 用枪瞄 yòng qiāng miáo 銃で狙う。
6 瞄准 miáozhǔn ねらいを定める。射撃で狙いを定める。
7 瞄准儿 miáozhǔnr ねらいを定める。射撃で狙いを定める。
8 瞄准靶子 miáozhǔn bǎzi 的をねらう。
9 瞄准靶标 miáozhǔn bǎbiāo 標的をねらう。ターゲットを狙う。
10 瞄准靶心 miáozhǔn bǎxīn 的の中心をねらう。
11 瞄准目标 miáozhǔn mùbiāo 目標にねらいをつける。
12 瞄准机会 miáozhǔn jīhuì 機会をうかがう。
13 瞄得准 miáo de zhǔn ねらいがよい。
14 瞄得很准 miáo de hěn zhǔn よくねらいをつける。ねらいが正確である。
15 瞄得不准 miáo de bù zhǔn 照準が狂う。照準があってない。
16 没瞄准 méi miáozhǔn 照準が狂う。照準があってない。
17 瞄不准方向 miáo bù zhǔn fāngxiàng ねらいが定まらない。
18 瞄准射击 miáozhǔn shèjī ねらい撃つ。
19 用枪瞄准 yòng qiāng  miáozhǔn 銃で狙う。
20 把枪瞄准 bǎ qiāng miáozhǔn 銃の狙いを定める。
21 击中 jīzhòng 命中する。ねらいがあたる。
22 击不中 jībuzhòng 狙いをはずす。
23 击中目标 jízhòng mùbiāo 目標に命中する。
24 瞄准击中 miáozhǔn jīzhòng 狙い撃ちする。
25 对准 duìzhǔn ねらいを定める。
26 对准焦点 duìzhǔn jiāodiǎn 焦点を合わせる。
27 对准镜头 duìzhǔn jìngtóu カメラのピントを合わせる。
28 对准目标 duìzhǔn mùbiāo ねらいを定める。的を絞る。
29 对准靶子 duìzhǔn bǎzi 的をねらう。
30 把枪口对准敌人 bǎ qiāngkǒu duìzhǔn dírén 銃口を敵に向ける。
31 针对 zhēnduì ねらいをつける。焦点を合わせる。
32 针对四十岁以上的人 zhēnduì sìshí suì yǐshàng de rén ４０歳以上の人に焦点を合わせる。
33 针对性 zhēnduìxìng はっきりしたねらい。的。焦点。
34 有针对性的措施 yǒu zhēnduìxìng de cuòshī ねらいがはっきりした措置。
35 这个话针对性很强 zhège huà zhēnduìxìng hěn qiáng この言葉はかなり的を射ている。
36 狙击 jūjī 狙撃する。敵をねらい撃つ。
37 狙击敌人 jūjī dírén 敵をねらい撃つ。
38 目标 mùbiāo 標的。対象。目標。ねらいどころ。
39 他的目标是她的钱 tā de mùbiāo shì tā de qián 彼の狙いは彼女の金だ。
40 把实现共同富裕作为目标 bǎ shíxiàn gòngtóng fùyù zuòwéi mùbiāo 共同富裕の実現をねらいどころとする。
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41 目的 mùdì 目的。
42 我当医生的目的是为了挣钱 wǒ dāng yīshēng de mùdì shì wèile zhèng qián 私が医者になる狙いは金を稼ぐためです。
43 意图 yìtú 意図。趣旨。
44 作者的意图 zuòzhě de yìtú 作者の意図。作者の狙い。
45 对方的意图 duìfāng de yìtú 先方の意向。相手の狙い。
46 用意 yòngyì 意図。たくらみ。思惑。
47 别人的用意 biérén de yòngyì 他の人の意図。他の人の狙い。
48 他发言的用意 tā fāyán de yòngyì 彼の発言の意図するところ。
49 旨趣 zhǐqù 趣旨。ねらい。
50 历史人类学的旨趣 lìshǐ rénlèi xué de zhǐqù 歴史人類学のねらい。
51 对象 duìxiàng 対象。恋愛対象の交際相手。結婚相手。
52 主要对象是中老年男性 zhǔyào duìxiàng shì zhōnglǎonián nánxìng 主要な対象は中高年男性です。
53 着眼点 zhuóyǎndiǎn 着眼点。ねらいどころ。
54 着眼点是好的 zhuóyǎndiǎn shì hǎo de 着眼点はよい。ねらいどころはよい。
55 伺 sì こっそりと見る。うかがう。
56 伺其不备 sì qí bùbèi 相手が油断するのを待つ。
57 窥伺 kuīsì チャンスをうかがう。
58 窥伺机会 kuīsì jīhuì 機会をうかがう。機会をねらう。
59 伺机 sìjī 時機をうかがう。
60 伺机逃跑 sìjī táopǎo すきをねらって逃げる。
61 伺隙 sìxì すきをうかがう。
62 伺隙出击 sìxì chūjī すきをついて攻撃をしかける。
63 等候 děnghòu 待つ。
64 等候时机 děnghòu shíjī 時機をうかがう。
65 寻找 xúnzhǎo 探す。求める。
66 寻找机会 xúnzhǎo jīhuì 機会をうかがう。
67 盯 dīng 見つめる。注視する。
68 他在盯着我的财产 tā zài dīng zhe wǒ de cáichǎn 彼は私の財産を狙っている。
69 盯上 dīngshàng 釘付けになる。マークする。付けねらう。
70 她总是被男生盯上 tā zǒngshì bèi nánshēng dīngshàng 彼女はよく男性に狙われる。
71 被尾随者盯上了 bèi wěisuízhě dīngshàng le ストーカーにつけねらわれた。
72 盯人 dīngrén 相手をマークする。警戒する。
73 人盯人防守 rén dīng rén fángshǒu マンツーマン・ディフェンス。
74 钉 dīng 見つめる。注視する。くぎ。ぴったりとついて離れない。催促する。

75 钉住对方的前锋 dīng zhù duìfāng de qiánfēng 相手のフォワードをマークする。
76 人钉人防守 rén dīng rén fángshǒu マンツーマン・ディフェンス。
77 获 huò 捕える。得る。手に入れる。できる。作物を刈り入れる。
78 我想获诺⻉尔和平奖 wǒ xiǎng huò Nuòbèi'ěr hépíng jiǎng 私はノーベル平和賞を得たいと思う。私はノーベル平和賞を狙う。

79 猎获 lièhuò 狩りをして捕える。
80 猎获物 lièhuòwù 獲物。

狙い、狙う、狙われる   2/3

2



No 中国語 ピンイン 日本語

81 谋取 móuqǔ 手に入れようと手だてを講じる。
82 谋取保险金 móuqǔ bǎoxiǎnjīn 保証金をねらう。保証金目当て。
83 谋求 móuqiú さがし求める。追求する。
84 谋求解决 móuqiú jiějué 解決を謀(はか)る。
85 准备 zhǔnbèi 〜するつもりだ。〜する予定だ。準備する。用意する。
86 我准备明天走 wǒ zhǔnbèi míngtiān zǒu 私はあす発つつもりだ。
87 图 tú 図る。たくらむ。図。絵図。
88 图个便利 tú ge biànlì 便利さを求めて。便利さを狙って。
89 希图 xītú もくろむ。
90 希图牟取暴利 xītú móuqǔ bàolì 暴利を得ようともくろむ。
91 企图 qǐtú 企てる。もくろむ。
92 企图逃跑 qìtú táopǎo 逃走を企てる。
93 图谋 túmóu たくらむ。画策する。たくらみ。計略。
94 图谋暗杀 túmóu ànshā 暗殺をたくらむ。
95 阴谋 yīnmóu 陰謀をめぐらす。陰謀。
96 阴谋造反 yīnmóu zàofǎn 謀反(むほん)をたくらむ。
97 力图 lìtú 務めて〜しようとする。
98 力图解决 lìtú jiějué 解決を謀(はか)る。
99 觊觎 jìyú 分不相応なことを望む。高望みする。
100 觊觎王位 jìyú wángwèi 王座をねらう。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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