
No 中国語 ピンイン 日本語

1 片面 piànmiàn 一面的だ。偏っている。片方。一方。一面。
2 片面性 piànmiànxìng 一面性。
3 片面观点 piànmiàn guāndiǎn 一面的な見方。
4 片面的看法 piànmiàn de kànfǎ 一面的な見方。
5 片面的判断 piànmiàn de pànduàn 一面的な判断。
6 片面之词 piànmiàn zhī cí 一方的な言い分。
7 片面信息 piànmiàn xìnxī 断片的な情報。偏った情報。
8 片面断定 piànmiàn duàndìng 一方的に断定する。
9 片面认定 piànmiàn rèndìng 一方的に確定する。
10 片面地看问题 piànmiàn de kàn wèntí 偏った見方で問題を見る。
11 你说话太片面了 nǐ shuōhuà tài piànmiàn le あなたの話は偏りすぎている。
12 你看事情很片面 nǐ kàn shìqíng hěn piànmiàn あなたのものの見方は一面的だ。
13 单方面 dānfāngmiàn 一面。一方。
14 单方面通知 dānfāngmiàn tōngzhī 一方的な通告。
15 单方面的决定 dānfāngmiàn de juédìng 一方的な決定。
16 单方面殴打 dānfāngmiàn ōudǎ 一方的に殴る。
17 单方面被殴打 dānfāngmiàn bèi ōudǎ 一方的に殴られる。
18 单方面通知要求 dānfāngmiàn tōngzhī yāoqiú 一方的に要求を知らせる。
19 单方面作出定论 dānfāngmiàn zuòchū dìnglùn 一方的に決めつける。
20 单方面停止谈判 dānfāngmiàn tíngzhǐ tánpàn 一方的に交渉を打ち切る。
21 一方面 yīfāngmiàn 一方面。
22 思想意识倾向于某一方面的教育 sīxiǎng yìshí qīngxiàng yú mǒuyīfāngmiàn de jiàoyù 偏向教育。
23 某一方面是好人, 某一方面是坏人 mǒu yīfāngmiàn shì hǎorén, mǒu yīfāngmiàn shì huàirén ある面では善人であり、ある面では悪人である。
24 一个侧面 yī ge cèmiàn 一つの側面。
25 问题的一个侧面 wèntí de yī ge cèmiàn 問題の一側面。
26 事物的某一个侧面 shìwù de mǒu yī ge cèmiàn 物事のある一つの側面。
27 偏向 piānxiàng 偏り。政策などの偏向。一方の肩だけを持つ。
28 男老师偏向女生 nán lǎoshī piānxiàng nǚshēng 男性教師が女子学生をひいきする。
29 你的意⻅偏向一方 nǐ de yìjiàn piānxiàng yīfāng あなたの意見は一方に偏っている。
30 偏袒 piāntǎn 一方の肩を持つ。えこひいきする。
31 妈妈偏袒弟弟 māma piāntǎn dìdi ⺟は弟をえこひいきする。
32 左袒 zuǒtǎn 一方の肩を持つ。
33 爸爸左袒妹妹 bàba zuǒtǎn mèimei 父は妹をえこひいきする。
34 全面 quánmiàn 全面的な。全体。
35 全面解决 quánmiàn jiějué 全面解決。
36 全面战争 quánmiàn zhànzhēng 全面戦争。
37 全面禁止 quánmiàn jìnzhǐ 全面的に禁止する。
38 全面支持 quánmiàn zhīchí 全面的に支持する。
39 全面地考虑 quánmiàn de kǎolǜ 総合的に考える。
40 全面地看问题 quánmiàn de kàn wèntí 全体的に問題を見る。
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41 双方面 shuāngfāngmiàn 両方面。
42 双方面的事情 shuāngfāngmiàn de shìqíng 両方面の事柄。
43 全盘 quánpán 全体。全部。
44 全盘否定 quánpán fǒudìng 全面否定。
45 全盘否认 quánpán fǒurèn 全面否認。
46 全盘接受 quánpán jiēshòu 全面的な受け入れ。
47 全盘委托 quánpán wěituō 全面的に任せる。丸投げする。
48 全盘考虑 quánpán kǎolǜ 全般的に考慮する。
49 通盘 tōngpán 全面的に。全体的に。
50 通盘研究 tōngpán yánjiū 全面的に検討する。
51 通盘考虑 tōngpán kǎolǜ 全般的に考慮する。
52 整版 zhěngbǎn 印刷物の全面。
53 整版广告 zhěngbǎn guǎnggào 全面広告。
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