
No 中国語 ピンイン 日本語

1 属 shǔ ある種類に分類される。属する。従属関係にある。〜である。⼲⽀で〜年⽣まれだ。

2 属四川省劳动厅 shǔ Sìchuān shěng láodòngtīng 四川省の労働庁に属す。
3 我属鸡 wǒ shǔ jī 私はトリ年だ。
4 属于 shǔyú 〜に属する。
5 企鹅属于⻦类动物 qì'é shǔyú niǎolèi dòngwù ペンギンは鳥類動物に属する。
6 樱花属于蔷薇科 yīnghuā shǔyú qiángwēikē 桜はばら科だ。
7 地球属于太阳系 dìqiú shǔyú tàiyángxì 地球は太陽系に属している。
8 属于北京市管辖 shǔyú Běijīngshì guǎnxiá 北京市の管下に属する。
9 他属于营业部门 tā shǔyú yíngyè bùmén 彼は営業部門に属している。
10 他们属于德国国家队 tāmen shǔyú Déguó guójiā duì 彼らはドイツ代表チームに属しています。
11 我不属于任何俱乐部 wǒ bù shǔyú rènhé jùlèbù 私は何のクラブにも所属していません。
12 这事不属于我管 zhè shì bù shǔyú wǒ guǎn これは私があずかっている仕事ではない。
13 从属 cóngshǔ 従属する。
14 从属关系 cóngshǔ guānxì 従属関係。
15 从属地位 cóngshǔ dìwèi 従属的な地位。
16 从属于 cóngshǔ yú 〜に従属する。
17 人⽣观从属于世界观 rénshēngguān cóngshǔ yú shìjièguān 人⽣観は世界観に従属している。
18 任何人都从属于一定的社会群体 rènhé rén dōu cóngshǔ yú yīdìng de shèhuì qúntǐ いかなる人も皆、特定の社会集団に従属している。
19 领属 lǐngshǔ 隷属(れいぞく)する。従属する。隷属(れいぞく)。従属。
20 领属关系 lǐngshǔ guānxì 従属関係。
21 归于 guīyú 〜に属する。〜に帰する。〜に向かう。〜の結果になる。
22 一切功劳归于人⺠ yīqiè gōngláo guīyú rénmín 一切の功労は人⺠にある。
23 归于徒劳 guīyú túláo 徒労に終わる。
24 归于失败 guīyú shībài 失敗に終わる。
25 归属 guīshǔ 〜に属する。
26 无所归属 wú suǒ guīshǔ 帰属する所がない。
27 归属意识 guīshǔ yìshi 帰属意識。
28 归属陕⻄省⽂物局 guīshǔ Shǎnxīshěng wénwùjú 陝⻄省(せんせいしょう)⽂化遺産局に帰属する。
29 所属 suǒshǔ 配下の。自分の所属の。配下のもの。
30 所属部队 suǒshǔ bùduì 所属部隊。
31 所属于 suǒshǔ yú 〜に所属する。
32 我所属于品质管理部门 wǒ suǒshǔ yú pǐnzhí guǎnlǐ bùmén 私は品質管理部門に所属しています。
33 附属 fùshǔ 付属の。属する。
34 附属品 fùshǔpǐn 付属品。
35 附属设施 fùshǔ shèshī 付属施設。
36 大学附属医院 dàxué fùshǔ yīyuàn 大学附属病院。大学病院。
37 附属小学 fùshǔ xiǎoxué 付属小学校。
38 附属中学 fùshǔ zhōngxué 付属中高等学校。
39 附小 fùxiǎo 付属小学校。
40 附中 fùzhōng 付属中高等学校。
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41 附属于 fùshǔ yú 〜に属する。
42 这个医院附属于医科大学 zhège yīyuàn fùshǔ yú yīkē dàxué この病院は医科大学に付属している。
43 隶属 lìshǔ 区域や機構などが管轄下に置かれる。従属する。
44 隶属关系 lìshǔ guānxì 従属関係。
45 隶属于 lìshǔ yú 〜に属する。
46 隶属于组织 lìshǔ yú zǔzhī 組織に属する。
47 隶属于强国 lìshǔ yú qiángguó 強国に隷属(れいぞく)する。
48 直属 zhíshǔ 直属する。直接管理下にある。直属の。
49 直属的部下 zhíshǔ de bùxià 直属の部下。
50 国务院直属机关 guówùyuàn zhíshǔ jīguān 国務院直属の機関。
51 顶头上司 dǐngtóu shàngsi 頭の上の上司。直属の上司。
52 专属 zhuānshǔ 専属する。
53 公司专属的工业设计师 gōngsī zhuānshǔ de gōngyè shèjìshī 会社専属の工業デザイナー。
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