
No 中国語 ピンイン 日本語

1 底 dǐ 控え。草稿。よりどころ。底。ものごとの真相。模様の下地。

2 底儿 dǐr 控え。草稿。よりどころ。底。ものごとの真相。模様の下地。

3 留底 liúdǐ 控えを残す。控え。
4 留底儿 liúdǐr 控えを残す。控え。
5 留个底儿 liú ge dǐr 控えを残す。
6 复印的合同留底 fùyìn de hétóng liúdǐ コピーした契約書の控え。
7 发出的文件要留个底儿 fāchū de wénjiàn yào liú ge dǐr 発送する書類は控えを取らなければならない。
8 底子 dǐzi 控え。草稿。底。委細。基礎。残り。地色。
9 订货单底子 dìnghuòdān dǐzi 注文書の控え。
10 留底子 liúdǐzi 控えを残す。
11 留个底子 liú ge dǐzi 控えを残す。
12 底稿 dǐgǎo 公文書、手紙、文書などの原稿。控え。
13 底稿儿 dǐgǎor 公文書、手紙、文書などの原稿。控え。
14 留底稿 liú dǐgǎo 控えを残す。
15 副本 fùběn 図書や公文書の副本。写し。控え。
16 留副本 liú fùběn 控えを残す。
17 抄件 chāojiàn 上級機関の文書などの写し。文書のコピー。
18 抄件儿 chāojiànr 上級機関の文書などの写し。文書のコピー。
19 保险单抄件 bǎoxiǎndān chāojiàn 保険証券の写し。
20 存根 cúngēn 小切手や領収書などの控え。
21 这是顾客存根 zhè shì gùkè cúngēn お客様のお控えです。
22 记录 jìlù 記録。記録する。記録係。スポーツなどの記録。
23 纪录 jìlù 記録。記録する。記録係。スポーツなどの記録。
24 记录簿 jìlùbù 記録簿。ノート。
25 会议记录 huìyì jìlù 議事録。
26 记录发言 jìlù fāyán 発言を記録する。
27 记 jì 書き記す。頭で覚える。書き記したもの。記号。目じるし。
28 记下 jìxià 書き留める。メモを取る。控えを取る。記憶しておく。
29 记下电话号码 jìxià diànhuà hàomǎ 電話番号を書き留める。
30 摘记 zhāijì 要点をメモする。
31 做摘记 zuò zhāijì メモを取る。
32 备忘录 bèiwànglù メモ。備忘録。外交上の覚書。
33 便条 biàntiáo 簡単なメモ。簡単な手紙や通知。
34 写一张便条 xiě yī zhāng biàntiáo 一枚、書き付けする。
35 字条 zìtiáo 書き付け。メモ。
36 字条儿 zìtiáor 書き付け。メモ。
37 留个字条儿 liú ge zìtiáor メモを残す。
38 笔记 bǐjì 記録。メモ。筆記する。随筆。
39 记笔记 jì bǐjì メモを取る。
40 笔记本 bǐjìběn ノート。
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41 候补 hòubǔ 補欠。サブ。キャンセル待ちのウェイティング。
42 候补选手 hòubǔ xuǎnshǒu 控えの選手。
43 候补队员 hòubǔ duìyuán 控えの選手。
44 预备 yùbèi 用意する。準備する。予定する。計画する。
45 预备役 yùbèiyì 予備役。
46 预备军 yùbèijūn 予備軍。
47 预备队员 yùbèi duìyuán 控えの選手。
48 预备知识 yùbèi zhīshì 予備知識。
49 替补 tìbǔ 交替させる。代わりに補充する。
50 替补队员 tìbǔ duìyuán 控えの選手。
51 替补选手 tìbǔ xuǎnshǒu 控えの選手。
52 后备 hòubèi 予備。
53 后备军 hòubèijūn 予備軍。
54 后备队员 hòubèi duìyuán 控えの選手。
55 辅助 fǔzhù 補助的な。補佐する。手助けする。手伝う。
56 辅助人员 fǔzhù rényuán 補助員。予備人員。
57 辅助教材 fǔzhù jiàocái 補助教材。
58 补缺 bǔquē 欠員を補う。欠陥を補う。官吏候補者が正式に任官する。
59 补缺选举 bǔquē xuǎnjǔ 補欠選挙。
60 备份 bèifèn 予備を用意する。スペアにする。コンピュータでバックアップをとる。

61 做备份 zuò bèifèn 控えを取っておく。
62 做个备份 zuò ge bèifèn 控えを取っておく。
63 备用 bèiyòng 急な必要に備える。
64 备用品 bèiyòngpǐn 必要な時にいつでも利用できる物。スペア。
65 备用零件 bèiyòng língjiàn 予備部品。
66 备用轮胎 bèiyòng lúntāi 予備タイヤ。スペアタイヤ。
67 备用钥匙 bèiyòng yàoshi 予備の鍵。スペアキー。
68 准备 zhǔnbèi 準備する。用意する。〜する予定だ。〜するつもりだ。
69 准备金 zhǔnbèijīn 予備金。準備金。積立金。
70 替换 tìhuàn 取り替える。交替させる。
71 替换的衣服 tìhuàn de yīfu 替えの服。着替え。
72 机动 jīdòng 急用に備えた。予備の。融通がきく。動力駆動の。
73 机动费 jīdòngfèi 予備費。
74 等 děng 待つ。〜してから。〜など。ランクを表す。
75 等候 děnghòu 待つ。
76 等候室 děnghòushì 控え室。待合室。
77 等待 děngdài 待つ。
78 等待室 děngdàishì 控え室。待合室。
79 休息 xiūxi 休む。休憩する。
80 休息室 xiūxishì 休憩室。控え室。
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81 待命 dàimìng 命令を待つ。
82 在自家待命 zài zìjiā dàimìng 自宅で控える。自宅待機。
83 备件 bèijiàn 修理交換のための部品。スペアのパーツ。
84 备品 bèipǐn 予備の部品や工具。備品。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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