
No 中国語 ピンイン 日本語

1 分析 fēnxī 分析する。
2 分析法 fēnxīfǎ 解析的方法。分析法。
3 自我分析 zìwǒ fēnxī 自己分析。
4 情况分析 qíngkuàng fēnxī 状況分析。
5 市场分析 shìchǎng fēnxī 市場分析。
6 化学分析 huàxué fēnxī 化学分析。
7 分析化学 fēnxī huàxué 分析化学。
8 分析问题 fēnxī wèntí 問題を分析する。
9 分析数据 fēnxī shùjù データを分析する。
10 作分析 zuò fēnxī 分析する。
11 进行分析 jìnxíng fēnxī 分析を進める。
12 剖析 pōuxī 分析する。
13 剖析自己 pōuxī zìjǐ 自己分析をする。
14 剖析东亚经济 pōuxī DōngYà jīngjì 東アジア経済を分析する。
15 化验 huàyàn 化学検査をする。化学分析をする。
16 做化验 zuò huàyàn 化学分析をする。
17 化验药的成分 huàyàn yào de chéngfèn 薬の成分を化学分析する。
18 解析 jiěxī 解析する。
19 解析学 jiěxīxué 解析学。
20 解析度 jiěxīdù 解像度。
21 推想 tuīxiǎng 推察する。
22 推想原因 tuīxiǎng yuányīn 原因を推察する。
23 猜想 cāixiǎng 憶測する。
24 猜想对方的心里 cāixiǎng duìfāng de xīnlǐ 相手の心を憶測する。
25 推测 tuīcè 推測する。
26 推测未来世界 tuīcè wèilái shìjiè 未来世界を推測する。
27 猜测 cāicè 推測する。
28 猜测结果 cāicè jiéguǒ 結果を推測する。
29 揣测 chuǎicè 推測する。
30 揣测别人心思 chuǎicè biérén xīnsi 他人の考えを推測する。
31 臆测 yìcè 憶測する。勝手に推測する。
32 臆测新冠肺炎疫情 yìcè xīnguān fèiyán yìqíng 新型コロナの感染状況を勝手に推測する。
33 估计 gūjì 数量を見積もる。推定する。
34 估计需要三年 gūjì xūyào sān nián 三年必要と見積もる。
35 估量 gūliáng 推量する。
36 我估量她大约七十歲上下 wǒ gūliáng tā dàyuē qīshí suì shàngxià 私は彼女がおよそ７０歳前後だと推量する。
37 推理 tuīlǐ 推理する。
38 推理能力 tuīlǐ nénglì 推理力。
39 推理小说 tuīlǐ xiǎoshuō 推理小説。
40 侦探小说 zhēntàn xiǎoshuō 探偵小説。推理小説。
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41 推论 tuīlùn 推論する。
42 推论中国的未来 tuīlùn Zhōngguó de wèilái 中国の未来を推論する。
43 推断 tuīduàn 推断する。割出す。
44 推断力 tuīduànlì 推理力。
45 推断真相 tuīduàn zhēnxiàng 真相を割り出す。
46 考察 kǎochá 考察する。詳しく観察する。実地に調査する。
47 我考察了那个 wǒ kǎochá le nàge 私はそれについて考察した。
48 探讨 tàntǎo 検討する。討議する。
49 探讨失败原因 tàntǎo shībài yuányīn 失敗の原因を探る。
50 研究 yánjiū 検討する。討議する。研究する。研究。
51 研究环境问题 yánjiū huánjìng wèntí 環境問題を検討する。
52 研讨 yántǎo 研究し、討論する。
53 研讨会 yántǎohuì セミナー。シンポジウム。
54 研讨生态环境监测的运用 yántǎo shēngtài huánjìng jiāncè de yùnyòng 生態環境モニタリングの運用について研究し、討論する。
55 预测 yùcè 予測する。
56 预测足球比赛结果 yùcè zúqiú bǐsài jiéguǒ サッカーの試合の結果を予測する。
57 预料 yùliào 予測する。予測。
58 出乎预料 chūhū yùliào 予測と違っているさま。思いのほか。
59 预料前途 yùliào qiántú 前途を予測する。先を見越す。
60 逆料 nìliào 予測する。
61 难以逆料的情况 nányǐ nìliào de qíngkuàng 予測しがたい状況。
62 意料 yìliào 予想する。
63 出乎意料 chū hū yì liào 予想と違っているさま。思いのほか。
64 出人意料 chū rén yì liào 予想と違っているさま。思いのほか。
65 出乎我的意料 chūhū wǒ de yìliào 私の予想外。
66 这是意料之外的事 zhè shì yìliào zhī wài de shì これは予想外の事です。
67 这是意料不到的机会 zhè shì yìliào bù dào de jīhuì これは思いがけない機会です。
68 意料之中 yìliào zhī zhōng 想定内である。予想していたことである。
69 意表 yìbiǎo 意表。意外。
70 出人意表 chū rén yì biǎo 予想と違っているさま。思いのほか。
71 预想 yùxiǎng 予測する。
72 预想不到的事故 yùxiǎng bù dào de shìgù 思いがけない事故。
73 预想落空 yùxiǎng luòkōng 見込みが外れる。
74 和预想的一样 hé yùxiǎng de yīyàng 予想と同じ。
75 跟我预想的一样 gēn wǒ yùxiǎng de yīyàng 私の予想通り。
76 比预想的情况好 bǐ yùxiǎng de qíngkuàng hǎo 予測した状況よりもよい。
77 和我预想的不一样 hé wǒ yùxiǎng de bù yīyàng 私の思っていたのと違う。
78 料想 liàoxiǎng 予測する。
79 没料想到 méi liàoxiǎng dào 思いがけない。
80 料想不到的事 liàoxiǎng bù dào de shì 思いがけない事。
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81 我料想是你 wǒ liàoxiǎng shì nǐ 私の予想はあなたです。あなただと思う。
82 意想 yìxiǎng 想像する。
83 意想不到的效果 yìxiǎng bù dào de xiàoguǒ 思いがけない効果。
84 意想之中 yìxiǎng zhī zhōng 想像通り。
85 意想之外 yìxiǎng zhī wài 想像外。
86 臆想 yìxiǎng 勝手にあれこれと想像する。
87 那只是你的臆想 nà zhǐshì nǐ de yìxiǎng それはあなたの憶測でしかない。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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