
No 中国語 ピンイン 日本語

1 榜样 bǎngyàng 模範。手本。
2 好榜样 hǎo bǎngyàng 良い手本。
3 坏榜样 huài bǎngyàng 悪い手本。
4 大家的榜样 dàjiā de bǎngyàng みんなの手本。
5 做出榜样 zuò chū bǎngyàng 模範を示す。
6 作出榜样 zuò chū bǎngyàng 模範を示す。
7 树立榜样 shùlì bǎngyàng 模範を打ち立てる。手本となる。
8 做出个好榜样来 zuò chū ge hǎo bǎngyàng lái 良い手本を示す。
9 给⻘年⼈做个榜样 gěi qīngniánrén zuò ge bǎngyàng 若い⼈に手本を示す。
10 他给我们做出了榜样 tā gěi wǒmen zuò chū le bǎngyàng 彼は私たちにお手本を示してくれた。
11 以她为榜样 yǐ tā wéi bǎngyàng 彼女を手本とする。
12 模范 mófàn 模範。手本。
13 劳动模范 láodòng mófàn 労働規範。模範労働者。
14 模范表演 mófàn biǎoyǎn 模範演技。
15 模范回答 mófàn huídá 模範解答。
16 模范事迹 mófàn shìjì 模範的業績。
17 模范囚 mófànqiú 模範囚。
18 典范 diǎnfàn 模範。手本。
19 典范作品 diǎnfàn zuòpǐn 模範作品。
20 文明典范城市 wénmíng diǎnfàn chéngshì 文明的模範都市。
21 样板 yàngbǎn 模範。板状の製品見本。工業板ゲージ。型板。
22 好样板 hǎo yàngbǎn よい模範。
23 样板房 yàngbǎn fáng モデルルーム。
24 发展样板 fāzhǎn yàngbǎn 発展モデル。
25 楷模 kǎimó 模範。手本。
26 ⻘年的楷模 qīngnián de kǎimó ⻘年の模範。
27 领导干部的楷模 lǐngdǎo gànbù de kǎim 指導的地位にある幹部のモデル。
28 字帖 zìtiè 習字の手本。
29 字帖儿 zìtièr 簡単な通知や連絡の書状。書き付け。メモ。
30 描字帖 miáo zìtiè 習字の手本をなぞる。
31 画帖 huàtiè 絵画の手本集。
32 小学生画帖 xiǎoxuéshēng huàtiè 小学生画集。
33 范本 fànběn 書画の手本。
34 习字范本 xízì fànběn 習字の手本。
35 样 yàng 見本。サンプル。形。スタイル。
36 这样 zhèyàng このような。
37 这样儿 zhèyàngr このような。
38 这么样 zhèmeyàng このような。
39 那样 nàyàng そんな。そんなふうに。あんな。あんなふうに。
40 那样儿 nàyàngr そんな。そんなふうに。あんな。あんなふうに。
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41 那么样 nàmeyàng そんな。そんなふうに。あんな。あんなふうに。
42 纸样 zhǐyàng 型紙。パターン。
43 样子 yàngzi 見本。手本。形状。格好。⼈の表情。ようす。情勢。成り行き。

44 这样子 zhèyàngzi このような様子。
45 这个样子 zhège yàngzi このような様子。
46 发型样子 fǎxíng yàngzi 髪型見本。ヘアスタイル。
47 样品 yàngpǐn 商品の見本。サンプル。
48 陈列样品 chénliè yàngpǐn サンプルを展示する。展示サンプル。
49 衣料样品 yīliào yàngpǐn 生地見本。
50 样本 yàngběn 見本帳。カタログ。見本刷り。
51 商品样本 shāngpǐn yàngběn 商品見本。商品カタログ。
52 货样 huòyàng 商品サンプル。
53 提供货样 tígōng huòyàng サンプルを提供する。
54 索取货样 suǒqǔ huòyàng サンプルを要求する。サンプルを取り寄せる。
55 试用品 shìyòngpǐn 試供品。
56 供试用品 gōngshìyòngpǐn 試供品。
57 提供免费试用品 tígōng miǎnfèi shìyòngpǐn 無料サンプルを提供する。
58 试销品 shìxiāopǐn 試販品。試供品。
59 给您试销品 gěi nín shìxiāopǐn 試供品をどうぞ。
60 试样 shìyàng テストや検査用のサンプル。衣服の仮縫い段階で試着する。
61 材料试样 cáiliào shìyàng 試験用の材料サンプル。
62 样张 yàngzhāng 見本刷りしたページ。刷り見本。実物大のパターン。実寸の型紙。

63 排样张 pái yàngzhāng 見本組を作る。
64 样稿 yànggǎo 見本原稿。
65 动画样稿 dònghuà yànggǎo アニメーションサンプル。
66 样书 yàngshū 見本本。
67 教材样书 jiàocái yàngshū 教材サンプル本。
68 样机 yàngjī 試作機。機械の見本。
69 汽⻋样机 qìchē yàngjī 車の試作。
70 样片 yàngpiàn 映画やテレビの試写フィルム。
71 电影样片 diànyǐng yàngpiàn 映画の試写フィルム。
72 示范 shìfàn 模範を示す。
73 带头示范 dàitóu shìfàn 率先垂範(そっせんすいはん)。先に立って模範を示す。
74 示范表演 shìfàn biǎoyǎn 模範実演する。模範演技。
75 老师首先示范 lǎoshī shǒuxiān shìfàn 先生が先に模範を示す。
76 我给你示范一下 wǒ gěi nǐ shìfàn yīxià 私があなたに模範を示します。
77 可以给我做个示范吗? kěyǐ gěi wǒ zuò ge shìfàn ma 私に模範を示してもらえますか。
78 垂范 chuífàn 部下や後輩の模範となる。
79 率先垂范 shuàixiān chuífàn 率先垂範(そっせんすいはん)。先に立って模範を示す。
80 领导垂范 lǐngdǎo chuífàn リーダが模範となる。
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81 照样 zhàoyàng 見本通りにする。その通りにする。いつも通りに。相変わらず。

82 照样儿 zhàoyàngr 見本通りにする。その通りにする。いつも通りに。相変わらず。

83 照样做蛋糕 zhàoyàng zuò dàngāo 見本のとおりにケーキを作る。
84 照样儿画葫芦 zhàoyàngr huà húlu お手本どおりにひょうたんを描く。形だけまねるが独自の考えがない。

85 范例 fànlì 模範となる事例。模範例。
86 作文范例 zuòwén fànlì 作文の模範例。
87 优秀范例 yōuxiù fànlì 優秀な事例。
88 例子 lìzi 例。代表例。
89 实际的例子 shíjì de lìzi 実際の例。実例。
90 典型 diǎnxíng 典型。モデル。典型的だ。
91 典型的例子 diǎnxíng de lìzi 典型的な例。モデルケース。
92 交易会 jiāoyìhuì 交易会。見本市。
93 商品交易会 shāngpǐn jiāoyìhuì 商品交易会。見本市。
94 商品展览会 shāngpǐn zhǎnlǎnhuì 商品展覧会。見本市。
95 商品展销会 shāngpǐn zhǎnxiāohuì 商品展示即売会。見本市。
96 商品展卖会 shāngpǐn zhǎnmàihuì 商品展示即売会。見本市。
97 出口商品交易会 chūkǒu shāngpǐn jiāoyì huì 輸出商品交易会。輸出商品フェア。
98 手册 shǒucè ハンドブック。記録用のノート。手帳。
99 导游手册 dǎoyóu shǒucè ガイドブック。旅行案内のパンフレット。
100 学生手册 xuésheng shǒucè 学生手帳。
101 便览 biànlǎn 便覧。ハンドブック。
102 旅游便览 lǚyóu biànlǎn 旅行ガイドブック。
103 学生便览 xuésheng biànlǎn 学生便覧。
104 指南 zhǐnán 指針。手引き。
105 旅游指南 lǚyóu zhǐnán 旅行の手引き。旅行案内。
106 行动指南 xíngdòng zhǐnán 行動の指針。
107 说明书 shuōmíngshū 説明書。映画や劇などの筋書き。パンフレット。
108 使用说明 shǐyòng shuōmíng 使用説明。
109 产品说明书 chǎnpǐn shuōmíngshū 製品説明書。製品仕様書。
110 仿单 fǎngdān 商品の説明書。
111 产品的仿单 chǎnpǐn de fǎngdān 製品の説明書。
112 仕样书 shìyàngshū 規格書。
113 产品仕样书 chǎnpǐn shìyàngshū 製品規格書。
114 规格书 guīgéshū 規格書。
115 规格明细书 guīgé míngxì shū 規格明細書。
116 课本 kèběn 教科書。
117 课本儿 kèběnr 教科書。
118 数学课本 shùxué kèběn 数学の教科書。
119 参考书 cānkǎoshū 参考書。
120 初中历史参考书 chūzhōng lìshǐ cānkǎoshū 中学校で習う歴史の参考書。
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121 入门书 rùménshū 手引書。
122 心理学的入门书籍 xīnlǐxué de rùmén shūjí 心理学の入門書籍。
123 规范 guīfàn 規範。標準。規範に合っている。
124 产品规范 chǎnpǐn guīfàn 製品規範仕様書。
125 道德规范 dàodé guīfàn 道徳規範。道徳の手本。
126 行为规范 xíngwéi guīfàn 行動規範。行動基準。
127 规则 guīzé 規則。ルール。規則的だ。基準に合っている。
128 交通规则 jiāotōng guīzé 交通規則。
129 按着规则 àn zhe guīzé 規則に基づいて。規則どおりに。
130 规定 guīdìng 規定。規則。定める。規定する。
131 服务规定 fúwù guīdìng 服務規定。
132 按照规定 ànzhào guīdìng 規則に基づく。規則にのっとる。
133 标准 biāozhǔn 標準。規準。標準的だ。標準となる。
134 质量标准 zhìliàng biāozhǔn 品質基準。
135 标准作业程序 biāozhǔn zuòyè chéngxù 標準作業手順。
136 标准作业程式 biāozhǔn zuòyè chéngshì 標準作業手順。
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