
No 中国語 ピンイン 日本語

1 材料 cáiliào 材料。参考資料。ふさわしい人材。適役。
2 资料 zīliào 生産や生活に必要な材料や品物。資料。データ。
3 自料 zìliào 客の持ち込みの材料。予想する。あてにする。
4 资材 zīcái 資材。資金と物資。
5 资财 zīcái 資産。資金と財物。
6 资金 zījīn 資金。資本金。元手。
7 木材 mùcái 木材。材木。
8 木料 mùliào 加工後の材木。板材。角材。
9 钢材 gāngcái 鋼材。
10 建材 jiàncái 建材。建築材料。
11 器材 qìcái 器材。
12 教材 jiàocái 教材。テキスト。
13 人才 réncái 人材。器量。顔立ち。人品。
14 人材 réncái 人材。器量。顔立ち。人品。
15 身材 shēncái 体つき。
16 面料 miànliào 服や帽子などの表地。家具の表面などに貼る材料。
17 里料 lǐliào 裏地。
18 题材 tícái 題材。
19 取材 qǔcái 取材する。材料を集める。
20 原料 yuánliào 原料。
21 原材料 yuáncáiliào 原材料。
22 成分 chéngfèn 成分。構成要素。出身。経歴や職歴。身分。
23 成份 chéngfèn 成分。構成要素。出身。経歴や職歴。身分。
24 组成部分 zǔchéng bùfen 構成要素。機械などのパーツ。
25 素材 sùcái 文章や芸術の素材。材料。
26 话题 huàtí 話題。
27 消息 xiāoxi ニュース。情報。音信。便り。
28 来源 láiyuán 物事の源。出所。生産元。〜から始まる。
29 新型材料 xīnxíng cáiliào 新素材。
30 防水材料 fángshuǐ cáiliào 防水素材。
31 绝热材料 juérè cáiliào 断熱材。
32 建筑材料 jiànzhú cáiliào 建築資材。
33 食品材料 shípǐn cáiliào 食材。
34 做菜的材料 zuòcài de cáiliào 料理の材料。
35 寿司材料 shòusī cáiliào 寿司ネタ。
36 试验用的材料 shìyàn yòng de cáiliào 試験用の素材。
37 试验品 shìyàn pǐn 試験材料。
38 人事材料 rénshì cáiliào 人事資料。
39 会议材料 huìyì cáiliào 会議資料。
40 会议资料 huìyì zīliào 会議資料。
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41 手头的资料 shǒutóu de zīliào 手元の資料。
42 手边的资料 shǒubiān de zīliào 手元の資料。
43 研究资料 yánjiū zīliào 研究資料。
44 原始资料 yuánshǐ zīliào 基礎資料。生のデータ。
45 统计资料 tǒngjì zīliào 統計資料。
46 参考资料 cānkǎo zīliào 参考資料。
47 历史资料 lìshǐ zīliào 歴史資料。
48 文史资料 wénshǐ zīliào 歴史文献資料。
49 生活资料 shēnghuó zīliào 生活手段。消費財。
50 生产资料 shēngchǎn zīliào 生産手段。
51 衣服面料 yīfu miànliào 服の生地。
52 服装面料 fúzhuāng miànliào 服の生地。
53 小说的题材 xiǎoshuō de tícái 小説の題材。
54 历史题材的电视剧 lìshǐ tícái de diànshìjù 歴史を題材としたテレビドラマ。
55 日本酒的原料 rìběnjiǔ de yuánliào 日本酒の原料。
56 玻璃的原材料 bōlí de yuáncáiliào ガラスの原材料。
57 主要成分 zhǔyào chéngfèn 主成分。
58 药的成分 yào de chéngfèn 薬の成分。
59 化学成分 huàxué chéngfèn 化学成分。
60 营养成分 yíngyǎng chéngfèn 栄養成分。
61 心里不安的成分 xīnli bù'ān dì chéngfèn 心が不安になる要素。
62 工人成分 gōngrén chéngfèn 労働者出身。
63 企业文化的组成部分 qǐyè wénhuà de zǔchéng bùfèn 企業文化の構成要素。
64  ⻜机的主要组成部分 fēijī de zhǔyào zǔchéng bùfèn 飛行機の主要パーツ。
65 话题素材 huàtí sùcái 話題の素材。話のネタ。
66 小说素材 xiǎoshuō sùcái 小説の素材。小説のネタ。
67 消息来源 xiāoxī láiyuán 記事のネタ。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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