
No 中国語 ピンイン 日本語

1 定 dìng 確定する。必ず。落ち着く。予約する。注文する。
2 定胜负 dìng shèngfù 勝負を定める。勝敗を決める。
3 定章程 dìng zhāngchéng 規約を定める。定款を定める。
4 定为 dìng wéi 〜と定める。
5 把暖气设定温度定为二十度 bǎ nuǎnqì shèdìng wēndù dìng wéi èrshí dù 暖房設定温度を２０度にする。
6 定位 dìngwèi 位置づけする。位置を測る。確定した位置。
7 全球定位系统 quánqiú dìngwèi xìtǒng GPS。
8 全球卫星定位系统 quánqiú wèixīng dìngwèi xìtǒng GPS。
9 决定 juédìng 決める。決定。
10 决定目标 juédìng mùbiāo 目標を定める。
11 决定方针 juédìng fāngzhēn 方針を定める。
12 选定 xuǎndìng 選定する。
13 选定教材 xuǎndìng jiàocái 教材を選定する。
14 选定日期 xuǎndìng rìqí 期日を定める。
15 确定 quèdìng 確定する。はっきりさせる。確かだ。明確だ。
16 确定时日 quèdìng shírì 日時を確定する。
17 方针确定 fāngzhēn quèdìng 方針が固まる。
18 不确定因素 bù quèdìng yīnsù 不確定要素。
19 定案 dìng'àn 案件や計画について最後の決定をする。案件の最終決定。
20 拍板定案 pāibǎn dìng'àn 最終決定をくだす。
21 这个问题已有定案 zhège wèntí yǐ yǒu dìng'àn この問題はすでに結論が出ている。
22 定局 dìngjú 最後の決定をする。定まって揺るぎない情勢や局面。
23 事情已成定局 shìqíng yǐ chéng dìngjú 事の情勢はすでに動かぬものとなる。
24 还没定局 hái méi dìngjú まだ定まっていない。
25 打 dǎ 目的語に応じた動作行為を示す。定める。案を立てる。たたく。打つ。

26 打底儿 dǎ dǐr 案を立てる。下書きをする。
27 打主意 dǎ zhǔyi 考えを決める。アイデアをまとめる。目をつける。
28 打定主意 dǎ dìng zhǔyi 考えを決める。
29 拿 ná 掌握する。捕える。⼿に持つ。取る。得る。〜でもって。〜について⾔うと。

30 拿主意 ná zhǔyi 考えを決める。
31 拿定主意 ná dìng zhǔyi 考えを決める。
32 制定 zhìdìng 法律、規則、計画などを制定する。定める。
33 制定法律 zhìdìng fǎlǜ 法律を定める。
34 制定上限 zhìdìng shàngxiàn 上限を設ける。
35 制订 zhìdìng 計画などを新たにうち出す。立案する。
36 制订规划 zhìdìng guīhuà 計画を策定する。
37 制订预算 zhìdìng yùsuàn 予算を策定する。
38 拟定 nǐdìng 起草して制定する。定める。
39 拟定政策 nǐdìng zhèngcè 政策を策定する。
40 拟定法案 nǐdìng fǎ'àn 法案を作成する。
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41 拟订 nǐdìng 起草する。立案する。
42 拟订计划 nǐdìng jìhuà 計画を立てる。
43 拟订方案 nǐdìng fāng'àn 案を立てる。
44 拟 nǐ 起草する。〜するつもりだ。
45 拟方案 nǐ fāng'àn 案を立てる。
46 议定 yìdìng 話し合いによって決定する。
47 议定书 yìdìngshū 議定書。
48 此事已经议定了 cǐ shì yǐjīng yìdìng le この件は既に議論して決めた。
49 论定 lùndìng 論決する。
50 盖棺论定 gài guān lùndìng 棺を覆うて事定まる。人の値打ちは死んでから定まる。
51 裁决 cáijué 考慮し、決定する。裁決する。
52 作出裁决 zuòchū cáijué 裁決を下す。
53 做出裁决 zuòchū cáijué 裁決を下す。
54 划定 huàdìng 範囲をはっきり決める。
55 划定国界 huàdìng guójiè 国と国との境界を定める。
56 划定权限 huàdìng quánxiàn 権限を定める。
57 创制 chuàngzhì 法律や文字を制定する。
58 创制法律 chuàngzhì fǎlǜ 法律を制定する。
59 创制假名 chuàngzhì jiǎmíng かな文字を制定する。
60 订定 dìngdìng 取り決める。定める。規定する。
61 订定条文 dìngdìng tiáowén 条文を定める。
62 订定合同 dìngdìng hétóng 契約を取り決める。
63 订立 dìnglì 条約や契約などを取り決める。
64 订立条约 dìnglì tiáoyuē 条約を結ぶ。
65 订立契约 dìnglì qìyuē 契約を交わす。
66 签订 qiāndìng 契約や条約を結び、サイン、調印する。
67 签订条约 qiāndìng tiáoyuē 条約に調印する。
68 签订合同 qiāndìng hétóng 契約にサインする。
69 规定 guīdìng 定める。規定する。規定。規則。
70 规定限期 guīdìng xiànqí 期限を定める。規定の期限。
71 规定时间 guīdìng shíjiān 時間を定める。規定の時間。
72 服务规定 fúwù guīdìng 服務規定。
73 国家的规定 guójiā de guīdìng 国の定め。
74 设定 shèdìng 設定する。
75 设定值 shèdìngzhí 設定値。目標値。
76 设定点 shèdìngdiǎn 設定値。設定点。 
77 设定定时 shèdìng dìngshí タイマーをセットする。
78 设定温度 shèdìng wēndù 温度を設定する。設定温度。
79 设定为二十五度 shèdìng wéi èrshíwǔ dù ２５度に設定する。
80 日子还设定下来 rìzi hái shèdìng xiàlái 期日がまだ定まっていない。
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81 布置 bùzhì 設置する。⼿配する。準備する。
82 布置会场 bùzhì huìchǎng 会場を設置する。
83 布置场地 bùzhì chǎngdì 場所を⼿配する。
84 安排 ānpái 段取りをつける。環境や住居などを作り直す。
85 安排会议 ānpái huìyì 会議を設定する。
86 安排课程 ānpái kèchéng 授業のカリキュラムを組む。
87 部署 bùshǔ ⼿配する。配置する。
88 部属 bùshǔ 部下。
89 部署工作 bùshǔ gōngzuò 仕事の割りふりをする。
90 部署导弹 bùshǔ dǎodàn ミサイルを配備する。
91 兵力的部署 bīnglì de bùshǔ 兵力の配置。
92 支配 zhīpèi 割り振る。支配する。コントロールする。
93 支配时间 zhīpèi shíjiān 時間を割り振る。
94 支配劳动力 zhīpèi láodònglì 労働力を割り当てる。
95 设置 shèzhì 設立する。設置する。
96 设置值 shèzhìzhí 設定値。
97 设置路标 shèzhì lùbiāo 道路標識を設置する。
98 设置特别例外 shèzhì tèbié lìwài 特例を設ける。
99 设置程序 shèzhì chéngxù セットアッププログラム。セットアップ⼿順。
100 设立 shèlì 設立する。
101 设立分公司 shèlì fēngōngsī 支社を設立する。
102 设立医院 shèlì yīyuàn 病院を設立する。
103 配置 pèizhì 配置する。
104 配置人⼿ pèizhì rénshǒu 人⼿を配置する。
105 配置兵力 pèizhì bīnglì 兵力を配置する。
106 安置 ānzhì 人や物をふさわしい所に置く。適切な仕事を与える。
107 安置灭火器 ānzhì mièhuǒqì 消火器を備え付ける。
108 安置移⺠ ānzhì yímín 移⺠が安⼼して暮らせるようにする。
109 安顿 āndùn 人や物をほどよく配置する。落ち着かせる。落ち着いている。

110 把孩子安顿给了邻居 bǎ háizi āndùn gěi le línjū 子供を近所の人に預ける。
111 工作安顿下来 gōngzuò āndùn xiàlái 仕事が落ち着く。
112 安装 ānzhuāng 機械や器具などを取り付ける。
113 安装轮胎 ānzhuāng lúntāi タイヤを装着する。
114 安装除湿器 ānzhuāng chúshīqì 除湿器を取り付ける。
115 装置 zhuāngzhì 据え付ける。装置。
116 装置炸药 zhuāngzhì zhàyào ダイナマイトを据える。
117 发射装置 fāshè zhuāngzhì 発射装置。
118 假设 jiǎshè 仮説。仮に〜だとすれば。
119 假设发生一次地震 jiǎshè fāshēng yī cì dìzhèn 仮に地震が一度発生したとする。
120 假设法庭 jiǎshè fǎtíng 仮想法廷。模擬裁判。
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121 假定 jiǎdìng 仮説。仮に〜だとすれば。
122 假定你能活到一百岁 jiǎdìng nǐ néng huó dào yībǎi suì 仮にあなたが１００歳まで生きられるとする。
123 假定为无罪 jiǎdìng wéi wúzuì 仮に無罪だとする。
124 假说 jiǎshuō 仮説。
125 立假说 lì jiǎshuō 仮説を立てる。
126 提出假说 tíchū jiǎshuō 仮説を提示する。
127 评定 píngdìng 審査して決める。評定する。
128 评定成绩 píngdìng chéngjī 成績を評定する。
129 评定职称 píngdìng zhíchēng 職階の評定をする。
130 评判 píngpàn 勝負や優劣を判定する。
131 评判员 píngpànyuán 審判員。アンパイア。審査員。
132 评判胜负 píngpàn shèngfù 勝負を判定する。
133 评骘 píngzhì 評定する。鑑定する。
134 评骘高低 píngzhì gāodī 優劣を評定する。
135 评骘书画 píngzhì shūhuà 書画を鑑定する。
136 判决 pànjué 判決を下す。
137 法院作出判决 fǎyuàn zuòchū pànjué 裁判所が判決を下す。
138 判决有罪 pànjué yǒuzuì 有罪の判決を下す。
139 定谳 dìngyàn 判決する。
140 受刑人被判决死刑定谳 shòuxíngrén bèi pànjué sǐxíng dìngyàn 受刑者は死刑判決を⾔い渡される。
141 固定 gùdìng 固定した。固定する。定める。
142 固定工资 gùdìng gōngzī 固定給。定まった給料。
143 把时间固定下来 bǎ shíjiān gùdìng xiàlái 時間を定着させる。
144 用螺钉固定 yòng luódīng gùdìng ねじで固定する。
145 稳定 wěndìng 安定している。安定させる。変質しにくい。
146 稳定剂 wěndìngjì 安定剤。
147 稳定的收入 wěndìng de shōurù 安定した収入。
148 一定 yīdìng 規定された。決まった。特定の。一定程度の。決まっている。きっと。必ず。

149 一定的办法 yīdìng de bànfǎ 決まったやり方。
150 一定的距离 yīdìng de jùlí 一定の距離。
151 她一定会来的 tā yídìng huì lái de 彼女はきっと来る。
152 准保 zhǔnbǎo きっと。必ず。
153 准保成功 zhǔnbǎo chénggōng 必ず成功する。
154 准保没错儿 zhǔnbǎo méi cuòr 絶対に間違いない。
155 必定 bìdìng きっと〜になる。必ず〜する。
156 必定会赢 bìdìng huì yíng 必ず勝つ。
157 必定获得升级点 bìdìng huòdé shēngjídiǎn 必ずアップグレードポイントを取得する。
158 肯定 kěndìng 肯定する。承認する。肯定的だ。明確だ。必ず。疑いなく。
159 他肯定会取胜 tā kěndìng huì qǔshèng 彼は必ず勝つ。
160 肯定成果 kěndìng chéngguǒ 成果を承認する。
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161 必然 bìrán 必然だ。必然。必至だ。必ず。きっと。
162 必然结果 bìrán jiéguǒ 必然の結果。
163 这种结局必然的 zhè zhǒng jiéjú bìrán de この結末は避けられない。
164  无疑 wúyí 疑いない。〜に間違いない。
165 这个计划无疑是行不通的 zhège jìhuà wúyí shì xíngbutōng de この計画は間違いなく実行できない。
166 确凿无疑 quèzáo wúyí 間違いなく確実だ。
167 未必 wèibì 必ずしも〜ではない。〜とは限らない。
168 未必如此 wèibì rúcǐ そうとは限らない。
169 明天未必会晴 míngtiān wèibì huì qíng 明日晴れるとは限らない。
170 瞄 miáo 一点をじっと見る。ねらう。
171 瞄定方向 miáo dìng fāngxiàng 方向を定める。ねらいを定める。
172 瞄准 miáozhǔn ねらいを定める。射撃でねらいを定める。
173 瞄准儿 miáozhǔnr ねらいを定める。射撃でねらいを定める。
174 瞄准目标 miáozhǔn mùbiāo 目標に狙いを定める。
175 锁定 suǒdìng しっかり固定する。決め⼿になる。目標をマークする。
176 锁定目标 suǒdìng mùbiāo 目標を定める。
177 锁定胜局 suǒdìng shèngjú 勝利を確定的にする。
178 对准 duìzhǔn ねらいを定める。
179 对准目标 duìzhǔn mùbiāo 目標を定める。
180 对准焦点 duìzhǔn jiāodiǎn 焦点を合わせる。
181 看准 kànzhǔn 見据える。見定める。見極 める。
182 看准目标 kànzhǔn mùbiāo 目標を見定める。
183 看准未来 kànzhǔn wèilái 未来を見据える。
184 看清 kànqīng はっきり見る。見てはっきりさせる。
185 看清情况 kànqīng qíngkuàng 状況を見定める。
186 看清事物的本质 kànqīng shìwù de běnzhí 物事の本質を見極める。
187 预定 yùdìng 予定する。あらかじめ取り決める。
188 预订 yùdìng 予約する。
189 预定值 yùdìngzhí 設定値。目標値。
190 预定时间 yùdìng shíjiān あらかじめ時間を定める。予定時間。
191 预定计划 yùdìng jìhuà あらかじめ計画を立てる。予定の計画。スケジュール。
192 限定 xiàndìng 限定する。
193 限定范围 xiàndìng fànwéi 範囲を限定する。範囲を定める。
194 定居 dìngjū 定住する。
195 定居北京 dìngjū Běijīng 北京に定住する。
196 定都 dìngdū 都を定める。
197 定都北京 dìngdū Běijīng 北京に都を定める。
198 奠定 diàndìng 定める。土台を固める。
199 奠定基础 diàndìng jīchǔ 基礎を定める。基礎を打ち立てる。
200 奠定地位 diàndìng dìwèi 地位を定める。地位を築く。
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201 奠基 diànjī 基礎を定める。
202 奠基石 diànjīshí 礎(いしずえ)。
203 奠基人 diànjīrén 発展の基礎を作った人。先駆者。創始者。
204 近代教育学的奠基人 jìndài jiàoyùxué de diànjīrén 近代教育学の基礎を作った人。
205 奠都 diàndū 都を定める。
206 奠都北京 diàndū Běijīng 都を北京に定める。
207 卜居 bǔjjū 居住地を定める。
208 他卜居天津已经三年 tā bǔjū Tiānjīn yǐjīng sān nián 彼は天津に住まいを定めてからもう３年になる。
209 置值 zhì zhí 設定。設定する。セットする。
210 置初值 zhì chūzhí 初期化する。初期設定する。
211 调整 tiáozhěng 調整する。
212 调整调整 tiáozhěngtiáozhěng 調整する。
213 调整频道 tiáozhěng píndào チャンネルを調整する。
214 调整速度 tiáozhěng sùdù 速度を調節する。
215 初始化 chūshǐhuà 初期化。
216 初始设定 chūshǐ shèdìng 初期設定。
217 初始准备 chūshǐ zhǔnbèi 初期設定。
218 初期装机 chūqī zhuāngjī 初期インストール。
219 预存储 yù cúnchú あらかじめの保存。初期設定。
220 预储存 yù chǔcún あらかじめの保存。初期設定。
221 给定值 gěidìngzhí 指示値。セット値。設定値。目標値。
222 平定 píngdìng 安定している。平定する。
223 平定天下 píngdìng tiānxià 天下を平定する。
224 平息 píngxī おさまる。静まる。武力で鎮圧する。
225 平息暴动 píngxī bàodòng 暴動を治める。
226 镇定 zhèndìng 落ち着いている。冷静沈着だ。落ち着かせる。
227 镇定自己 zhèndìng zìjǐ 自分を落ち着かせる。
228 神色镇定 shénsè zhèndìng 表情が落ち着いている。
229 镇静 zhènjìng 気持ちが落ち着いている。気持ちを落ち着かせる。
230 镇定剂 zhèndìngjì 鎮静剤。
231 ⼼里镇静 xīnli zhènjìng 気が落ち着いている。
232 保持镇静 bǎochí zhènjìng 落ち着きを保つ。
233 沉着 chénzhuó 沈着だ。落ち着いている。色素などが沈着する。
234 沉着镇静 chénzhuó zhènjìng 落ち着き払っている。
235 沉着应付 chénzhuó yìngfù 落ち着いて対処する。
236 冷静 lěngjìng 冷静だ。人が少なくて静かだ。
237 冷冷静静 lěnglengjìngjìng 冷静だ。人が少なくて静かだ。
238 沉着冷静 chénzhuó lěngjìng 沈着冷静。落ち着き払っている。
239 保持冷静 bǎochí lěngjìng 冷静さを保つ。
240 失去冷静 shīqù lěngjìng 冷静さを失う。
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241 注定 zhùdìng 運命づけられている。
242 预先注定 yùxiān zhùdìng あらかじめ定められている。
243 定数 dìngshù 命運。決まった数。
244 定数难逃 dìng shù nán táo 運命で定められていて逃げられない。この身の定め。
245 万般都有个定数 wànbān dōu yǒu ge dìngshù すべてのものには決まった数がある。
246 在数难逃 zài shù nán táo 運命で定められていて逃げられない。この身の定め。
247 命 mìng 命。運命。命令する。
248 蜉蝣之命 fúyóu zhī mìng カゲロウのように短くはかない命。
249 命运 mìngyùn 運命。なりゆき。
250 自己的命运 zìjǐ de mìngyùn 自分の運命。自分の定め。
251 宿命 sùmìng 宿命。
252 人生的宿命 rénshēng de sùmìng 人生の定め。
253 天命 tiānmìng 天命。運命。
254 落得这样也是天命 luòde zhèyàng yěshì tiānmìng このようになるのは定めだ。
255 因缘 yīnyuán 因縁。縁。ゆかり。
256 前世因缘 qiánshì yīnyuán 前世の因縁。
257  神意 shényì 神意。神の意志。
258 结果是神意的表达 jiéguǒ shì shényì de biǎodá 結果は神の意志の表れです。
259 规矩 guīju 決まりや習慣。行儀が良い。きちんとしている。
260 定规矩 dìng guīju 規則を定める。
261 这个村子的老规矩 zhège cūnzi de lǎo guīju この村の古くからの定め。
262 规章 guīzhāng 規則。規定。
263 建立规章 jiànlì guīzhāng 規約を設ける。規則を作る。
264 工会规章 gōnghuì guīzhāng 労働組合規約。
265 规则 guīzé 規則。ルール。規則的だ。基準に合っている。
266 制定规则 zhìdìng guīzé 決まりを作る。
267 交通规则 jiāotōng guīzé 交通規則。
268 定规 dìngguī 決まり。決める。きっと。
269 这似乎已成定规 zhè sìhu yǐ chéng dìngguī これは決まりになっているようだ。
270 定额 dìng'é 決められた数量。ノルマ。ノルマを決める。
271 超出定额 chāochū dìng'é 決められた数量を超える。
272 生产定额 shēngchǎn dìng'é 生産ノルマ。
273 定员 dìngyuán 定員。
274 定员是六名 dìngyuán shì liù míng 定員は６名。
275 定量 dìngliàng 数量を決める。決められた数量。成分を測定する。
276 定量分析 dìngliàng fēnxī 定量分析。
277 常数 chángshù 定数。
278 比例常数 bǐlì chángshù 比例定数。
279 常量 chángliàng 定数。常数。恒数。
280 基准的常量值 jīzhǔn de chángliàngzhí 基準の定数値。

定まる、定める、定め、制定、設定   7/8

7



No 中国語 ピンイン 日本語

281 恒量 héngliàng 定量。
282 法拉第恒量 fǎlādì héngliàng ファラデー定数。
283 法定 fǎdìng 法定の。
284 法定婚龄 fǎdìng hūnlíng 法定結婚年齢。
285 法定的结婚年龄 fǎdìng de jiéhūn niánlíng 法定の結婚年齢。
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