
No 中国語 ピンイン 日本語

1 用 yòng 使う。用いる。〜でもって。〜によって。
2 用拖把擦地板 yòng tuōbǎ cā dìbǎn モップを用いて床を拭く。
3 用过的核燃料 yòng guò de héránliào 使用済みの核燃料。
4 用来 yònglái 〜のために用いる。用いて〜する。用いてみると〜だ。
5 废弃的纸张被用来制造铅笔 fèiqì de zhǐzhāng bèi yònglái zhìzào qiānbǐ 廃棄された紙は鉛筆を作るために使用されます。
6 用来很方便 yònglái hěn fāngbiàn 使ってみると便利だ。
7 用以 yòngyǐ それを用いて〜。
8 用以补助不足 yòngyǐ bǔzhù bùzú それを用いて不足の足しにする。
9 用作 yòng zuò 用いて〜とする。〜として用いる。
10 用作旅费 yòng zuò lǚfèi 旅費に当てる。
11 使用 shǐyòng 用いる。使用する。
12 正在使用 zhèngzài shǐyòng 只今使用中。
13 禁止使用 jìnzhǐ shǐyòng 使用を禁じる。使用禁止。
14 禁止使用闪光灯 jìnzhǐ shǐyòng shǎnguāngdēng ストロボ禁止。
15 使用过了 shǐyòng guò le 使いました。
16 使用过的核燃料 shǐyòng guò de héránliào 使用済みの核燃料。
17 使用方法 shǐyòng fāngfǎ 使用方法。
18 使用Siri进行声音控制 shǐyòng Siri jìnxíng shēngyīn kòngzhì Siriを用いてサウンドコントロールを行う。
19 停用 tíng yòng 使用禁止。無効にする。
20 那个账户被停用了 nàge zhànghù bèi tíng yòng le このアカウントは停止されました。
21 停用文件 tíng yòng wénjiàn 用済みファイル。
22 用法 yòngfǎ 使用方法。
23 正确的用法 zhèngquè de yòngfǎ 正しい使い方。
24 错误的用法 cuòwù de yòngfǎ 間違った使い方。
25 用途 yòngtú 用途。使い道。
26 塑料的用途 sùliào de yòngtú プラスチックの用途。
27 用途很广 yòngtú hěn guǎng 用途が広い。
28 用处 yòngchu 用途。使い道。
29 没用处 méi yòngchù 使いどころがない。
30 用场 yòngchǎng 用途。使い道。
31 有用场 yǒu yòngchǎng 使い道がある。
32 应用 yìngyòng 使用する。用いる。応用がきく。実用的な。
33 应用新技术 yìngyòng xīn jìshù 新しい技術を用いる。
34 应用范围 yìngyòng fànwéi 応用範囲。
35 应用物理 yìngyòng wùlǐ 応用物理。
36 应用卫星 yìngyòng wèixīng 実用衛星。
37 利用 lìyòng 利用する。活用する。応用する。
38 废物利用 fèiwù lìyòng 廃物利用。
39 利用⻛来发电 lìyòng fēng lái fādiàn 風を利用して発電する。
40 利用空闲时间 lìyòng kòngxián shíjiān ひまな時間を利用する。
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41 使唤 shǐhuan 人を使う。人にやらせる。家畜や道具などを使う。
42 使唤人 shǐhuan rén 人を使う。使用人。
43 使唤他做一件事 shǐhuan tā zuò yī jiàn shì 彼に用事を一つさせる。
44 她被人家像使唤牛⻢一样 tā bèi rénjiā xiàng shǐhuan niúmǎ yīyàng 彼女は他人により牛馬のようにこき使われる。
45 不听使唤 bù tīng shǐhuan 言うことをきかない。
46 孩子不听使唤 háizi bù tīng shǐhuan 子供が言うことをきかない。
47 手脚不听使唤 shǒujiǎo bù tīng shǐhuan 手足が言うことをきかない。
48 指使 zhǐshǐ よくないことを指図してやらせる。陰であやつる。
49 指使某人做坏事 zhǐshǐ mǒu rén zuò huàishì 然る者に悪事をやらせる。
50 雇佣 gùyòng 金で雇う。
51 雇佣司机 gùyōng sījī 運転手を雇う。
52 雇用 gùyòng 雇う。雇用する。
53 雇用职工 gùyòng zhígōng 従業員を雇う。
54 录用 lùyòng 採用する。任用する。
55 录用考试 lùyòng kǎoshì 採用試験。
56 录用新人 lùyòng xīnrén 新人を用いる。
57 录用公司职员 lùyòng gōngsī zhíyuán 社員を採用する。
58 录用为公司职员 lùyòng wéi gōngsī zhíyuán 社員に採用する。
59 他被录用了 tā bèi lùyòng le 彼は採用になった。
60 录取 lùqǔ 試験に合格した人を採用する。
61 录取考试 lùqǔ kǎoshì 採用試験。
62 录取新生五百名 lùqǔ xīnshēng wǔbǎi míng 新入生を５００名採る。
63 他被斯坦福大学录取了 tā bèi Sītǎnfú dàxué lùqǔ le 彼はスタンフォード大学に合格した。
64 任用 rènyòng 任用する。
65 任用人材 rènyòng réncái 人材を登用する。
66 任用他为高级参谋 rènyòng tā wéi gāojí cānmóu 彼を高級参謀に任用する。
67 选任 xuǎnrèn 選抜して任用する。
68 选任干部 xuǎnrèn gànbù 幹部に任用する。
69 她选任新首相 tā xuǎnrèn xīn shǒuxiàng 彼女は新首相に選出される。
70 委任 wěirèn 委任する。
71 委任全权 wěirèn quánquán 全権を委任する。
72 委任她为部⻓ wěirèn tā wéi bùzhǎng 彼女を大臣に任命する。
73 她被委任为法院的法官 tā bèi wěirèn wéi fǎyuàn de fǎguān 彼女は裁判所の裁判官に任命された。
74 提拔 tíbá 抜擢(ばってき)する。
75 提拔⻘年人 tíbá qīngniánrén 若い人を抜擢(ばってき)する。
76 提拔他当主任 tíbá tā dāng zhǔrèn 彼を主任に抜擢(ばってき)する。
77 试用 shìyòng 試用する。仮採用。
78 试用品 shìyòngpǐn 試用品。サンプル。
79 试用人员 shìyòng rényuán 見習い。仮採用の人。
80 试用新药 shìyòng xīnyào 新薬を試しに使用する。
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81 采用 cǎiyòng 採用する。取り入れる。
82 不采用 bù cǎiyòng 不採用にする。没にする。
83 采用选进技术 cǎiyòng xuǎnjìn jìshù 先進的な技術を取り入れる。
84 采用强制手段 cǎiyòng qiángzhì shǒuduàn 強制手段を取る。
85 采纳 cǎinà 意見や要求を受け入れる。
86 采纳顾客的意⻅ cǎinà gùkè de yìjiàn 顧客の意見を取り入れる。
87 采取 cǎiqǔ 方針や形式などを採用する。用いる。講ずる。採取する。
88 采取果断的措施 cǎiqǔ guǒduàn de cuòshī 断固たる措置をとる。
89 采取指纹 cǎiqǔ zhǐwén 指紋を採取する。
90 听取 tīngqǔ 意見、反響などを聴取する。耳を傾ける。
91 听取群众的意⻅ tīngqǔ qúnzhòng de yìjiàn 大衆の意見に耳を傾ける。
92 聘用 pìnyòng 招聘(しょうへい)して任用する。
93 聘用人员 pìnyòng rényuán 人員を任用する。採用スタッフ。
94 聘用法律顾问 pìnyòng fǎlǜ gùwèn 法律顧問を採用する。
95 罢免 bàmiǎn 罷免(ひめん)する。リコールする。
96 罢免公司董事⻓ bàmiǎn gōngsī dǒngshì zhǎng 会社の代表取締役を罷免(ひめん)する。
97 他被罢免了 tā bèi bàmiǎn le 彼は罷免(ひめん)された。
98 佣人 yōngrén 使用人。雇い人。
99 庸人 yōngrén 凡人。俗物。
100 用人 yòngren 使用人。雇い人。
101 用人 yòngrén 人を使う。人員を選ぶ。人手を必要とする。
102 仆人 púrén 召使い。使用人。
103 用户 yònghù ユーザー。利用者。使用者。加入契約者。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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