
No 中国語 ピンイン 日本語

1 规则 guīzé 規則。ルール。規則的だ。基準に合っている。
2 不规则 bùguīzé 不規則。規則正しくない。
3 规则性 guīzéxìng 規則性。規則正しさ。
4 不规则性 bùguīzéxìng 不規則性。
5 有规则的编号 yǒu guīzé de biānhào 規則性のある通し番号。
6 没有规则的生活 méiyǒu guīzé de shēnghuó 不規則な生活。
7 不规则的饮食 bù guīzé de yǐnshí 不規則な食生活。
8 规律 guīlǜ 法則。規則。
9 规律性 guīlǜxìng 法則性。
10 不规律 bù guīlǜ 不規則。規則的でない。
11 无规律 wúguīlǜ 不規則。規則的でない。
12 没规律 méi guīlǜ 秩序がない。不規則。
13 没有规律 méiyǒu guīlǜ 秩序がない。不規則。
14 有规律的生活 yǒu guīlǜ de shēnghuó 規則正しい生活。
15 不规律的生活 bù guīlǜ de shēnghuó 不規則な生活。
16 他的生活很有规律 tā de shēnghuó hěn yǒu guīlǜ 彼の生活は規則正しい。
17 脉搏不规律 màibó bù guīlǜ 脈が不規則だ。脈が乱れる。
18 不规律的节奏 bù guīlǜ de jiézòu 不規則なリズム。
19 无规律的节奏 wúguīlǜ de jiézòu 不規則なリズム。
20 无规 wú guī 決まりがない。枠組みがない。
21 无规性 wúguīxìng ランダム性。
22 无规化 wúguīhuà ランダム化する。無作為化。
23 秩序 zhìxù 秩序。
24 无秩序 wúzhìxù 無秩序。
25 有秩序的生活 yǒu zhìxù de shēnghuó 規則正しい生活。
26 有秩序地开展工作 yǒu zhìxù de kāizhǎn gōngzuò 順序正しく仕事を進める。
27 无序 wúxù 秩序がなく乱れている。
28 无序化 wúxùhuà 無秩序化。不規則化。
29 无序的生活 wúxù de shēnghuó 無秩序な生活。
30 整齐 zhěnqí きちんと整っている。きれいにそろっている。⼤きさや⻑さがほぼ同じだ。整える。

31 整整齐齐 zhěngzhengqíqí きちんと整っている。きれいにそろっている。⼤きさや⻑さがほぼ同じだ。整える。

32 不整齐 bù zhěngqí 整っていない。不揃い。
33 整齐划一 zhěngqí huàyī 一律に揃える。一様に揃っている。
34 整齐的数据 zhěnqí de shùjù きちんと整ったデータ。
35 整齐地排列 zhěngqí de páiliè きちんと並べる。
36 摆得整整齐齐 bǎi de zhěngzhengqíqí きちんと並べる。
37 典型 diǎnxíng 典型。モデル。典型的だ。
38 典型性 diǎnxíngxìng 普遍性。典型性。代表性。
39 最典型的例子 zuì diǎnxíng de lìzi 最も典型的な例。
40 非典型的生活 fēi diǎnxíng de shēnghuó 非定型の生活。不規則な生活。
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41 零乱 língluàn 雑然としている。
42 凌乱 língluàn 雑然としている。
43 零零乱乱 línglingluànluàn 雑然としている。
44 凌凌乱乱 línglingluànluàn 雑然としている。
45 章法零乱 zhāngfǎ língluàn 文章の構成が乱れている。
46 步调凌乱 bùdiào língluàn 足なみが乱れる。
47 随机 suíjī ランダムな。確率的な。形勢に従う。
48 随机数表 suíjī shù biǎo 乱数表。
49 随机数字表 suíjī shùzì biǎo 乱数表。
50 随机选择 suíjī xuǎnzé アトランダムに選ぶ。
51 随机抽样 suíjī chōuyàng 無作為抽出。ランダムサンプリング。
52 随机抽样法 suíjī chōuyàng fǎ 無作為抽出法。
53 随机处理 suíjī chǔlǐ ランダム処理。
54 随机应变 suí jī yìng biàn 臨機応変だ。
55 随机的数字 suíjī de shùzì ランダムな数字。
56 随便 suíbiàn 都合のよいようにする。⾃由だ。好き勝⼿だ。〜にかかわりなく。

57 随随便便 suísuibiànbiàn 好き勝⼿だ。気ままだ。
58 随便处理 suíbiàn chǔlǐ 随意に処理する。
59 随便选择 suíbiàn xuǎnzé 好きに選ぶ。
60 随便摆放 suíbiàn bǎifàng 好きに置く。
61 随意 suíyì ⾃分の思いどおりにする。⾃由にする。
62 随意选出 suíyì xuǎnchū アトランダムに選び出す。
63 随意挑选 suíyì tiāoxuǎn 好きに選ぶ。
64 任意 rènyì ⾃由に〜する。思うままに〜する。任意の。
65 任意选出 rènyì xuǎnchū 任意選出。
66 任意挑选 rènyì tiāoxuǎn ⾃由に選びとる。
67 任意选择审查员 rènyì xuǎnzé shěncháyuán 審査員を無作為に選ぶ。
68 任意抽出法 rènyì chōuchūfǎ 任意抽出法。ランダムサンプリング。
69 顺序是任意的 shùnxù shì rènyì de 順序は任意です。
70 任选 rènxuǎn 任意の。オプションの。
71 任选一个 rènxuǎn yī ge いずれか一つ選ぶ。
72 服装是任选的 fúzhuāng shì rènxuǎn de 服装は任意だ。
73 人为 rénwéi 人為的な。人の力で行う。
74 非人为 fēi rénwéi 人為的でない。無作為。
75 人为的繁荣 rénwéi de fánróng 人為的な繁栄。
76 非人为的⾃然环境 fēi rénwéi de zìrán huánjìng 人為的でない⾃然環境。
77 按时 ànshí きまった時間に。時間通りに。
78 不按时 bù ànshí 時間通りでない。時間が不規則。
79 按时就寝 ànshí jiùqǐn 時間どおりに寝る。
80 按时上班 ànshí shàngbān 時間どおりに出勤する。
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81 每天都按时吃饭 měitiān dōu ànshí chīfàn 毎日いつも時間どおりに食事する。
82 不按时起床 bù ànshí qǐchuáng 時間どおりにに起きていない。
83 准时 zhǔnshí 時間通りだ。定刻だ。
84 不准时 bù zhǔnshí 時間通りでない。定刻でない。
85 准时下班 zhǔnshí xiàbān 定時に退社する。
86 列⻋准时到达 lièchē zhǔnshí dàodá 列車が定刻に到着する。
87 以次 yǐcì 順序通り。順番にしたがって。以下。
88 以次进入 yǐcì jìnrù 順序どおり入る。
89 依次 yīcì 順番に。
90 依次前进 yīcì qiánjìn 順番に前に進む。
91 顺次 shùncì 順序に従って。順々に。順次。
92 顺次排列 shùncì páiliè 順番どおり並べる。
93 根据数字⼤小进行排序 gēnjù shùzì dàxiǎo jìnxíng páixù 数字の⼤きさに基づいてソートを行う。
94 按照数据⼤小排序 ànzhào shùjù dàxiǎo páixù データの⼤きさに基づいてソートを行う。
95 按字⺟顺序排列 àn zìmǔ shùnxù páiliè 文字順により並べる。アルファベット順に並べる。
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