
No 中国語 ピンイン 日本語

1 课题 kètí 解決すべき問題点。課題。研究や討論の主要なテーマ。
2 研究课题 yánjiū kètí 研究課題。研究テーマ。
3 世界共同的课题 shìjiè gòngtóng de kètí 世界共通の課題。
4 重大课题 zhòngdà kètí 重大な課題。
5 提交课题 tíjiāo kètí 課題を提出する。
6 提出新的课题 tíchū xīn de kètí 新しいテーマを出す。
7 作业 zuòyè 学校の宿題。作業をする。活動をする。作業。訓練。演習。
8 课外作业 kèwài zuòyè 宿題。
9 家庭作业 jiātíng zuòyè 宿題。
10 英语作业 yīngyǔ zuòyè 英語の宿題。
11 算数作业 suànshù zuòyè 算数の宿題。
12 假期作业 jiàqī zuòyè 休み中の宿題。
13 暑假的作业 shǔjià de zuòyè 夏休みの宿題。
14 我的暑假作业 wǒ de shǔjià zuòyè 私の夏休みの宿題。
15 寒假的作业 hánjià de zuòyè 冬休みの宿題。
16 做作业 zuò zuòyè 宿題をやる。
17 作业做完了 zuòyè zuòwán le 宿題をやり終えました。
18 交作业 jiāo zuòyè 宿題を提出する。
19 请大家交作业 qǐng dàjiā jiāo zuòyè 皆さん、宿題を提出してください。
20 请把作业交给我 qǐng bǎ zuòyè jiāo gěi wǒ 宿題を私に提出してください。
21 明天要交作业的 míngtiān yào jiāo zuòyè de 明日、宿題を提出しなければならない。
22 留作业 liú zuòyè 先生が宿題を出す。学生に宿題を出す。
23 老师给学生留作业 lǎoshī gěi xuésheng liú zuòyè 先生が学生に宿題を出す。
24 出作业题 chū zuòyè tí 宿題を出す。
25 给学生布置作业 gěi xuésheng bùzhì zuòyè 学生に宿題を出す。
26 作业计划 zuòyè jìhuà 作業計画。
27 野外作业 yěwài zuòyè 野外作業。
28 功课 gōngkè 学業。授業。宿題。勉強。
29 做功课 zuò gōngkè 勉強をする。
30 老师布置功课 lǎoshī bùzhì gōngkè 先生が宿題を出す。
31 课卷 kèjuàn 作文、レポートなど学生が書いて提出する宿題。
32 老师每日批改学生课卷 lǎoshī měi rì pīgǎi xuéshēng kèjuàn 先生は毎日、学生の宿題を添削する。
33 问题 wèntí 解答が出る問題。解決すべき問題。重要な鍵。面倒なこと。事故。

34 提问题 tí wèntí 問題を出す。
35 难问题 nán wèntí 難問題。
36 非常难的问题 fēicháng nán de wèntí 非常に難しい問題。
37 难以解决的问题 nányǐ jiějué de wèntí 解決の因難な問題。
38 要解决的问题 yào jiějué de wèntí 解決すべき問題。
39 政治问题 zhèngzhì wèntí 政治上の問題。
40 食粮问题 shíliáng wèntí 食糧問題。
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41 有问题 yǒu wèntí 問題がある。
42 我有问题 wǒ yǒu wèntí 私は質問があります。私は問題があります。
43 有什么问题吗? yǒu shénme wèntí ma 何か質問がありますか。何か問題がありますか。
44 设备上有什么问题吗? shèbèi shàng yǒu shénme wèntí ma 設備上で何か問題ありませんか。
45 这个人思想上有问题 zhège rén sīxiǎng shàng yǒu wèntí この人は思想上問題がある。
46 没问题 méi wèntí 問題がない。難しくない。何の因果もない。
47 没有问题 méiyǒu wèntí 問題がない。難しくない。何の因果もない。
48 成问题 chéng wèntí 問題になる。困ったことになる。
49 不成问题 bùchéng wèntí 問題にならない。
50 这是相当成问题的 zhè shì xiāngdàng chéng wèntí de これはかなり問題になる。
51 问题成堆 wèntí chéngduī 問題が山積している。
52 回答问题 huídá wèntí 問題に答える。
53 解答数学问题 jiědá shùxué wèntí 数学の問題に解答する。
54 请你快点解决那个问题 qǐng nǐ kuài diǎn jiějué nàge wèntí 早くその問題を解決してください。
55 解决问题 jiějué wèntí 問題を解決する。
56 这个问题解决了 zhège wèntí jiějué le この課題は解決しました。
57 悬案 xuán'àn 未解決の問題や事件。懸案(けんあん)事項。
58 悬案事项 xuán'àn shìxiàng 懸案(けんあん)事項。
59 多年的悬案 duōnián de xuán'àn ⻑年の懸案(けんあん)。
60 题 tí 題。題目。表題。問題。書き留める。署名する。
61 考试题 kǎoshìtí 試験問題。
62 入学考试题 rùxué kǎoshìtí 入試問題。
63 出五道题 chū wǔ dào tí 問題を５題出す。
64 解答练习题 jiědá liànxítí 練習問題を解く。
65 难题 nántí 難題。
66 那真是个难题 nà zhēnshi ge nántí それは本当に難問だ。
67 难题成堆 nántí chéngduī 難題が山積する。
68 考题 kǎotí 試験問題。
69 出考题 chū kǎotí 試験問題を出す。
70 出一份考题 chū yī fèn kǎotí 試験問題を出す。
71 押考题 yā kǎotí 試験問題に山をかける。
72 试题 shìtí 試験問題。
73 笔答试题 bǐdá shìtí 筆記試験。
74 试题的答案 shìtí de dá'àn 試験問題の答案。
75 题目 tímù 練習問題。試験問題。題目。テーマ。名目。理由。
76 出题目 chū tímù 問題を出す。
77 考试题目 kǎoshì tímù 試験問題。
78 讨论的题目 tǎolùn de tímù 討論のテーマ。
79 习题 xítí 練習問題。
80 习题册 xítícè 問題集。
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81 练习 liànxí 練習する。練習問題。
82 单元练习 dānyuán liànxí 単元ごとの練習問題。
83 提问 tíwèn 質問する。問題を出す。
84 老师的提问 lǎoshī de tíwèn 先生の質問。
85 发问 fāwèn 質問する。問題を出す。
86 向学生发问 xiàng xuésheng fāwèn 学生に質問する。
87 出题 chūtí 試験などの出題をする。議題や話題を提出する。
88 老师出了一道题 lǎoshī chū le yī dào tí 先生が一つ出題した。
89 命题 mìngtí テーマを出す。出題する。命題。
90 命题作文 mìngtí zuòwén 課題を出して作文させる。
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