
No 中国語 ピンイン 日本語

1 从事 cóngshì 仕事をする。従事する。法規などに基づいて処理する。
2 努力从事 nǔlì cóngshì 仕事に精を出す。
3 草率从事 cǎoshuài cóngshì いいかげんに取り組む。
4 从事教育 cóngshì jiàoyù 教育に携(たずさ)わる。
5 从事医疗活动 cóngshì yīliáo huódòng 医療活動に従事する。医療活動に取り組む。
6 致力 zhìlì 力を尽くす。
7 致力于 zhìlì yú 〜に力を尽くす。
8 致力于教育 zhìlì yú jiàoyù 教育に力を注ぐ。
9 专心致力于研究工作 zhuānxīn zhìlì yú yánjiù gōngzuò 一心に研究活動を行う。
10 埋头 máitóu 没頭する。専念する。
11 埋头苦干 mái tóu kǔ gàn わき目もふらず懸命にやる。
12 埋头工作 máitóu gōngzuò 仕事に専念する。
13 埋头于 máitóu yú 〜に力を尽くす。
14 埋头于科学研究 máitóu yú kēxué yánjiū 科学研究に打ち込む。
15 倾力 qīnglì 全力を投入する。
16 倾力打造科技创新体系 qīnglì dǎzào kējì chuàngxīn tǐxì 全力を傾けてテクノロジーのイノベーションシステムを打ち建てる。

17 倾力于 qīnglì yú 〜に力を尽くす。
18 倾力于培育人才 qīnglì yú péiyù réncái 人材を育てることに力を尽くす。
19 努力 nǔlì 努める。努力する。
20 努力学习 nǔlì xuéxí 勉強に精を出す。
21 努力练习 nǔlì liànxí 練習に励む。
22 努力增产 nǔlì zēngchǎn 増産に努める。
23 全力以赴 quán lì yǐ fù 全力を投入して事にあたる。
24 我会全力以赴 wǒ huì quánlìyǐfù 私は全力で取り組みます。私はベストを尽くします。
25 对每场比赛全力以赴 duì měi chǎng bǐsài quánlìyǐfù 毎回の試合に対し全力で取り組む。毎試合ベストを尽くす。
26 全心全意 quán xīn quán yì 誠心誠意全力を尽くす。
27 全心全意地工作 quánxīnquányì de gōngzuò 誠心誠意仕事に取り組む。
28 竭尽全力 jié jìn quán lì 全力を尽くす。
29 竭尽全力地训练 jiéjìnquánlì de xùnliàn 懸命に訓練する。全力でトレーニングする。
30 专心致志 zhuān xīn zhì zhì 一意専心。ひたすら一つのことに専念する。
31 专心致志地工作 zhuānxīnzhìzhì de gōngzuò 集中して仕事に取り組む。
32 一心一意 yī xīn yī yì 一意専心。ひたすら一つのことに専念する。
33 一心一意地工作 yīxīnyīyì de gōngzuò 集中して仕事に取り組む。
34 一心一意的努力 yīxīnyīyì de nǔlì ひたむきな努力。
35 一心一意赚钱 yīxīnyīyì zhuànqián 金儲けに徹する。
36 敬业 jìngyè 学業や仕事に専念する。仕事熱心。
37 敬业精神 jìngyè jīngshén 勤勉な精神。
38 他的敬业态度令人敬佩 tā de jìngyè tàidù lìng rén jìngpèi 彼の取り組み姿勢には敬服させられる。
39 力图 lìtú 努めて〜しようとする。
40 力图振兴产业 lìtú zhènxīng chǎnyè 産業の振興を図る。
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41 投身 tóushēn 身を投じる。身を尽くす。
42 全力投身慈善事业 quánlì tóushēn císhàn shìyè 全力をあげて慈善事業に身を尽くす。
43 投身于 tóushēn yú 〜に力を尽くす。
44 投身于事业 tóushēn yú shìyè 事業に身を投じる。
45 投入 tóurù 入り込む。投入する。ある状態に入る。金をつぎ込む。
46 全心全意投入工作 quánxīnquányì tóurù gōngzuò 全身全霊で仕事に打ち込む。
47 积极地投入工作 jījí de tóurù gōngzuò 積極的に仕事に取り組む。
48 抓 zhuā 力を入れる。かく。つかむ。捕まえる。人の注意を引く。
49 抓革命, 促生产 zhuā gémìng, cù shēngchǎn 革命に力を入れ、生産をうながす。
50 应对 yìngduì 受け答える。応対する。
51 应对诸多课题 yìngduì zhūduō kètí 多くの問題に対処する。
52 应对新冠肺炎疫情 yìngduì xīnguān fèiyán yìqíng 新型コロナウイルス感染症の感染状況に対処する。
53 应对如流 yìng duì rú liú よどみなく受け答えをする。
54 对应 duìyìng 対応する。
55 火速对应 huǒsù duìyìng 迅速な対応。早急な取り組み。
56 具体的对应 jùtǐ de duìyìng 具体的な対応。具体的な取り組み。
57 应付 yìngfù 対処する。いい加減にごまかす。間に合わせる。
58 应付 yīngfù 支払うべきだ。
59 应付局面 yìngfù júmiàn 事態に対応する。
60 应付难局 yìngfù nánjú 難局に対応する。
61 对付 duìfu 対処する。がまんする。間に合わせる。
62 对付难关 duìfu nánguān 難関に対処する。
63 难对付的人 nán duìfu de rén 対処しがたい人。厄介者(やっかいもの)。
64 对待 duìdài 応対する。事に対処する。
65 对待难题 duìdài nántí 難問に対処する。
66 积极对待 jījí duìdài 前向きに取り組む。
67 面对 miànduì 向き合う。直面する。
68 面对难局 miànduì nánjú 難局に向き合う。
69 处理 chǔlǐ 仕事や問題などを片付ける。
70 全力处理 quánlì chǔlǐ 懸命に物事にあたる。
71 处理日常琐事 chǔlǐ rìcháng suǒshì 日常のこまごましたことを片付ける。
72 处理空气污染问题 chǔlǐ kōngqì wūrǎn wèntí 大気汚染問題に取り組む。
73 处置 chǔzhì 処置する。処罰する。
74 果断的处置 guǒduàn de chǔzhì 断固たる処置。
75 做 zuò 仕事や活動をする。作る。詩や⽂章を書く。〜になる。〜として⽤いる。

76 做买卖 zuò mǎimai 商売をする。
77 做事 zuòshì 事に当たる。仕事をこなす。勤める。担当する。

78 做事很周全 zuòshì hěn zhōuquán やることに抜かりがない。取り組みが周到だ。
79 作 zuò 〜をする。行う。書く。作る。〜とする。
80 作研究 zuò yánjiū 研究をする。
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81 干 gàn 仕事や活動をする。職務を努める。
82 干坏事 gàn huàishì 悪事をする。
83 大干 dàgàn 精力的に働く。徹底的にやる。奮闘する。
84 大干一场 dàgàn yī chǎng 大いに頑張ってやる。大いに活躍する。
85 大干快上 dàgàn kuàishàng 大いに努力して前進する。
86 大干科学研究 dàgàn kēxué yánjiū 科学研究を大いにやる。
87 进行 jìngxíng 行う。進行する。
88 进行表演 jìnxíng biǎoyǎn 演技を行う。
89 进行改革 jìnxíng gǎigé 改革を行う。
90 实施 shíshī 法令や政策などを実施する。
91 实施计划 shíshī jìhuà 計画を実施する。
92 活动 huódòng 活動する。活動。体を動かす。不安定でぐらつく。固定されていない。裏工作をする。

93 活动家 huódòngjiā 活動家。
94 课外活动 kèwài huódòng 課外活動。
95 攻 gōng 研究する。修める。攻撃する。非難する。
96 攻难题 gōng nántí 難問に取り組む。
97 攻关 gōngguān 難関に挑む。難問解決に取り組む。
98 攻关新能源核心技术 gōngguān xīn néngyuán héxīn jìshù 新エネルギーの革新技術に挑む。
99 主攻 zhǔgōng 仕事や学習で最も力をいれる。主力が攻撃する。
100 主攻手 zhǔgōngshǒu エースアタッカー。
101 主攻部队 zhǔgōng bùduì 主力部隊。
102 主攻分析化学 zhǔgōng fēnxī huàxué 分析化学に取り組む。分析化学を専攻する。
103 采取 cǎiqǔ 手段などを採⽤する。⽤いる。講ずる。採取する。
104 采取对策 cǎiqǔ duìcè 対策を講じる。
105 采取措施 cǎiqǔ cuòshī 措置を講じる。
106 采取指纹 cǎiqǔ zhǐwén 指紋を採取する。
107 过问 guòwèn 関心を示す。口をはさむ。
108 亲自过问 qīnzì guòwèn 自ら取り組む。
109 过问政治 guòwèn zhèngzhì 政治に関心を持つ。政治に口をはさむ。
110 参与 cānyù 参画する。加わる。介入する。
111 参与国政 cānyù guózhèng 国政に参与する。
112 参与经营 cānyù jīngyíng 経営に関与する。
113 解决 jiějué 円満に片付ける。解決する。相手をやっつける。
114 解决环境问题 jiějué huánjìng wèntí 環境問題を解決する。環境問題に取り組む。
115 锐意 ruìyì 鋭意〜する。一心に〜する。
116 锐意改革 ruìyì gǎigé ひたすら改革を進める。
117 锐意进取 ruìyì jìnqǔ 成し遂げようと努力する。向上を目指して精進する。
118 解放思想锐意进取 jiěfàng sīxiǎng ruìyì jìnqǔ 解放思想を成し遂げるよう推し進める。
119 着手 zhuóshǒu 着手する。取りかかる。
120 着手工作 zhuóshǒu gōngzuò 仕事に取りかかる。
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121 动手 dòngshǒu 開始する。とりかかる。手を触れる。触る。手を出す。殴る。

122 动手做菜 dòngshǒu zuòcài 料理に取り掛かる。
123 下手 xiàshǒu 手を下す。着手する。下座。下手(しもて)。次の人。助手。
124 该从哪方面下手? gāi cóng nǎ fāngmiàn xiàshǒu どの方面から着手すべきか。
125 入手 rùshǒu 着手する。手に入れる。
126 从何入手呢? cóng hé rùshǒu ne どこから手をつけようか。
127 作⻛ zuòfēng やり方。思想や生活上の態度。詩⽂などの風格。作風。
128 他的作⻛ tā de zuòfēng 彼のやり方。彼の取り組み。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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