
No 中国語 ピンイン 日本語

1 引进 yǐnjìn 引き入れる。導入する。推薦する。
2 引进外资 yǐnjìn wàizī 外資を導入する。
3 引进新技术 yǐnjìn xīn jìshù 新しい技術を導入する。
4 引进人才 yǐnjìn réncái 人材を招き入れる。
5 引入 yǐnrù 取り入れる。導入する。引き入れる。
6 引入新系统 yǐnrù xīn xìtǒng 新しいシステムを導入する。
7 引入最新技术 yǐnrù zuìxīn jìshù 最新技術を導入する。
8 引入的机械设备 yǐnrù de jīxiè shèbèi 導入した機械設備。
9 导入 dǎorù 導入する。
10 导入外国技术 dǎorù wàiguó jìshù 外国の技術を導入する。
11 导入机器人 dǎorù jīqìrén ロボットを導入する。
12 引用 yǐnyòng 人の言説を引用する。任用する。
13 引用原文 yǐnyòng yuánwén 原文を引用する。
14 征引 zhēngyǐn 引用する。
15 征引原文 zhēngyǐn yuánwén 原文を引用する。
16 援引 yuányǐn 引用する。自分に関係ある人を推薦する。任用する。
17 援引法律条文 yuányǐn fǎlǜ tiáowén 法律条文を引用する。
18 传入 chuánrù 伝わり入る。
19 汉字传入日本 hànzì chuánrù Rìběn 漢字が日本に伝わり入る。漢字が日本に導入される。
20 输入 shūrù 外から内に送り込む。輸入する。入力する。インプットする。

21 把先进技术输入国内 bǎ xiānjìn jìshù shūrù guónèi 先進技術を国内に導入する。
22 输入数据 shūrù shùjù データを入力する。
23 投入 tóurù 金をつぎ込む。ある状態に入る。入り込む。没入する。
24 投入资金 tóurù zījīn 資金を投入する。
25 投入巨款 tóurù jùkuǎn 大金を投じる。
26 投入生产 tóurù shēngchǎn 生産に入る。
27 投入战斗 tóurù zhàndòu 戦闘に入る。
28 投入精锐部队 tóurù jīngruì bùduì 先鋭部隊を投入する。
29 投进 tóujìn 投じる。金をつぎ込む。
30 投进去 tóujìnqù 投げ入れる。
31 把石子投进水里 bǎ shízǐ tóujìn shuǐ li 水の中に石を投じる。
32 全部把钱投进股票基金 quánbù bǎ qián tóujìn gǔpiào jījīn 全部の金を株式ファンドに投じる。
33 把明信片投进邮筒 bǎ míngxìnpiàn tóujìn yóutǒng はがきをポストに投函(とうかん)する。
34 农⺠被投进了地牢 nóngmín bèi tóujìn le dìláo 農⺠は地下牢に投獄(とうごく)される。
35 他投进大海里 tā tóu jìn dàhǎi li 彼は海に身投げする。
36 投资 tóuzī 投資する。投資。
37 投资地产 tóuzī dìchǎn 土地に投資する。
38 向非洲投资 xiàng Fēizhōu tóuzī アフリカへ投資する。
39 投资三百万元 tóuzī sānbǎi wàn yuán 三百万元を投資する。
40 投资基金 tóuzī jījīn 投資ファンド。
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41 倾注 qīngzhù 力や気持ちを集中させる。打ち込む。水が上からどっと流れ込む。

42 倾注心血 qīngzhù xīnxuè 心血を注ぐ。
43 倾注全力 qīngzhù quánlì 全力を傾ける。
44 贯注 guànzhù 気力や精神を集中して注ぎ込む。ことばの調子や意味が一貫している。

45 全神贯注 quán shén guàn zhù 全神経を集中する。
46 把精力贯注到学习上 bǎ jīnglì guànzhù dào xuéxí shàng 学習に精力を注ぐ。
47 注入 zhùrù 注ぎ込む。
48 往钢笔内注入墨水 wǎng gāngbǐ nèi zhùrù mòshuǐ ペンの中にインクを注入する。
49 给轮胎注入空气 gěi lúntāi zhùrù kōngqì タイヤに空気を注入する。
50 向银行注入国家资金 xiàng yínháng zhùrù guójiā zījīn 銀行に国の資金を注ぎ込む。
51 买 mǎi 買う。
52 买东⻄ mǎi dōngxi ものを買う。買い物する。
53 买房子 mǎi fángzi 家を買う。
54 购入 gòurù 購入する。
55 购入价格 gòurù jiàgé 購入価格。
56 高价购入 gāojià gòurù 高値で購入する。
57 购买 gòumǎi 買い付ける。購入する。
58 购买价格 gòumǎi jiàgé 購入価格。
59 购买股票 gòumǎi gǔpiào 株を購入する。
60 购买房地产 gòumǎi fángdìchǎn 不動産を購入する。
61 买进 mǎijìn 買い入れる。仕入れる。
62 买进价格 mǎijìn jiàgé 買い入れ価格。
63 买进货物 mǎijìn huòwù 商品を買い入れる。
64 买进美元 mǎijìn měiyuán ドルを買う。
65 购进 gòujìn 買い入れる。仕入れる。
66 购进价格 gòujìn jiàgé 買い入れ価格。
67 购进原料 gòujìn yuánliào 原料を買い入れる。
68 购进农产品 gòujìn nóngchǎnpǐn 農産物を買い入れる。
69 置办 zhìbàn 購入する。
70 置办家具 zhìbàn jiājù 家具を購入する。
71 置备 zhìbèi 設備や用具を購入する。
72 置备农具 zhìbèi nóngjù 農具を購入する。
73 置买 zhìmǎi 耐久品を買う。購入する。
74 置买房屋 zhìmǎi fángwū 家を購入する。
75 购置 gòuzhì 耐久財や備品を買い入れる。
76 购置房产 gòuzhì fángchǎn 家を購入する。不動産を購入する。
77 选购 xuǎngòu 見比べて購入する。選択買い。
78 选购商品 xuǎngòu shāngpǐn 商品を選んで買う。
79 采买 cǎimǎi 選んで購入する。仕入れる。
80 采买新鲜货 cǎimǎi xīnxiān huò 新鮮な品を選んで購入する。
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81 采购 cǎigòu 購入する。調達する。調達係。購入担当者。
82 采购价格 cǎigòu jiàgé 買い付け価格。
83 采购员 cǎigòuyuán 購買係。
84 采购商品 cǎigòu shāngpǐn 商品を買い付ける。
85 订购 dìnggòu 注文する。予約購入する。
86 订购机票 dìnggòu jīpiào 航空券を予約する。
87 定购 dìnggòu 発注する。
88 定购两艘军舰 dìnggòu liǎng sōu jūnjiàn ２隻の軍艦を発注する。
89 引言 yǐnyán 序言。序文。
90 楔子 xiēzi 小説の序章。プロローグ。戯曲の序幕または幕間に入れる一段。くさび。木くぎ。竹くぎ。

91 引子 yǐnzi 話のまくら。前口上。楽曲の前奏部分。戯曲の第一曲目。主役が登場する時のせりふまわし。

92 序曲 xùqǔ 序曲。出だし。始まり。
93 扔进去 rēngjìnqu 投げ入れる。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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