
No 中国語 ピンイン 日本語

1 主要 zhǔyào 主な。主要な。最重要の。決定的な。
2 主要原因 zhǔyào yuányīn 主な原因。
3 主要的原因 zhǔyào de yuányīn 主な原因。
4 主要因素 zhǔyào yīnsù 主な要因。
5 主要内容 zhǔyào nèiróng 主な内容。
6 主要城市 zhǔyào chéngshì 主要都市。
7 主要产业 zhǔyào chǎnyè 主要産業。
8 主要成员 zhǔyào chéngyuán 主要メンバー。
9 主要力量 zhǔyào lìliàng 主力。
10 主食主要是米饭 zhǔshí zhǔyào shi mǐfàn 主食は主に米です。
11 主要有三点 zhǔyào yǒu sān diǎn 主に三点ある。
12 重要 zhòngyào 重要だ。
13 重要地位 zhòngyào dìwèi 重要な地位。主要な地位。
14 重要问题 zhòngyào wèntí 重要な問題。主要な問題。
15 今天的重要消息 jīntiān de zhòngyào xiāoxi 今日の主なニュース。
16 首要 shǒuyào 最も重要な。主要な。
17 首要问题 shǒuyào wèntí 主な問題。最重要問題。
18 首要人物 shǒuyào rénwù 主要人物。
19 首要分子 shǒuyào fènzǐ 中心メンバー。
20 政府首要 zhèngfǔ shǒuyào 政府の首脳。
21 中心 zhōngxīn 核心。主要部分。中心。真ん中。中心地。機構のセンター。
22 中心问题 zhōngxīn wèntí 中心となる問題。
23 中心人物 zhōngxīn rénwù 中心となる人物。重要人物。
24 核心 héxīn 核心。中核。
25 问题的核心 wèntí de héxīn 問題の核心。
26 核心力量 héxīn lìliàng 核となる力。
27 核心成员 héxīn chéngyuán 中心メンバー。
28 大部分 dà bùfen 大部分。ほとんど。
29 绝大部分 jué dà bùfèn ほとんどすべて。
30 人的身体成分大部分是水 rén de shēntǐ chéngfèn dà bùfèn shì shuǐ 人間の体の成分はほとんど水です。人間の体の成分は主に水です。

31 大部 dàbù 大部分。ほとんど。
32 明后两天重庆大部都是好天气 míng hòu liǎng tiān Chóngqìng dàbù dōu shì hǎo tiānqì 明後日二日の重慶(じゅうけい)は主に天気が良い。
33 大都 dàdū ほとんど〜だ。大部分〜だ。大きな都。
34 汽⻋轮胎大都是黑色 qìchē lúntāi dàdū shì hēisè ⾞のタイヤはほとんどが⿊です。
35 大多数 dàduōshù 大多数。
36 绝大多数 jué dà duōshù ほとんどすべて。
37 在NBA巨星大多数是黑人球员 zài NBA jùxīng dà duōshù shì hēirén qiúyuán NBAのスーパースターは主に⿊人選⼿です。
38 多半 duōbàn 大半。おおかた。大多数。たぶん。
39 多半儿 duōbànr 大半。おおかた。大多数。たぶん。
40 学生多半是从外地来的 xuéshēng duōbàn shì cóng wàidì lái de 学生の大半は地方から来ている。
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41 大半 dàbàn 過半数。大部分。たぶん。たいてい。
42 大半儿 dàbànr 過半数。大部分。たぶん。たいてい。
43 我们学校的学生大半是外国人 wǒmen xuéxiào de xuéshēng dàbàn shì wàiguórén 私たちの学校の学生は大部分が外国人です。
44 要点 yàodiǎn 話や文章などの要点。重要な拠点。
45 抓住要点 zhuā zhù yàodiǎn 要点を押さえる。ポイントを押さえる。
46 总结要点 zǒngjié yàodiǎn 要点をまとめる。
47 说明要点 shuōmíng yàodiǎn 要旨を説明する。
48 要点说明 yàodiǎn shuōmíng 要旨説明。
49 论文的要点 lùnwén de yàodiǎn 論文の要所。
50 讲话的要点 jiǎnghuà de yàodiǎn 話の要点。
51 战略要点 zhànlüè yàodiǎn 戦略上の重要拠点。
52 要端 yàoduān 文章、講演などの要点。
53 全文要端 quán wén yàoduān 全文の要点。
54 突出要端 túchū yàoduān 要点を際立たせる。
55 举其要端 jǔ qí yàoduān 要点を挙げる。
56 大要 dàyào 要点。概要。
57 举其大要 jǔ qí dàyào 要点を挙げる。
58 纲要 gāngyào 大要。概要。
59 发言纲要 fāyán gāngyào 発言の概要。
60 制度的纲要 zhìdù de gāngyào 制度の概要。
61 要领 yàolǐng 話や文章の要点。運動や操作のコツ。要領。
62 掌握要领 zhǎngwò yàolǐng 要領をつかむ。
63 领会要领 lǐnghuì yàolǐng 要領を理解する。
64 不得要领 bù dé yàolǐng 要領を得ない。
65 书信文的要领 shūxìnwén de yàolǐng ⼿紙の文面の要点。
66 更换的要领 gēnghuàn de yàolǐng 交換の要領。
67 动作的要领 dòngzuò de yàolǐng 動作のコツ。
68 摘要 zhāiyào 要点をまとめる。要所を抜き出す。摘要。ダイジェスト。
69 摘要发表 zhāiyào fābiǎo 要点をまとめて発表する。
70 新闻摘要 xīnwén zhāiyào ニュースダイジェスト。
71 文章的摘要 wénzhāng de zhāiyào 文章の書き抜き。
72 提要 tíyào 文章全体から要点を抜き出す。文章の要点。摘要。サマリー。

73 内容提要 nèiróng tíyào 内容要約。
74 论文提要 lùnwén tíyào 論文要旨。
75 概要 gàiyào あらまし。概要。
76 讲述概要 jiǎngshù gàiyào 概略を述べる。
77 故事概要 gùshì gàiyào 物語の概要。あらすじ。
78 计划的概要 jìhuà de gàiyào 計画の概要。
79 要略 yàolüè 要略。大要。
80 中国历史要略 zhōngguó lìshǐ yàolüè 中国史大要。
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81 轮廓 lúnkuò 輪郭。概況。概要。アウトライン。
82 计划的轮廓 jìhuà de lúnkuò 計画の概要。計画のアウトライン。
83 身体的轮廓 shēntǐ de lúnkuò 体の輪郭。
84 概括 gàikuò 総括する。まとめる。要約する。
85 概括讨论内容 gàikuò tǎolùn nèiróng 討論内容をまとめる。
86 总结 zǒngjié 総括する。締めくくる。総括して出した結論。総まとめ。
87 总结报告 zǒngjié bàogào 総括報告。
88 总结经验 zǒngjié jīngyàn 経験をまとめる。
89 总结会议 zǒngjié huìyì 会議を締めくくる。
90 总括 zǒngkuò 概括する。
91 总括决议 zǒngkuò juéyì 決議をまとめる。総括決議。
92 对各方面的情况加以总括 duì gè fāngmiàn de qíngkuàng jiāyǐ zǒngkuò 各方面の状況について総括する。
93 梗概 gěnggài あらすじ。概略。
94 小说的梗概 xiǎoshuō de gěnggài 小説の筋。
95 事情的梗概 shìqíng de gěnggài 事の概略。
96 归纳 guīnà 抽象的な事象をまとめる。帰納する。
97 归纳要点 guīnà yàodiǎn 要点をまとめる。
98 归纳法 guīnàfǎ 帰納法。
99 扼要 èyào 文章や発言などが要領を得た。要点を押さえている。
100 简单扼要的论文 jiǎndān èyào de lùnwén 簡潔で要領を得た論文。
101 扼要地说 èyào de shuō 要点をかいつまんで話す。
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