
No 中国語 ピンイン 日本語

1 登 dēng 雑誌などに載せる。登録する。上に上がって行く。脱穀のために集められる。

2 在杂志上登广告 zài zázhì shàng dēng guǎnggào 雑誌に広告を掲載する。
3 登载 dēngzǎi 新聞、雑誌などに掲載する。
4 登载的内容 dēngzǎi de nèiróng 掲載の内容。
5 登报 dēngbào 新聞に載せる。
6 登报广告 dēngbào guǎnggào 新聞に広告を載せる。
7 刊载 kānzǎi 掲載する。
8 刊载的材料 kānzài de cáiliào 掲載の資料。掲載物。
9 刊登 kāngdēng 掲載する。
10 刊登照片 kāndēng zhàopiàn 写真を掲載する。
11 加 jiā 付け足す。加える。多くなる。程度が高くなる。処置を加える。

12 加插图 jiā chātú 挿し絵を入れる。
13 加上 jiāshàng 付け足す。そのうえ。加えて。
14 加上插图 jiāshàng chātú 挿し絵を入れる。
15 图 tú 図。絵図。追求する。得ようとする。
16 图片 túpiàn 説明に用いる図画、図面、写真など。
17 插图 chātú さし絵。イラストレーション。
18 插画 chāhuà さし絵。イラストレーション。
19 插话 chāhuà 口をはさむ。口出ししたことば。エピソード。挿話。
20 图画 túhuà 図面。絵。絵画。
21 涂画 túhuà 絵を書きなぐる。でたらめに描く。
22 图像 túxiàng 画像。映像。
23 影像 yǐngxiàng 肖像。姿。映像。イメージ。
24 画像 huàxiàng 肖像画を描く。肖像画。画像。
25 画象 huàxiàng 肖像画を描く。肖像画。画像。
26 肖像画 xiàoxiànghuà 肖像画。
27 图表 túbiǎo 図表。グラフ。
28 圆形图表 yuánxíng túbiǎo 円グラフ。
29 曲线图表 qūxiàn túbiǎo 折れ線グラフ。
30 柱形图表 zhùxíng túbiǎo 棒グラフ。
31 坐标图 zuòbiāotú 座標図。
32 座标图 zuòbiāotú 座標図。
33 流程图 liúchéngtú フローチャート。
34 图解 tújiě 図解する。図解。
35 地图 dìtú 地図。
36 图样 túyàng 図面。図案。設計図。見取り図。
37 图纸 túzhǐ 設計図。図面。
38 设计图 shèjìtú 設計図。
39 示意图 shìyìtú 説明図。見取り図。
40 构造图 gòuzàotú 構造図。
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41 蓝图 lántú ⻘写真。⻑期計画。
42 画报 huàbào 画報。
43 表 biǎo 図表。一覧表。
44 年表 niánbiǎo 年表。
45 一览表 yīlǎnbiǎo 一覧表。リスト。
46 统计表 tǒngjìbiǎo 統計表。
47 时刻表 shíkèbiǎo 時刻表。
48 日程表 rìchéngbiǎo 日程表。
49 价格表 jiàgébiǎo 価格表。
50 名单 míngdān 名簿。人名リスト。
51 名单儿 míngdānr 名簿。人名リスト。
52 名册 míngcè 名簿。
53 表格 biǎogé 表。記入用紙。
54 表格儿 biǎogér 表。記入用紙。
55 照片 zhàopiàn 写真。
56 照片儿 zhàopiànr 写真。
57 原稿 yuángǎo 原稿。
58 文章 wénzhāng 文章。著作。隠れた意味。手立て。方策。
59 报道 bàodào 報道する。報道。ニュース原稿。
60 报导 bàodǎo 報道する。報道。ニュース原稿。
61 通讯 tōngxùn 通信機器などで通信する。ニュース。レポート。報道記事。
62 新闻 xīnwén ニュース。新聞記事。新しいできごと。
63 消息 xiāoxi ニュース。情報。音信。便り。
64 社论 shèlùn 社説。
65 广告 guǎnggào 広告。宣伝。
66 公告 gōnggào 広告。通知。布告。
67 栏目 lánmù 新聞や雑誌の欄。コーナー。
68 经济栏目 jīngjì lánmù 経済欄。
69 引用 yǐnyòng 人の言説を引用する。任用する。
70 转载 zhuǎnzǎi 転載する。
71 转载 zhuǎnzài 貨物を積み替える。
72 材料 cáiliào 材料。参考資料。ふさわしい人材。
73 资料 zīliào 生産や生活に必要な材料や品物。資料。データ。
74 刊物 kānwù 刊行物。
75 版面 bǎnmiàn 紙面。ページ全体。ページのレイアウト。
76 篇幅 piānfu 文章の⻑さ。掲載スペース。
77 纸面 zhǐmiàn 紙面。紙面のスペース。
78 头版 tóubǎn 新聞などの第一面。
79 头版头条消息 tóubǎn tóutiáo xiāoxi 第一面のトップニュース。
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