
No 中国語 ピンイン 日本語

1 为 wéi 〜とする。〜とみなす。
2 选她为主角 xuǎn tā wéi zhǔjué 彼女を主人公に選ぶ。
3 被选为主角 bèi xuǎn wéi zhǔjué 主役に選ばれる。
4 五十元为一注 wǔshí yuán wéi yī zhù ５０元を一口とする。
5 以 〜 为 〜 yǐ 〜 wéi 〜 〜 をもって 〜 とする。
6 以法律为基准 yǐ fǎlǜ wéi jīzhǔn 法律を規準とする。
7 以三天为时限 yǐ sān tiān wéi shíxiàn 三日間を期限とする。
8 日本人的基本饮食以米饭为主食 rìběnrén de jīběn yǐnshí yǐ mǐfàn wéi zhǔshí 日本人の基本的食生活は米のご飯を主食とする。
9 为 wéi 〜である。〜だ。
10 试用期为一年 shìyòngqī wéi yī nián 試用期間は一年である。
11 房型为二室一厅 fángxíng wéi èr shì yī tīng 間取りのタイプは２LDKだ。
12 北京为中国首都 Běijīng wéi Zhōngguó shǒudū 北京は中国の首都である。
13 为 wéi 〜となす。〜に変わる。
14 转败为胜 zhuǎn bài wéi shèng 負けを転じて勝ちとする。
15 转危为安 zhuǎn wēi wéi ān 危険な状態から安全に転じる。
16 变缺点为优点 biàn quēdiǎn wéi yōudiǎn ⽋点を⻑所に変える。
17 为 wéi なす。行う。
18 事在人为 shì zài rén wéi 事は人のなすことによる。事の成否は人の行いにかかっている。

19 敢作敢为 gǎn zuò gǎn wéi 思い切って事を成す。
20 敢做敢为 gǎn zuò gǎn wéi 思い切って事を成す。
21 所作所为 suǒ zuò suǒ wéi することなすこと。することすべて。
22 尽力而为 jìn lì ér wéi 全力を尽くして行う。
23 为 wéi (⽐較の中で) 〜のほうが〜だ。
24 质量为先 zhìliàng wéi xiān 品質のほうが先だ。品質第一。
25 还是不说为好 háishi bùshuō wéi hǎo やはり言わないほうがいい。
26 我们坚持国家利益为重 wǒmen jiānchí guójiā lìyì wéi zhòng 私たちは国益に重きを置くことを堅持する。
27 更为 gèngwéi さらに〜だ。ますます〜だ。
28 自然灾害更为频繁 zìrán zāihài gèngwéi pínfán 自然災害がますます繰り返される。
29 双语能力⽐过去更为重要 shuāngyǔ nénglì bǐ guòqù gèngwéi zhòngyào バイリンガルの能力は以前にも増して重要です。
30 为 + A + 所 〜 wéi + A + suǒ 〜 Aに〜される。
31 为人所重 wéi rén suǒ zhòng 人に重んじられる。
32 为人所知 wéi rén suǒ zhī 人に知られる。知れ渡る。
33 为世所病 wéi shì suǒ bìng 世間に非難される。
34 为⻛雪所阻 wéi fēngxuě suǒ zǔ 風雪に阻まれる。
35 为需要所迫 wéi xūyào suǒ pò 必要に迫られる。
36 为 wéi (多く“何”と呼応し) 疑問や感嘆を表す。
37 何以文为 héyǐ wén wéi どうして飾ろうとするのか。
38 何以家为 héyǐ jiā wéi 家が何になるのか。
39 何以 héyǐ 何をもって。どうやって。どうして。なぜ。
40 何以为生 héyǐ wéi shēng なにをもって生計を立てるのか。
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41 短音節形容詞 + 为 短音節形容詞 + wéi 二音節形容詞、動詞を修飾する副詞を作る。
42 极为不满 jíwéi bùmǎn きわめて不満。
43 极为出色 jíwéi chūsè きわめて優れている。
44 深为感动 shēn wéi gǎndòng 深く感動する。
45 广为流行 guǎng wéi liúxíng 広く流行する。
46 为 wèi (奉仕対象を指して) 〜のために。
47 为顾客提供优质服务 wèi gùkè tígōng yōuzhì fúwù 顧客に優良サービスを提供する。
48 用诗歌为妈妈送上祝福 yòng shīgē wèi māma sòng shàng zhùfú 詩でもってお⺟さんにお祝いを贈る。
49 父亲为女儿报仇 fùqīn wèi nǚ'ér bàochóu 父親は娘のために復讐する。
50 为 wèi 〜を。〜のことを。
51 别为我担心 bié wèi wǒ dānxīn 私のことはご心配なく。
52 为前程担忧 wèi qiánchéng dānyōu 前途を憂慮する。
53 为 wèi (目的や原因を指して) 〜のために。〜なので。
54 为和平祷告 wèi hépíng dǎogào 平和のために祈る。
55 为买房卖豪⻋ wèi mǎi fáng mài háochē 家を買うため高級車を売る。
56 为了 wèile (目的や原因を指して) 〜のために。
57 为着 wèizhe (目的や原因を指して) 〜のために。
58 为了生活什么都干 wèile shēnghuó shénme dōu gàn 生活のために何でもやる。
59 为了金钱去战斗 wèile jīnqián qù zhàndòu 金のために戦闘に行く。
60 为了健康, 我每天都慢跑 wèile jiànkāng, wǒ měitiān dōu mànpǎo 健康のために、私は毎日ジョギングをしている。
61 作为 zuòwéi 行い。行為。志。〜とする。〜とみなす。〜として。
62 作为无效 zuòwéi wúxiào 無効と見なす。
63 作为一名学生, 首先要努力学习 zuòwéi yī míng xuéshēng, shǒuxiān yào nǔlì xuéxí 一人の学生として、まずは勉強をがんばらねばならない。
64 成为 chéngwéi 〜になる。
65 我想成为一名医生 wǒ xiǎng chéngwéi yī míng yīshēng 私は一人の医者になりたい。
66 不能成为理由 bùnéng chéngwéi lǐyóu 理由にはなりえない。
67 沦为 lúnwéi 落ちぶれてなる。〜に成り果てる。
68 沦为罪犯 lúnwéi zuìfàn 犯罪者に成り果てる。
69 不失为 bùshīwéi 〜だと言える。〜と言ってもよい。
70 他不失为一个好演员 tā bùshīwéi yī ge hǎo yǎnyuán 彼は一人の良い俳優だと言える。
71 为止 wéizhǐ 〜までで終わりにする。
72 到明天为止 dào míngtiān wéizhǐ 明日で終わりとする。
73 为难 wéinán 対処に困る。いじわるをする。困らせる。
74 那个让我为难 nàge ràng wǒ wéinán それは私を困惑させる。
75 以为 yǐwéi 〜と思う。
76 我以为他已经忘记了 wǒ yǐwéi tā yǐjīng wàngjì le 私は、彼はすでに忘れたと思う。
77 认为 rènwéi 〜と思う。〜と考える。
78 我认为事情很严重 wǒ rènwéi shìqíng hěn yánzhòng 私は事態が深刻だと思う。
79 为人 wéirén 人となり。人柄。
80 他为人正直 tā wéirén zhèngzhí 彼は人となりが正直である。
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81 因为 yīnwèi 〜なので。〜だから。〜のため。
82 因为下雨路滑 yīnwèi xià yǔ lù huá 雨降りのせいで道が滑る。
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