
No 中国語 ピンイン 日本語

1 置 zhì 置く。ほうっておく。買う。
2 度外 dùwài 範囲の外。気に留めないこと。
3 置之度外 zhì zhī dù wài 度外視する。気にかけない。
4 把盈亏置之度外 bǎ yíngkuī zhìzhīdùwài 損益を度外視する。
5 把合算置之度外 bǎ hésuàn zhìzhīdùwài 採算を度外視する。
6 把生死置之度外 bǎ shēngsǐ zhìzhīdùwài 生死を度外視する。
7 视之度外 shì zhī dù wài 度外視する。
8 把胜败视之度外 bǎ shèngbài shìzhīdùwài 勝敗を度外視する。
9 不理 bùlǐ とりあわない。相手にしない。
10 置之不理 zhì zhī bù lǐ 放置して取り合わない。
11 对提出的意⻅置之不理 duì tíchū de yìjiàn zhìzhībùlǐ 申し出された意見にとりあわない。
12 不顾 bùgù 顧みない。頓着しない。
13 不顾效益 bùgù xiàoyì 効果と利益を顧みない。
14 置之不顾 zhì zhī bù gù 放置して無視する。取り合わない。
15 对⼈⺠的利益置之不顾 duì rénmín de lìyì zhìzhībùgù ⼈⺠の利益を無視する。
16 不管不顾 bùguǎn bùgù 全く顧みない。挙動が荒々しく、⼈前をはばからない。
17 对家里的事不管不顾 duì jiāli de shì bùguǎn bùgù 家のことは気にしない。
18 不管不顾地猛跑 bùguǎn bùgù de měngpǎo やみくもに突っ走る。
19 不论 bùlùn 論じない。たとえ〜でも。
20 不论男女老少 bùlùn nánnǚ lǎoshào 老若男女を問わず。
21 置之不论 zhì zhī bù lùn 放置して無視する。取り合わない。
22 不问 bùwèn 〜を問わない。
23 不问学历 bùwèn xuélì 学歴を問わない。
24 置之不问 zhì zhī bù wèn 気がついていながら咎(とが)めない 。
25 脑后 nǎohòu 頭の後ろ。後頭部。忘却すること。問題にしないこと。
26 置之脑后 zhì zhī nǎo hòu すっかり忘れる。全く気にかけない。
27 弃置 qìzhì 捨ておく。放置する。
28 弃置⻋辆 qìzhì chēliàng 車両を放置する。
29 弃置不顾 qìzhì bùgù 放置して見向きもしない。
30 对徘徊不进的生产率弃置不顾 duì páihuái bù jìn de shēngchǎnlǜ qìzhì bùgù 停滞する労働生産性を放置する。
31 搁 gē そのまま放っておく。一定の位置に置く。入れる。加える。
32 搁置 gēzhì 置く。放っておく。
33 搁置不理 gēzhì bùlǐ 放置して顧みない。
34 对企业提出的扩建申请搁置不理 duì qǐyè tíchū de kuòjiàn shēnqǐng gēzhì bùlǐ 企業から提出された拡張申請を放置する。
35 漠然 mòrán 冷淡だ。
36 漠然置之 mò rán zhì zhī 知らぬ顔をしてほおっておく。
37 恝 jiá おろそかにしている。気にとめない。
38 恝置 jiázhì 放っておいて気にしない。
39 恝然 jiárán 冷淡で意に介さないさま。
40 恝然置之 jiárán zhì zhī 平気で放置しておく。
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41 计 jì 計算する。計画。計画する。思案する。
42 不计 bùjì 〜を計算しない。〜を考えない。
43 不计盈亏 bùjì yíngkuī 損益を度外視する。
44 不计得失 bùjì déshī 得失を度外視する。損得を考えない。
45 不计成败 bùjì chéngbài 成功や失敗を考えない。
46 考虑 kǎolǜ あれこれ考える。検討する。
47 不考虑 bù kǎolǜ 考慮しない。
48 不考虑预算 bù kǎolǜ yùsuàn 予算を考えない。
49 无视 wúshì 無視する。
50 无视法纪 wúshì fǎjì 法律や規律を無視する。
51 忽视 hūshì おろそかにする。軽視する。
52 忽视前辈 hūshì qiánbèi 先輩を差し置く。
53 漠视 mòshì 冷淡にあしらう。軽視する。
54 对群众的意⻅不能漠视 duì qúnzhòng de yìjiàn bùnéng mòshì 大衆の意見を軽視することはできない。
55 超出 chāochū 一定の数量や範囲を超える。逸脱する。
56 超出利害关系 chāochū lìhài guānxì 利害関係を超越する。
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