
No 中国語 ピンイン 日本語

1 并 bìng 二つ以上のものを一つにまとめる。併せる。
2 并成一个 bìng chéng yī ge 一つにまとめる。
3 并案办里 bìng àn bànlǐ いくつかの事件を一括して処理する。
4 合并 hébìng 一つに合わせる。合併する。病気を併発する。
5 合并症 hébìngzhèng 合併症。
6 合并成一个 hébìng chéng yī ge 一つにまとめる。
7 公司合并 gōngsī hébìng 会社の合併。
8 两个公司合并了 liǎng ge gōngsī hébìng le 両社は合併した。
9 归并 guībìng 統合する。合併する。
10 归归并并 guīguibìngbìng 統合する。合併する。
11 归并成一个 guībìng chéng yī ge 一つにまとめる。
12 把这两家小商号归并起来 bǎ zhè liǎng jiā xiǎo shānghào guībìng qǐlai 二つのスモールビジネスを統合する。
13 并力 bìnglì 力を合わせる。
14 并轨 bìngguǐ 措置や体制などを一本化する。
15 并入 bìngrù 合併して組み込む。
16 并购 bìnggòu 企業などを買収し、合併する。M＆A。
17 并吞 bìngtūn 併呑(へいどん)する。自分の勢力下に入れる。
18 并骨 bìnggǔ 夫婦の遺骨を合葬する。
19 并 bìng ともに。並んで。並ぶ。同時に。同様に。
20 并着腿坐 bìng zhe tuǐ zuò 足をそろえて座る。
21 并肩 bìngjiān 肩を並べる。一致して。ともに。
22 并膀儿 bìngbǎngr 肩を並べる。一致して。ともに。
23 并肩走着 bìngjiān zǒu zhe 肩を並べて歩いている。
24 并肩站立 bìngjiān zhànlì 肩を並べて立つ。
25 并肩作战 bìngjiān zuòzhàn 共同作戦をとる。
26 并肩携手 bìngjiān xiéshǒu 行動を共にして協力する。
27 并排 bìngpái 横一列に並ぶ。
28 并排坐 bìngpái zuò 横並びに座る。
29 并存 bìngcún 両立する。共存する。
30 这两种学说并存 zhè liǎng zhǒng xuéshuō bìngcún この二つの学説は並存する。
31 两者难以并存 liǎng zhě nányǐ bìngcún 両者は共存しがたい。
32 并行 bìngxíng 並んで歩く。同時に実行する。
33 携手并行 xiéshǒu bìngxíng 手を取り合ってともに進む。
34 并行不悖 bìng xíng bù bèi 同時に実行しても、相互に矛盾しない。両立する。
35 并进 bìngjìn ともに進む。同時に進める。
36 携手并进 xiéshǒu bìngjìn 手を取り合ってともに進む。
37 齐头并进 qí tóu bìng jìn 足並みをそろえてともに進む。
38 并举 bìngjǔ 並行して行う。同時に取り上げる。
39 恩威并举 ēn wēi bìngjǔ 恩義と威厳を同時に使う。飴(あめ)と鞭(むち)を使う。
40 土洋并举 tǔyáng bìngjǔ 在来のものと外国のものを同時に発展させる。
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41 并重 bìngzhòng 両方とも重視する。
42 质量并重 zhì liàng bìng zhòng 質量ともに重んじる。
43 并用 bìngyòng 同時に用いる。併用する。
44 手脚并用 shǒujiǎo bìngyòng 手足をともに使う。
45 并立 bìnglì 同時に存在する。並立する。
46 群雄并立 qúnxióng bìnglì 群雄並び立つ。
47 两雄不并立 liǎng xióng bù bìnglì 両雄並び立たず。
48 并列 bìngliè 並列する。横に並ぶ。同列に並ぶ。
49 整然并列 zhěngrán bìngliè きちんと並ぶ。
50 并列第一名 bìngliè dì yī míng 共に１位になる。
51 并拢 bìnglǒng 二つのものをぴったりつける。合わせる。
52 脚跟并拢 jiǎogēn bìnglǒng かかとを揃える。
53 并发 bìngfā 併発する。
54 并发症 bìngfāzhèng 合併症。
55 并联 bìnglián 並列に接続する。電気の並列。
56 并论 bìnglùn 同一に論じる。同等に扱う。
57 并茂 bìngmào 二つのものがどちらも美しい。同時に美しい。
58 并蒂莲 bìngdìlián １本の茎に咲く２輪の蓮の花。仲の良い夫婦のたとえ。
59 并头莲 bìngtóulián １本の茎に咲く２輪の蓮の花。仲の良い夫婦のたとえ。
60 并驾齐驱 bìng jià qí qū くつわを並べてともに進む。両者の間に優劣がない。
61 并 bìng さらに。そのうえ。及び。また。
62 读以下文章并回答问题 dú yǐxià wénzhāng bìng huídá wèntí 以下の文章を読んで、問題に答えなさい。
63 大家一起考虑并做决定 dàjiā yīqǐ kǎolǜ bìng zuò juédìng みんなで考えて決める。
64 并且 bìngqiě かつ。また。そのうえ。しかも。
65 她聪明并且漂亮 tā cōngmíng bìngqiě piàoliang 彼女は賢いうえに美しい。
66 并 bìng 否定文を強調する。予想と違い、実際は〜だ。決して。べつに。

67 并不忙 bìng bù máng 忙しいというほどでもない。
68 并不太冷 bìng bù tài lěng 大して寒くない。
69 价格并不那么贵 jiàgé bìng bù nàme guì 値段はそう高くない。
70 并不完全是那样的 bìng bù wánquán shì nàyàng de そうとは限らない。
71 并没有异常情况 bìng méiyǒu yìcháng qíngkuàng 特に異常の状況はない。別段変わりはない。
72 我并没有说你坏 wǒ bìng méiyǒu shuō nǐ huài 私はあなたが悪いと言っているわけではない。
73 并非 bìngfēi 決して〜ではない。まったく〜ではない。
74 并非如此 bìngfēi rúcǐ 決してそのようではない。
75 并非不知道 bìngfēi bù zhīdào 知らないわけではない。
76 我并非不想去 wǒ bìngfēi bùxiǎng qù 私は決して行きたくないわけではない。
77 并 bìng さえ。すらも。
78 并此而不知 bìng cǐ ér bùzhī こんなことさえ知らない。
79 并 bīng 地名用事。姓。
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