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だいたい、おおよそ、ぐらい、ほど   1/7

5 大概

差不多 chàbuduō ほとんど同じ。大差ない。まあまあ。

19 左右 zuǒyòu 〜前後。〜ぐらい。

8 大略 dàlüè だいたい。おおまかに。あらまし。

9

10 大体

约 yuē およそ。約。

7 大半 dàbàn たいてい。ほとんど。大部分。

dàgài おおよそ。おおざっぱ。おおまか。

1

6 大致 dàzhì だいたい〜だ。ほとんど〜だ。だいたいの。

4 大约 dàyuē 大まかな数字の⾒積もりで、"ほぼ〜だ。"

17 多半

dàtǐ だいたい〜だ。おおかた〜だ。

15 基本上 jīběnshang

12 率 shuài おおよそ。だいたい。

dàshuài おおむね。

11 大抵 dàdǐ だいたい。たいてい。ほとんど〜だ。

基本 jīběn おおむね。ほぼ。基本的に。

おおむね。ほぼ。いちおう。

14

13 大率

cūlüè おおまかだ。おおざっぱ。ざっと。

2 约莫 yuēmo およそ。約。おおざっぱに⾒積もる。

3 约略 yuēlüè おおよそ。だいたい。あらまし。

粗略

20 上下 shàngxià 〜前後。〜ぐらい。※時間や距離には⽤いられない。

16 多 duō 〜余り。

18

duōbàn おおかた。
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30 直径约为五百米 zhíjìng yuē wéi wǔbǎi mǐ 直径約５００メートル。
31 约有五十人 yuē yǒu wǔshí rén 約５０名。
32 大会约于十月举行 dàhuì yuē yú shí yuè jǔxíng 大会はおよそ１０月くらいに開かれる。

33 约莫有二三十公斤 yuēmò yǒu èr sānshí gōngjīn だいたい2，30キロある。
34 约莫在下午五六点钟 yuēmò zài xiàwǔ wǔ liù diǎn zhōng およそ午後5時か6時ごろ。
35 离这里约莫有十公里 lí zhèlǐ yuēmò yǒu shí gōnglǐ ここからおよそ１０キロ離れている。

36 约略有二百五十种 yuēlüè yǒu èrbǎi wǔshí zhǒng およそ250種ある。
37 我也约略知道 wǒ yě yuēlüè zhīdao 私もおおよそ知っている。

38 从这里到那里大约两公里 cóng zhèlǐ dào nàlǐ dàyuē liǎng gōnglǐ ここからそこまで約２キロある。
39 大约走三百米 dàyuē zǒu sānbǎi mǐ ３００メートルほど歩く。
40 大约二十个人 dàyuē èrshí ge rén ほぼ２０人。
41 大约三千户人家 dàyuē sānqiān hù rénjiā ほぼ３０００世帯。
42 大约有一年了 dàyuē yǒu yī nián le およそ一年になる。
43 ⽤了大约一小时 yòng le dàyuē yī xiǎoshí およそ一時間かかった。
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28

21 内外 nèiwài 概数を表して、"くらい。" "ほど。"

22 来 lái 概数をあらわす。"〜ほど。"

中等 zhōngděng 中等級の、中くらいの

29 得 de 程度を⽐喩的に表して、"〜ほど。"

2 约莫 yuēmo およそ。約。おおざっぱに⾒積もる。

4 大约 dàyuē

1 约 yuē およそ。約。

3 约略 yuēlüè おおよそ。だいたい。あらまし。

大まかな数字の⾒積もりで、"ほぼ〜だ。"

26 原则 yuánzé 原則上、"だいたい。" "おおむね。"

kě およそ。23 可

24 大都 dàdū ほとんど〜だ。大部分〜だ。

25 几 jī ある状態に近く、"ほとんど〜。"

27 谱 pǔ だいたいの⾒当。目安。
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44 大约一小时的路程 dàyuē yī xiǎoshí de lùchéng およそ一時間の道のり。
45 他大约有四十岁了 tā dàyuē yǒu sìshí suì le 彼はおよそ４０過ぎだ。
46 大约有一万日元 dàyuē yǒu yī wàn rìyuán およそ一万円する。
47 大约是一个月前的事 dàyuē shì yī ge yuè qián de shì 一カ月ほど前の事。

48 大概的数字 dàgài de shùzì おおよその数字。
49 大概十点回来 dàgài shí diǎn huílái およそ１０時に戻ります。
50 大概有二十公里 dàgài yǒu èrshí gōnglǐ およそ２０キロメートルある。
51 大概要两千块钱 dàgài yào liǎng qiān kuài qián およそ２０００元が必要です。
52 大概将有一千人参加 dàgài jiāng yǒu yī qiān rén cānjiā およそ１０００人が参加するであろう。
53 大概需要一个星期 dàgài xūyào yī ge xīngqí およそ一週間かかる。
54 我大概理解了 wǒ dàgài lǐjiě le おおよそは理解しました。
55 我想大概是这么回事 wǒ xiǎng dàgài shì zhème huí shì だいたいそんな事だろうと思った。

56 大致的费⽤ dàzhì de fèiyòng おおよその費⽤。
57 大致的计划 dàzhì de jìhuà おおまかな計画。
58 大致数目 dàzhì shùmù およその数。およその額。
59 大致内容 dàzhì nèiróng 大まかな内容。
60 大致相同 dàzhì xiāngtóng ほぼ同じだ。
61 大致做完了 dàzhì zuò wán le ほぼやり終えた。
62 大致良好 dàzhì liánghǎo おおむね良好。
63 大致方向 dàzhì fāngxiàng おおよその方向。
64 大致猜对了 dàzhì cāi duì le おおよそ当たっている。
65 我知道大致的情况 wǒ zhīdao dàzhì de qíngkuàng 私はおおよその状況を知っています。
66 现在大致是八点 xiànzài dàzhì shì bā diǎn 今は、だいたい８時。
67 大致是这样 dàzhì shì zhèyàng だいたいこんなところだ。
68 我大致上理解了 wǒ dàzhì shàng lǐjiě le おおよそのところは理解しました。
69 大致如下 dàzhì rúxià だいたい次のとおりです。

70 目标的大半已经达到了 mùbiāo de dàbàn yǐjing dádào le 目標のほとんどを達成した。
71 人已走了大半 rén yǐ zǒu le dàbàn ほとんど人が帰った。
72 猜对了一大半 cāi duì le yī dàbàn おおよそ当たっている。
73 大半是优秀生 dàbàn shì yōuxiùshēng たいていが優等生です。

74 大略相同 dàlüè xiāngtóng だいたい同じ。
75 大略的情况 dàlüè de qíngkuàng だいたいの状況。
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大概 dàgài おおよそ。おおざっぱ。おおまか。

6 大致 dàzhì だいたい〜だ。ほとんど〜だ。だいたいの。

7 大半 dàbàn たいてい。ほとんど。大部分。

大略

5

dàlüè だいたい。おおまかに。あらまし。8
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76 粗略估计 cūlüè gūjì おおざっぱに⾒積もる。
77 粗略一看 cūlüè yī kàn ざっと⾒る。

78 大体相同 dàtǐ xiāngtóng だいたい同じ。
79 大体如是 dàtǐ rúshì だいたいにおいてこのとおりです。
80 大体上理解了 dàtǐ shàng lǐjiě le あらかた理解しました。
81 大体明白了 dàtǐ míngbái le だいたいわかりました。
82 大体习惯了 dàtǐ xíguàn le だいたい慣れました。
83 大体上承认 dàtǐ shàng chéngrèn 大筋で認める。
84 工作大体做完了 gōngzuò dàtǐ zuò wán le 仕事はだいたいかたずいた。
85 大体上完成了 dàtǐ shàng wánchéngle おおむね完了した。
86 我大体上同意的意⻅ wǒ dàtǐ shàng tóngyì de yìjiàn 私の意⾒はほぼ賛成です。
87 我们的意⻅大体一致 wǒmen de yìjiàn dàtǐ yīzhì 私たちの意⾒はほぼ一致する。
88 两者的意⻅大体上一致 liǎng zhě de yìjiàn dàtǐ shàng yīzhì 両者の意⾒はおよそ一致する。

89 大抵相同 dàdǐ xiāngtóng だいたい同じ。

90 率皆如此 shuài jiē rúcǐ だいたいこのようである。

91 大率如此 dàshuài rúcǐ おおむねこのようだ。

92 基本合格 jīběn hégé ほぼ合格。
93 基本完成 jīběn wánchéng ほぼ終わっている。
94 基本解决 jīběn jiějué ほぼ解決。

95 基本上合格 jīběnshang hégé いちおう合格。
96 基本上完成了 jīběnshang wánchéng le ほぼ完成した。
97 基本上懂了 jīběnshang dǒng le だいたい理解できた。
98 基本上每天 jīběnshang měitiān だいたい毎日。
99 星期天我基本上在家 xīngqítiān wǒ jīběnshang zài jiā 日曜日は私はだいたい家にいる。
100 基本上整理好了 jīběnshang zhěnglǐ hǎo le あらかた片付いた。
101 基本上熟悉了 jīběnshang shúxī le だいたい慣れた。
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大率 dàshuài おおむね。

9 粗略

14 基本 jīběn おおむね。ほぼ。基本的に。

11 大抵 dàdǐ だいたい。たいてい。ほとんど〜だ。

12 率

cūlüè おおまかだ。おおざっぱ。ざっと。

10

shuài おおよそ。だいたい。

13

15 基本上 jīběnshang おおむね。ほぼ。いちおう。

大体 dàtǐ だいたい〜だ。おおかた〜だ。
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102 我基本上同意你的⻅解 wǒ jīběnshang tóngyì nǐ de jiànjiě だいたいのところはあなたの⾒解と同じです。
103 两人的看法基本上是相同的 liǎng rén de kànfǎ jīběnshang shì xiāngtóng de 二人の⾒方はほぼ同じである。
104 昨天晚上基本上没睡 zuótiān wǎnshàng jīběnshang méi shuì 昨晩はほとんど寝なかった。

105 十多年 shí duō nián １０年余り。
106 一个月多 yī ge yuè duō １か月余り。
107 三十分多分钟 sānshí fēn duō fēnzhōng ３０分ちょっと。
108 四十多岁的男人 sìshí duō suì de nánrén ４０過ぎの男。
109 两米多高 liǎng mǐ duō gāo ２メートル余りの高さ。
110 十多个学生 shí duō ge xuéshēng 十数人の学生。

111 早晨多半心情不好 zǎochén duōbàn xīnqíng bù hǎo 朝はたいてい機嫌が悪い。
112 家具多半是进口货 jiājù duōbàn shì jìnkǒu huò 家具のほとんどは輸入品です。
113 学生多半是从外地来的 xuéshēng duōbàn shì cóng wàidì lái de 学生の多くは地方から来ている。

114 差不多一样 chàbuduō yīyàng だいたい同じ。
115 价钱差不多 jiàqián chàbuduō 値段はほとんど同じ。
116 ⻓度差不多一样 chángdù chàbuduō yīyàng ⻑さは同じくらい。
117 差不多三千人 chàbuduō sānqiān rén だいたい３０００人くらい。
118 差不多五点 chàbuduō wǔ diǎn 五時ごろ。
119 差不多明白了 chàbuduō míngbái le だいたい分かった。
120 差不多完成了 chàbuduō wánchéng le だいたい完成した。
121 他和哥哥身高差不多 tā hé gēge shēngāo chàbuduō 彼と兄はほぼ同じ背の高さだ。
122 他的爱好跟你差不多 tā de àihào gēn nǐ chàbuduō 彼の好みは君とあまり違わない。
123 两个人的成绩差不多 liǎng ge rén de chéngjì chàbuduō 二人の成績はほぼ同じ。
124 年龄差不多 niánlíng chàbuduō 同世代だ。
125 这样差不多了吧 zhèyàng chàbuduō le ba このくらいでいいんじゃない。
126 差不多每天都喝酒 chàbuduō měitiān dōu hē jiǔ ほとんど毎日、酒を飲む。
127 星期天差不多都出门 xīngqītiān chàbuduō dōu chūmén 日曜日はだいたい外出する。
128 结果差不多 jiéguǒ chàbuduō まずまずの結果。
129 都差不多 dōu chàbuduō どれも似たり寄ったり。

130 五分钟左右 wǔ fēnzhōng zuǒyòu ５分くらい。
131 一米左右 yī mǐ zuǒyòu １メートルくらい。
132 三千克左右 sān qiān kè zuǒyòu ３０００グラムぐらい。
133 三十度左右 sānshí dù zuǒyòu ３０度ぐらい。
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17 多半 duōbàn おおかた。

18 差不多 chàbuduō ほとんど同じ。大差ない。まあまあ。だいたい。

19 左右 zuǒyòu 〜前後。〜ぐらい。

16 多 duō 〜余り。
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134 三十岁左右 sānshí suì zuǒyòu ３０歳くらい。
135 一百块左右 yībǎi kuài zuǒyòu １００元ぐらい。
136 十天左右 shí tiān zuǒyòu 十日ばかり。
137 一小时左右 yī xiǎoshí zuǒyòu 一時間くらい。
138 两倍左右 liǎng bèi zuǒyòu ２倍ぐらい。
139 大概十点左右会到吧 dàgài shí diǎn zuǒyòu huì dào ba １０時頃には着くでしょう。
140 中间左右 zhōngjiān zuǒyòu 中間ぐらい。

141 四十岁上下 sìshí suì shàngxià ４０歳くらい。
142 二十斤上下 èrshí jīn shàngxià ２０斤(１０キログラム)ぐらい。

143 一个月内外 yī ge yuè nèiwài １か月ほど。
144 五十岁内外 wǔshí suì nèiwài ５０歳くらい。

145 十来天 shí lái tiān 十日ほど。
146 三十来人 sānshí lái rén ３０人ほど。
147 一斤来重 yī jīn lái zhòng １斤(５００グラム)ほど。
148 三米来高 sān mǐ lái gāo ３メートルほどの高さ。
149 六点来钟 liù diǎn lái zhōng ６時前後。

150 年可三十 nián kě sānshí 年はおよそ３０くらい。
151 ⻓可八尺 cháng kě bā chǐ ⻑さおよそ八尺(3分の１メートル×８)。

152 大都已经解决了 dàdū yǐjīng jiějué le だいたいすでに解決しました。
153 他说的话大都说对了 tā shuō de huà dàdū shuō duì le 彼の言うことの多くは正しい。

154 几三万 jī sān wàn ３万に近い。

155 原则上同意 yuánzé shàng tóngyì 大筋で合意する。
156 原则上赞成 yuánzé shàng zànchéng おおむね賛成。

157 他做事有谱儿 tā zuòshì yǒu pǔr 彼は仕事をするのに大体の⾒当をつけている。
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27 谱 pǔ だいたいの⾒当。目安。

21

来 lái 概数をあらわす。"〜ほど。"

20 上下 shàngxià 〜前後。〜ぐらい。※時間や距離には⽤いられない。

25 几 jī ある状態に近く、"ほとんど〜。"

26 原则 yuánzé 原則上、"だいたい。" "おおむね。"

23 可 kě およそ。

24 大都 dàdū ほとんど〜だ。大部分〜だ。

内外 nèiwài 概数を表して、"くらい。" "ほど。"

22
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158 这件事我心理有谱 zhè jiàn shì wǒ xīnlǐ yǒu pǔ この件は私の中でおおよその⾒当はついている。

159 成绩中等 chéngjī zhōngděng 成績は中くらいだ。
160 中等的速度 zhōngděng de sùdù 中くらいの速度。
161 在公司算中等收入 zài gōngsī suàn zhōngděng shōurù 会社では中ぐらいの収入を得ている。

162 红得太艳 hóng de tài yàn 派手なほど赤い。
163 高兴得跳了起来 gāoxìng de tiào le qǐlái 飛び上がるほどうれしかった。
164 动作慢得出奇 dòngzuò màn de chūqí 動作が普通でないほどのろい。
165 今天累得要死 jīntiān lèi de yàosǐ 今日は死ぬほど疲れた。
166 我对他喜欢得要命 wǒ duì tā xǐhuān de yàomìng 彼を死ぬほど好きだった。

29 得 de 程度を⽐喩的に表して、"〜ほど。"

だいたい、おおよそ、ぐらい、ほど   7/7

28 中等 zhōngděng 中等級の。中くらいの。
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