
No 中国語 ピンイン 日本語

1 更 gèng もっと。ますます。さらに。
2 更加 gèngjiā いっそう。ますます。さらに。
3 更其 gèngqí いっそう。
4 进一步 jìnyībù さらに。いっそう。
5 更进一步 gèng jìnyībù よりいっそう。
6 越发 yuèfā いっそう。さらに。
7 越加 yuèjiā いっそう。さらに。
8 再 zài もっと。
9 还 hái もっと。いっそう。
10 更多地方 gèng duō dìfang より大きいスペース。
11 天更冷了 tiān gèng lěng le 天気はいっそう寒くなった。
12 他更发慌了 tā gèng fāhuāng le 彼はいっそううろたえた。
13 更大进步 gèng dà jìnbù さらに大きく進歩する。
14 更大发展 gèng dà fāzhǎn さらなる発展。
15 更好的产品 gèng hǎo de chǎnpǐn より良い製品。
16 更大胆 gèng dàdǎn もっと大胆。
17 更有效的方法 gèng yǒuxiào de fāngfǎ もっと効果的な方法。
18 这方面更重要 zhè fāngmiàn gèng zhòngyào こちらがより重要だ。
19 在日本的话可以买到更便宜的 zài rìběn dehuà kěyǐ mǎi dào gèng piányi de 日本ならもっと安く買えます。
20 坐⻜机去更便宜 zuò fēijī qù gèng piányi 飛行機で行く方がもっと安い。
21 雨下得更大了 yǔ xià de gèng dà le 雨がさらに激しくなった。
22 切得更细些 qiè de gèng xì xiē もっと小さく切る。
23 有没有更大的？ yǒu méiyǒu gèng dà de さらに大きいのはありませんか。
24 请给我更便宜的 qǐng gěi wǒ gèng piányi de もっと安いのをください。
25 请给我更多的水 qǐng gěi wǒ gèng duō de shuǐ 私にもっと多くの水を下さい。
26 更糟的是 gèng zāo de shì さらに悪いことに。
27 更不明白了 gèng bù míngbái le さらに分からなくなった。
28 这样做更经济 zhèyàng zuò gèng jīngjì こうしたほうが経済的だ。
29 竞争更加激烈 jìngzhēng gèngjiā jīliè 競争がさらに激化する。
30 问题更加复杂了 wèntí gèngjiā fùzá le 問題はますます複雑になった。
31 你必须更加努力 nǐ bìxū gèngjiā nǔlì あなたはさらに努力が必要しなければならない。
32 期待能更加努力 qídài néng gèngjiā nǔlì さらなる努力を期待する。
33 我要更加努力 wǒ yào gèngjiā nǔlì 私はさらに努力が必要です。
34 我以后会更加注意 wǒ yǐhòu huì gèngjiā zhùyì 以後、さらに気をつけます。
35 更加严重了 gèngjiā yánzhòng le さらにひどくなった。
36 你更加漂亮了 nǐ gèngjiā piàoliang le あなたはさらに美しくなった。
37 更其寒冷了 gèngqí hánlěng le いっそう寒くなった。
38 让你更其知性优雅 ràng nǐ gèngqí zhī xìng yōuyǎ あなたをより知的でエレガントにする。
39 进一步发展友好关系 jìnyībù fāzhǎn yǒuhǎo guānxi さらに友好関係を発展させる。
40 进一步具体化 jìnyībù jùtǐhuà さらに具体化する。
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41 美元进一步上涨 měiyuán jìnyībù shàngzhǎng さらに米ドルが上がる。
42 ⼈⺠币进一步贬值 rénmínbì jìnyībù biǎnzhí さらに中国元安になる。
43 前进一步 qián jìnyībù 一歩前進する。
44 我想和你的关系更进一步 wǒ xiǎng hé nǐ de guānxì gèng jìnyībù 私はあなたとの関係をよりいっそう進めたいと思います。
45 需要更进一步讨论 xūyào gèng jìnyībù tǎolùn よりいっそう討論する必要がある。
46 天气越发冷起来了 tiānqì yuèfā lěng qilai le 天気はいっそう寒くなりだした。
47 天气越发暖和了 tiānqì yuèfā nuǎnhuo le 天気は暖かさが増してきた。
48 反战情绪越发高涨 fǎn zhàn qíngxù yuèfā gāozhǎng 反戦ムードがさらに高まる。
49 越发不高兴了 yuèfā bù gāoxìng le いっそう機嫌が悪くなった。
50 情况越发严重 qíngkuàng yuèfā yánzhòng 状況はさらに深刻だ。
51 心情越加不安了 xīnqíng yuèjiā bù'ān le 気持ちは不安が増した。
52 他越加努力了 tā yuèjiā nǔlì le 彼はいっそう努力した。
53 她越加害怕了 tā yuèjiā hàipà le 彼女はますます怖がった。
54 越加不能无视 yuèjiā bùnéng wúshì ますます無視できない。
55 能再便宜一点吗? néng zài piányi yīdiǎn ma さらに安くできますか。
56 这个有没有再大一点的 zhège yǒu méiyǒu zài dà yīdiǎn de これ、もっと大きいのはありませんか。
57 请你说得再详细一点 qǐng nǐ shuō de zài xiángxì yīdiǎn もっと詳しく話してください。
58 再远也要去 zài yuǎn yě yào qù もっと遠くても行かなければならない。
59 今天比昨天还热 jīntiān bǐ zuótiān hái rè 今日は、昨日に比べてもっと熱い。
60 这个比那个还大 zhège bǐ nàge hái dà これはそれに比べてもっと大きい。
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