
No 中国語 ピンイン 日本語

1 越来越 yuè lái yuè だんだん〜になる。ますます〜になる。
2 渐 jiàn 次第に。少しづつ。だんだんと。
3 渐渐 jiànjiàn 次第に。だんだんと。
4 渐次 jiàncì 少しづつ。次第に。
5 逐渐 zhújiàn 次第に。少しづつ。
6 逐步 zhúbù 一歩一歩。徐々に。
7 一步一步 yī bù yī bù 一歩一歩。一歩ずつ。
8 徐徐 xúxú ゆっくりと。
9 缓缓 huǎnhuǎn ゆっくりと。
10 慢慢 mànmàn ゆっくりと。次第に。徐々に。
11 点点 diǎn diǎn 少し。少しずつ。点々と。
12 一点一点 yī diǎn yī diǎn 少し。少しずつ。
13 一点一滴 yī diǎn yī dī 少しずつ。わずか。
14 点滴 diǎndī わずかな。点滴。
15 点点滴滴 diǎndian dīdī わずか。少しずつ。
1 越来越 yuè lái yuè だんだん〜になる。ますます〜になる。
16 天气越来越暖和了 tiānqì yuè lái yuè nuǎnhuo le 天気はだんだん暖かくなってきた。
17 文化水平越来越高了 wénhuà shuǐpíng yuè lái yuè gāo le 文化レベルはだんだん高まっています。
18 我们的生意越来越兴旺 wǒmen de shēngyì yuè lái yuè xīngwàng 私たちのビジネスはますます盛んになる。
19 越来越好 yuè lái yuè hǎo だんだん良くなる。
20 越来越不好 yuè lái yuè bùhǎo だんだん良くなくなる。
21 越来越坏 yuè lái yuè huài だんだん悪くなる。悪化する。
22 我越来越不安 wǒ yuè lái yuè bù'ān 私はだんだん不安になる。
23 他会越来越聪明 tā huì yuè lái yuè cōngmíng 彼はだんだん賢くなるであろう。
24 头发越来越少 tóufa yuè lái yuè shǎo 髪の毛がだんだん少なくなる。
25 我最近越来越胖了 wǒ zuìjìn yuè lái yuè pàng le 私は最近、だんだん太ってきた。
2 渐 jiàn 次第に。少しづつ。だんだんと。
26 渐进 jiànjìn 次第に進む。
27 渐变 jiànbiàn 次第に変化する。
28 渐显 jiànxiǎn 動画のフェードイン。
29 天气渐冷 tiānqì jiàn lěng 天気がだんだん寒くなる。
30 ⻦声渐远 niǎo shēng jiàn yuǎn さえずりが遠ざかる。
3 渐渐 jiànjiàn 次第に。だんだんと。
31 我渐渐明白了 wǒ jiànjiàn míngbái le 私はだんだんわかってきた。
32 夜渐渐深了 yè jiànjiàn shēn le 夜が深まってきた。
33 她渐渐习惯了在国外生活 tā jiànjiàn xíguàn le zài guówài shēnghuó 彼女はだんだん海外の生活に慣れてきた。
34 渐渐变得不安 jiànjiàn biàn de bù'ān だんだん不安になる。
35 雨渐渐变小 yǔ jiànjiàn biàn xiǎo 雨が小雨になる。
36 雨渐渐停了 yǔ jiànjiàn tíng le 雨がやんできた。
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4 渐次 jiàncì 少しづつ。次第に。
37 渐次开花 jiàncì kāihuā 次第に開花する。
38 樱花渐次绽放 yīnghuā jiàncì zhànfàng 桜が少しづつ咲き始める。
39 难题渐次解决 nántí jiàncì jiějué 難題を次第に解決する。
40 阻力渐次增大 zǔlì jiàncì zēng dà 抵抗が次第に増す。
41 爱渐次远去 ài jiàncì yuǎnqù 愛が遠ざかる。
5 逐渐 zhújiàn 次第に。少しづつ。
42 逐渐慢下速度 zhújiàn màn xià sùdù 少しづつ速度をおとす。
43 兴趣逐渐减退 xìngqù zhújiàn jiǎntuì 興味が次第になくなる。
44 影响逐渐扩大 yǐngxiǎng zhújiàn kuòdà 影響は次第に拡大している。
45 事业逐渐发展 shìyè zhújiàn fāzhǎn 事業が次第に発展する。
46 天色逐渐暗了下来 tiānsè zhújiàn àn le xiàlái 空模様がだんだん怪しくなってきた。
47 农村人口逐渐减少 nóngcūn rénkǒu zhújiàn jiǎnshǎo 農村人口が徐々に減少する。
6 逐步 zhúbù 一歩一歩。徐々に。
48 逐步升级 zhúbù shēngjí 一歩一歩、昇級する。徐々にグレードアップする。
49 逐步进入市场 zhúbù jìnrù shìchǎng 徐々にマーケットに入り込む。
50 逐步解决难题 zhúbù jiějué nántí 一歩一歩、難題を解決する。
51 社会逐步进入老龄化 shèhuì zhúbù jìnrù lǎolíng huà 社会は徐々に高齢化にむかっている。
52 逐步实现社会主义现代化 zhúbù shíxiàn shèhuì zhǔyì xiàndàihuà 徐々に社会主義の現代化を実現する。
7 一步一步 yī bù yī bù 一歩一歩。一歩ずつ。
53 一步一步地向前进 yī bù yī bù de xiàng qiánjìn 一歩一歩、前に向かって進める。
54 一步一步继续前行 yī bù yī bù jìxù qián xíng 一歩一歩、継続して前に進める。
55 一步一步做完了 yī bù yī bù zuò wán le ひとつひとつやり終えた。
8 徐徐 xúxú ゆっくりと。
56 门徐徐打开 mén xúxú dǎkāi ドアがゆっくり開く。
57 列⻋徐徐开动 lièchē xúxú kāidòng 列車がゆっくり動き出す。
58 红旗徐徐升起 hóngqí xúxú shēng qǐ 赤い旗がゆっくり上がる。
9 缓缓 huǎnhuǎn ゆっくりと。
59 缓缓地进行 huǎnhuǎn de jìnxíng ゆっくりと、ことを進める。
60 火⻋缓缓驶过 huǒchē huǎnhuǎn shǐguò 列車はゆっくり通過する。
61 时间是缓缓前进 shíjiān shì huǎnhuǎn qiánjìn 時間はゆっくりと進む。
10 慢慢 mànmàn ゆっくりと。次第に。徐々に。
62 慢慢走吧 mànmàn zǒu ba ゆっくり行こう。
63 慢慢做吧 mànmàn zuò ba ゆっくりやろう。
64 我慢慢变胖 wǒ mànmàn biàn pàng 私は徐々に太る。
65 我开始慢慢习惯了 wǒ kāishǐ màn man xíguàn le 私はだんだん慣れ始めた。
11 点点 diǎn diǎn 少し。少しずつ。点々と。
66 失望是一点点积攒起来的 shīwàng shì yī diǎndiǎn jīzǎn qǐlái de 失望は少しずつ積み重なるものだ。
12 一点一点 yī diǎn yī diǎn 少し。少しずつ。
67 一点一点靠近你 yī diǎn yī diǎn kàojìn nǐ 少しずつあなたに近づく。少しづつあなたに惹かれる。
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13 一点一滴 yī diǎn yī dī 少しずつ。わずか。
68 一点一滴地搜集 yī diǎn yī dī de sōují 少しずつ探し集める。
69 寿命是自己一点一滴努力来的 shòumìng shì zìjǐ yī diǎn yī dī nǔlì lái de 寿命は自らの積み重ねの努力の結果です。
14 点滴 diǎndī わずかな。点滴。
70 点滴小事成大器 diǎndī xiǎoshì chéng dà qì 小さな事が大器になる。
15 点点滴滴 diǎndian dīdī わずか。少しずつ。
71 知识是点点滴滴地累起来的 zhīshì shì diǎndiǎndīdī de lèi qilái de 知識は少しずつ積み重ねるものだ。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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