
No 中国語 ピンイン 日本語

1 评价 píngjià 評価する。評価。
2 自我评价 zìwǒ píngjià 自己評価。
3 大家评价 dàjiā píngjià みんなの評価。
4 我对他的评价 wǒ duì tā de píngjià 私の彼に対する評価。
5 评价很高 píngjià hěn gāo 評価が高い。
6 评价很低 píngjià hěn dī 評価が低い。
7 评价很好 píngjià hěn hǎo 評価が良い。
8 评价不好 píngjià bù hǎo 評価が良くない。
9 评价上升 píngjià shàngshēng 評価が上がる。
10 评价高涨 píngjià gāozhàng 評価が上がる。
11 评价下降 píngjià xiàjiàng 評価が下がる。
12 评价不会改变 píngjià bù huì gǎibiàn 評価は変わらない。
13 夸大评价 kuādà píngjià 過大評価。
14 过小评价 guò xiǎo píngjià 過小評価。
15 公正的评价 gōngzhèng de píngjià 公正な評価。
16 估价 gǔjià 評価を下す。見積もる。
17 对他估价过高 dui tā gūjià guò gāo 彼を高く評価しすぎ。
18 无法估价 wúfǎ gūjià 値段がつけられない。評価できない。
19 评估 pínggū 評価し見積もる。
20 大众点评 dàzhòng diǎnpíng 中国の口コミ投稿サイト。大衆評論。
21 完美 wánměi 非の打ち所がなく完璧だ。
22 她的演技很完美 tā de yǎnjì hěn wánměi 彼女の演技は完璧です。
23 这是完美的 zhè shì wánměi de これは完璧です。
24 完美啊 wánměi a 完璧だ。素敵だね。
25 太完美 tài wánměi パーフェクト。
26 完美无缺 wánměi wúquē 完全無欠だ。
27 完美主义者 wánměi zhǔyì zhě 完璧主義者。
28 完备 wánbèi すべてが揃い完璧だ。
29 完备的工作 wánbèi de gōngzuò 完璧な仕事。完全な仕事。
30 酒店设施很完备 jiǔdiàn shèshī hěn wánbèi ホテルの施設はすべてが揃い完璧です。
31 完善 wánshàn すべてが整い完璧だ。
32 我们的计划很完善 wǒmen de jìhuà hěn wánshàn 私たちの計画は完璧です。
33 好极了 hǎo jí le 極めて良い。すばらしい。最高。
34 棒 bàng 優れている。すばらしい。体が丈夫。棒(ぼう)。
35 很棒 hěn bàng すばらしい。よくできた。
36 好棒 hǎo bàng すばらしい。よくできた。
37 真棒 zhēn bàng すばらしい。よくできた。
38 太棒了 tài bàng le すばらしい。最高。
39 厉害 lìhài すごい。ひどい。
40 很厉害 hěn lìhài すごいです。ひどいです。
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41 真厉害 zhēn lìhài ほんとにすごい。ほんとにひどい。
42 了不起 liǎobuqǐ たいしたものだ。非凡だ。
43 真了不起 zhēn liǎobuqǐ ほんとにたいしたものだ。
44 优秀 yōuxiù 優秀だ。優れている。
45 很优秀 hěn yōuxiù 優秀です。素敵です。
46 最优秀 zuì yōuxiù 最優秀。
47 优异 yōuyì 特に優れている。ずば抜けている。
48 很优异 hěn yōuyì ずば抜けてます。
49 好 hǎo よい。好ましい。
50 很好 hěn hǎo よい。好ましい。
51 真好 zhēn hǎo ほんとにいい。実にいい。
52 你做得很好 nǐ zuò de hěn hǎo よくできました。
53 你做得真好 nǐ zuò dé zhēn hǎo ほんとによくやった。
54 太好了 tài hǎo le すばらしい。よかった。
55 不太好 bù tài hǎo あまりよくない。
56 真是太好了 zhēn shi tài hǎo le ほんとにすばらしい。ほんとによかった。
57 好得很 hǎo de hěn とてもよい。
58 也许这样就好 yěxǔ zhèyàng jiù hǎo これでいいかもしれない。
59 好一点 hǎo yīdiǎn すこしいい。
60 好一些 hǎo yīxiē すこしいい。
61 不好 bùhǎo よくない。悪い。
62 很不好 hěn bùhǎo よくないです。
63 太不好 tài bùhǎo とてもよくない。
64 佳 jiā よい。すばらしい。
65 很佳 hěn jiā よいです。
66 不佳 bùjiā よくない。よろしくない。
67 不错 bùcuò まちがいない。よい。すばらしい。正しい。
68 很不错 hěn bùcuò なかなかよい。とてもよい。
69 真不错 zhēn bùcuò ほんとにいい。実にいい。
70 感觉不错啊 gǎnjué bùcuò a いい感じですね。
71 满意 mǎnyì 満足する。
72 很满意 hěn mǎnyì とても満足。
73 非常满意 fēicháng mǎnyì 非常に満足。
74 特别满意 tèbié mǎnyì 特別満足。
75 过瘾 guòyǐn 欲求が満足する。
76 不过瘾 bù guòyǐn もの足りない。
77 不过 bùgòu 不十分だ。
78 还不过 hái bùguò まだ不十分。
79 一般 yībān 普通の。一般の。
80 一般般 yībān bān 普通の。一般の。
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81 一般般的 yībān bān de 普通です。通常です。
82 很一般 hěn yībān 普通です。通常です。
83 很不一般 hěn bù yībān 普通でない。
84 普通 pǔtōng 普通の。一般な。
85 普普通通 pǔpǔtōngtōng 普通の。一般な。
86 普普通通的 pǔpǔtōngtōng de ありふれている。普通だ。
87 很普通 hěn pǔtōng 普通です。一般的です。
88 平凡 píngfán 平凡だ。ありふれている。
89 很平凡 hěn píngfán 平凡だ。ありふれている。
90 平庸 píngyōng ありきたりだ。平凡だ。
91 平平庸庸 píngpíngyōngyōng ありきたりだ。平凡だ。
92 很平庸 hěn píngyōng 平凡です。
93 无可无不可 wú kě wú bùkě 可もなく不可もなく。どうでもいい。
94 常⻅ chángjiàn 良く見る。ありふれた。
95 很常⻅ hěn chángjiàn ありふれてます。
96 少⻅ shǎojiàn あまり見かけない。久しく会わない。
97 很少⻅ hěn shǎojiàn まれです。
98 差 chà 劣る。不足する。まちがっている。
99 质量差 zhìliàng chà 品質が劣る。
100 差一点 chà yīdiǎn 今一つ。いまいち。ちょっとの差。もうすこしで。
101 水平差一点 shuǐpíng chà yīdiǎn レベルがやや劣る。
102 差得远 chà de yuǎn はるかに劣る。
103 很差 hěn chà 劣ってます。
104 太差 tài chà とても劣る。
105 差不了多少 chà buliǎo duōshǎo そう悪くない。
106 不如 bùrú 〜に及ばない。
107 不如他 bùrú tā 彼に及ばない。彼より劣る。
108 坏 huài 悪い。よくない。壊れている。
109 很坏 hěn huài よくないです。
110 最坏 zuì huài 最悪。
111 糟 zāo 悪い。ひどい。酒かす。
112 很糟 hěn zāo ひどいです。
113 糟糕 zāogāo 悪い。ひどい。たいへんだ。
114 很糟糕 hěn zāogāo ひどいです。
115 最糟糕 zuì zāogāo 最悪。
116 恶劣 èliè 悪質だ。劣悪だ。
117 很恶劣 hěn èliè ひどいです。
118 不行 bùxíng よくない。役にたたない。してはいけない。
119 不行的 bùxíng de だめだ。
120 没用 méiyòng 役に立たない。なんにもならない。
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121 没用的 méiyòng de 役立たずだ。だめだ。
122 真没用 zhēn méiyòng ほんとにだめだ。
123 过头 guòtóu 限度を超える。
124 做过头了 zuò guòtóu le やりすぎだ。
125 满分 mǎnfēn 満点。
126 分数是100分 fēnshù shì yībǎi fēn 点数は１００点。
127 你的分数是0分 nǐ de fēnshù shì líng fēn あなたの点数は０点です。
128 分数减少10分 fēnshù jiǎnshǎo shí fēn １０点減点。
129 合格 hégé 合格。
130 不合格 bù hégé 不合格。落第。
131 及格 jígé 合格。
132 不及格 bù jígé 不合格。落第。
133 乱七八糟 luànqībāzāo めちゃくちゃである。
134 乱七八糟的 luànqībāzāo de めちゃくちゃだ。
135 高度评价他的业绩 gāodù píngjià tā de yèjì 彼の業績を高く評価する。
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