
No 中国語 ピンイン 日本語

1 稍 shāo 少し。わずかに。
2 稍等 shāo děng ちょっと待って。
3 请稍等一下 qǐng shāo děng yīxià 少少お待ちください。
4 请您稍侯 qǐng nín shāo hòu どうぞしばらくお待ちくださいませ。
5 稍没留神 shāo méi liúshén ちょっと注意をゆるめる。ちょっと気をゆるめる。
6 稍辣 shāo là ちょっとからい。
7 稍稍 shāoshāo 少し。わずかに。
8 稍稍辣 shāoshāo là ちょっとからい。
9 稍稍休息一下 shāoshāo xiūxi yīxià ちょっと休憩する。
10 稍稍停顿一下 shāoshāo tíngdùn yīxià ちょっと中断する。
11 稍稍洒点水 shāoshāo sǎ diǎn shuǐ 少し水をかける。
12 稍微 shāowēi 少し。ちょっと。
13 稍微辣点的 shāowéi là diǎn de ちょっとからい。
14 稍微学点中文 shāowéi xué diǎn zhōngwén 中国語を少し学ぶ。中国語をかじる。
15 稍微懂一些 shāowéi dǒng yīxiē いくらかわかります。少し理解する。
16 稍微胖一点 shāowéi pàng yīdiǎn やや太ってる。ぽっちゃりめ。
17 稍许 shāoxǔ 少し。少々。
18 稍许加点盐 shāoxǔ jiādiǎn yán 塩を少々加える。
19 心里稍许安定了些 xīnlǐ shāoxǔ āndìng le xiē 少し心が落ち着きました。
20 有稍许差错 yǒu shāoxǔ chācuò わずかに間違いがある。
21 略微 lüèwēi 少し。ちょっと。わずかに。
22 略微放点盐 lüèwēi fàng diǎn yán 少し塩を入れる。
23 略微流了点血 lüèwēi liú le diǎn xuè わずかに出血する。
24 略微觉察倒 lüèwēi juéchá dào うすうす感づく。
25 点 diǎn 少し動作をする。少しの様子。
26 点儿 diǎnr 少し動作をする。少しの様子。
27 多穿点 duō chuān diǎn 少し多めに着る。
28 我要去吃点东⻄ wǒ yào qù chī diǎn dōngxi ちょっとモノ食べに行く。
29 你喝点儿什么? nǐ hē diǎnr shénme 何を飲みますか。
30 我累点 wǒ lèi diǎn ちょっと疲れた。
31 慢点儿吃 màn diǎnr chī 少しゆっくり食べる。
32 一点 yīdiǎn 少しの量。程度が少し。
33 一点儿 yīdiǎnr 少しの量。程度が少し。
34 一点小事 yīdiǎn xiǎoshì ちょっとしたこと。ささいなこと。
35 这点小事 zhè diǎn xiǎoshì これぐらいのこと。
36 快一点 kuài yīdiǎn ちょっと急いで。
37 这是我的一点心意 zhè shì wǒ de yīdiǎn xīnyì これは私のほんの気持ちです。
38 请给我一点茶 qǐng gěi wǒ yīdiǎn chá ちょっとお茶ください。
39 请给我一点时间 qǐng gěi wǒ yīdiǎn shíjiān すこし時間をください。
40 请你再给我一点时间 qǐng nǐ zài gěi wǒ yīdiǎn shíjiān もう少し時間をください。
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41 能不能再便宜一点? néng bunéng zài piányí yīdiǎn もう少し安くできますか。
42 我一点儿也不羡慕 wǒ yīdiǎnr yě bù xiànmù 少しもうらやましくないです。
43 一点儿都不好 yīdiǎnr dōu bù hǎo 少しもよくない。全然よくない。
44 你一点都不理解我 nǐ yīdiǎn dōu bù lǐjiě wǒ あなたは私を少しも理解していない。
45 一点点 yīdiǎndiǎn ほんの少し。
46 我会说一点点汉语 wǒ huì shuō yīdiǎndiǎn hànyǔ 私はほんの少し中国語が話せます。
47 我有一点点羡慕你 wǒ yǒu yīdiǎndiǎn xiànmù nǐ 私はあなたがほんの少しうらやましい。
48 只有一点点区别 zhǐyǒu yīdiǎndiǎn qūbié わずかな違いしかない。
49 有点 yǒudiǎn 少しある。(いやだなという感情を含んだ)少し。
50 有点儿 yǒudiǎnr 少しある。(いやだなという感情を含んだ)少し。
51 我有点儿事 wǒ yǒudiǎnr shì 私は少し用事がある。
52 我有点累了 wǒ yǒudiǎn lèi le 私は少し疲れた。
53 有点儿小 yǒudiǎnr xiǎo (期待より)少し小さい。
54 有点热 yǒudiǎn rè 少し暑い。
55 有点冷 yǒudiǎn lěng 少し寒い。
56 有点儿辣 yǒudiǎnr là (自分のちょうどよい基準よりも)少しからい。
57 一会儿 yīhuìr ちょっとの間。まもなく。
58 请再等一会儿 qǐng zài děng yīhuìr もう少しお待ちください。
59 休息一会儿吧 xiūxi yīhuìr ba ちょっと休みましょう。
60 小睡一会儿 xiǎoshuì yīhuìr ひと眠りする。
61 一会儿⻅ yīhuìr jiàn またすぐあとで会いましょう。またね。ではのちほど。
62 一会儿就到 yīhuìr jiù dào まもなく着く。
63 一会儿就好 yīhuìr jiù hǎo あと少しでできます。すぐよくなる。
64 不久 bùjiǔ すぐに。まもなく。
65 不久以前 bùjiǔ yǐqián 少し前。
66 不久以后 bùjiǔ yǐhòu 少し後。まもなく。
67 他来了不久 tā lái le bùjiǔ 彼は来て間もない。
68 少量 shǎoliàng 少量。少し。
69 加上少量食盐 jiā shàng shǎoliàng shíyán 少量の食塩を加える。
70 少许 shǎoxǔ 少量だ。わずかだ。
71 加入食糖少许 jiārù shítáng shǎoxǔ 砂糖を少量加える。
72 一些 yīxiē 少しばかり。いくつか。いくらか。何度か。
73 我懂一些英语 wǒ dǒng yīxiē yīngyǔ 私は少し英語がわかる。
74 请安静一些 qǐng ānjìng yīxiē 少し静かにしてください。
75 ⺟亲的病好了一些 mǔqīn de bìng hǎole yīxiē ⺟の病気はいくらかよくなった。
76 一些钱 yīxiē qián いくらかのお金。
77 多一些 duō yīxiē すこし多め。もっと。
78 有些 yǒuxiē やや。少し。少し持ってる。一部の。
79 事情有些麻烦了 shìqíng yǒuxiē máfan le 事は少し面倒になった。
80 身体有些不舒服 shēntǐ yǒuxiē bù shūfu なんだか体の具合が悪い。
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81 有些奇怪 yǒuxiē qíguài ちょっと変。なんだか変。
82 有些理由 yǒuxiē lǐyóu 何らかの理由。
83 〇 一 〇 〇 yī 〇 ちょっと〇する。短い動作。
84 看一看 kàn yī kàn ちょっと見る。
85 试一试 shì yī shì ちょっと試す。
86 问一问 wèn yī wèn ちょっと聞きたずねる。
87 尝一尝 cháng yī cháng ちょっと味をみる。
88 笑一笑 xiào yī xiào ちょっと笑う。
89 一下 yīxià ちょっと動作する。１回の動作。
90 看一下 kàn yīxià ちょっと見る。ちょっと見て。
91 问一下 wèn yīxià ちょっと聞きたずねる。お尋ねします。
92 跟你打听一下 gēn nǐ dǎtīng yīxià あなたにお聞きします。お尋ねします。
93 等一下 děng yīxià ちょっと待つ。ちょっと待って。
94 考虑一下 kǎolǜ yīxià ちょっと考える。ちょっと考えて。
95 暂且 zànqiě ひとまず。
96 你暂且等一下 nǐ zànqiě děng yīxià しばらくお待ちください。
97 暂且停止 zànqiě tíngzhǐ 一旦停止。
98 慢慢 mànmàn ゆっくりと。少しづつ。
99 慢慢地习惯 mànmàn de xíguàn 少しづつ慣れる。
100 缓缓 huǎnhuǎn ゆっくりと。少しづつ。
101 缓缓而行 huǎnhuǎn ér xíng 少しづつ進む。
102 渐渐 jiànjiàn 次第に。だんだんと。少しづつ。
103 病渐渐地好了 bìng jiànjiàn de hǎo le 病気は少しづつ良くなってきた。
104 一瞬 yīshùn 一瞬。
105 一瞬间的事 yīshùn jiān de shì 一瞬の出来事。
106 就在那一瞬间 jiù zài nà yīshùn jiān ちょうどその瞬間。
107 顷刻 qǐngkè ごく短い時間。
108 顷刻之间 qǐngkè zhī jiān あっという間。
109 须臾 xūyú ほんの少しの間。
110 须臾之间 xūyú zhī jiān 一瞬。
111 转眼 zhuǎnyǎn またたく間。
112 一转眼一年过去了 yī zhuànyǎn yī nián guòqù le またたく間に一年過ぎた。
113 转瞬 zhuǎnshùn またたく間。
114 转瞬间发生的事 zhuǎnshùn jiān fāshēng de shì 瞬時の出来事。
115 刹那 chànà 一瞬。
116 一刹那 yīchànà 一瞬。
117 一刹那发生的事 yīchànà fāshēng de shì 瞬時の出来事。
118 一闪 yī shǎn ふと。ぴかっと光る。ちらっと。
119 看到他影子一闪 kàn dào tā yǐngzi yī shǎn 彼の影がちらっと見えた。彼の姿がちらっと見えた。
120 星星一闪一闪的 xīngxīng yī shǎn yī shǎn de お星さま、きらきら。
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121 一晃 yīhuǎng すばやく動く。さっと。ちらっと。
122 人影一晃就不⻅了 rényǐng yīhuǎng jiù bùjiàn le 人影がちらっとして、すぐに見えなくなった。
123 一晃 yīhuàng あっという間に。
124 一晃一年过去了 yīhuàng yī nián guòqù le あっという間に一年たった。
125 一眼 yī yǎn 一目で。ちらっと見る。
126 看一眼 kàn yīyǎn ひとめ見る。ちらりと見る。
127 一瞥 yīpiē 一瞥する。ちらっと見る。概況。
128 她向我一瞥 tā xiàng wǒ yīpiē 彼女は私をちらっと見る。
129 略 lüè 少し。わずか。大まか。
130 略看一眼 lüè kàn yīyǎn ちらりと見る。
131 略看一下 lüè kàn yīxià ちらりと見る。さっと見る。
132 粗略 cūlüè おおざっぱに。簡単に。
133 粗略看一下 cūlüè kàn yīxià ざっと見る。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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