
No 中国語 ピンイン 日本語

1 麻烦 máfan 面倒だ。面倒かける。面倒くさい。
2 很麻烦 hěn máfan 面倒です。
3 真麻烦 zhēn máfan ほんとめんどくさい。
4 太麻烦 tài máfan めんどくさすぎる。
5 非常麻烦 fēicháng máfan すごくめんどくさい。
6 烦死了 fán sǐ le 死ぬほどめんどくさい。ウザい。
7 添麻烦 tiān máfan 面倒をかける。
8 给你添麻烦了 gěi nǐ tiān máfan le ご面倒おかけしました。
9 真是麻烦你了 zhēnshi máfan nǐ le ほんとにお手数おかけしました。
10 复杂 fùzá 複雑だ。
11 很复杂 hěn fùzá 複雑です。ややこしい。
12 太复杂 tài fùzá 複雑すぎる。ややこしすぎる。
13 非常复杂 fēicháng fùzá とても複雑だ。
14 复杂的情况 fùzá de qíngkuàng 複雑な状況。ややこしい状況。
15 复杂的心境 fùzá de xīnjìng 複雑な心境。
16 复杂的心绪 fùzá de xīnxù 揺れている気持ち。
17 困难 kùnnan 困難。やっかい。
18 很困难 hěn kùnnan 困難です。やっかいだ。
19 十分困难 shífēn kùnnan とても難しい。
20 非常困难 fēicháng kùnnan 非常に難しい。
21 意外地困难 yìwài de kùnnan 意外に難しい。
22 简单 jiǎndān 簡単だ。平凡だ。
23 简简单单 jiǎnjiandāndān 簡単だ。
24 很简单 hěn jiǎndān 簡単です。
25 比较简单 bǐjiào jiǎndān 比較的簡単。
26 太简单 tài jiǎndān とっても簡単。
27 太简单了 tài jiǎndān le 簡単すぎた。
28 非常简单 fēicháng jiǎndān 非常に簡単。
29 不简单 bù jiǎndān 簡単でない。非凡だ。たいしたものだ。
30 真不简单 zhēn bù jiǎndān じつにたいしたものだ。すごい。
31 不那么简单 bù nàme jiǎndān それほど簡単ではない。そう簡単ではない。
32 容易 róngyì 容易だ。たやすい。しやすい。
33 很容易 hěn róngyì 容易です。たやすいです。
34 不容易 bù róngyì 容易ではない。たやすくない。しにくい。
35 很不容易 hěn bù róngyì どうにも難しい。
36 容易明白 róngyì míngbái すぐわかる。わかりやすい。
37 不容易明白 bù róngyì míngbái わかりにくい。
38 轻易 qīngyì 簡単だ。たやすい。軽々しく。
39 成功不会很轻易 chénggōng bù huì hěn qīngyì 成功はたやすくない。
40 这不是一件轻易的事 zhè bùshì yī jiàn qīngyì de shì これは簡単な事ではない。
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41 轻易地输 qīngyì de shū 簡単に負ける。
42 不能轻易地输 bùnéng qīngyì de shū 簡単に負けられない。
43 便利 biànlì 便利だ。
44 很便利 hěn biànlì 便利です。
45 便当 biàndang 便利だ。容易だ。
46 便当 biàndāng 弁当。
47 很便当 hěn biàndang 便利です。
48 方便 fāngbiàn 便利だ。都合が良い。用を足す。
49 很方便 hěn fāngbiàn 便利です。
50 方便多了 fāngbiàn duō le ずいぶん便利になった。
51 更加方便了 gèngjiā fāngbiàn le よりいっそう便利になった。
52 方便不方便 fāngbiàn bù fāngbiàn 都合がいいかどうか。
53 不方便 bù fāngbiàn 不便だ。都合がよくない。
54 很不方便 hěn bù fāngbiàn 不便です。
55 不太方便 bù tài fāngbiàn あまり便利でない。あまり都合がよくない。
56 今天不方便 jīntiān bù fāngbiàn 今日は都合がよくない。
57 身体不方便 shēntǐ bù fāngbiàn 身体がよくない。
58 使用方便 shǐyòng fāngbiàn 使いやすい。
59 不便 bùbiàn 不便だ。都合が悪い。不都合だ。
60 很不便 hěn bùbiàn 不便です。
61 很多不便 hěn duō bùbiàn 何かと不便だ。
62 没有什么不便 méiyǒu shénme bùbiàn 何の支障もない。
63 感到不便 gǎndào bùbiàn 不便を感じる。
64 好办 hǎobàn 処理が容易。やりやすい。
65 不好办 bù hǎobàn 面倒だ。やっかいだ。
66 真不好办 zhēn bù hǎobàn ほんとにやっかいだ。
67 不太好办 bù tài hǎobàn あまり簡単ではない。
68 难办 nánbàn 処理しがたい。やりにくい。
69 很难办 hěn nánbàn やりにくいです。
70 真难办 zhēn nánbàn ほんとにやりにくい。
71 不难办 bù nánbàn 処理できる。
72 顺利 shùnlì 順調だ。
73 很顺利 hěn shùnlì 順調です。
74 比较顺利 bǐjiào shùnlì 比較的順調。
75 太顺利 tài shùnlì とっても順調。うまくいきすぎ。
76 非常顺利 fēicháng shùnlì 非常に順調。
77 一切都顺利 yīqiè dōu shùnlì なにもかもうまくいく。
78 不顺利 bù shùnlì 順調にいかない。
79 不会那么顺利 bù huì nàme shùnlì そううまくいかない。
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