
No 中国語 ピンイン 日本語

1 知名 zhīmíng 名が知られている。
2 出名 chūmíng 世に名前が知られる。メジャーだ。
3 不太出名 bù tài chūmíng あまり世に知られていない。マイナーだ。
4 有名 yǒumíng 有名だ。
5 无名 wúmíng 無名だ。名が知られていない。名がない。わけのわからない。

6 著名 zhùmíng 著名だ。名高い。
7 闻名 wénmíng 名声を聞く。有名になる。
8 认知度 rènzhīdù 認知度。
9 认知度高 rènzhīdù gāo 認知度が高い。
10 认知度低 rènzhīdù dī 認知度が低い。
11 认知度很高 rènzhīdù hěn gāo 認知度が高い。
12 认知度很低 rènzhīdù hěn dī 認知度が低い。
13 认知度高的产品 rènzhīdù gāo de chǎnpǐn 認知度が高い製品。
14 品牌认知度 pǐnpái rènzhīdù ブランド認知度。
15 知名度 zhīmíngdù 知名度。
16 他的知名度不高 tā de zhīmíngdù bù gāo 彼の知名度は高くない。
17 现在的他知名度越来越高 xiànzài de tā zhīmíngdù yuè lái yuè gāo 今の彼は知名度がだんだん高まっている。
18 被众人所知 bèi zhòngrén suǒ zhī みんなに知られている。
19 众人皆知 zhòngrén jiē zhī 誰もが知っている。
20 众人不知 zhòngrén bùzhī みんな知らない。
21 众所周知 zhòng suǒ zhōu zhī みんながよく知っている。広く知られている。
22 那件事不怎么为人所知 nà jiàn shì bù zěnme wéi rén suǒ zhī その事はそんなによく知られていない。
23 那个在日本不怎么出名 nàge zài rìběn bù zěnme chūmíng それは日本ではそんなに知られていない。
24 他是一个不太知名的小演员 tā shì yīge bù tài zhīmíng de xiǎo yǎnyuán 彼はあまり知られていない役者です。
25 不太出名的好听歌曲 bù tài chūmíng de hǎotīng gēqǔ あまり知られていない良い歌。
26 印度最出名的歌曲 yìndù zuì chūmíng de gēqǔ インドで最もメジャーな歌。
27 世界著名歌曲 shìjiè zhùmíng gēqǔ 世界的に有名な歌。
28 比较有名的歌曲 bǐjiào yǒumíng de gēqǔ 比較的有名な歌。
29 著名的绘画 zhùmíng de huìhuà 著名な絵画。
30 大家都知道 dàjiā dōu zhīdào みんな知ってる。
31 我们都知道 wǒmen dōu zhīdào 私たちみんな知ってる。
32 中国人都知道 zhōngguórén dōu zhīdào 中国人みんな知ってる。
33 大家都不知道 dàjiā dōu bù zhīdào みんな知らない。
34 全国闻名 quánguó wénmíng 全国に名を知られている。
35 世界闻名的人 shìjiè wénmíng de rén 世界に名を知られている人。
36 鲁迅在日本有名吗? Lǔ Xùn zài rìběn yǒumíng ma 魯迅(ろじん)は日本で有名ですか。
37 很有名 hěn yǒumíng 有名です。
38 不是很有名 bùshì hěn yǒumíng 有名ではないです。
39 经常看到 jīngcháng kàn dào よく見かける。
40 经常在电视上看到 jīngcháng zài diànshì shàng kàn dào テレビでよく見かける。
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41 很少⻅ hěn shǎo jiàn あまり見ない。まれです。
42 在日本很少⻅ zài rìběn hěn shǎo jiàn 日本ではまれです。
43 很少⻅的名字 hěn shǎo jiàn de míngzi あまり見かけない名前。珍しい名前。
44 看到过 kàndào guo 見たことがある。会ったことがある。
45 我看都没看过 wǒ kàn dōu méi kàn guo 私はまったく見たこともありません。
46 ⻅过面 jiàn guo miàn 会ったことある。
47 我⻅过他一面 wǒ jiàn guo tā yīmiàn 私は彼に１度会ったことがある。
48 我听说过 wǒ tīngshuō guo 私は聞いたことある。
49 听说过几次 tīngshuō guò jǐ cì 何度か聞いたことがある。
50 我没听说过 wǒ méi tīngshuō guo 私は聞いたことがない。
51 我没听说过那个 wǒ méi tīngshuō guo nàge 私はそれを聞いたことがない。
52 你去过日本吗? nǐ qù guo rìběn ma あなたは日本に行ったことがありますか。
53 你来过日本吗? nǐ lái guo rìběn ma あなたは日本に来たことがありますか。
54 我去过 wǒ qù guo 私は行ったことがあります。
55 我去过东京 wǒ qù guo dōngjīng 私は東京に行ったことがあります。
56 我去过一趟东京 wǒ qù guo yī tàng dōngjīng 私は東京に１度行ったことがあります。
57 我没去过 wǒ méi qù guo 私は行ったことがない。
58 我没去过那里 wǒ méi qù guo nàlǐ 私はそこに行ったことがない。
59 我吃过一次 wǒ chī guo yī cì 私は一度食べたことあります。
60 我没吃过 wǒ méi chī guo 食べたことがありません。
61 你做过吗? nǐ zuò guo ma あなたはやったことがありますか。
62 我做过 wǒ zuò guo やったことある。
63 没做过 méi zuò guo やったことない。
64 受欢迎的 shòu huānyíng de 人気がある。
65 受欢迎的餐厅 shòu huānyíng de cāntīng 人気のレストラン。
66 最受欢迎的歌曲 zuì shòu huānyíng de gēqǔ 最も人気のある歌。
67 现在很受欢迎的 xiànzài hěn shòu huānyíng de 今、とても人気。
68 正在迎来热潮 zhèngzài yíng lái rècháo 今、ブームが来てる。
69 掀起热潮 xiānqǐ rècháo ブームを起こす。
70 在国内掀起热潮 zài guónèi xiānqǐ rècháo 国内でブームを起こす。
71 英语学习热 yīngyǔ xuéxí rè 英語学習ブーム。
72 现在流行 xiànzài liúxíng 今、流行(はや)り。
73 最流行的歌曲 zuì liúxíng de gēqǔ 最も流行している曲。
74 潮流瞬息万变 cháoliú shùnxīwànbiàn 時代の流れは流行り廃(すた)りが激しい。
75 时尚瞬息万变 shíshàng shùnxīwànbiàn 時代の流行は流行り廃(すた)りが激しい。
76 现在流行什么? xiànzài liúxíng shénme 今、何が流行ってますか。
77 美国现在在流行什么呢？ měiguó xiànzài zài liúxíng shénme ne アメリカで現在何が流行ってますか。
78 抖音在美国流行 dǒuyīn zài měiguó liúxíng TikTok がアメリカで流行っています。
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