
No 中国語 ピンイン 日本語

1 普通 pǔtōng 普通の。一般的な。
2 普普通通 pǔpǔtōngtōng 普通の。一般的な。
3 一般 yībān 一般的な。普通の。通常の。同じだ。一種の。
4 一般般 yībānban いたって普通。ごく普通。
5 普遍 pǔbiàn 普遍的だ。一般的だ。全体に広まる。
6 寻常 xúncháng 普通だ。尋常(じんじょう)だ。
7 通常 tōngcháng よくある。平常の。普通の。
8 正常 zhèngcháng 正常だ。異常なく普通だ。
9 平常 píngcháng 普通だ。ありふれている。ふだん。
10 平平常常 píngpíngchángcháng 普通だ。ありふれている。
11 平时 píngshí いつも。ふだん。平静な時期。
12 平生 píngshēng 平素。ふだん。終生。一生。
13 平日 píngrì 平日。ふつうの日。ふだん。
14 平素 píngsù 平素。日ごろ。
15 素常 sùcháng 平素。ふだん。
16 素日 sùrì いつも。ふだん。
17 往常 wǎngcháng 日ごろ。ふだん。
18 日常 rìcháng 日常の。ふだんの。
19 常⻅ chángjiàn よく見る。ありふれた。
20 常有 cháng yǒu よくある。
21 平凡 píngfán 平凡だ。ありふれている。
22 平平凡凡 píngpíngfánfán 平凡だ。ありふれている。
23 平庸 píngyōng ありきたりだ。平凡だ。
24 平平庸庸 píngpíngyōngyōng ありきたりだ。平凡だ。
25 庸碌 yōnglù 凡庸(ぼんよう)な。平々凡々とした。
26 司空⻅惯 sī kōng jiàn guàn 見慣れた。よくある。
27 老一套 lǎoyītào 使い古された方法。ありふれた方法。
28 老套 lǎotào 使い古された方法。ありふれた方法。
29 陈腐 chénfǔ 古くさい。陳腐だ。ありふれている。
30 平均 píngjūn 平均する。平均の。平均している。
31 平平 píngpíng よくも悪くもない。普通である。
32 中平 zhōngpíng 並み。中ぐらい。
33 总是 zǒngshì いつも。ずっと。
34 常 cháng いつも。常に。しょっちゅう。
35 经常 jīngcháng しょっちゅう。いつも。ふだんの。平常の。
36 时常 shícháng よく。しょっちゅう。しばしば。
37 常常 chángcháng よく。しょっちゅう。しばしば。
38 时时 shíshí いつも。常に。
39 照常 zhàocháng いつも通りだ。
40 照例 zhàolì 慣例通り。いつも通り。
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41 无论何时 wúlùn hé shí なんどきを問わず。いつでも。
42 老是 lǎoshì いつも〜だ。
43 那个很普通 nàge hěn pǔtōng それは普通です。
44 这不是普通的事 zhè bùshì pǔtōng de shì これは普通のことではない。
45 一般是那样的 yībān shì nàyàng de 普通はそんなものだ。
46 通常这么说 tōngcháng zhème shuō 普通はこのように言います。
47 平常早上六点就醒 píngcháng zǎoshang liù diǎn jiù xǐng ふつう朝６時に目が覚める。
48 我一般在家吃晚饭 wǒ yībān zài jiā chī wǎnfàn 私はふつう家で晩ご飯を食べます。
49 星期天一般干什么? xīngqítiān yībān gàn shénme 日曜日はふつう何をしますか。
50 很一般的方法 hěn yībān de fāngfǎ ごく普通の方法。
51 最通常的方法 zuì tōngcháng de fāngfǎ ごく普通の方法。
52 普通的事情 pǔtōng de shìqing 普通のこと。
53 一般第二天就送到 yībān dì èr tiān jiù sòng dào ふつう翌日に届く。
54 一般有三种不同的方式 yībān yǒu sān zhǒng bùtóng de fāngshì 一般的に３つの異なる方法があります。
55 和普通人一样 hé pǔtōng rén yīyàng 人並みです。普通の人と同じです。
56 普通人 pǔtōng rén 普通の人。
57 普通的人 pǔtōng de rén 普通の人。
58 一般人 yībān rén 普通の人。一般人。
59 一般的人 yībān de rén 普通の人。
60 庸人 yōngrén 平凡な人。凡庸な人。
61 常人 chángrén 普通の人。一般人。
62 凡人 fánrén 凡人。平凡な人。
63 平平常常的人物 píngpíngchángcháng de rénwù ごくありふれた人物。
64 普通老百姓 pǔtōng lǎobǎixìng 一般の⼤衆。普通の庶⺠。
65 普通百姓 pǔtōng bǎixìng 一般の⼤衆。普通の庶⺠。
66 平头百姓 píngtóu bǎixìng 一般の⼤衆。普通の庶⺠。
67 一般世人 yībān shìrén 世間一般の人。
68 一般市⺠ yībān shìmín 一般市⺠。
69 群众 qúnzhòng ⼤衆。⺠衆。
70 普通的男人 pǔtōng de nánrén 普通の男。
71 普通的生活 pǔtōng de shēnghuó 普通の生活。人並みの生活。
72 普通职员 pǔtōng zhíyuán 普通の職員。平社員。
73 普通的公司职员 pǔtōng de gōngsī zhíyuán 普通の会社員。
74 程度平平 chéngdù píngpíng 程度が普通である。
75 一般的东⻄ yībān de dōngxi 一般的なモノ。
76 一般来说 yībān lái shuō 一般的に言うと。
77 一般说来 yībān shuōlái 一般的に言うと。概して言えば。
78 常理 chánglǐ 普通の常識。
79 日常现象 rìcháng xiànxiàng ありふれた現象。
80 常⻅的名字 chángjiàn de míngzi ありふれた名前。
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81 不常⻅的名字 bù chángjiàn de míngzi 珍しい名前。
82 那种名字多得很 nà zhǒng míngzi duō de hěn そのような名前はありふれている。
83 家常便饭 jiācháng biànfàn 普段の食事。比喩的にありきたりの事柄。日常茶飯事。
84 这种事是家常便饭 zhè zhǒng shì shì jiācháng biànfàn このようなことはありきたりの事です。
85 这篇文章内容很一般 zhè piān wénzhāng nèiróng hěn yībān この文章の内容はありきたりです。
86 感觉一般般 gǎnjué yībānban 普通と感じます。まあまあです。
87 一般情况下 yībān qíngkuàng xià 一般的な状況のもと。一般的には。
88 普遍的看法 pǔbiàn de kànfǎ 一般的なものの見方。
89 平均水平 píngjūn shuǐpíng 平均レベル。
90 平均生活水平 píngjūn shēnghuó shuǐpíng 平均的な生活レベル。
91 平均分儿 píngjūn fēnr 平均点。
92 平均分数 píngjūn fēnshù 平均点。
93 平均气温 píngjūn qìwēn 平均気温。
94 人均所得 rénjūn suǒdé ひとり当たりの平均収入。
95 平衡预算 pínghéng yùsuàn 平均予算。
96 平凡的人生 píngfán de rénshēng 平凡な人生。
97 平庸的作品 píngyōng de zuòpǐn 平凡な作品。
98 平凡的事 píngfán de shì 平凡な事。
99 平凡的东⻄ píngfán de dōngxi 平凡なモノ。
100 日常对话 rìcháng duìhuà 日常会話。
101 日常生活 rìcháng shēnghuó 日常生活。
102 日常表现 rìcháng biǎoxiàn 日ごろの行い。
103 日常工作 rìcháng gōngzuò 毎日の仕事。日常業務。
104 经常的事情 jīngcháng de shìqíng よくある事柄。日常的な事柄。
105 平日常去的店 píngrì cháng qù de diàn ふだんよく行く店。いつもの店。
106 那是常事 nà shì chángshì それはいつもの事。
107 照往常那样 zhào wǎngcháng nàyàng いつものように。
108 像往常一样 xiàng wǎngcháng yīyàng いつものように。
109 他从来就是如此 tā cónglái jiùshì rúcǐ 彼はこれまでいつもこうだ。
110 这是经常的 zhè shì jīngcháng de これはいつものことだ。
111 通常都是十点钟开门 tōngcháng dōu shì shí diǎn zhōng kāimén 通常はいつも１０時に開門します。
112 和寻常一样 hé xúncháng yīyàng いつもと同じ。
113 一切照常 yīqiè zhàocháng すべていつもどおりである。
114 星期天我总是在家 xīngqítiān wǒ zǒngshì zàijiā 日曜はいつも家にいます。
115 这是常有的事 zhè shì cháng yǒu de shì これはよくあることです。
116 常⻅的事 chángjiàn de shì よくあること。
117 在日本常⻅的东⻄ zài rìběn chángjiàn de dōngxi 日本ではよく見るモノ。
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