
No 中国語 ピンイン 日本語

1 少 shǎo 足りない。少ない。なくす。しばらく。
2 多 duō 多い。余計である。余る。〜余り。ずっと。どれだけ。
3 够 gòu 足りる。十分ある。
4 不够 bùgòu 足りない。不十分だ。
5 足 zú 十分だ。足りている。十分に。
6 不足 bùzú 足りない。〜する価値がない。〜できない。
7 足够 zúgòu 十分だ。〜するに足りる。満足させる。
8 足以 zúyǐ 十分に〜できる。
9 足数 zúshù 数が十分だ。
10 十分 shífēn とても。十分に。非常に。まったく。
11 充分 chōngfèn 十分だ。十分に。
12 不充分 bù chōngfèn 不十分。不十分な。
13 充裕 chōngyù 余裕がある。十分ある。豊かだ。
14 充沛 chōngpèi 満ちあふれている。〜が十分だ。
15 丰沛 fēngpèi 雨量が十分足りている。
16 充足 chōngzú 十分に足りている。
17 十足 shízú 満ちあふれている。〜が十分だ。純度１００％だ。
18 丰足 fēngzú 満ち足りている。
19 从容 cóngróng 時間または経済的に余裕がある。ゆったりと落ち着いている。

20 差 chà 不足する。劣る。誤っている。異なっている。
21 缺 quē 足りない。欠けている。勤めを休む。
22 短 duǎn 不足する。欠ける。短い。
23 欠 qiàn 足りない。まだ返していない。体の一部を少し上にあげる。

24 短缺 duǎnquē 欠乏する。不足する。
25 短欠 duǎnqiàn 欠ける。不足する。
26 紧缺 jǐnquē 物資などが非常に欠乏している。
27 缺乏 quēfá 足りない。少ない。
28 缺少 quēshǎo 足りない。欠ける。
29 短少 duǎnshǎo 足りない。
30 有余 yǒuyú 余裕がある。端数がある。
31 齐全 qíquán 欠けるものがない。すべてそろっている。
32 完全 wánquán 完全だ。すべてそろっている。完全に。
33 不完全 bù wánquán 不完全だ。
34 够不够? gòu bugòu 足りますか。
35 钱够不够? qián gòu bugòu お金は足りますか。
36 还不够吗? hái bùgòu ma まだ足りないですか。
37 够了 gòu le 十分です。足りてます。
38 有这些就够了 yǒu zhèxiē jiù gòu le これだけあれば足りる。
39 这点儿不够 zhèdiǎnr bùgòu これだけでは足りない。
40 差一道手续 chà yī dào shǒuxù 手続きが一つ足りない。
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41 差一块满十块 chà yī kuài mǎn shí kuài １０元には１元足りない。
42 钱不够 qián bùgòu お金が足りない。
43 找的钱不够 zhǎo de qián bùgòu おつりが足りない。
44 少找了一千日元 shǎo zhǎo le yī qiān rì yuán おつりが１０００円足りない。
45 差一个人 chà yī ge rén 一人足りない。
46 还差一个人 hái chà yī ge rén あと一人足りない。
47 还差一名 hái chà yī míng あと一名足りない。
48 人手不足 rénshǒu bùzú 人手が足りない。
49 人数不足 rénshù bùzú 人数が足りない。
50 人手足够了 rénshǒu zúgòu le 人手は十分足りている。
51 缺人 quē rén 人が足りない。
52 椅子的数量不够 yǐzi de shùliàng bùgòu 椅子の数が足りない。
53 少了一个包 shǎo le yī ge bāo かばんが一つ足りない。かばんが一つありません。
54 分量不够 fènliàng bùgòu 量が足りない。
55 准备不够 zhǔnbèi bùgòu 準備が足りない。
56 时间不够 shíjiān bùgòu 時間が足りない。
57 咸味不够 xiánwèi bùgòu 塩気が足りない。
58 不够咸 bùgòu xián 塩気が足りない。
59 不够小心 bùgòu xiǎoxīn 注意が足りない。
60 注意不够 zhùyì bùgòu 注意が足りない。
61 分数不够 fēnshù bùgòu 点数が足りない。
62 不够⻓ bùgòu cháng ⻑さが足りない。
63 不足的部分 bùzú de bùfen 足りないぶん。
64 下的工夫还很不够 xià de gōngfu hái hěn bùgòu まだまだ修行が足りない。
65 还没睡够 hái méi shuì gòu まだ寝足りない。
66 缺少物资 quēshǎo wùzī 物資が足りない。
67 够好了 gòu hǎo le 十分に良い。
68 十分满意 shífēn mǎnyì 十分満足。
69 这已经足够了 zhè yǐjīng zúgòu le それで十分です。
70 有了那些就足够了 yǒu le nàxiē jiù zúgòu le それだけあれば十分です。
71 五万日元左右就足够了 wǔ wàn rìyuán zuǒyòu jiù zúgòu le ５万円くらいで足ります。
72 这么多就够了 zhème duō jiù gòu le それくらいで十分だ。
73 有两个人足够 yǒu liǎng ge rén zúgòu 二人で十分だ。
74 充分考虑考虑 chōngfèn kǎolǜ kǎolǜ 十分考えてみる。
75 有充分的信心 yǒu chōngfèn de xìnxīn 十分自信がある。
76 十分把握 shífēn bǎwò 十分自信がある。
77 这个⻓度够吗? zhège chángdù gòu ma これで⻑さは十分ですか。
78 ⻓度正够 chángdù zhèng gòu ⻑さは十分ちょうどです。
79 劲头十足 jìntóu shízú 意気込みが十分ある。
80 心劲十足 xīnjìn shízú 意気込みが十分ある。
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81 干劲十足 gànjìng shízú 意気込みが十分ある。
82 体力充沛 tǐlì chōngpèi 体力が十分ある。
83 时间充裕 shíjiān chōngyù 時間が十分にある。
84 时间很从容 shíjiān hěn cóngróng 時間は十分にある。
85 时间足够 shíjiān zúgòu 時間は十分にある。
86 时间不太够 shíjiān bù tài gòu 時間は十分にない。
87 时间不够用 shíjiān bùgòu yòng 時間は十分にない。
88 时间不够充足 shíjiān bùgòu chōngzú 時間は十分にない。
89 钱不太够 qián bù tài gòu お金は十分にない。
90 充分享受人生 chōngfèn xiǎngshòu rénshēng 十分に人生を楽しむ。
91 充分发挥才干 chōngfèn fāhuī cáigàn 才能を十分に発揮する。
92 有十足的理由 yǒu shízú de lǐyóu 十分な理由がある。
93 有充分的理由 yǒu chōngfèn de lǐyóu 十分な理由がある。
94 理由充足 lǐyóu chōngzú 理由は十分だ。
95 理由不充分 lǐyóu bù chōngfèn 理由が不充分。
96 足够的睡眠 zúgòu de shuìmián 十分な睡眠。
97 充足的睡眠 chōngzú de shuìmián 十分な睡眠。
98 那还不能说是很充分 nà hái bùnéng shuō shì hěn chōngfèn それはまだ充分とは言えません。
99 准备很充分 zhǔnbèi hěn chōngfèn 準備は充分。
100 请充分休息 qǐng chōngfèn xiūxí どうぞ充分休んでください。
101 充分利用 chōngfèn lìyòng 充分利用する。
102 十分条件 shífēn tiáojiàn 充分条件。
103 充分享受自由 chōngfèn xiǎngshòu zìyóu 自由を充分に楽しむ。自由を満喫する。
104 缺乏充分的公共讨论 quēfá chōngfèn de gōnggòng tǎolùn 充分な公開討論が足りない。
105 解释不充分 jiěshì bù chōngfèn 説明が不充分。
106 说明得不充分 shuōmíng de bù chōngfèn 説明が不充分。
107 不够充分的说明 bùgòu chōngfèn de shuōmíng 説明が不充分。
108 经验不充分 jīngyàn bù chōngfèn 経験が不充分。
109 缺乏经验 quēfá jīngyàn 経験が不充分。経験不足。
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