
No 中国語 ピンイン 日本語

1 宽 kuān 面積や幅が広い。幅。ゆるくする。寛大だ。ゆとりがある。

2 广 guǎng 面積や範囲が広い。広さ。幅。
3 宽阔 kuānkuò 幅が広い。広大だ。心が広い。度量が大きい。
4 宽敞 kuānchang 建物の内部が広々している。ゆったりしている。
5 宽畅 kuānchàng 気持ちがのびのびしている。ゆったりしている。
6 宽绰 kuānchuo 広々としている。気持ちがゆったりしている。豊かだ。
7 宽宏 kuānhóng 度量が大きい。寛容だ。
8 宽大 kuāndà 面積や容積が大きい。寛大だ。寛大に扱う。
9 宽广 kuānguǎng 面積や範囲が広い。心が広い。
10 广大 guǎngdà 面積や空間がとても広い。範囲や規模が大きい。人数がとても多い。

11 广阔 guǎngkuò 広大に開けている。
12 辽阔 liáokuò 果てしなく広い。
13 开阔 kāikuò とても広い。心がゆったりしている。広げる。
14 广泛 guǎngfàn 及ぶ範囲が広い。
15 广博 guǎngbó 学識や見聞が広い。
16 窄 zhǎi 幅が狭い。度量が狭い。暮らしにゆとりがない。
17 窄小 zhǎixiǎo 狭くて小さい。
18 狭小 xiáxiǎo 狭くて小さい。
19 狭窄 xiázhǎi 幅が狭い。度量や見識が狭い。
20 狭隘 xiá'ài 幅が狭い。度量や見識が狭い。
21 肩很宽 jiān hěn kuān 肩幅が広い。
22 路很宽 lù hěn kuān 道が広い。
23 音域很宽 yīnyù hěn kuān 音域が広い。
24 眼界很宽 yǎnjiè hěn kuān 視野が広い。
25 很宽的间隔 hěn kuān de jiàngé 広い間隔。
26 交际很广 jiāojì hěn guǎng 交際が広い。
27 用途很广 yòngtú hěn guǎng 使い道が広い。
28 工作范围很广 gōngzuò fànwéi hěn guǎng 仕事の範囲が広い。
29 宽阔的道路 kuānkuò de dàolù 広い道。
30 宽阔的广场 kuānkuò de guǎngchǎng 広い広場。
31 房间宽阔 fángjiān kuānkuò 部屋が広い。
32 心胸宽阔 xīnxiōng kuānkuò 心が広い。
33 宽敞的房间 kuānchǎng de fángjiān 広い部屋。
34 厨房很宽敞 chúfáng hěn kuānchǎng キッチンが広い。
35 宽绰的客厅 kuānchuo de kètīng ゆったりとした応接間。
36 宽宏大量的人 kuānhóngdàliàng de rén 度量の広い人。
37 宽大的画面 kuāndà de huàmiàn ワイドな画面。
38 屋子很宽大 wūzi hěn kuāndà 部屋が広い。
39 心怀宽大 xīnhuái kuāndà 心が広い。
40 视野宽广 shìyě kuānguǎng 視野が広い。
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41 胸怀宽广 xiōnghuái kuānguǎng 心が広い。
42 道路宽广 dàolù kuānguǎng 道が広い。
43 宽广的操场 kuānguǎng de cāochǎng 広いグラウンド。
44 广大消费者 guǎngdà xiāofèizhě 幅広い消費者。
45 幅员广大 fúyuán guǎngdà 領土が広い。
46 广大的宇宙 guǎngdà de yǔzhòu 広大な宇宙。
47 广阔的国土 guǎngkuò de guótǔ 広大な国土。
48 广阔的天空 guǎngkuò de tiānkōng 広い空。
49 视野广阔 shìyě guǎngkuò 視野が広い。
50 胸怀广阔 xiōnghuái guǎngkuò 度量が広い。
51 幅员辽阔 fúyuán liáokuò 領土が広い。
52 辽阔的草原 liáokuò de cǎoyuán 広大な草原。
53 心胸开阔 xīnxiōng kāikuò 心が広い。
54 视野开阔 shìyě kāikuò 視野が広い。
55 开阔的广场 kāikuò de guǎngchǎng 広々とした広場。
56 兴趣广泛 xìngqù guǎngfàn 興味が広い。
57 爱好广泛 àihào guǎngfàn 趣味が広い。
58 用途广泛 yòngtú guǎngfàn 用途が広い。
59 广泛通知 guǎngfàn tōngzhī 広く知らせる。
60 知识广博 zhīshi guǎngbó 知識が広い。知識が豊か。
61 座椅很窄 zuòyǐ hěn zhǎi 座席が狭い。
62 空间很窄 kōngjiān hěn zhǎi スペースが狭い。
63 很窄的路 hěn zhǎi de lù 狭い道。
64 交际窄 jiāojì zhǎi 交際が狭い。
65 心路很窄 xīnlù hěn zhǎi 度量が狭い。
66 窄小的房间 zhǎixiǎo de fángjiān 狭い部屋。
67 心地窄小 xīndì zhǎi xiǎo 了見が狭い。
68 范围狭小 fànwéi xiáxiǎo 範囲が狭い。
69 眼界狭小 yǎnjiè xiáxiǎo 視野が狭い。
70 狭小的院子 xiáxiǎo de yuànzi 狭い庭。
71 胸怀狭窄 xiōnghuái xiázhǎi 度量が狭い。
72 视野狭窄 shìyě xiázhǎi 視野が狭い。
73 狭窄的走廊 xiázhǎi de zǒuláng 狭い廊下。
74 心胸狭隘 xīnxiōng xiá'ài 度量が狭い。
75 ⻅闻狭隘 jiànwén xiá'ài 見聞が狭い。
76 狭隘的山道 xiá'ài de shānlù 狭い山道。
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