
No 中国語 ピンイン 日本語

1 高 gāo 高さが高い。等級が上。敬意を表す言葉。
2 高大 gāodà 高い。高くて大きい。
3 高高大大 gāogāodàdà 高い。高くて大きい。
4 魁梧 kuíwú 背が高く、がっしりしている。
5 魁伟 kuíwěi 背が高く、がっしりしている。
6 低 dī 高さが低い。等級が下。頭や声を低くする。うつむく。
7 低下 dīxià 並み以下だ。
8 矮 ǎi ⾝⻑や物の高さが低い。等級が下。
9 矮小 ǎixiǎo 低くて小さい。
10 瘦小 shòuxiǎo 体つきがやせて小さい。服や靴が窮屈。
11 贵 guì 価格が高い。尊ぶ。
12 高价 gāojià 高値。
13 昂贵 ángguì 価格が高い。尊ぶ。
14 便宜 piányi 値段が安い。値引きする。好都合。人に得をさせる。
15 低价 dījià 価格が低い。
16 廉价 liánjià 低価格。
17 低廉 dīlián 低価格。
18 高贵 gāoguì ⾝分が高貴だ。気高い。貴重だ。
19 尊贵 zūnguì 高貴だ。尊敬すべき。
20 低贱 dījiàn ⾝分が低い。価格が安い。
21 低微 dīwēi ⾝分が低い。音が小さく、か細い。少ない。
22 微贱 wēijiàn 社会的地位が低い。卑(いや)しい。
23 卑微 bēiwēi 社会的地位が低い。卑(いや)しい。
24 卑贱 bēijiàn 家柄や地位が低い。下劣だ。
25 卑下 bēixià 下品だ。地位が低い。
26 崇高 chónggāo 崇高な。
27 高尚 gāoshàng 高尚だ。高級な。
28 高雅 gāoyǎ 品性が高い。洗練されている。
29 卑鄙 bēibǐ 品性が下劣だ。
30 个子高 gèzi gāo 背が高い。
31 他比我高 tā bǐ wǒ gāo 彼は私より背が高い。
32 他个子很高 tā gèzi hěn gāo 彼は背が高い。
33 天棚很高 tiānpéng hěn gāo 天井が高い。
34 很高的大厦 hěn gāo de dàshà 高いビル。
35 价值高 jiàzhí gāo 価値が高い。
36 技巧很高 jìqiǎo hěn gāo スキルが高い。
37 水平高 shuǐpíng gāo レベルが高い。
38 有水平 yǒu shuǐpíng レベルが高い。
39 ⻅地很高 jiàndì hěn gāo 見識が高い。
40 名望很高 míngwàng hěn gāo 名声と人望が高い。
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41 地位高 dìwèi gāo 地位が高い。
42 湿度高 shīdù gāo 湿度が高い。
43 血压高 xuèyā gāo 血圧が高い。
44 声调高 shēngdiào gāo 声のトーンが高い。
45 比率高 bǐlǜ gāo 率が高い。
46 自尊心强 zìzūnxīn qiáng プライドが高い。
47 个子高大 gèzi gāodà 背が高い。
48 高大建筑物 gāodà jiànzhúwù 高層建築物。
49 高层建筑 gāocéng jiànzhú 高層建築。
50 高大的树 gāodà de shù 大きな木。
51 ⾝材魁梧 shēncái kuíwú 背が高くがっしりした体つき。
52 体格魁伟 tǐgé kuíwěi 体格が背が高くがっしりしている。
53 个子低 gèzi dī 背が低い。
54 鼻梁低 bíliáng dī 鼻すじが低い。
55 高度低 gāodù dī 高度が低い。高さが低い。
56 天花板低 tiānhuābǎn dī 天井が低い。
57 气温低 qìwēn dī 気温が低い。
58 ⾝份低 shēnfèn dī ⾝分が低い。
59 水平低 shuǐpíng dī レベルが低い。
60 收入低 shōurù dī 収入が低い。
61 能力低下 nénglì dīxià 能力が低い。
62 品格低下 pǐngé dīxià 品格が劣る。
63 个子矮 gèzi ǎi 背が低い。
64 很矮的山 hěn ǎi de shān 低い山。
65 ⾝材矮小 shēncái ǎixiǎo 体つきが小柄。
66 ⾝材瘦小 shēncái shòuxiǎo 体がやせて小さい。
67 价格很贵 jiàgé hěn guì 値段が高い。
68 价钱不贵 jiàqián bù guì 値段が高くない。
69 太贵了 tài guì le 値段が高すぎる。
70 有点贵 yǒudiǎn guì 値段が少し高い。
71 卖出高价 mài chū gāojià 高値で売る。
72 物价昂贵 wùjià ángguì 物価が高い。
73 价钱便宜 jiàqián piányi 値段が安い。
74 太便宜了 tài piányi le 値段がとても安い。
75 低价出售 dījià chūshòu 低価格販売。安売り。
76 廉价出卖 liánjià chūmài 低価格販売。安売り。
77 物价低廉 wùjià dīlián 物価が安い。
78 高贵的⾝份 gāoguì de shēnfèn 高い⾝分。
79 高贵的人 gāoguì de rén 高貴なお方。
80 ⾝份尊贵的人 shēnfèn zūnguì de rén 尊い⾝分の人。
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81 ⾝份低贱 shēnfèn dījiàn ⾝分が低い。
82 地位低微 dìwèi dīwéi 地位が低い。
83 出⾝微贱 chūshēn wéijiàn 卑(いや)しい地位から⾝を起こす。
84 出⾝卑微 chūshēn bēiwéi 卑(いや)しい地位から⾝を起こす。
85 卑贱的⾝份 bēijiàn de shēnfèn 卑(いや)しい⾝分。
86 职位卑下 zhíwèi bēixià 職位が低い。
87 崇高的行为 chónggāo de xíngwéi 気高い行為。
88 崇高的理想 chónggāo de lǐxiǎng 高い理想。
89 高尚的理想 gāoshàng de lǐxiǎng 高い理想。
90 品格高尚 pǐngé gāoshàng 品格が高い。
91 品格高雅 pǐngé gāoyǎ 品格が高い。
92 品性卑鄙 pǐnxìng bēibǐ 品性下劣。
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