
No 中国語 ピンイン 日本語

1 硬 yìng かたい。性格や意思が強硬だ。かたくなだ。能力が高い。
2 这个很硬 zhège hěn yìng これは硬いです。
3 身体很硬 shēntǐ hěn yìng 体が硬い。
4 他的骨头很硬 tā de gǔtou hěn yìng 彼の人柄は硬い。彼は硬骨漢(こうこつかん)です。
5 坚硬 jiānyìng かたく強い。
6 坚硬的防弹玻璃 jiānyìng de fángdàn bōli かたく強い防弾ガラス。
7 种子的外壳很坚硬 zhǒngzi de wàiké hěn jiānyìng 種の殻は硬い。
8 硬棒 yìngbang かたい。丈夫だ。
9 硬棒的拐棍 yìngbang de guǎigùn 丈夫なつえ。
10 坚实 jiānshí 堅実だ。丈夫だ。
11 材质坚实 cáizhì jiānshí 材質が丈夫。
12 坚实的生意 jiānshí de shēngyi かたい商売。
13 坚固 jiāngù 堅実だ。丈夫だ。揺るぎないものにする。
14 防守坚固 fángshǒu jiāngù ディフェンスが固い。
15 底盘坚固 dǐpán jiāngù シャーシが頑丈。
16 牢固 láogù 堅固だ。しっかりしている。
17 牢固的门 láogù de mén 頑丈なドア。
18 牢固的友谊 láogù de yǒuyì 固い友情。
19 强固 qiánggù 堅固だ。強くてしっかりした。
20 强固的基础 qiánggù de jīchǔ 堅固な基礎。
21 强硬 qiángyìng 強硬だ。後に引かない。
22 强硬地反对 qiángyìng de fǎnduì 強硬に反対する。
23 巩固 gǒnggù 強固だ。揺るぎない。強固にする。
24 巩固友情 gǒnggù yǒuqíng 友情を固める。
25 坚强 jiānqiáng 組織や立場や信念が揺るぎない。強固にする。
26 意志坚强 yìzhì jiānqiáng 意志が固い。
27 刚强 gāngqiáng 性格や意思などが強い。気丈だ。
28 意志刚强 yìzhì gāngqiáng 意志が固い。
29 坚定 jiāndìng 意思などが揺るがない。揺るぎないものにする。
30 信念坚定 xìnniàn jiāndìng 信念が固い。
31 坚决 jiānjué 主張や態度がきっぱりしている。
32 坚决拒绝 jiānjué jùjué 堅く断る。
33 严厉 yánlì 厳格である。態度や手段が厳しい。
34 严厉拒绝 yánlì jùjué 堅く断る。
35 严肃 yánsù 表情や雰囲気が厳かだ。真剣だ。厳しくする。
36 严肃的气氛 yánsù de qìfēn 堅い雰囲気。
37 严固 yángù 守りが強固だ。
38 包装很严固 bāozhuāng hěn yángù パッケージは頑丈。
39 可靠 kěkào 信頼できる。頼りがいがある。確かだ。
40 可靠的证据 kěkào de zhèngjù かたい証拠。
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41 牢靠 láokao 確かだ。危なげない。頑丈だ。
42 牢牢靠靠 láolaokāokāo 確かだ。危なげない。
43 办事牢靠 bànshì láokào 仕事がかたい。
44 正派 zhèngpài 品行や態度がまじめだ。
45 正正派派 zhèngzhèngpàipài 品行や態度がまじめだ。
46 他办事正派 tā bànshì zhèngpài 彼はやることがかたい。
47 正经 zhèngjing まじめだ。正当だ。正規の。
48 正正经经 zhèngzhengjīngjīng まじめだ。
49 正经的买卖 zhèngjing de mǎimài かたい商売。
50 说话算数 shuōhuà suànshù 言ったことは守る。
51 他说话算数 tā shuōhuà suànshù 彼は約束が堅い。
52 生硬 shēngyìng 言葉や動作が不自然だ。ぎこちない。ぶっきらぼうだ。
53 生硬的文章 shēngyìng de wénzhāng かたい文章。
54 顽固 wángù 頑固だ。かたくなだ。
55 脑筋顽固 nǎojīn wángù 頭が固い。
56 僵硬 jiāngyìng 身体がこわばっている。堅苦しい。融通がきかない。
57 表情僵硬 biǎoqíng jiāngyìng 表情が硬い。
58 板 bǎn かたい。融通がきかない。板。
59 表情太板 biǎoqíng tài bǎn 表情が堅苦しい。
60 死板 sǐbǎn 融通がきかない。生気がない。
61 考虑死板 kǎolǜ sǐbǎn 堅苦しく考える。
62 古板 gǔbǎn 頑固者。強情な人。古くさくて融通がきかない。
63 很古板的人 hěn gǔbǎn de rén 堅苦しい人。
64 刻板 kèbǎn 型どおりだ。融通がきかない。彫る。版下。
65 做事刻板 zuòshì kèbǎn やることが堅苦しい。
66 呆板 dāibǎn 融通がきかない。表情や文章に生気がない。
67 做事呆板 zuòshì dāibǎn やることが堅苦しい。
68 板滞 bǎnzhì 表情や態度に精彩がない。表現がありきたりだ。
69 面容板滞 miànróng bǎnzhì 顔つきが硬い。
70 紧 jǐn しっかりと固定している。きつい。張ってる。差し迫る。
71 他嘴真紧 tā zuǐ zhēn jǐn 彼はほんとに口が固い。
72 用力 yònglì 力を⼊れる。力を⼊れて〜する。
73 用力拧毛巾 yònglì níng máojīn 固くタオルを絞る。
74 使劲 shǐjìn 力を⼊れる。力を⼊れて〜する。
75 使劲儿 shǐjìnr 力を⼊れる。力を⼊れて〜する。
76 使劲儿拧毛巾 shǐjìnr níng máojīn 固くタオルを絞る。
77 紧张 jǐnzhāng 精神的に緊張している。緊迫している。不足している。
78 一紧张就失败了 yī jǐnzhāng jiù shībài le 固くなって失敗した。
79 拘谨 jūjǐn 堅苦しい。ぎこちない。
80 态度拘谨 tàidù jūjǐn 態度が堅苦しい。
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81 拘束 jūshù 堅苦しい。ぎこちない。束縛する。
82 不要拘束 bùyào jūshù 堅苦しくしないで。
83 无疑 wúyí 疑いない。〜に間違いない。
84 必胜无疑 bì shèng wúyí 勝ちはかたい。
85 软 ruǎn やわらかい。やさしい。気のよわい。情にもろい。力がない。能力が劣る。

86 这个很软 zhège hěn ruǎn これはやわらかいです。
87 身体很软 shēntǐ hěn ruǎn 身体がやわらかい。
88 说话得很软 shuōhuà de hěn ruǎn 話しぶりがものやわらか。
89 柔软 róuruǎn やわらかい。
90 柔软体操 róuruǎn tǐcāo 柔軟体操。
91 毛巾柔软 máojīn róuruǎn タオルが柔らかい。
92 绵软 miánruǎn やわらかい。だるい。
93 绵软的被子 miánruǎn de bèizi やわらかな掛け布団。
94 松软 sōngruǎn ふんわりとやわらかい。体に力がない。だるい。
95 松软的海绵蛋糕 sōngruǎn de hǎimián dàngāo ふわふわのスポンジケーキ。
96 地基松软 dìjī sōngruǎn 地盤がゆるい。
97 柔和 róuhé 柔らかい。しなやかだ。やさしい。おだやか。
98 光线柔和 guāngxiàn róuhé 光がやわらかい。
99 声音柔和 shēngyīn róuhé 声がやわらかい。
100 软和 ruǎnhuo 柔らかい。おだやかだ。
101 软和的褥子 ruǎnhuo de rùzi やわらかな敷き布団。
102 灵活 línghuó 対応が柔軟だ。機敏だ。すばしこい。
103 灵活的构思 línghuó de gòusī 柔軟に構想を練る。
104 嫩 nèn 若くて柔らかい。火を通して柔らかい。
105 炒的肉很嫩 chǎo de ròu hěn nèn 炒めた肉がやわらかい。
106 细嫩 xìnèn 皮膚や筋肉などがきめ細かくて柔らかい。
107 皮肤细嫩 pífū xìnèn 皮膚がきめ細かくて柔らかい。
108 柔嫩 róunèn やわらかくみずみずしい。
109 肌肤柔嫩 pífū róunèn 皮膚がきやわらかくみずみずしい。
110 鲜嫩 xiānnèn 新鮮で柔らかい。
111 鲜嫩多汁的烤牛排 xiānnèn duō zhī de kǎo niúpái 新鮮で柔らかくジューシーなローストステーキ。
112 通俗 tōngsú 大衆向きだ。堅苦しくない。平易でわかりやすい。
113 通俗读物 tōngsú dúwù 堅苦しくない読み物。
114 轻松 qīngsōng 気軽だ。気楽にする。
115 轻轻松松 qīngqingsōngsōng 気軽だ。
116 轻松的读物 qīngsōng de dúwù 堅苦しくない読み物。
117 不严 bù yán 規則などがきつくない。
118 嘴不严 zuǐ bù yán 口が固くない。
119 不紧 bù jǐn 締まってなくてきつくない。
120 嘴不紧 zuǐ bù jǐn 口が固くない。
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121 松 sōng 締まっていない。ゆるい。ゆるめる。やわらかい。
122 充电接口很松 chōngdiàn jiēkǒu hěn sōng 充電接触口がゆるい。
123 宽衣 kuānyī 上着を脱いだりゆるめて楽にする。
124 请宽衣休息 qǐng kuānyī xiūxi 上着を脱いだりゆるめて楽にして休んでください。
125 宽松 kuānsōng きつくない。ゆったりしている。経済的に豊か。のんびりしている。

126 宽松教育 kuānsōng jiàoyù ゆとり教育。
127 放宽 fàngkuān 要求や基準をゆるめる。
128 放宽限制 fàngkuān xiànzhì 規制緩和。
129 宽限 kuānxiàn 期限を延ばす。
130 给一天宽限 gěi yītiān kuānxiàn １日期限をゆるめてあげる。
131 松弛 sōngchí 筋肉や気持ちがゆるんでいる。規律などがゆるい。ゆるめる。

132 纪律松弛 jìlǜ sōngchí 規律がゆるむ。
133 脆 cuì 壊れやすい。もろい。⻭ざわりがよい。声が澄んでいる。
134 塑料制品变脆 sùliào zhìpǐn biàn cuì プラスチック製品がもろくなる。
135 这个苹果很脆 zhège píngguǒ hěn cuì このリンゴはさくさくしている。
136 脆弱 cuìruò もろくて壊れやすい。
137 感情脆弱 gǎnqíng cuìruò 感情がもろい。
138 身体脆弱 shēntǐ cuìruò 身体が弱い。
139 软弱 ruǎnruò 性格や態度が軟弱だ。体力がない。体が弱い。
140 软弱的身体 ruǎnruò de shēntǐ 軟弱な体。
141 意志软弱 yìzhì ruǎnruò 意志が弱い。
142 娇嫩 jiāonen 壊れやすい。きゃしゃだ。
143 娇嫩的身体 jiāonen de shēntǐ きゃしゃな体。
144 易坏 yì huài 壊れやすい。
145 易坏物品 yì huài wùpǐn 壊れ物。こわれ易いもの。
146 容易坏 róngyì huài 簡単に壊れる。
147 容易坏的东⻄ róngyì huài de dōngxi 壊れやすいもの。腐りやすいもの。
148 薄弱 bóruò 力や意思などが弱い。
149 意志薄弱 yìzhì bóruò 意志が弱い。
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