
No 中国語 ピンイン 日本語

1 成⻓ chéngzhǎng ⼤きくなる。成⻑する。
2 生⻓ shēngzhǎng 生⻑する。成⻑する。生まれ育つ。
3 ⻓⼤ zhǎngdà 育つ。⼤きくなる。
4 发育 fāyù 発育する。
5 发展 fāzhǎn 発展する。規模などが拡⼤する。
6 发达 fādá 発達している。発展している。発展させる。
7 增⻓ zēngzhǎng 増やす。高まる。高める。伸ばす。
8 进步 jìnbù 進歩する。進歩的だ。上達する。
9 前进 qiánjìn 前進する。
10 进化 jìnhuà 進化する。
11 演化 yǎnhuà 発展変化する。進化する。
12 演进 yǎnjìn 発展変化する。進化する。
13 演变 yǎnbiàn 移り変わり。推移。
14 进展 jìnzhǎn 進展する。
15 深化 shēnhuà 深化する。深化させる。
16 加深 jiāshēn 深める。
17 提高 tígāo 高める。向上させる。
18 向上 xiàngshàng 向上する。上に向ける。
19 上进 shàngjìn 向上する。進歩する。
20 ⻓进 zhǎngjìn 進歩する。上達する。
21 经济成⻓ jīngjì chéngzhǎng 経済成⻑。
22 成⻓率 chéngzhǎnglǜ 成⻑率。
23 经济的成⻓很显著 jīngjì de chéngzhǎng hěn xiǎnzhù 経済の成⻑が目覚ましい。
24 孩子健康地成⻓ háizi jiànkāng de chéngzhǎng 子供が健やかに成⻑する。
25 孩子自由地成⻓ háizi zìyóu de chéngzhǎng 子供が伸び伸びと成⻑する。
26 树木生⻓ shùmù shēngzhǎng 樹木が成⻑する。
27 在日本生⻓ zài Rìběn shēngzhǎng 日本で育つ。
28 他生⻓在东京 tā shēngzhǎng zài Dōngjīng 彼は東京で生まれ育った。
29 ⻓⼤成人 zhǎngdà chéngrén ⼤人に成⻑する。育つ。
30 他是在日本⻓⼤的 tā shì zài Rìběn zhǎngdà de 彼は日本育ちだ。
31 她在多雪的地方出生⻓⼤ tā zài duō xuě de dìfang chūshēng zhǎngdà 彼女は雪の多い地方で生まれ育つ。
32 乡间⻓⼤ xiāngjiān zhǎngdà 田舎育ち。
33 乡下⻓⼤ xiāngxià zhǎngdà 田舎育ち。
34 乡村⻓⼤ xiāngcūn zhǎngdà 田舎育ち。
35 城里⻓⼤ chéngli zhǎngdà 都会育ち。
36 城市⻓⼤ chéngshì zhǎngdà 都会育ち。
37 发育健全 fāyù jiànquán 健全に育つ。
38 发育很好 fāyù hěn hǎo 発育がよい。
39 经济发展 jīngjì fāzhǎn 経済発展。
40 发展经济 fāzhǎn jīngjì 経済を発展させる。
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41 发展中国家 fāzhǎnzhōng guójiā 発展途上国。
42 促进经济发展 cùjìn jīngjì fāzhǎn 経済の発展を促(うなが)す。
43 科学技术发展了 kēxué jìshù fāzhǎn le 科学技術が発達した。
44 发达经济 fādá jīngjì 経済を発展させる。
45 交通发达 jiāotōng fādá 交通が発達している。
46 工业很发达 gōngyè hěn fādá 工業が盛んだ。
47 发达国家 fādá guójiā 先進国。
48 经济增⻓ jīngjì zēngzhǎng 経済成⻑。
49 经济增⻓率 jīngjì zēngzhǎnglǜ 経済成⻑率。
50 正增⻓ zhèng zēngzhǎng プラス成⻑。
51 负增⻓ fù zēngzhǎng マイナス成⻑。
52 人口增⻓ rénkǒu zēngzhǎng 人口の増加。
53 销售额增⻓ ziāoshòu é zēngzhǎng 売上高の伸び。
54 实力增⻓ shílì zēngzhǎng 実力が増す。
55 增⻓了友谊 zēngzhǎng le yǒuyì 友情が増した。友情が深まった。
56 取得进步 qǔdé jìnbù 進歩を遂げる。
57 很有进步 hěn yǒu jìnbù ずいぶん進歩した。
58 我们进步了 wǒmen jìnbù le 私たちは進歩しました。
59 医学的进步 yīxué de jìnbù 医学の進歩。
60 每天有进步 měitiān yǒu jìnbù 日に日に進歩する。
61 天天进步 tiāntiān jìnbù 日に日に進歩する。
62 日⻅进步 rìjiàn jìnbù 日に日に進歩する。
63 日渐进步 rìjiàn jìnbù 少しずつ進歩する。
64 较前⼤有进步 jiào qián dà yǒu jìnbù 以前に比べて⼤きく進歩した。
65 向前进 xiàng qián jìn 前へ進む。
66 前进一步 qiánjìn yī bù 一歩進む。
67 向目标前进 xiàng mùbiāo qiánjìn 目標に向かって進む。
68 ⼤踏步前进 dàtàbù qiánjìn ⼤きく前進する。
69 继续前进 jìxù qiánjìn 前進し続ける。
70 稳步前进 wěnbù qiánjìn 着実に前進する。
71 进化论 jìnhuàlùn 進化論。
72 进一步的进化 jìn yī bù de jìnhuà さらなる進化。
73 技术的进化 jìshù de jìnhuà 技術の進化。
74 生命的进化 shēngmìng de jìnhuà 生命の進化。
75 生物的演化 shēngwù de yǎnhuà 生物の進化。
76 文明的演进 wénmíng de yǎnjìn 文明の進化。
77 经济的演变 jīngjì de yǎnbiàn 経済の推移。
78 谈判有了进展 tánpàn yǒu le jìnzhǎn 交渉は進展があった。
79 有了⻓足的进展 yǒu le chángzú de jìnzhǎn 著しい進展があった。
80 工作顺利进展 gōngzuò shùnlì jìnzhǎn 仕事が順調に進展する。
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81 认识深化 rènshí shēnhuà 認識が深まる。
82 深化改革 shēnhuà gǎigé 改革をいっそう推進する。
83 加深了认识 jiāshēn le rènshí 認識が深まった。
84 加深了解 jiāshēn liǎojiě 理解を深める。
85 加深交流 jiāshēn jiāoliú 交流を深める。
86 加深友谊 jiāshēn yǒuyì 友好を深める。
87 提高水平 tígāo shuǐpíng レベルを上げる。
88 提高效率 tígāo xiàolǜ 効率を上げる。
89 提高性能 tígāo xìngnéng 性能を向上させる。
90 生活提高了 shēnghuó tígāo le 暮らしが向上した。暮らしがよくなった。
91 品质向上 pǐnzhí xiàngshàng 品質向上。
92 生产性向上 shēngchǎnxìng xiàngshàng 生産性向上。
93 上进心 shàngjìnxīn 向上心。
94 力求上进 lìqiú shàngjìn 上達するよう努力する。上達しようとする。
95 技术有⻓进 jìshù yǒu zhǎngjìn 技術の進歩がある。
96 舞蹈⻓进了 wǔdǎo zhǎngjìn le 踊りが上達した。
97 学习能力⻓进了 xuéxí nénglì zhǎngjìn le 学力が伸びた。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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