
No 中国語 ピンイン 日本語

1 很多 hěn duō たくさん。
2 好些 hǎoxiē たくさんの。非常に多い。ややよい。
3 好多 hǎoduō たくさんの。多数の。いくつ。
4 好多好多 hǎoduō hǎoduō たくさんの。多数の。
5 许多 xǔduō 多い。たくさん。変化の程度が大きい。
6 许许多多 xǔxǔduōduō 多い。たくさん。
7 许多许多 xǔduō xǔduō 多い。たくさん。
8 大量 dàliàng 数が多い。大量だ。度量が大きい。
9 有的是 yǒudeshì たくさんある。いくらでもある。
10 不乏 bùfá 乏しくない。かなりある。
11 满 mǎn 容量いっぱいに入っている。満ちる。期限に達する。完全に。

12 充满 chōngmǎn 満たす。満ちる。
13 充盈 chōngyíng 満ち溢れている。豊満だ。
14 充溢 chōngyì 満ちあふれる。
15 足够 zúgòu 十分だ。満足させる。
16 够了 gòu le もう沢山だ。十分だ。
17 不要再 bùyào zài もういらない。もう沢山だ。
18 很多人 hěn duō rén たくさんの人。
19 很多东⻄ hěn duō dōngxi たくさんのもの。
20 很多好处 hěn duō hǎochù たくさんのメリット。
21 有很多 yǒu hěn duō たくさんある。
22 我吃了很多 wǒ chī le hěn duō 私はたくさん食べた。
23 有很多共同的地方 yǒu hěn duō gòngtóng de dìfang 共通するところがたくさんある。
24 我知道我有很多缺点 wǒ zhīdào wǒ yǒu hěn duō quēdiǎn 私は、私には欠点がたくさんあることを知っている。
25 好些人 hǎoxiē rén たくさんの人。
26 好些书 hǎoxiē shū たくさんの本。
27 好些钱 hǎoxiē qián たくさんのお金。
28 好些个钱 hǎoxiē ge qián たくさんのお金。
29 好多书 hǎoduō shū たくさんの本。
30 好多蛋糕 hǎoduō dàngāo たくさんのケーキ。
31 好多事情 hǎoduō shìqíng 多くのこと。
32 许多企业 xǔduō qǐyè 多くの企業。
33 许多时间 xǔduō shíjiān たくさんの時間。
34 许多工作 xǔduō gōngzuò たくさんの仕事。
35 大量资金 dàliàng zījīn 大量の資金。
36 大量事实 dàliàng shìshí 数多くの事実。
37 大量得分 dàliàng défēn 大量得点。
38 时间有的是 shíjiān yǒudeshì 時間はたくさんある。
39 我有的是时间 wǒ yǒudeshì shíjiān 私には時間がたくさんある。
40 机会有的是 jīhuì yǒudeshì 機会はたくさんある。
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41 有的是钱 yǒudeshì qián 金はたくさんある。
42 钱有的是 qián yǒudeshì 金はたくさんある。
43 不乏先例 bùfá xiānlì 前例に事欠かない。
44 不乏资金 bùfá zījīn 資金に事欠かない。
45 不乏机会 bùfá jīhuì 機会に事欠かない。
46 ⻋上人满了 chē shàng rén mǎn le 車内は人がいっぱいだ。
47 医院内满是患者 yīyuàn nèi mǎn shì huànzhě 病院内は患者でいっぱいだ。
48 超市里挤满了顾客 chāoshì lǐ jǐ mǎn le gùkè スーパーの中は客で込み合っている。
49 桶里装满了水 tǒng lǐ zhuāng mǎn le shuǐ 桶(おけ)の中は水でいっぱいだ。
50 充满好奇心 chōngmǎn hàoqíxīn 好奇心でいっぱい。好奇心旺盛。
51 我的心充满感恩 wǒ de xīn chōngmǎn gǎn'ēn 感謝の気持ちでいっぱいです。
52 我的心充满着爱 wǒ de xīn chōngmǎn zhe ài 私の心は愛で満たされている。
53 财富充盈 cáifù chōngyíng 財産が豊かである。
54 室内空间充盈自然光线 shìnèi kōngjiān chōngyíng zìrán guāngxiàn 室内空間は自然光で満たされている。
55 充溢春意 chōngyì chūnyì 春の気配がみなぎる。
56 这世界充溢着美丽 zhè shìjiè chōngyì zhe měilì この世界は美しさに満ちている。
57 足够的才能 zúgòu de cáinéng 有り余る才能。
58 足够的睡眠 zúgòu de shuìmián 十分な睡眠。
59 有五个人足够 yǒu wǔ ge rén zúgòu ５人で十分だ。
60 看一次足够了 kàn yī cì zúgòu le 一度見れば十分だ。
61 已经够了 yǐjīng gòu le もういい。もう結構です。
62 不要再喝酒了 bùyào zài hējiǔ le 飲酒はもうたくさんだ。
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