
No 中国語 ピンイン 日本語

1 过 guō 限度を超える。
2 过 guò あまりに〜すぎる。過ぎる。超える。過ごす。経る。目を通す。

3 过度 guòdù 度を超す。
4 过于 guòyú 〜すぎる。あまりにも〜だ。
5 过头 guòtóu 限度を超える。
6 过头儿 guòtóur 限度を超える。
7 过分 guòfèn 行き過ぎている。極端だ。
8 过火 guòhuǒ 行き過ぎだ。度が過ぎる。
9 过逾 guòyu 度が過ぎる。
10 过劲 guòjìn 度が過ぎる。
11 过劲儿 guòjìnr 度が過ぎる。
12 过多 guòduō 多すぎる。
13 过奖 guòjiǎng ほめすぎる。
14 过誉 guòyù ほめすぎる。
15 过谦 guòqiān 謙遜(けんそん)しすぎる。
16 过虑 guòlǜ 心配しすぎる。
17 过量 guòliàng 量を過ごす。
18 过载 guòzài 荷物を積みすぎる。積荷を積みかえる。
19 超载 chāozài 積荷が規定量をオーバーする。
20 过重 guòzhòng 重さを量る。荷物が多すぎる。重量超過する。
21 超重 chāozhòng 規定の重量限度を超える。
22 过剩 guòshèng 過剰になる。有り余る。
23 过激 guòjī 過激だ。
24 太 tài 程度が著しい。すごい。〜過ぎ。あまり。
25 要求过高 yāoqiú guò gāo 要求が高すぎる。
26 价格过高 jiàgé guò gāo 値段が高すぎる。
27 雨过大 yǔ guò dà 雨が強すぎる。
28 心跳过快 xīntiào guò kuài 動悸が速すぎる。
29 过劳 guòláo 過労。
30 过度紧张 guòdù jǐnzhāng 過度に緊張する。
31 过度疲劳 guòdù píláo 極度に疲労する。過労。
32 劳累过度 láolèi guòdù オーバーワーク。過労。
33 工作过度 gōngzuò guòdù オーバーワーク。過労。
34 饮酒过度 yǐnjiǔ guòdù 酒の飲みすぎ。
35 用眼过度 yòng yǎn guòdù 目の使い過ぎ。
36 过度浪费 guòdù làngfèi 浪費しすぎる。
37 过度淘气 guòdù táoqì 悪ふざけが過ぎる。
38 过度的期待 guòdù de qídài 過度の期待。
39 过于劳累 guòyú láolèi オーバーワーク。過労。
40 过于严格 guòyú yángé 厳しすぎる。
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41 过于肥胖 guòyú féipàng 太りすぎ。
42 过于自信 guòyú zìxìn 自信過剰。
43 过于任性 guòyú rènxìng わがまますぎる。
44 过于高兴 guòyú gāoxìng はしゃぎすぎ。
45 过于显眼 guòyú xiǎnyǎn 目立ちすぎ。
46 她过于担心 tā guòyú dānxīn 彼女は心配しすぎ。
47 对我来说过于难 duì wǒ lái shuō guòyú nán 私には難しすぎる。
48 喝过头了 hē guòtóu le 飲み過ぎた。
49 吃过头了 chī guòtóu le 食べ過ぎた。
50 睡过头了 shuì guòtóu le 寝過ごした。
51 钱用过头了 qián yòng guòtóu le 金を使いすぎた。
52 说得过头了 shuō de guòtóu le 言葉がすぎた。
53 闹腾过头了 nàoteng guòtóu le 騒ぎ過ぎた。
54 玩笑开得过头 wánxiào kāi de guòtóu 冗談が過ぎる。
55 开的玩笑过头 kāi de wánxiào guòtóu 冗談が過ぎる。
56 太过分了 tài guòfèn le ひどすぎる。あんまりだ。
57 不要过分 bùyào guòfèn 大概にしておけ。
58 说得过分 shuō dé guòfèn 言いすぎる。
59 说得有点过分了吧 shuō de yǒudiǎn guòfèn le ba すこし言いすぎじゃないですか。
60 即使说是笨蛋也不过分 jíshǐ shuō shì bèndàn yě bùguò fèn たとえバカだと言っても言いすぎではない。
61 夸得过分 kuā de guòfèn ほめすぎ。
62 过分乐观 guòfèn lèguān 楽観的すぎる。
63 过分悲观 guòfèn bēiguān 悲観的すぎる。
64 过分相信别人 guòfèn xiāngxìn biérén 人を信頼しすぎる。
65 过分的要求 guòfèn de yāoqiú 過分な要求。無茶な要求。
66 这要求不过分吧 zhè yāoqiú bù guòfèn ba これは無理な話ではないでしょう。
67 太过火了 tài guòhuǒ le 極端すぎる。
68 过火行为 guòhuǒ xíngwéi 行き過ぎた行動。
69 做得过火 zuò de guòhuǒ やり方がオーバーだ。
70 玩笑开得过火 wánxiào kāi de guòhuǒ 冗談が過ぎる。
71 玩笑过火 wánxiào guòhuǒ 悪ふざけが過ぎる。
72 煮过火了 zhǔ guòhuǒ le ゆですぎた。煮すぎた。
73 小心没过逾 xiǎoxīn méi guòyu 用心に行き過ぎはない。
74 饿过劲了 è guòjìn le はらぺこだ。
75 困过劲了 kùn guòjìn le 眠すぎる。
76 抽烟过多 chōuyān guòduō タバコの吸い過ぎ。
77 饮酒过多 yǐnjiǔ guòduō 酒の飲みすぎ。
78 吃得过多 chī de guòduō 食べすぎ。過食。
79 花钱过多 huā qián guòduō お金の使い過ぎ。
80 供给过多 gōngjǐ guòduō 供給過剰。
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81 您过奖了 nín guòjiǎng le 過分なお言葉です。
82 你太过誉了 nǐ tài guòyù le ほめ過ぎです。
83 您过谦了 nín guòqiān le ご謙遜(けんそん)が過ぎます。
84 你过虑了 nǐ guòlǜ le あなたは心配しすぎです。
85 饮酒过量 yǐnjiǔ guòliàng 酒を飲みすぎる。
86 吃过量 chī guòliàng 食べすぎる。
87 糖分摄取过量 tángfēn shèqǔ guòliàng 糖分の取りすぎ。
88 卡⻋过载问题 kǎchē guòzài wèntí トラックの過剰積載問題。
89 体重过重 tǐzhòng guòzhòng 体重超過。オーバーウェイト。
90 生产过剩 shēngchǎn guòshèng 生産過剰。
91 过激行为 guòjī xíngwéi 過激な行為。
92 过激言论 guòjī yánlùn 過激な言論。
93 过激发言 guòjī fāyán 過激な発言。
94 过激反应 guòjī fǎnyìng 過剰な反応。
95 过激的表现 guòjī de biǎoxiàn 過激な表現。
96 太厉害了 tài lìhài le すごすぎる。
97 太棒了 tài bàng le 素晴らしすぎる。
98 太过了 tài guò le やりすぎだ。
99 太过介意 tài guò jièyì 気にしすぎ。
100 你想得太多了 nǐ xiǎng de tài duō le あなたは考え過ぎだ。
101 太贵了 tài guì le 高価すぎる。値段が高すぎる。
102 太简单了 tài jiǎndān le 簡単すぎる。
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