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1 不一定 bù yīdìng 限らない。わからない。
2 说不定 shuōbudìng はっきりと⾔えない。ひょっとすると〜かもしれない。
3 未必 wèibì 必ずしも〜ではない。〜とは限らない。
4 不⻅得 bù jiànde 〜とも限らない。〜だと⾒えない。
5 不尽 bùjìn すべて〜というわけではない。尽きない。
6 难 nán 難しい。〜しがたい。感じが悪い。困らせる。
7 很难〜 hěn nán 〜 〜しにくい。
8 难以 nányǐ 〜するのが難しい。
9 不好 bùhǎo 〜しにくい。〜するのに都合が悪い。よくない。
10 今天他不一定来 jīntiān tā bù yīdìng lái 今日、彼が来るとは限らない。
11 不一定是偶然的事 bù yīdìng shì ǒurán de shì 必ずしも偶然ではない。
12 不一定是错误的 bù yīdìng shì cuòwù de 間違いとは⾔い切れない。
13 不一定完全错误 bù yīdìng wánquán cuòwù 全く間違いとは限らない。
14 也不一定没有那种事 yě bù yīdìng méiyǒu nà zhǒng shì そんなことがないとも限らない。
15 我看说不定 wǒ kàn shuōbudìng 私の⾒るところではそうとは限らない。
16 说不定他不来了 shuōbudìng tā bù lái le 彼は来ないかもしれない。
17 成不成说不定 chéng buchéng shuōbudìng できるかどうか疑わしい。
18 说不定会有什么意外 shuōbudìng huì yǒu shénme yìwài 何か思わぬ事態があるかもしれない。
19 未必是那样 wèibì shì nàyàng そうとは限らない。
20 未必如次 wèibì rú cì そうとは限らない。
21 未必尽然 wèibì jìnrán 必ずしもそうではない。
22 他的意⻅未必不对 tā de yìjiàn wèibì bùduì 彼の意⾒は間違っているとは限らない。
23 未必是偶然的 wèibì shì ǒurán de 必ずしも偶然とは⾔えない。
24 明天未必会晴 míngtiān wèibì huì qíng 明日も晴れるとは限らない。
25 不⻅得就是那样 bù jiànde jiùshì nàyàng 必ずしもそうではない。
26 不⻅得对 bù jiànde duì 正しいとは思えない。
27 不⻅得错 bù jiànde cuò 誤りとは⾔えない。
28 不⻅得是他说的 bù jiànde shì tā shuō de 彼が⾔ったこととは限らない。
29 他不⻅得同意 tā bù jiànde tóngyì 彼が同意するとは限らない。
30 不尽如次 bùjìn rú cì 全てがそうであるとは⾔えない。
31 不尽然 bùjìnrán 必ずしもそうとは限らない。
32 他的话不尽对 tā de huà bùjìn duì 彼の話が全て正しいわけではない。
33 难说 nánshuō ⾔いにくい。なんとも⾔えない。
34 难办 nánbàn 処理しがたい。やりにくい。
35 难保 nánbǎo 保証しがたい。〜しないとも限らない。
36 难成 nánchéng 達成しがたい。
37 难听 nántīng 音声が聞きづらい。
38 很难相处 hěn nàn xiāngchǔ 付き合いにくい。
39 很难相与 hěn nàn xiāngyǔ 付き合いにくい。
40 很难点燃 hěn nán diǎnrán なかなか点火しない。
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41 很难直说 hěn nán zhíshuō はっきりと⾔いづらい。
42 很难解决 hěn nán jiějué 解決しがたい。
43 很难想象 hěn nán xiǎngxiàng 想像しづらい。
44 很难吃 hěn nán chī 食べがたい。まずい。
45 他的字很难认 tā de zì hěn nán rèn 彼の字は認識しづらい。
46 难以理解 nányǐ lǐjiě 理解しがたい。
47 难以判断 nányǐ pànduàn 判断しがたい。
48 难以相处 nányǐ xiāngchǔ 付き合いにくい。
49 难以接近 nányǐ jiējìn 近寄りがたい。
50 令人难以想象 lìng rén nányǐ xiǎngxiàng 想像を絶する。
51 不好用 bùhǎo yòng 扱いにくい。
52 不好翻译 bùhǎo fānyì 翻訳しにくい。
53 不好写 bùhǎo xiě 書きにくい。
54 不好开 bùhǎo kāi 開けにくい。
55 不好养 bùhǎo yǎng 養いづらい。育てにくい。
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