
No 中国語 ピンイン 日本語

1 特点 tèdiǎn 特徴。特性。特色。
2 特征 tèzhēng 特徴。特性。
3 特⻓ tècháng 優れた技能や経験。特⻑。⻑所。持ち味。
4 特性 tèxìng 特性。特質。
5 特色 tèsè 特色。特質。
6 特质 tèzhì 特質。特有の性質。
7 特有 tèyǒu 独自に持っている。特有の。
8 独特 dútè 特有だ。ユニークだ。
9 ⻛格 fēnggé 文学作品などの持ち味。品格。スタイル。
10 大书特书 dàshūtèshū 特筆する。
11 固有 gùyǒu 固有の。もとからある。
12 原有 yuányǒu もとからある。在来の。固有の。
13 原味 yuánwèi 食べ物の持ち味。
14 天生 tiānshēng 生まれつき備え持つ。
15 天性 tiānxìng 天性。生まれもった性格。
16 生来 shēnglái 生まれつき。
17 个性 gèxìng 個性。特性。
18 有特点 yǒu tèdiǎn 特徴がある。
19 很有特点 hěn yǒu tèdiǎn 特徴がある。
20 没有特点 méiyǒu tèdiǎn 特徴がない。
21 他走路很有特点 tā zǒulù hěn yǒu tèdiǎn 彼の歩き方には特徴がある。
22 日本房屋的特点 rìběn fángwū de tèdiǎn 日本の住宅の特徴。
23 具有特征 jùyǒu tèzhēng 特徴を備える。
24 基本特征 jīběn tèzhēng 基本的特徴。
25 最大的特征 zuìdà de tèzhēng 最大の特徴。
26 他的特征 tā de tèzhēng 彼の特徴。
27 ⻦的特征 niǎo de tèzhēng 鳥の特性。
28 性格特征 xìnggé  tèzhēng 性格特性。
29 他的特⻓ tā de tècháng 彼の持ち味。
30 发挥特⻓ fāhuī tècháng 持ち味を発揮する。
31 ⻦的特性 niǎo de tèxìng 鳥の特性。
32 金属的特性 jīnshǔ de tèxìng 金属の特性。
33 铁有生锈的特性 tiě yǒu shēngxiù de tèxìng 鉄は錆びる性質がある。
34 地方特色 dìfāng tèsè 地方色。
35 地方色彩 dìfāng sècǎi 地方色。
36 地域特色 dìyù tèsè 地域の特色。
37 国家特色 guójiā tèsè 国の特色。お国柄。
38 男性特质 nánxìng tèzhì 男性の特質。男らしさ。
39 女性特质 nǚxìng tèzhì 女性の特質。女らしさ。
40 个性特质 gèxìng tèzhì 人格特性。正確特性。
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41 日本特有的传统礼仪 rìběn tèyǒu de chuántǒng lǐyí 日本ならではの伝統マナー。
42 女性特有的烦恼 nǚxìng tèyǒu de fánnǎo 女性特有の悩み。
43 日本独特的习惯 rìběn dútè de xíguàn 日本独特の習慣。
44 他的想法很独特 tā de xiǎngfǎ hěn dútè 彼の発想は独特だ。
45 独特⻛格 dútè fēnggé 独特の作風。独特のスタイル。
46 艺术⻛格 yìshù fēnggé 芸術の作風。芸風。
47 ⻄洋⻛格 xīyáng fēnggé ⻄洋風。
48 值得大书特书的 zhíde dàshūtèshū de 特筆するに値する。
49 没有什么值得大书特书的 méiyǒu shénme zhíde dàshūtèshū de 特筆に値することは何もない。
50 固有文化 gùyǒu wénhuà 固有の文化。
51 材料原有的⻛味 cáiliào yuányǒu de fēngwèi 素材本来の風味。素材の持ち味。
52 材料原味 cáiliào yuánwèi 素材の持ち味。
53 天生的开朗 tiānshēng de kāilǎng 生まれつきの明るさ。
54 天生的商人 tiānshēng de shāngrén 根っからの商人。
55 天性善良 tiānxìng shànliáng 生来のお人よし。
56 天性活泼 tiānxìng huópo 生まれつき元気。生まれつき活発。
57 身体生来就很弱 shēntǐ shēnglái jiù hěn ruò 生まれつき体が弱い。
58 个性很强 gèxìng hěn qiáng 個性が強い。
59 他个性太强 tā gèxìng tài qiáng 彼は個性が強すぎる。
60 生来个性强 shēnglái gèxìng qiáng 生まれつき我が強い。
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