
No 中国語 ピンイン 日本語

1 矮 ǎi ⾝⻑や物の⾼さが低い。
2 他个子很矮 tā gèzi hěn ǎi 彼は背が低い。
3 暗 àn 暗い。
4 这里很暗 zhèlǐ hěn àn ここは暗い。
5 安静 ānjìng 静かだ。平穏だ。
6 这一带很安静 zhè yīdài hěn ānjìng このあたりは静かだ。
7 安全 ānquán 安全だ。
8 这里很安全 zhèlǐ hěn ānquán ここは安全です。
9 白 bái 白い。明るくなる。あきらかだ。
10 你的牙很白 nǐ de yá hěn bái あなたの⻭は白い。
11 棒 bàng すばらしい。すごい。
12 你很棒 nǐ hěn bàng あなたはすごい。
13 薄 báo 厚さが薄い。利益や効果が少ない。人情が薄い。味が薄い。
14 布料很薄 bùliào hěn báo 生地が薄い。
15 饱 bǎo おなかいっぱいだ。物が十分にある。
16 我吃得很饱了 wǒ chī de hěn bǎo le 私はおなかいっぱいになりました。
17 抱歉 bàoqiàn 申し訳ない。すまない。
18 我很抱歉 wǒ hěn bàoqiàn 私は申し訳なく思う。
19 笨 bèn 理解力や記憶力が劣る。不器用だ。力を要する。
20 脑子很笨 nǎozi hěn bèn 頭が悪い。
21 不安 bù'ān 不安定だ。おちつかない。心苦しい。
22 我很不安 wǒ hěn bù'ān 私は不安です。
23 不错 bùcuò なかなか良い。たいしたものだ。
24 味道很不错 wèidào hěn bùcuò 味はなかなか良い。
25 差不多 chàbuduō ほとんど同じだ。大差ない。まあまあ。
26 他和我年龄差不多 tā hé wǒ niánlíng chàbuduō 彼と私は年齢に大差ない。
27 ⻓ cháng ⻑い。
28 大象鼻子很⻓ dàxiàng bízi hěn cháng ゾウの鼻は⻑い。
29 吵闹 chǎonào 騒々しい。
30 声音很吵闹 shēngyīn hěn chǎonào 音がうるさい。
31 臭 chòu くさい。嫌味だ。価値のない。
32 放屁很臭 fàngpì hěn chòu おならがくさい。
33 聪明 cōngming 利口だ。頭がきれる。
34 她很聪明 tā hěn cōngmíng 彼女は頭がいい。
35 粗 cū 粒が大きい。粗い。太い。おおざっぱだ。粗野だ。
36 这棵树很粗 zhè kē shù hěn cū この木は太い。
37 脆 cuì 壊れやすい。⻭ざわりがよい。声が⾼く澄んでいる。
38 这饼干很脆 zhè bǐnggān hěn cuì このクッキーはさくさくしている。
39 错 cuò 誤っている。悪い。劣っている。
40 我弄錯了 wǒ nòng cuò le 私は間違えた。
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41 大 dà 大きい。力や度合いが強い。
42 他的家很大 tā de jiā hěn dà 彼の家は大きい。
43 大方 dàfang 気前がよい。振舞いが落ち着いている。センスがいい。
44 他花钱很大方 tā huā qián hěn dàfāng 彼の金使いは気前がよい。
45 大概 dàgài 大ざっぱだ。大まかだ。
46 大概的数 dàgài de shù 大まかな数。
47 淡 dàn 塩分が少ない。味が薄い。色が淡い。冷淡だ。
48 这个汤味道很淡 zhège tāng wèidào hěn dàn このスープの味は薄い。
49 倒霉 dǎoméi 運が悪い。ついてない。
50 我很倒霉 wǒ hěn dǎoméi 私は運が悪い。
51 大意 dàyi 不注意だ。うかつだ。
52 我很大意 wǒ hěn dàyì 私はうかつだ。
53 低 dī ⾼さや度数、レベルが低い。
54 气温很低 qìwēn hěn dī 気温が低い。
55 短 duǎn ものの⻑さや時間が短い。
56 这条裤子很短 zhè tiáo kùzi hěn duǎn このズボンは短い。
57 对 duì 正しい。そのとおり。
58 你的意⻅很对 nǐ de yìjiàn hěn duì あなたの意見はもっともです。
59 多 duō 多い。
60 行人很多 xíngrén hěn duō 通行人が多い。
61 饿 è 腹をすかす。ひもじい。
62 我很饿 wǒ hěn è 私はお腹がすく。
63 方便 fāngbiàn 便利だ。都合がよい。金銭的に余裕がある。
64 交通很方便 jiāotōng hěn fāngbiàn 交通が便利です。
65 丰富 fēngfù 豊富だ。
66 经验很丰富 jīngyàn hěn fēngfù 経験が豊富です。
67 复杂 fùzá 複雑だ。
68 这件事很复杂 zhè jiàn shì hěn fùzá この件は複雑です。
69 干 gān 水分がなく渇いている。ドライの。からっぽだ。
70 皮肤很干 pífū hěn gān 肌が渇いている。
71 干净 gānjìng 清潔でよごれがない。すっきりしている。すっぱり。
72 卫生间很干净 wèishēngjiān hěn gānjìng 洗面所はきれいです。
73 干燥 gānzào 乾いている。おもしろみがない。
74 空气很干燥 kōngqì hěn gānzào 空気が乾燥している。
75 ⾼ gāo ⾼さが⾼い。
76 浪头很⾼ làngtou hěn gāo 波が⾼い。
77 ⾼兴 gāoxìng うれしい。愉快になる。
78 我很⾼兴 wǒ hěn gāoxìng 私はうれしい。
79 共同 gòngtóng 共通する。
80 共同的敌人 gòngtóng de dírén 共通の敵。
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81 贵 guì 価格が⾼い。
82 这个东⻄很贵 zhège dōngxi hěn guì このモノは⾼い。
83 好 hǎo よい。
84 他的人品很好 tā de rénpǐn hěn hǎo 彼の人柄はよい。
85 好吃 hǎochī おいしい。
86 这个菜很好吃 zhège cài hěn hǎochī この料理はおいしい。
87 好喝 hǎohē 飲み物が美味しい。
88 这个饮料很好喝 zhège yǐnliào hěn hǎo hē この飲み物はおいしい。
89 好看 hǎokàn 見た目が良い。
90 她的打扮很好看 tā de dǎban hěn hǎokàn 彼女の装いは見た目がよい。
91 好听 hǎotīng 耳に心地よい。
92 这首歌很好听 zhè shoǔ gē hěn hǎotīng この歌はよい。
93 好玩 hǎowán 楽しい。面白い。
94 这个游戏很好玩 zhège yóuxì hěn hǎowán このゲームは楽しい。
95 黑 hēi ⿊い。暗い。
96 天很黑 tiān hěn hēi 空は暗い。
97 合适 héshì ちょうどいい。ぴったりだ。
98 这件衣服对你很合适 zhè jiàn yīfú duì nǐ hěn héshì この服はあなたにちょうどいい。
99 红 hóng 赤い。めでたい。順調だ。革命的だ。人気がある。
100 这颗恒星的颜色很红 zhè kē héngxīng de yánsè hěn hóng この恒星の色は赤い。
101 厚 hòu 厚い。感情が深い。味が濃い。内容が濃い。利潤などがたっぷりある。

102 这张纸很厚 zhè zhāng zhǐ hěn hòu この紙はぶ厚い。
103 滑 huá つるつるだ。すべすべだ。ずる賢い。
104 地板很滑 dìbǎn hěn huá 床がすべりやすい。
105 坏 huài 悪い。
106 名声很坏 míngshēng hěn huài 評判が悪い。
107 ⻩ huáng ⻩色の。⻩金色の。エロ。
108 排尿很⻩ páiniào hěn huáng 排尿が⻩色い。
109 活泼 huópo いきいきとしている。
110 这孩子很活泼 zhè háizi hěn huópo この子は元気がよい。
111 急 jí せっかちだ。怒りっぽい。早くてはげしい。急を要する。
112 他的性子很急 tā de xìngzi hěn jí 彼の気性はせっかちだ。
113 假 jiǎ 本物でない。
114 假的东⻄ jiǎ de dōngxi にせもの。
115 简单 jiǎndān 簡単だ。単純だ。平凡だ。いいかげんだ。
116 这种问题很简单 zhè zhǒng wèntí hěn jiǎndān この種の問題は簡単だ。
117 结实 jiēshi 物がしっかりしている。体が健康だ。
118 这辆⻋很结实 zhè liàng chē hěn jiēshi この車は丈夫です。
119 激烈 jīliè 激烈だ。激しい。
120 竞争很激烈 jìngzhēng hěn jīliè 競争が激しい。
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121 近 jìn 近い。
122 我家离便利店很近 wǒjiā lí biànlìdiàn hěn jìn 私の家はコンビニに近い。
123 精彩 jīngcǎi 表現がすばらしい。秀でている。
124 这部电影很精彩 zhè bù diànyǐng hěn jīngcǎi この映画はすばらしい。
125 紧张 jǐnzhāng 緊張している。緊迫している。
126 日程很紧张 rìchéng hěn jǐnzhāng スケジュールがハードだ。
127 旧 jiù 古い。時代遅れだ。古びた。
128 式样很旧 shìyàng hěn jiù デザインスタイルが古い。
129 久 jiǔ 時間が⻑い。
130 等了很久 děng le hěn jiǔ ⻑いこと待った。
131 开朗 kāilǎng 空間が明るく開けている。考え方や性格が明るい。
132 性格很开朗 xìnggé hěn kāilǎng 性格は明るい。
133 开心 kāixīn 愉快だ。
134 我很开心 wǒ hěn kāixīn 私は楽しい。
135 渴 kě のどがかわいている。
136 我很渴 wǒ hěn kě 私はのどがかわいている。
137 可爱 kě'ài かわいい。好感をもっている。
138 这小狗很可爱 zhè xiǎo gǒu hěn kě'ài この子犬はかわいい。
139 可怜 kělián かわいそうだ。あわれだ。
140 他很可怜 tā hěn kělián 彼はあわれだ。
141 可能 kěnéng 起こりうる。あり得る。
142 很可能发生地震 hěn kěnéng fāshēng dìzhèn 地震が起こりうる。
143 客气 kèqi 遠慮している。控えめだ。
144 他对人很客气 tā duì rén hěn kèqì 彼は人に対して気をつかう。
145 空 kōng 空の。内容のない。
146 空的茶叶盒罐子 kōng de cháyè hé guànzi 空のお茶の葉の缶箱。
147 苦 kǔ にがい。つらい。
148 这药很苦 zhè yào hěn kǔ この薬はにがい。
149 快 kuài 速度が速い。
150 你计算很快 nǐ jìsuàn hěn kuài あなたは計算が速い。
151 困 kùn 眠い。
152 我很困 wǒ hěn kùn 私は眠い。
153 辣 là 味が⾟い。腹⿊い。
154 这菜很辣 zhè cài hěn là この料理は⾟い。
155 蓝 lán ⻘色の。あい色の。
156 天很蓝 tiān hěn lán 空は⻘い。
157 老 lǎo 年をとっている。古くさい。古くからの。
158 我很老了 wǒ hěn lǎo le 私は年老いた。
159 老实 lǎoshi まじめだ。誠実だ。行儀がいい。
160 这个孩子很老实 zhège háizi hěn lǎoshi この子は行儀がいい。
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161 累 lèi 疲れている。
162 我很累 wǒ hěn lèi 私は疲れている。
163 冷 lěng 寒い。冷たい。
164 今天很冷 jīntiān hěn lěng 今日は寒い。
165 亮 liàng 光っている。明るい。
166 月光很亮 yuèguāng hěn liàng 月の光が明るい。
167 凉快 liángkuai 涼しい。
168 这里很凉快 zhèlǐ hěn liángkuai ここは涼しい。
169 了不起 liǎobuqǐ たいしたものだ。非凡だ。
170 你很了不起 nǐ hěn liǎobuqǐ あなたはたいしたものだ。
171 厉害 lìhai ひどい。激しい。すごい。
172 AI技术很厉害 AI jìshù hěn lìhai ＡＩ技術がすごい。
173 流利 liúlì ことばがなめらかでわかりやすい。動きがなめらかだ。
174 她汉语说得很流利 tā hànyǔ shuō de hěn liúlì 彼女は中国語を流暢に話す。
175 绿 lǜ 緑色の。
176 山很绿 shān hěn lǜ 山は緑だ。
177 乱 luàn 無秩序だ。乱れている。
178 我心里很乱 wǒ xīnli hěn luàn 私の心中は混乱している。
179 麻烦 máfan 面倒だ。
180 手续很麻烦 shǒuxù hěn máfan 手続きが面倒だ。
181 慢 màn 速度が遅い。
182 走路很慢 zǒulù hěn màn 歩くのが遅い。
183 满 mǎn 容量いっぱいに入っている。満ちる。一定の期限に達する。
184 箱子塞得很满 xiāngzi sāi de hěn mǎn トランクはいっぱいに詰まっている。
185 忙 máng 忙しい。
186 我很忙 wǒ hěn máng わたしは忙しい。
187 美丽 měilì 美しい。麗しい。
188 这里的景色很美丽 zhèlǐ de jǐngsè hěn měilì ここの景色は美しい。
189 闷热 mēnrè むし暑い。
190 今天很闷热 jīntiān hěn mēnrè 今日はむし暑い。
191 明白 míngbai はっきりしている。
192 我很明白他的心情 wǒ hěn míngbái tā de xīnqíng 私は彼の心情がよく分かる。
193 难 nán 難しい。
194 学汉语很难 xué hànyǔ hěn nán 中国語を学ぶのは難しい。
195 男 nán 男性の。
196 男澡堂 nán zǎotáng 男湯。男風呂。
197 难过 nánguò 生活が苦しい。つらい。
198 日子很难过 rìzi hěn nánguò 日々の暮らしが苦しい。
199 难看 nánkàn 見た目が悪い。体裁がよくない。表情や顔色がよくない。
200 我写的字很难看 wǒ xiě de zì hěn nánkàn 私の書く字は醜(みにく)い。
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201 能干 nénggàn 有能だ。やり手だ。
202 她很能干 tā hěn nénggàn 彼女は有能だ。
203 年轻 niánqīng 年が若い。
204 他很年轻 tā hěn niánqīng 彼は若い。
205 浓 nóng 濃い。
206 她化妆很浓 tā huàzhuāng hěn nóng 彼女は化粧が濃い。
207 女 nǚ 女性の。
208 女厕所 nǚ cèsuǒ 女便所。
209 暖和 nuǎnhuo 暖かい。
210 今天很暖和 jīntiān hěn nuǎnhuo 今日は暖かい。
211 胖 pàng 太っている。
212 我很胖 wǒ hěn pàng 私は太っています。
213 便宜 piányi 値段が安い。
214 价钱很便宜 jiàqián hěn piányi 値段が安い。
215 漂亮 piàoliang 美しい。きれいだ。みごとだ。口先だけの。
216 今天月亮很漂亮 jīntiān yuèliàng hěn piàoliang 今日は月がきれいだ。
217 浅 qiǎn 浅い。時間が短い。内容がやさしい。深みがない。
218 这条河很浅 zhè tiáo hé hěn qiǎn この川は浅い。
219 谦虚 qiānxū 謙虚だ。
220 他很谦虚 tā hěn qiānxū 彼は謙虚です。
221 奇怪 qíguài 奇怪だ。不思議だ。
222 这件事很奇怪 zhè jiàn shì hěn qíguài この件は不思議だ。
223 亲 qīn 親しい。
224 这猫跟人很亲 zhè māo gēn rén hěn qīn この猫は人になれている。
225 轻 qīng 軽い。
226 这个电脑很轻 zhège diànnǎo hěn qīng このコンピューターは軽い。
227 清楚 qīngchu はっきりしている。明白だ。明晰(めいせき)だ。
228 记得很清楚 jìde hěn qīngchǔ はっきりと覚えている。
229 晴朗 qínglǎng 晴れ渡っている。
230 今天天气很晴朗 jīntiān tiānqì hěn qínglǎng 今日の天気は晴れ渡っている。
231 轻松 qīngsōng 気軽だ。気楽だ。リラックスした。
232 一个人很轻松 yī ge rén hěn qīngsōng 一人は気楽だ。
233 亲切 qīnqiè 心のこもった。親切だ。
234 他待人很亲切 tā dàirén hěn qīnqiè 彼は人への応対が親切です。
235 穷 qióng 生活が苦しい。貧乏だ。
236 我很穷 wǒ hěn qióng 私は貧乏です。
237 确实 quèshí 確かだ。信頼できる。
238 说的很确实 shuō de hěn quèshí 言っていることは確かだ。
239 热 rè 温度が⾼い。
240 今天很热 jīntiān hěn rè 今日は暑い。
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241 热闹 rènao にぎやかだ。
242 这一带很热闹 zhè yīdài hěn rènao このあたりはにぎやかだ。
243 认真 rènzhēn まじめだ。
244 他很认真 tā hěn rènzhēn 彼はまじめです。
245 热情 rèqíng 心がこもっている。
246 他对我很热情 tā duì wǒ hěn rèqíng 彼は私に対して親切です。
247 容易 róngyì 容易だ。たやすい。〜しやすい。
248 这个工作很容易 zhège gōngzuò hěn róngyì この仕事はたやすい。
249 善良 shànliáng 善良な。純真だ。
250 你很善良 nǐ hěn shànliáng あなたはよい人です。
251 少 shǎo 少ない。
252 人很少 rén hěn shǎo 人が少ない。
253 深 shēn 深い。時間がたっている。
254 河水很深 héshuǐ hěn shēn 川の水は深い。
255 生 shēng 生の。煮えてない。まだ熟していない。なじみがない。未熟である。

256 生的食物 shēng de shíwù 生の食べ物。なま物。
257 湿 shī 湿っている。濡れている。
258 毛巾很湿 máojīn hěn shī タオルが濡れている。
259 瘦 shòu やせている。食肉の脂肪が少ない。服などが小さい。土地がやせている。

260 她很瘦 tā hěn shòu 彼女はやせている。
261 舒服 shūfu 気分がよい。快適だ。
262 泡温泉很舒服 pào wēnquán hěn shūfu 温泉に入るのは気持ちいい。
263 顺利 shùnlì 順調だ。
264 一切都很顺利 yīqiè dōu hěn shùnlì なにもかも順調です。
265 熟悉 shúxī よく知っている。
266 我对这个城市很熟悉 wǒ duì zhège chéngshì hěn shúxī 私はこの街について詳しいです。
267 酸 suān すっぱい。だるい。せつない。
268 这个水果很酸 zhège shuǐguǒ hěn suān この果物はすっぱい。
269 随便 suíbiàn 制限がなく自由だ。気ままだ。
270 他说话很随便 tā shuōhuà hěn suíbiàn 彼は気兼ねなくものを言う。
271 烫 tàng ひどく熱い。
272 外表很烫 wàibiǎo hěn tàng 表面がとても熱い。
273 淘气 táoqì 子供がわんぱくだ。いたずら好きだ。
274 这孩子很淘气 zhè háizi hěn táoqì この子はやんちゃだ。
275 讨厌 tǎoyàn 嫌いだ。いやだ。やっかいだ。
276 她很讨厌你 tā hěn tǎoyàn nǐ 彼女はあなたがきらいです。
277 特别 tèbié 他と異なっている。特別だ。
278 你的性格很特别 nǐ de xìnggé hěn tèbié あなたの性格はかわっている。
279 疼 téng 痛い。
280 我嗓子很疼 wǒ sǎngzi hěn téng のどが痛い。
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281 甜 tián 味が甘い。のびのびとして気持ち良い。幸福だ。
282 这个橘子很甜 zhège júzi hěn tián このミカンは甘い。
283 突然 tūrán 突然だ。不意だ。
284 变化很突然 biànhuà hěn túrán 変化が突然だ。
285 晚 wǎn 遅い。遅れている。
286 他回家很晚 tā huíjiā hěn wǎn 彼の帰宅は遅い。
287 危险 wēixiǎn 危険だ。
288 靠近很危险 kàojìn hěn wéixiǎn 近寄ると危険だ。
289 细 xì 粒が小さい。細かい。細い。
290 腿很细 tuǐ hěn xì 足が細い。
291 咸 xián 塩⾟い。
292 这个菜很咸 zhège cài hěn xián この料理は塩⾟い。
293 香 xiāng においがよい。味が良い。心地よい。
294 这朵花很香 zhè duǒ huā hěn xiāng この花はいい香りがする。
295 相反 xiāngfǎn 正反対の。相反している。
296 相反的方向 xiāngfǎn de fāngxiàng 反対の方向。
297 羡慕 xiànmù うらやむ。
298 我很羡慕你 wǒ hěn xiànmù nǐ 私はあなたがうらやましい。
299 小 xiǎo 小さい。年齢が低い。
300 容器很小 róngqì hěn xiǎo 入れ物が小さい。
301 小气 xiǎoqi けちだ。みみっちい。
302 他很小气 tā hěn xiǎoqì 彼はけちだ。
303 新 xīn 新しい。
304 式样很新 shìyàng hěn xīn デザインスタイルが新しい。
305 行 xíng よい。かまわない。できる。
306 他很行 tā hěn xíng 彼はできる。
307 幸福 xìngfú 幸福だ。幸せだ。
308 她生活得很幸福 tā shēnghuó de hěn xìngfú 彼女は幸せに暮らしている。
309 ⾟苦 xīnkǔ 苦労である。つらい。
310 工作很⾟苦 gōngzuò hěn xīnkǔ 仕事がつらい。
311 新鲜 xīnxian 新鮮だ。きれいで澄んでいる。目新しい。
312 这些蔬菜很新鲜 zhèxiē shūcài hěn xīnxiān これらの野菜は新鮮だ。
313 严格 yángé 厳格だ。
314 检查很严格 jiǎnchá hěn yángé 検査が厳しい。
315 严重 yánzhòng 事態が深刻だ。ひどい。
316 问题很严重 wèntí hěn yánzhòng 問題は深刻だ。
317 一般 yībān 同じだ。一種の。普通の。一般性のある。
318 讲的内容很一般 jiǎng de nèiróng hěn yībān 話しの内容はありきたりだ。
319 异常 yìcháng 普通と違う。異常だ。
320 最近的天气很异常 zuìjìn de tiānqì hěn yìcháng 最近の天気は異常です。
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321 一样 yīyàng 同じだ。似ている。
322 一样的东⻄ yīyàng de dōngxi 同じもの。
323 勇敢 yǒnggǎn 勇敢だ。大胆だ。
324 你很勇敢 nǐ hěn yǒnggǎn あなたは勇敢です。
325 拥挤 yōngjǐ 込み合っている。ひしめいている。
326 道路很拥挤 dàolù hěn yǒngjǐ 道路が込んでいる。
327 优美 yōuměi 優美だ。上品で美しい。
328 旋律很优美 xuánlǜ hěn yōuměi 旋律が美しい。
329 有名 yǒumíng 有名だ。
330 他很有名 tā hěn yǒumíng 彼は有名です。
331 幽默 yōumò ユーモアがある。面白い。
332 他说话很幽默 tā shuōhuà hěn yōumò 彼の話にはユーモアがある。
333 优秀 yōuxiù 優秀だ。非常に優れている。
334 她很优秀 tā hěn yōuxiù 彼女は優秀だ。
335 有意思 yǒuyìsi おもしろい。意義がある。
336 这个电影很有意思 zhège diànyǐng hěn yǒuyìsi この映画はおもしろい。
337 圆 yuán 円形の。まるい。行き届いている。
338 做事很圆 zuòshì hěn yuán 物事のやり方が申し分ない。
339 远 yuǎn 遠い。時間が⻑い。差が大きい。
340 我家离医院很远 wǒjiā lí yīyuàn hěn yuǎn 私の家は病院から遠い。
341 原来 yuánlái はじめの。もともとの。
342 原来的位置 yuánlái de wèizhi もとの位置。
343 愉快 yúkuài 楽しい。愉快だ。
344 假期过得很愉快 jiàqī guò de hěn yúkuài 休暇を楽しくすごす。
345 脏 zāng 汚い。
346 厕所很脏 cèsuǒ hěn zàng 便所が汚い。
347 早 zǎo 時間が早い。
348 起得很早 qǐ de hěn zǎo 起きるのが早い。
349 正常 zhèngcháng 正常だ。
350 这很正常 zhè hěn zhèngcháng これは正常です。
351 整齐 zhěngqí きちんと整っている。きれいにそろう。
352 书摆得很整齐 shū bǎi dé hěn zhěngqí 本がきれいに配置されている。
353 正确 zhèngquè 正しい。
354 回答很正确 huídá hěn zhèngquè 回答が正しい。
355 重 zhòng 重い。程度がはなはだしい。
356 这个行李很重 zhège xíngli hěn zhòng この荷物は重い。
357 重要 zhòngyào 重要だ。
358 这一点很重要 zhè yīdiǎn hěn zhòngyào この点は重要です。
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