
No 中国語 ピンイン 日本語

1 很 hěn とても。
2 挺 tǐng とても。体をぴんと伸ばす。無理してがんばり続ける。
3 真 zhēn 実に。確かに。真実の。明らかだ。はっきりしている。
4 顶 dǐng きわめて。最も。てっぺん。頭に乗せる。もので支える。押し上げる。

5 非常 fēicháng とても。非常に。特別だ。非常の。
6 非常非常 fēichángfēicháng とても。非常に。特別だ。非常の。
7 特别 tèbié とりわけ。特別だ。わざわざ。特に。
8 尤其 yóuqí 特に。さらに。中でも。
9 尤为 yóuwéi 特に。とりわけ。
10 十分 shífēn 非常に。十分に。まったく。
11 太 tài すごく。〜すぎる。
12 格外 géwài 特に。ことのほか。例外的に。別に。
13 分外 fènwài 非常に。特に。自分の本分以外のこと。
14 不得了 bùdéliǎo 程度がはなはだしい。たいへんだ。
15 〜得慌 〜 de huāng 〜が極端な状態だ。
16 要命 yàomìng 程度が甚だしい。命を奪う。困る。
17 极了 jíle きわめて〜だ。非常に〜だ。
18 倍儿 bèir すごく。非常に。
19 邪乎 xiéhu 尋常でない。程度がひどい。うさんくさい。
20 很好 hěn hǎo とてもいい。
21 很贵 hěn guì とても値段が高い。
22 很感谢 hěn gǎnxiè とても感謝している。
23 我很高兴 wǒ hěn gāoxìng 私はとてもうれしい。
24 好得很 hǎo de hěn とてもよい。
25 喜欢得很 xǐhuan de hěn とても好みだ。
26 冷得很 lěng de hěn とても寒い。
27 挺好 tǐng hǎo とてもよい。
28 挺好看 tǐng hǎokàn とても見た目がよい。
29 这菜挺好吃 zhè cài tǐng hào chī この料理はとてもおいしい。
30 这花挺香 zhè huā tǐng xiāng この花はとても香りがよい。
31 我挺高兴 wǒ tǐng gāoxìng 私はすごくうれしい。
32 心里挺高兴的 xīnli tǐng gāoxìng 心中とてもうれしい。
33 真好 zhēn hǎo 実によい。
34 真高兴 zhēn gāoxìng 実にうれしい。
35 这只猫真可爱 zhè zhǐ māo zhēn kě'ài この猫はほんとにかわいい。
36 顶好 dǐng hǎo きわめてよい。
37 顶大 dǐng dà 最も大きい。
38 顶有用 dǐng yǒuyòng きわめて有用である。
39 非常高兴 fēicháng gāoxìng たいへんうれしい。
40 非常珍贵 fēicháng zhēnguì とても貴重だ。

とても、すごく   1/2

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 非常兴奋 fēicháng xīngfèn 非常に興奮する。
42 特别好 tèbié hǎo 特によい。
43 特别喜欢 tèbié xǐhuan とりわけ好き。
44 特别热闹 tèbié rènào ひときわにぎやか。
45 尤其好 yóuqí hǎo 特によい。
46 尤其喜欢 yóuqí xǐhuan とりわけ好き。
47 尤其危险 yóuqí wēixiǎn とりわけ危険。
48 尤为好 yóuwéi hǎo 特によい。
49 尤为重要 yóuwéi zhòngyào とりわけ重要。
50 尤为不满 yóuwéi bùmǎn とりわけ不満。
51 十分高兴 shífēn gāoxìng とてもうれしい。
52 十分地高兴 shífēn de gāoxìng とてもうれしい。
53 十分开心 shífēn kāixīn とても楽しい。
54 十分放心 shífēn fàngxīn とても安心。
55 太多 tài duō 多すぎる。
56 太小 tài xiǎo 小さすぎる。
57 太贵 tài guì 値段が高すぎる。
58 格外地明亮 géwài de míngliàng すごく明るい。
59 格外光明 géwài guāngmíng すごく明るい。
60 格外美丽 géwài měilì ひときわ美しい。
61 分外明朗 fènwài mínglǎng すごく明るい。
62 分外高兴 fènwài gāoxìng とてもうれしい。
63 分外寒冷 fènwài hánlěng すごく寒い。
64 高兴得不得了 gāoxìng de bùdéliǎo ひどくうれしい。
65 好吃得不得了 hǎochī de bùdéliǎo ものすごくおいしい。
66 痒得不得了 yǎng de bùdéliǎo かゆくてたまらない。
67 紧张得慌 jǐnzhāng de huāng すごく緊張する。
68 闲得慌 xián de huāng すごくひま。
69 饿得慌 è de huāng お腹がすいてたまらない。
70 好得要命 hǎo de yàomìng とてもすばらしい。
71 痛得要命 tòng de yàomìng 痛くてたまらない。
72 热得要命 rè de yàomìng 暑くてたまらない。
73 好极了 hǎo jíle きわめてよい。
74 热闹及了 rènào jíle たいへんなにぎわいだ。
75 新鲜极了 xīnxiān jíle きわめて新鮮だ。
76 倍儿亮 bèir liàng すごく明るい。
77 冷得邪乎 lěng de xiéhu ひどく寒い。
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