
No 中国語 ピンイン 日本語

1 怎么也 zěnme yě どうにも。どうしても。なかなか。
2 轻易 qīngyì 軽々しく。やすやすと。簡単だ。たやすい。
3 难 nán 難しい。困らせる。感じが悪い。
4 难以 nányǐ 〜するのが難しい。
5 可不好 kě bùhǎo とてもよくない。〜するのが難しい。
6 不易 bùyì 容易ではない。難しい。変更すべきでない。
7 容易 róngyì 容易だ。〜しやすい。
8 简单 jiǎndān 簡単だ。経歴や能力が平凡だ。いいかげんだ。
9 老 lǎo ⻑い間。ずっと。いつも。とても。老いた。古い。いつもの。

10 久 jiǔ 時間が⻑い。時間の⻑さ。
11 久久 jiǔjiǔ ⻑い間。
12 总 zǒng いつも。ずっと。結局は。一つにまとめる。すべての。
13 总是 zǒngshì いつも。ずっと。
14 踟蹰 chíchú ためらう。躊躇(ちゅうちょ)する。
15 踟躇 chíchú ためらう。躊躇(ちゅうちょ)する。
16 迟迟 chíchí ぐずぐずした。遅々(ちち)とした。
17 怎么也找不到 zěnme yě zhǎo bù dào なかなか見つからない。
18 怎么也想不起来 zěnme yě xiǎng buqǐlái なかなか思い出せない。
19 意⻅怎么也统一不了 yìjiàn zěnme yě tǒngyī buliǎo 意見がなかなかまとまらない。
20 病怎么也治不好 bìng zěnme yě zhì bù hǎo 病気がなかなか治らない。
21 怎么也轮不上 zěnme yě lún bu shàng なかなか順番が回ってこない。
22 怎么也睡不着 zěnme yě shuì bùzháo なかなか寝られない。
23 怎么也打不开 zěnme yě dǎ bù kāi なかなか開かない。
24 不轻易发怒 bù qīngyì fānù なかなか怒らない。
25 不能轻易地记住 bùnéng qīngyì de jìzhù なかなかしっかり覚えられない。
26 比赛轻易不分胜负 bǐsài qīngyì búfènshèngfù 試合はなかなか勝負がつかない。
27 很难做到 hěn nán zuòdào なかなかやり遂げられない。
28 很难解决 hěn nán jiějué なかなか解決できない。
29 很难洗掉 hěn nán xǐdiào なかなか洗い落とせない。
30 很难开 hěn nán kāi なかなか開けられない。
31 难以作出决断 nányǐ zuòchū juéduàn なかなか決めることができない。
32 难以平服 nányǐ píngfú なかなか落ち着かない。
33 难以识别 nányǐ shìbié なかなか識別できない。
34 可不好买 kě bùhǎo mǎi なかなか買えない。
35 可不好开口 kě bùhǎo kāikǒu なかなか話しづらい。
36 不易解决 bùyì jiějué なかなか解決できない。
37 不易入手的货物 bùyì rùshǒu de huòwù なかなか手に入らない品物。
38 不容易解决 bù róngyì jiějué なかなか解決しにくい。
39 不容易交往 bù róngyì jiāowǎng なかなか付き合いづらい。
40 这种机会很不容易得到 zhè zhǒng jīhuì hěn bù róngyì dédào このような機会はなかなか得られない。
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41 生活不简单 shēnghuó bù jiǎndān 生活はなかなか簡単ではない。
42 不简单 bù jiǎndān 簡単ではない。すごい。
43 真不简单 zhēn bù jiǎndān まったくたいしたものだ。
44 感冒老治不好 gǎnmào lǎo zhì bù hǎo 風邪がなかなか治らない。
45 感冒老不好 gǎnmào lǎo bù hǎo 風邪がなかなか抜けない。
46 感冒老也不好 gǎnmào lǎo yě bù hǎo 風邪がなかなか抜けない。
47 他老不回来 tā lǎo bù huílái 彼はなかなか帰らない。
48 他老不露面 tā lǎo bù lòumiàn 彼はなかなか顔を見せない。
49 老也轮不到 lǎo yě lún bu dào なかなか順番が回ってこない。
50 老点不着 lǎo diǎn bu zháo なかなか火がつかない。
51 他久病不愈 tā jiǔ bìng bù yù 彼はなかなか病気が治らない。
52 久久不能入眠 jiǔjiǔ bùnéng rùmián なかなか寝付けない。
53 总没进步 zǒng méi jìnbù なかなか進歩しない。
54 疲劳总也缓不过来 píláo zǒng yě huǎn buguòlái なかなか疲れがとれない。
55 总也睡不着 zǒng yě shuìbuzháo なかなか寝付けない。
56 伤总是不好 shāng zǒngshì bù hǎo けががなかなか治らない。
57 踟蹰未定 chíchú wèidìng なかなか決まらない。
58 踟蹰不前 chíchú bùqián ためらって前に進まない。
59 迟迟不决 chíchí bù jué なかなか決まらない。
60 迟迟不来 chíchí bù lái なかなか来ない。
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