
No 中国語 ピンイン 日本語

1 差异 chāyì 差異。違い。
2 差别 chābié 違い。区別。隔たり。
3 差距 chājù 隔たり。格差。ギャップ。
4 区别 qūbié 区別。違い。区別する。
5 差 chā 差。
6 差数 chāshù 差。差し引き。
7 差额 chā'é 差額。
8 差价 chājià 価格差。
9 温差 wēnchá 温度差。最高気温と最低気温の差。
10 代沟 dàigōu 世代間のギャップ。
11 差不多 chàbuduō 大差ない。ほとんど同じだ。まあまあだ。
12 不相上下 bù xiāng shàng xià 差異がない。優劣をつけがたい。
13 天壤之别 tiānrǎng zhī bié 天と地の差。雲泥の差。
14 天渊之别 tiānyuān zhī bié 天と地の差。雲泥の差。
15 天悬地隔 tiān xuán dì gé 天と地の差。雲泥の差。
16 在价格方面有很大差异 zài jiàgé fāngmiàn yǒu hěn dà chāyì 価格面で大きな差異がある。
17 我和他的差异 wǒ hé tā de chāyì 私と彼の違い。
18 感受上的差异 gǎnshòu shàng de chāyì 感覚のずれ。受け止め方の違い。
19 个人之间的差异很大 gèrén zhī jiān de chāyì hěn dà 個人差がかなりある。
20 没什么太大的差异 méishénme tài dà de chāyì 大きな違いはない。
21 贫富差别 pínfù chābié 貧富の格差。
22 男女差别 nánnǚ chābié 男女差。
23 年龄差别 niánlíng chābié 年齢差。
24 出现差别 chūxiàn chābié 差が出る。
25 有很大差别 yǒu hěn dà chābié 著しい差異がある。
26 存在个体差别 cúnzài gètǐ chābié 個体差が存在する。
27 差别缩小 chābié suōxiǎo 差が縮まる。
28 缩小差别 suōxiǎo chābié 差を小さくする。
29 差别扩大 chābié kuòdà 差が広がる。
30 微小的差别 wéixiǎo de chābié わずかな違い。
31 没有差别 méiyǒu chābié 違いがない。
32 毫无差别 háo wú chābié 少しも違わない。
33 贫富差距 pínfù chājù 貧富の格差。
34 经济差距 jīngjì chājù 経済格差。
35 年龄上的差距 niánlíng shàng de chājù 年齢の差。
36 理想和现实的差距 lǐxiǎng hé xiànshí de chājù 理想と現実のギャップ。
37 实力差距 shílì chājù 実力の差。
38 跟他有差距 gēn tā yǒu chājù 彼と差がある。
39 你和我年龄有差距 nǐ hé wǒ niánlíng yǒu chājù あなたと私では年齢に差があります。
40 产生差距 chǎnshēng chājù 差が生ずる。差がつく。

差   1/2

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 差距加大 chājù jiā dà 差が開く。
42 拉开差距 lā kāi chājù 差を広げる。
43 拉大差距 lā dà chājù 差を広げる。
44 缩短差距 suōduǎn chājù 差を縮める。
45 消除差距 xiāochú chājù 格差をなくす。
46 有区别 yǒu qūbié 違いがある。
47 区别不大 qūbié bù dà 違いはあまりない。
48 大有区别 dà yǒu qūbié 大いに違う。
49 没什么大区别 méishénme dà qūbié 大きな差異はない。
50 加以区别 jiāyǐ qūbié 区別を行う。差をつける。
51 一纸之差 yī zhǐ zhī chā わずかの差。
52 分毫之差 fēnháo zhī chā わずかの差。
53 不差分毫 bù chā fēnháo ほとんど違わない。
54 分毫不差 fēnháo bù chā 少しの違いもない。
55 不差纤毫 bù chā xiānháo 少しの違いもない。
56 毫厘不差不差毫厘 háolí bù chā bù chā háolí 少しの違いもない。
57 一丝不差 yīsī bù chā 少しの違いもない。
58 丝毫不差 sīháo bù chā 少しの違いもない。
59 只差一点点 zhǐ chà yīdiǎndiǎn ほんのわずかの差。
60 微差 wēi chā ほんのわずかの差。
61 就差一步 jiù chà yībù すんでの差。あと一歩及ばず。
62 高度差 gāodù chā 高低差。
63 年龄之差 niánlíng zhī chā 年齢の差。
64 得票之差 dépiào zhī chā 得票の差。
65 分数之差 fēnshù zhī chā 得点数の差。
66 以两分之差输了 yǐ liǎng fēn zhī chā shū le ２点差で負ける。
67 以三分之差赢了 yǐ sān fēn zhī chā yíng le ３点差で勝つ。
68 求差数 qiú chāshù 差を求める。
69 求差 qiúchā 差を求める。
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