
No 中国語 ピンイン 日本語

1 多 duō どんなに。いくらか。なんと。多い。ずいぶん。〜余り。超える。

2 多 + 単音節形容詞 duō 〜 どれだけ。どれくらい。
3 多少 duōshao 数量がどのくらい。不定数を表し、いくらか。いくらでも。
4 多少 duōshǎo 数量の多い少ない。いくらか。多かれ少なかれ。
5 多么 duōme 疑問文に用い、どのくらい。感嘆文に用い、なんと。どんなに。

6 何等 héděng 感嘆文に用い、なんと。どのような。
7 无论 + “条件” + 都/也 + “結果” wúlùn 〜 dōu/yě 〜 条件がどう変わっても、結果は変わらないことを表す。
8 不论 + “条件” + 都/也 + “結果” bùlùn 〜 dōu/yě 〜 条件がどう変わっても、結果は変わらないことを表す。
9 不管 + “条件” + 都/也 + “結果” bùguǎn 〜 dōu/yě 〜 条件がどう変わっても、結果は変わらないことを表す。
10 多好! duō hǎo どんだけすばらしいことか。なんといいことか。
11 多幸福啊! duō xìngfú a どんだけ幸せなんだ。なんて幸せなんだ。
12 多难也离不开你的念头 duō nàn yě líbukāi nǐ de niàntou どんなに難しくてもあなたの考えから離れられない。
13 你来了有多久? nǐ lái le yǒu duōjiǔ あなたは来てどれくらいですか。
14 你来⽇本多⻓时间了? nǐ lái Rìběn duō cháng shíjiān le あなたは日本に来てどれくらいですか。
15 卫生间面积要多大? wèishēngjiān miànjī yào duōdà 洗面所の面積はどれくらい必要ですか。
16 你多大了? nǐ duōdà le あなたおいくつ。あなた何歳になった。
17 你的个子有多高? nǐ de gèzi yǒu duōgāo あなたの背丈はどれくらい。
18 两米多高 liǎng mǐ duō gāo ２メートル余りの高さ。
19 爱有多深? ài yǒu duōshēn 愛はどれだけ深い。
20 这个有多重? zhège yǒu duōzhòng これはどれほどの重さですか。
21 太阳离地球有多远? tàiyáng lí dìqiú yǒu duō yuǎn 太陽と地球はどれだけ遠い。
22 有多少? yǒu duōshao どれくらい。
23 盒子里有多少颗糖? hézi lǐ  yǒu duōshao kē táng 箱の中には何粒のアメがありますか。
24 没有多少人知道 méiyǒu duōshao rén zhīdào 知っているのはどれほどの人もいない。ほとんどの人が知らない。

25 这个大楼有多么高? zhège dàlóu yǒu duōme gāo このビルはどれくらいの高さですか。
26 这个大楼多么高啊! zhège dàlóu duōme gāo a このビルのなんと高いこと。
27 多么可爱! duōme kě'ài どんだけカワイイんだ。なんとカワイイ。
28 这孩子多么可爱啊 zhè háizi duōme kě'ài a この子供はなんとかわいらしいことか。
29 多么美丽! duōme měilì どんだけ美しいのだ。なんと美しい。
30 世界多么美丽 shìjiè duōme měilì 世界はどれほど美しいことか。
31 多么漂亮的女人啊 duōme piàoliang de nǚrén a なんて美しい女性だ。
32 多么棒的男人啊 duōme bàng de nánrén a なんていかした男性。
33 这是何等的福气啊 zhè shì héděng de fúqi a これはどれだけ幸運なことか。これはなんという幸運だ。
34 水是何等重要 shuǐ shì héděng zhòngyào 水はどれほど重要か。
35 无论下雨还是刮⻛, 我都去 wúlùn xià yǔ háishì guā fēng, wǒ dōu qù どんなに雨が降ろうが風が吹こうが私は行く。
36 无论什么理由我也不能原谅 wúlùn shénme lǐyóu wǒ yě bùnéng yuánliàng どんな理由であれ私は許せない。
37 不论发生什么情况, 都要团结⼀致 bùlùn fāshēng shénme qíngkuàng, dōu yào tuánjié yīzhì どんな状況が発生しても一致団結しなければならない。
38 不管说什么, 一声也不笑 bùguǎn shuō shénme, yīshēng yě bù xiào どう言おうと、すこしも笑わない。

どれだけ、どれほど、どんなに
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