
No 中国語 ピンイン 日本語

1 确实 quèshí 確かだ。信頼できる。確かに。
2 确确实实 quèquèshíshí 確かだ。信頼できる。
3 不确实 bù quèshí 確かでない。信頼できない。
4 追求确实性 zhuīqiú quèshíxìng 確実性を追求する。
5 这个消息确实吗? zhège xiāoxi quèshí ma この情報は確かですか。
6 确实看到了吗? quèshí kàn dào le ma はっきりと見たのですか。
7 那是确实 nà shì quèshí それは確かだ。
8 确实无疑 quèshí wúyí 間違いない。
9 证据确实 zhèngjù quèshí 証拠が確かだ。
10 确实的消息 quèshí de xiāoxi 確かな情報。
11 确实是那样 quèshí shì nàyàng 確かにそうです。
12 确实很难 quèshí hěn nán 確かに難しい。
13 确实收到了 quèshí shōu dào le 確かに受け取りました。
14 确实我干的 quèshí wǒ gàn de 確かに私がしました。
15 确实是我的 quèshí shì wǒ de 確かに私のです。
16 确实, 我昨天说过 quèshí, wǒ zuótiān shuō guò 確かに、私は昨日言った。
17 他确实出席了 tā quèshí chūxí le 彼は確かに出席した。
18 确实说不完 quèshí shuō bu wán そうとも言い切れない。
19 确切 quèqiè 確かだ。適切だ。
20 确确切切 quèquèqièqiè 確かだ。適切だ。
21 不确切 bù quèqiè 確かでない。適切でない。
22 确切的数据 quèqiè de shùjù 確かなデータ。
23 确切的计划 quèqiè de jìhuà 確実な計画。
24 确确切切地看到了 quèquèqièqiè de kàn dào le 確かに見た。
25 有确切理由 yǒu quèqiè lǐyóu 確かな理由がある。
26 确凿 quèzáo きわめて確かだ。
27 确凿的事实 quèzáo de shìshí 動かぬ事実。
28 确凿的证据 quèzáo de zhèngjù きわめて確かな証拠。
29 证据确凿 zhèngjù quèzáo 証拠が固まる。
30 确凿无疑 quèzáo wúyí 間違いなく確実だ。
31 的确 díquè 確かに。
32 的的确确 dídíquèquè 確かに。
33 的确如此 díquè rúcǐ いかにもそのとおりだ。
34 的确很有道理 díquè hěn yǒu dàolǐ 確かにそのとおりだ。
35 的确是那样 díquè shì nàyàng いかにもそうだ。
36 的确交给你了 díquè jiāo gěi nǐ le 確かにあなたに渡しました。
37 他的确是这样告诉我的 tā díquè shì zhèyàng gàosu wǒ de 彼は私に確かにそのように言った。
38 的确, 这个意⻅值得考虑 díquè, zhège yìjiàn zhídé kǎolǜ 確かに、この意見は検討するに値する。
39 的确令人头痛 díquè lìng rén tóutòng 確かに頭が痛いことだ。
40 的确很简单 díquè hěn jiǎndān ほんと簡単だ。
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41 明确 míngquè 明確だ。明解にする。
42 不明确 bù míngquè 明確でない。
43 得到明确约定 dédào míngquè yuēdìng はっきりとした約束を得る。確約を得る。
44 确定 quèdìng 確かだ。確定する。
45 不确定 bù quèdìng 確かでない。
46 未确定 wèi quèdìng 未確定。
47 确定无疑 quèdìng wúyí 確定的。
48 确定的数字 quèdìng de shùzì 確かな数字。
49 方针已经确定 fāngzhēn yǐjīng quèdìng 方針はすでに確定している。
50 不确定因素很多 bù quèdìng yīnsù hěn duō 不確定要素が多い。
51 真确 zhēnquè 本当の。はっきりしている。
52 不真确 bù zhēnquè 本当でない。はっきりしていない。
53 真确的消息 zhēnquè de xiāoxi 確かな情報。
54 这个消息是真确的 zhège xiāoxi shì zhēnquè de この知らせは確かである。
55 实在 shízài うそ偽りがない。本当だ。確かに。実際は。実は。
56 实在 shízai 手堅い。着実だ。まじめだ。
57 她说话很实在 tā shuōhuà hěn shízài 彼女の話にはうそがない。
58 工作做得很实在 gōngzuò zuò de hěn shízai 仕事ぶりが確かだ。
59 真实 zhēnshí 真実だ。本当だ。
60 内容很真实 nèiróng hěn zhēnshí 内容は事実そのものだ。
61 切实 qièshí 実際的な。確かだ。
62 不切实 bù qièshí 実際的でない。確かでない。
63 切实的结果 qièshí de jiéguǒ 確かな結果。
64 切实可行的方法 qièshí kěxíng de fāngfǎ 確実に実行しえる方法。
65 可靠 kěkào 信用のおける。確かだ。信頼できる。頼れる。
66 不可靠 bù kěkào 不確かだ。頼りにならない。
67 可靠的消息 kěkào de xiāoxi 確かな情報。
68 不可靠的诺言 bù kěkào de nuòyán あてにならない約束。
69 靠得住 kàodezhù 頼りになる。
70 靠不住 kàobuzhù あてにならない。
71 这个消息靠得住 zhège xiāoxi kàodezhù この情報は信頼できる。
72 牢靠 láokao 仕事ぶりが確かだ。危なげない。器物が丈夫だ。頑丈だ。
73 牢牢靠靠 láolaokāokāo 仕事ぶりが確かだ。危なげない。器物が丈夫だ。頑丈だ。
74 牢牢靠靠儿 láolaokāokāor 仕事ぶりが確かだ。危なげない。器物が丈夫だ。頑丈だ。
75 办事牢靠 bànshì láokào することが確かだ。
76 办事不牢靠 bànshì bù láokào することがあてにならない。
77 信得过 xìndeguò 信じられる。
78 信不过 xìnbuguò 信用できない。
79 信得过商店 xìndeguò shāngdiàn 信用できる店。確かな店。
80 他是信不过的 tā shì xìnbùguò de 彼は信用できない。
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81 肯定 kěndìng 必ず。疑いなく。明確だ。肯定的だ。肯定する。
82 他们肯定会取胜 tāmen kěndìng huì qǔshèng 彼らが勝つのは確実だ。
83 准 zhǔn 正確だ。必ず。認める。〜にもとづいて。〜に準ず。
84 你的表准吗? nǐ de biǎo zhǔn ma あなたの時計は確かか。
85 这个表不准 zhège biǎo bù zhǔn この時計は正確でない。
86 精确 jīngquè きわめて正確だ。
87 精确地分析 jīngquè de fēnxī 正確に分析する。
88 计算精确 jìsuàn jīngquè 計算が正確だ。
89 正确 zhèngquè 正しい。
90 正确地分析 zhèngquè de fēnxī 正確に分析する。
91 未必正确 wèibì zhèngquè 必ずしも正しいとは言えない。
92 准确 zhǔnquè 結果や効果が正確だ。間違いない。
93 准确无误 zhǔnquè wúwù 正確で間違いない。
94 她的发音很准确 tā de fāyīn hěn zhǔnquè 彼女の発音は確かだ。
95 确据 quèjù 確かな根拠。確証。
96 他心中有确据 tā xīnzhōng yǒu quèjù 彼は心に確信を持っています。
97 实据 shíjù 確かな根拠。確証。
98 显有实据 xiǎn yǒu shíjù 明らかに証拠がある。
99 地道 dìdao 仕事や材料の質がしっかりしている。本場の。
100 地道 dìdào 地下道。
101 你的英语很地道 nǐ de yīngyǔ hěn dìdao あなたの英語は本物です。
102 大概 dàgài たぶん〜だろう。おおよそのところ。大まかだ。
103 大概记得这样 dàgài jìde zhèyàng 確かこのようだと記憶する。
104 含糊 hánhu あいまいだ。不真面目だ。恐れる。
105 含胡 hánhu あいまいだ。不真面目だ。恐れる。
106 含含糊糊 hánhanhúhú あいまいだ。はっきりしない。
107 说得含糊 shuō de hánhu 不確かな口ぶり。
108 含糊不清 hánhu bù qīng あいまいではっきりしない。
109 未知数 wèizhīshù まだよくわからない。未知数。
110 未来是个未知数 wèilái shì ge wèizhīshù 未来はまだよくわからない。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

確かな、確かに、確実、不確実   3/3

3


