
No 中国語 ピンイン 日本語

1 点 diǎn 形容詞や一部の動詞の後ろについて、少し。しずく。点を打つ。時間の単位。

2 点儿 diǎnr 形容詞や一部の動詞の後ろについて、少し。しずく。点を打つ。

3 多穿点儿衣服 duō chuān diǎnr yīfu 服を多めに着て。
4 你多吃点儿 nǐ duō chī diǎnr あなた多めに食べて。
5 小声点儿说 xiǎoshēng diǎnr shuō 小さめの声で話して。
6 请再大点声 qǐng zài dà diǎn shēng さらに大きめの声でお願いします。
7 一点 yīdiǎn 少し。
8 一点儿 yīdiǎnr 少し。
9 有大一点儿的吗? yǒu dà yīdiǎnr de ma 大きめのものはありますか。
10 有小一点儿的吗? yǒu xiǎo yīdiǎnr de ma 小さめのものはありますか。
11 上键⻓按一点 shàng jiàn cháng àn yīdiǎn 上のキーボタンを⻑めに押す。
12 稍微⻓一点的视频 shāowéi cháng yīdiǎn de shìpín ちょっと⻑めの動画。
13 稍短一点的男生短发发型 shāo duǎn yīdiǎn de nánshēng duǎnfà fàxíng 少し短めのボーイズショートヘアスタイル。
14 客厅宽一点 kètīng kuān yīdiǎn 客間は広め。
15 早一点出门 zǎo yīdiǎn chūmén 早めに出かける。
16 请慢一点说 qǐng màn yīdiǎn shuō 少しゆっくりと話してください。
17 有点 yǒudiǎn 多く好ましくない感情を含んだ少し。少しある。
18 有点儿 yǒudiǎnr 多く好ましくない感情を含んだ少し。少しある。
19 鞋子有点小 xiézi yǒudiǎn xiǎo 靴が小さめだ。
20 裤子有点儿紧 kùzi yǒu diǎnr jǐn ズボンがきつめだ。
21 房子有点窄小 fángzi yǒudiǎn zhǎixiǎo 家が少し狭い。
22 些 xiē 形容詞や一部の動詞の後ろについて、少し。名詞の前につき、いくつか。

23 多穿些衣服 duō chuān xiē yīfu 多めに服を着て。
24 稍大些的水洼地 shāo dà xiē de shuǐ wādì 少し大きめの水たまり。
25 发言请简单些 fāyán qǐng jiǎndān xiē 発言は手短かにお願いします。
26 把球棒放⻓些拿 bǎ qiúbàng fàng cháng xiē ná バットを⻑めに持つ。
27 早点 zǎodiǎn 早めに。朝食。朝に食べる軽食。
28 早点儿 zǎodiǎnr 早めに。
29 早点儿出发 zǎodiǎnr chūfā 早めに出発する。
30 早点儿睡 zǎodiǎnr shuì 早めに寝る。
31 趁早 chènzǎo 早めに。好機を逃さず。
32 趁早儿 chènzǎor 早めに。好機を逃さず。
33 趁早动身 chènzǎo dòngshēn 早めに出発する。
34 趁早动手 chènzǎo dòngshǒu 早めに着手する。
35 早早 zǎozǎo 早めに。早く。
36 早早儿 zǎozǎor 早めに。早く。
37 早早儿回来 zǎozǎor huílái 早めに戻る。
38 早早儿就到了 zǎozǎor jiù dào le 早めに着いた。
39 及早 jízǎo 早めに。早いうちに。速やかに。
40 及早处理 jízǎo chǔlǐ 早めに処理する。
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41 早日 zǎorì 早期に。できるだけ早く。以前。
42 希望早日回信 xīwàng zǎorì huíxìn 早めに返事の知らせをください。
43 尽早 jǐnzǎo できるだけ早く。早急に。
44 请尽早通知 qǐng jǐnzǎo tōngzhī なるべく早めにお知らせください。
45 尽快 jǐnkuài できるだけ早く。早急に。
46 请尽快答复 qǐng jǐnkuài dáfù なるべく早めに返答をください。
47 赶早 gǎnzǎo 早いうちに。
48 赶早儿 gǎnzǎor 早いうちに。
49 赶早准备 gǎnzǎo zhǔnbèi 早めに準備する。
50 早做 zǎo zuò 早く事を行う。早めにする。
51 早做准备 zǎo zuò zhǔnbèi 早めに準備する。
52 早作 zǎo zuò 早く事を行う。早めにする。
53 早作准备 zǎo zuò zhǔnbèi 早めに準備する。
54 先做 xiān zuò 先にやる。早めにする。
55 事先做 shìxiān zuò 事前にやる。早めにする。
56 事前做 shìqián zuò 事前にやる。早めにする。
57 事先做准备 shìxiān zuò zhǔnbèi 早めに準備する。
58 从速 cóngsù すみやかに。至急。
59 预约从速 yùyuē cóngsù 早めに申し込みお願いします。
60 提早 tízǎo 予定の時間よりも早める。繰り上げる。
61 提早出发 tízǎo chūfā 早めに出発する。
62 提前 tíqián 予定の時間や時期を繰り上げる。
63 提前结束 tíqián jiéshù 早めに終わる。
64 推迟 tuīchí 延期する。
65 推迟出发的时间 tuīchí chūfā de shíjiān 出発時間を遅らせる。
66 延迟 yánchí 延期する。
67 延迟结束时间 yánchí jiéshù shíjiān 終了時間を遅らせる。
68 比较 bǐjiào 比較的〜。わりに。比較する。〜に比べて。
69 味道比较清淡 wèidào bǐjiào qīngdàn 味があっさりめ。においがほのかだ。
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