
No 中国語 ピンイン 日本語

1 相当 xiāngdāng かなり。相当。相当する。ふさわしい。
2 相当多 xiāngdāng duō かなり多い。
3 相当多的钱 xiāngdāng duō de qián 相当たくさんのお金。
4 相当好 xiāngdāng hǎo 相当いい。かなりいい。
5 相当不错 xiāngdāng bùcuò 相当いい。かなりいい。
6 相当重要 xiāngdāng zhòngyào かなり重要。
7 相当厉害 xiāngdāng lìhai かなりひどい。かなりすごい。
8 相当有钱 xiāngdāng yǒu qián 相当な金持ちだ。
9 相当有希望 xiāngdāng yǒu xīwàng かなり望みがある。
10 相当晚了 xiāngdàng wǎn le ずいぶん遅くなった。
11 相当普及了 xiāngdāng pǔjí le ずいぶん普及した。
12 十分 shífēn 非常に。十分に。まったく。
13 十分丰富 shífēn fēngfù かなり豊富。
14 十分开心 shífēn kāixīn ずいぶんと楽しい。
15 十分放心 shífēn fàngxīn ずいぶん安心だ。
16 十分危险 shífēn wéixiǎn かなり危険。
17 十分劳累 shífēn láolèi かなり疲れる。
18 十分清冷 shífēn qīnglěng かなりひっそりしている。
19 非常 fēicháng とても。特別だ。通常でない。
20 非常非常 fēichángfēicháng とても。
21 非常能干 fēicháng nénggàn かなり有能だ。
22 非常热闹 fēicháng rènào かなりにぎやかだ。
23 够 gòu 十分〜だ。とても〜だ。
24 够〜的 gòu〜de とても〜だ。ずいぶん〜だ。
25 可够 kě gòu ずいぶんと。
26 你说得够厉害的 nǐ shuō de gòu lìhài de あなたずいぶんとひどいこと言うものだ。
27 今天可够热的 jīntiān kě gòu rè de 今日はずいぶんと暑いですね。
28 今天可够冷的 jīntiān kě gòu lěng de 今日はずいぶんと寒いですね。
29 可够神气的 kě gòu shénqì de ずいぶん生意気だ。
30 可真够丰富的 kě zhēn gòu fēngfù de ずいぶんと豊富だ。
31 真够残忍的 zhēn gòu cánrěn de ずいぶんと残忍だ。
32 你的中文真够可以的 nǐ de zhōngwén zhēn gòu kěyǐ de あなたの中国語はかなりよい。
33 够瞧的 gòuqiáode ひどい。たまらない。相当なものだ。
34 今天可热得够瞧的 jīntiān kě rè de gòuqiáode 今日の暑さは相当なものだ。
35 够受的 gòushòude はなはだひどい。耐えられない。
36 够你受的 gòu nǐ shòu de ずいぶん大変ですね。
37 今天是够受的一天 jīntiān shì gòushòude yītiān 今日はずいぶんな一日だ。
38 够劲儿 gòujìnr 負担や程度がかなり大きい。相当骨が折れる。
39 热得真够劲儿 rè de zhēn gòujìnr 相当な暑さだ。
40 这个活儿可够劲儿 zhège huór kě gòujìnr この仕事は相当骨が折れる。
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41 颇 pō 非常に。とても。やや。いくぶんか。
42 颇为 pōwéi なかなか〜だ。かなり〜だ。
43 颇热 pō rè かなり暑い。
44 运势颇佳 yùnshì pō jiā 運勢はなかなかよい。
45 颇有自信 pō yǒu zìxìn かなり自信がある。
46 颇为认真 pōwéi rènzhēn かなり真剣。
47 颇为可惜 pōwéi kěxí かなり惜しい。
48 可观 kěguān 数量が相当だ。大したものだ。見るべき価値がある。
49 规模可观 guīmó kěguān 規模は相当だ。
50 损失可观 sǔnshī kěguān 損失は相当だ。
51 可观的金额 kěguān de jīn'é 相当な金額。
52 特别 tèbié とりわけ。ことのほか。特別だ。特に。わざわざ。
53 特别好 tèbié hǎo かなり良い。
54 特别喜欢 tèbié xǐhuan とりわけ好き。
55 特别红火 tèbié hónghuo かなり盛り上がる。
56 大有〜 dà yǒu 〜 大いに〜がある。
57 大有讲究 dà yǒu jiǎngjiù たいそう凝っている。
58 大有希望 dà yǒu xīwàng 相当期待がもてる。
59 大有区别 dà yǒu qūbié 相当違う。
60 很 hěn とても。たいへん。非常に。
61 〜得很 〜 de hěn とても。たいへん。非常に。
62 很不〜 hěn bù 〜 まったく〜ではない。どうも〜でいけない。
63 很不错 hěn bùcuò かなりいい。
64 棒得很 bàng de hěn かなりすばらしい。
65 冷得很 lěng de hěn ずいぶんと寒い。
66 很不好 hěn bù hǎo かなりよくない。
67 很不方便 hěn bù fāngbiàn かなり不便。
68 不少 bùshǎo 少なくない。多い。
69 不小钱 bùxiǎo qián 少なからぬ金額。相当のお金。
70 不少矛盾 bùshǎo máodùn 少なからぬ矛盾。かなりの矛盾。
71 今天走了不少路 jīntiān zǒu le bùshǎo lù 今日はずいぶん歩いた。
72 好 hǎo 程度がはなはだしい。好ましい。同意の言葉。
73 好冷 hǎo lěng とても寒い。かなり寒い。
74 好热 hǎo rè とても暑い。かなり暑い。
75 好热闹 hǎo rènào かなりにぎやか。
76 好久 hǎojiù 久しい間。⻑い間。
77 等了好久 děng le hǎojiǔ ⻑い間待つ。かなり待つ。
78 考虑了好久 kǎolǜ le hǎojiǔ ⻑い間考える。かなり考える。
79 良久 liángjiǔ 久しい間。⻑い間。
80 思考良久 sīkǎo liángjiǔ ⻑い間考えている。ずいぶん考えている。
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81 许久 xǔjiǔ 久しい間。⻑い間。
82 等了许久 děng le xǔjiǔ ⻑い間待つ。かなり待つ。
83 半天 bàntiān 半日。⻑い間。
84 等了半天 děng le bàntiān ⻑い間待つ。かなり待つ。
85 许多 xǔduō 多い。たくさん。変化の程度が大きい。
86 许许多多 xǔxǔduōduō 多い。たくさん。
87 许多许多 xǔduōxǔduō 多い。たくさん。
88 许多人 xǔduō rén 多くの人。かなりの人。
89 许多企业 xǔduō qǐyè 多くの企業。相当の企業。
90 好些 hǎoxiē たくさんの。非常に多い。ややよい。少しよい。
91 好些人 hǎoxiē rén たくさんの人。かなりの人。
92 好些次 hǎoxiē cì 何回も。ずいぶん。
93 过分 guòfèn 行きすぎている。極端だ。
94 太过分 tài guòfèn 極端すぎる。
95 太过分的说话 tài guòfèn de shuōhuà ずいぶんな言いぐさだ。
96 过火 guòhuǒ 行き過ぎだ。度がすぎる。
97 太过火 tài guòhuǒ 極端すぎる。
98 你的话说得太过火了 nǐ de huà shuō de tài guòhuǒ le あなたの話はずいぶんすぎる。
99 相差 xiāngchà 相違する。
100 相差很大 xiāngchà hěn dà ずいぶん違う。
101 相差很远 xiāngchà hěn yuǎn たいそう違う。
102 变样 biànyàng ようすが変わる。
103 变样儿 biànyàngr ようすが変わる。
104 大变样了 dà biànyàng le ずいぶん変わった。
105 想来想去 xiǎnglái xiǎngqù あれこれ思い巡らす。ずいぶん考える。
106 想来想去也没想出个好主意 xiǎnglái xiǎngqù yě méi xiǎng chū ge hǎo zhǔyì ずいぶん考えてもいい考えが思いつかない。
107 尽 jǐn できるだけ〜する。いちばん。もっとも。まっさきに〜する。

108 他做尽了坏事 tā zuò jǐn le huàishì 彼はずいぶん悪事をしてきた。
109 缺德 quēdé けしからん。ろくでもない。恥知らずだ。
110 这个人真缺德 zhège rén zhēn quēdé こいつはけしからん。ずいぶんな人だ。
111 像话 xiànghuà ことばや行動が理にかなっている。もっともだ。
112 不像话 bù xiànghuà 常軌を逸している。話にならない。みっともない。
113 说得太不像话 shuō de tài bù xiànghuà ずいぶんな言いぐさだ。
114 不成话 bùchénghuà 話しにならない。ひどい。
115 那太不成话了 nà tài bùchénghuà le それはずいぶんな話だ。
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