
No 中国語 ピンイン 日本語

1 棒 bàng すばらしい。優れている。
2 真棒 zhēn bàng 実にすごい。すばらしい。
3 太棒了 tài bàng le すごすぎる。すばらしい。
4 你真棒 nǐ zhēn bàng あなたはたいしたものだ。
5 你太棒了 nǐ tài bàng le あなた、すごすぎる。
6 你很棒 nǐ hěn bàng あなた、すごい。
7 你好棒 nǐ hǎo bàng あなたものすごい。
8 棒极了 bàng jí le 極めてすばらしい。
9 真是棒极了 zhēnshi bàng jí le 実にすばらしい。
10 你的表演真棒 nǐ de biǎoyǎn zhēn bàng あなたのパフォーマンスはすばらしい。
11 我觉得他唱得很棒 wǒ juéde tā chàng dé hěn bàng 彼の歌はすごいと思う。
12 了不起 liǎobuqǐ 大したものだ。非凡だ。
13 真了不起 zhēn liǎobuqǐ まったく大したものだ。
14 他真了不起 tā zhēn liǎobuqǐ 彼はまったく大したものだ。
15 了不起的成就 liǎobuqǐ de chéngjiù すばらしい成果。
16 了不起的成绩 liǎobuqǐ de chéngjī すばらしい成績。
17 了不起的人物 liǎobuqǐ de rénwù 立派な人。すごい人。
18 不错 bùcuò よい。すばらしい。そのとおりだ。
19 真不错 zhēn bùcuò 実によい。すばらしい。
20 设想很不错 shèxiǎng hěn bùcuò 着想がすばらしい。
21 味道很不错 wèidào hěn bùcuò 味がなかなかよい。
22 好得很 hǎodehěn とても良い。すばらしい。
23 这部小说好得很 zhè bù xiǎoshuō hǎodehěn この小説はすばらしい。
24 多好 duō hǎo すごくいい。なんとすばらしい。
25 ⻛景多好 fēngjǐng duō hǎo 景色がすばらしい。
26 多好的⻛景 duō hǎo de fēngjǐng すばらしい景色。
27 极好 jíhǎo とてもよい。
28 极好机会 jíhǎo jīhuì すごいチャンス。
29 极好的体验 jíhǎo de tǐyàn すばらしい体験。
30 极好的人 jíhǎo de rén すごくいい人。
31 〜极了 〜 jí le 〜の程度が最⾼であることを表す。極めて〜。
32 好极了 hǎo jí le 極めてよい。すばらしい。
33 大极了 dà jí le すごく大きい。
34 漂亮极了 piàoliang jí le 極めて美しい。
35 担心极了 dānxīn jí le すごく心配だ。
36 ⾼兴极了 gāoxìng jí le すごくうれしい。
37 出色 chūsè 特に優れている。際立って良い。出色の。
38 尤为出色 yóuwéi chūsè とりわけすばらしい。
39 能力很出色 nénglì hěn chūsè 能力がすごい。
40 出色的工作 chūsè de gōngzuò すばらしい仕事。
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41 精彩 jīngcǎi 秀でている。すばらしい。
42 精彩表演 jīngcǎi biǎoyǎn 素晴らしいパフォーマンス。ナイスプレー。
43 他的发言很精彩 tā de fāyán hěn jīngcǎi 彼の発言はすばらしい。
44 精彩的场面 jīngcǎi de chǎngmiàn すばらしいシーン。見せ場。
45 厉害 lìhai ひどい。激しい。すごい。
46 利害 lìhai ひどい。激しい。すごい。
47 利害 lìhài 利益と損害。
48 真厉害啊 zhēn lìhai a ほんとすごいね。
49 好厉害啊 hǎo lìhai a とてもすごいね。
50 那个很厉害 nàge hěn lìhài それはすごい。
51 你真的很厉害 nǐ zhēn de hěn lìhai あなたは本当にすごい。
52 很厉害的人 hěn lìhai de rén すごい人。
53 醉得特别厉害 zuì de tèbié lìhai ひどく酔っ払う。
54 噪音很厉害 zàoyīn hěn lìhai 騒音がひどい。
55 可 kě 驚嘆、感動のムードを表す。〜できる。確かに。
56 这可有意思了 zhè kě yǒuyìsi le これはすごく面白い。
57 非常 fēicháng とても。特別だ。通常でない。
58 非常非常 fēichángfēicháng とても。
59 非常好 fēicháng hǎo すごくいい。すばらしい。
60 非常热 fēicháng rè すごく暑い。
61 异常 yìcháng 非常に。普通と違う。異常だ。
62 异常美丽 yìcháng měilì 非常に美しい。
63 异常寒冷 yìcháng hánlěng 異常に寒い。
64 异常闷热 yìcháng mēnrè 異常にむし暑い。
65 不寻常 bù xúncháng 普通でない。
66 这可不寻常 zhè kě bù xúncháng これはすごい。
67 这情况不寻常 zhè qíngkuàng bù xúncháng この状況はただごとでない。
68 不寻常的声音 bù xúncháng de shēngyīn ただならぬ物音。
69 非同小可 fēi tóng xiǎo kě 事のほか重大だ。深刻だ。
70 那是非同小可的 nà shì fēitóngxiǎokě de それはただごとではない。
71 惊人 jīngrén びっくりするような。
72 惊人的速度 jīngrén de sùdù すごいスピード。
73 惊人的才干 jīngrén de cáigàn すごい腕前。すごい実力。
74 骇人 hàirén 人を驚かせる。
75 骇人的情景 hàirén de qíngjǐng すごい光景。
76 骇人听闻 hài rén tīng wén ショッキングなニュース。
77 骇人听闻的价钱 hàiréntīngwén de jiàqián とんでもない値段。
78 吓人 xiàrén 驚かせる。怖がらせる。
79 吓人的金额 xiàrén de jīn'é とんでもない金額。
80 吓人的东⻄ xiàrén de dōngxi ひどいもの。
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81 要命 yàomìng 程度がはなはだしい。ひどい。困る。命をとる。
82 好得要命 hǎo de yàomìng とてもすばらしい。非常によい。
83 热得要命 rè de yàomìng すごく暑い。
84 ⾼兴得要命 gāoxìng de yàomìng うれしくてたまらない。
85 忙得要命 máng de yàomìng やたら忙しい。
86 我想你想得要命 wǒ xiǎng nǐ xiǎng de yàomìng 私はあなたが恋しくてたまらない。すごくあなたに会いたい。

87 不得了 bùdéliǎo 程度がはなはだしい。たいへんだ。
88 ⾼兴得不得了 gāoxìng de bùdéliǎo うれしくてたまらない。
89 好吃得不得了 hǎochī de bùdéliǎo ものすごくおいしい。
90 可爱得不得了 kě'ài de bùdéliǎo かわいくてたまらない。
91 气得不得了 qì de bùdéliǎo 腹が立ってしかたがない。すごく怒ってる。
92 ⾼超 gāochāo 特に優れている。抜きんでる。
93 技艺⾼超 jìyì gāochāo 腕前がすごい。
94 ⾼超技术 gāochāo jìshù 優れた技術。
95 技术很⾼超 jìshù hěn gāochāo 技術がすごい。
96 极⾼ jí gāo 極めて⾼い。
97 极⾼的技术 jí gāo de jìshù 極めて⾼い技術。
98 极好 jí hǎo 極めてよい。絶好の。
99 极好机会 jí hǎo jīhuì すごいチャンス。
100 极美 jí měi 極めて美しい。すばらしい。
101 超极美的⻛景 chāo jí měi de fēngjǐng ものすごくすばらしい景色。
102 极优秀 jí yōuxiù 極めて優秀。すばらしい。
103 极优秀的人 jí yōuxiù de rén 極めて優秀な人。
104 极佳 jí jiā 極めてよい。すばらしい。
105 极佳的耐久性 jí jiā de nàijiǔxìng 優れた耐久性。
106 绝妙 juémiào 絶妙だ。
107 绝妙的回答 juémiào de huídá 絶妙な回答。
108 绝佳 juéjiā 非常に良い。
109 绝佳良机 juéjiā liángjī 絶好の機会。
110 绝色 juésè 女性のきわめて美しい容貌。
111 绝色的美女 juésè de měinǚ すごい美人。
112 大美人 dàměirén すばらしい美人。
113 能干 nénggàn 有能だ。やり手だ。
114 她很能干 tā hěn nénggàn 彼女はやり手だ。
115 可怕 kěpà 恐ろしい。恐るべき。
116 可怕的地震 kěpà de dìzhèn すごい地震。
117 恶狠狠 èhěnhěn ものすごく怒るさま。憎々しげなさま。凶暴なさま。
118 恶狠狠的眼光 èhěnhěn de yǎnguāng すごい目つき。
119 凶恶 xiōng'è 凶悪だ。恐ろしい。
120 凶恶的目光 xiōng'è de mùguāng すごい目つき。
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121 汹汹 xiōngxiōng 気勢が激しくすさまじい。言い争って騒がしい。激しい波の音。

122 讻讻 xiōngxiōng 気勢が激しくすさまじい。言い争って騒がしい。激しい波の音。

123 气势汹汹 qìshì xiōngxiōng すごいけんまく。息巻く。喧嘩腰。
124 漂亮 piàoliang みごとだ。美しい。きれいだ。口先だけの。
125 漂漂亮亮 piàopiaoliāngliāng みごとだ。美しい。きれいだ。
126 漂亮射门 piàoliang shèmén みごとなゴールへのシュート。
127 卓有成效 zhuó yǒu chéng xiào 効果が顕著だ。すばらしい成果がある。
128 卓有成效的管理者 zhuóyǒu chéngxiào de guǎnlǐzhě すばらしく効果の出せるマネージャー。
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