
No 中国語 ピンイン 日本語

1 程度 chéngdù 程度。度合い。水準。
2 这程度 zhè chéngdù この程度。
3 这种程度 zhè zhǒng chéngdù この程度。
4 那种程度 nà zhǒng chéngdù その程度。
5 某种程度 mǒu zhǒng chéngdù ある程度。
6 一定程度 yīdìng chéngdù 一定程度。ある程度。
7 在一定程度上赞成 zài yīdìng chéngdù shàng zànchéng ある程度賛成だ。
8 最小程度 zuì xiǎo chéngdù 最小の程度。最小限。
9 什么程度 shénme chéngdù どの程度。
10 文化程度 wénhuà chéngdù 教養のレベル。教育程度。
11 小学文化程度 xiǎoxué wénhuà chéngdù 小学生レベルの学力。
12 紧张程度 jǐnzhāng chéngdù 緊張の度合い。
13 咸淡程度 xiándàn chéngdù 塩加減。
14 受害的程度 shòuhài de chéngdù 被害の程度。
15 程度高 chéngdù gāo 程度が高い。
16 水平 shuǐpíng 水準。レベル。水平の。
17 你的水平 nǐ de shuǐpíng あなたのレベル。
18 对方的水平 duìfāng de shuǐpíng 相手のレベル。
19 初级水平 chūjí shuǐpíng 初級レベル。
20 专业水平 zhuānyè shuǐpíng 専門レベル。
21 国际水平 guójì shuǐpíng 国際レベル。
22 生活水平 shēnghuó shuǐpíng 生活水準。
23 物价水平 wùjià shuǐpíng 物価水準。
24 文化水平 wénhuà shuǐpíng 学力レベル。教養レベル。
25 技术水平 jìshù shuǐpíng 技術レベル。
26 医疗水平 yīliáo shuǐpíng 医療レベル。
27 一定的水平 yīdìng de shuǐpíng 一定のレベル。
28 平均水平 píngjūn shuǐpíng 平均レベル。
29 中常水平 zhōngcháng shuǐpíng 並のレベル。
30 中等水平 zhōngděng shuǐpíng 並のレベル。
31 通常的水平 tōngcháng de shuǐpíng 通常のレベル。
32 有水平 yǒu shuǐpíng レベルが高い。
33 水平低 shuǐpíng dī レベルが低い。
34 低水平 dī shuǐpíng 低レベル。
35 低水平的话 dī shuǐpíng de huà 次元の低い話。
36 提高水平 tígāo shuǐpíng レベルを上げる。
37 降低水平 jiàngdī shuǐpíng レベルを落とす。
38 水准 shuǐzhǔn 水準。レベル。水平面。
39 文化水准 wénhuà shuǐzhǔn 学力レベル。教養レベル。
40 水准很高 shuǐzhǔn hěn gāo 水準が高い。
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41 素质 sùzhì 素養。本質。特質。
42 员工素质 yuángōng sùzhì 社員の素養。社員のレベル。
43 素质低的人 sùzhì dī de rén 素養の低い人。程度の低い人。
44 能力 nénglì 能力。力量。
45 队员的能力 duìyuán de nénglì 隊員の能力。チームメンバーの力量。
46 实力 shílì 実力。
47 公司实力 gōngsī shílì 会社の実力。
48 幅度 fúdù 幅(はば)。振れ幅。変動の幅。
49 涨价的幅度 zhǎngjià de fúdù 値上がりの幅。値上がり程度。
50 适度 shìdù 適度だ。ほどよい。
51 喝酒要适度 hējiǔ yào shìdù お酒を飲むのはほどほどに。
52 限度 xiàndù 限度。限界。
53 超过限度 chāoguò xiàndù 限度を超える。
54 限量 xiànliàng 限度。数量を限定する。限界を定める。
55 超过限量 chāoguò xiànliàng 限度を超える。
56 过当 guòdàng 適量や限度を超える。
57 用量过当 yòngliàng guòdàng 用量が限度を超える。
58 级 jí 等級。学年。階段。
59 国宾级 guóbīn jí 国賓クラス。
60 等级 děngjí 等級。ランク。ランク付け。
61 污染等级 wūrǎn děngjí 汚染レベル。
62 级别 jíbié 等級。ランク。ランク付け。
63 主犯级别 zhǔfàn jíbié 主犯格。
64 层次 céngcì 階層。段階。順序。段取り。
65 文化层次 wénhuà céngcì 学力レベル。教養レベル。
66 高层次 gāo céngcì ハイレベル。ハイグレード。
67 ⺠间层次 mínjiān céngcì ⺠間レベル。
68 层次很低的话 céngcì hěn dī de huà 次元の低い話。
69 读的书层次很高 dú de shū céngcì hěn gāo 読む本はレベルが高い。
70 高档 gāodàng 高級の。上等の。一流の。
71 高档男士手表 gāodàng nánshì shǒubiǎo ハイグレードな男性用腕時計。高級メンズウォッチ。
72 低档 dīdàng 安物の。
73 低档商品 dīdàng shāngpǐn 低級品。
74 有所 yǒusuǒ ある程度〜がある。〜するところがある。
75 有所了解 yǒusuǒ liǎojiě ある程度知ってる。
76 有所提高 yǒusuǒ tígāo ある程度進歩した。
77 有一定 yǒu yīdìng ある程度〜がある。〜するところがある。
78 有一定的收入 yǒu yīdìng de shōurù 一定の収入がある。ある程度は収入がある。
79 有一定的参考价值 yǒu yīdìng de cānkǎo jiàzhí ある程度、参考価値がある。
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