
No 中国語 ピンイン 日本語

1 压倒 yādǎo 圧倒する。
2 压倒性 yādǎoxìng 圧倒的。
3 压倒多数 yādǎo duōshù 圧倒的多数。
4 压倒优势 yādǎo yōushì 圧倒的な優勢。
5 压倒的胜利 yādǎo de shènglì 圧倒的な勝利。
6 压倒对方 yādǎo duìfāng 相手を圧倒する。
7 压倒敌人 yādǎo dírén 敵を圧倒する。
8 压倒一切 yādǎo yīqiè すべてを圧倒する。
9 压倒众人 yādǎo zhòngrén 群を抜く。
10 困难压不倒我们 kùnnán yā bù dǎo wǒmen 困難は我々を打ち負かせない。
11 被气氛压倒 bèi qìfēn yādǎo 雰囲気に圧倒される。
12 被他的气势压倒 bèi tā de qìshì yādǎo 彼の気勢に圧倒される。
13 绝 jué きわめて。最も。尽きる。完全になくなる。決して。
14 大多数 dàduōshù 大多数。
15 绝大多数 juédàduōshù 絶対多数。圧倒的多数。
16 占大多数 zhàn dàduōshù 大多数を占める。
17 赞成的意⻅占大多数 zànchéng de yìjiàn zhàn dàduōshù 賛成の意見が大多数を占める。
18 大多数学生 dàduōshù xuéshēng 大多数の学生。
19 学生的大多数 xuéshēng de dàduōshù 学生の大多数。
20 班里大多数的学生 bān lǐ dàduōshù de xuéshēng クラスの大多数の生徒。
21 大多数人的意⻅ dàduōshù rén de yìjiàn 大多数の人の意見。
22 大部分 dàbùfèn 大部分。ほとんど。
23 绝大部分 juédàbùfèn ほとんどすべて。
24 绝大部分反对 juédàbùfèn fǎnduì ほとんどが反対する。
25 大部分是学生 dàbùfèn shì xuéshēng ほとんどが学生です。
26 绝对 juéduì もっとも。絶対だ。絶対的な。絶対に。
27 绝对性 juéduìxìng 圧倒的。
28 绝对性胜利 juéduìxìng shènglì 圧倒的な勝利。
29 绝对优势 juéduì yōushì 圧倒的な優勢。
30 绝对有利 juéduì yǒulì 圧倒的有利。絶対優位。
31 绝对多数 juéduì duōshù 絶対多数。圧倒的多数。
32 占绝对多数 zhàn juéduì duōshù 圧倒的多数を占める。
33 占绝对优势 zhàn juéduì yōushì 圧倒的に優勢である。
34 占绝对领先 zhàn juéduì lǐngxiān 圧倒的にリードする。
35 凌驾 língjià 凌駕(りょうが)する。他に勝る。
36 凌驾于他人之上 língjià yú tārén zhī shàng 他人を凌駕(りょうが)する。
37 凌驾于对手之上 língjià yú duìshǒu zhī shàng 相手を凌駕(りょうが)する。
38 凌驾于群众之上 língjià yú qúnzhòng zhī shàng 大衆よりも上に立つ。
39 遥遥 yáoyáo 程度の隔たりが大きい。距離や時間がはるかに遠い。
40 遥遥领先 yáoyáo lǐngxiān はるかに先頭に立つ。圧倒的にリードする。
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41 差不多 chàbuduō ほとんど同じだ。大差ない。ほぼ満足できる。まあまあのところだ。

42 差不多所有的人都感到振动 chàbùduō suǒyǒu de rén dōu gǎndào zhèndòng ほとんどの人みんなが振動を感じる。
43 几乎 jīhū 〜に近い。ほぼ〜だ。もう少しで〜のところだった。
44 几乎所有人都知道 jīhū suǒyǒu rén dōu zhīdào ほとんど誰もが知っている。
45 大体 dàtǐ 重要な道理。だいたい〜だ。おおかた〜だ。
46 大体上 dàtǐshang おおむね。おおかた。
47 大体上效率不高 dàtǐshang xiàolǜ bù gāo おおむね効率的ではない。
48 基本 jīběn 基盤。基礎的な。基本的に。おおむね。ほぼ。
49 基本上 jīběnshang おおむね。一応。主に。
50 基本上都是阴天 jīběnshang dōu shì yīntiān おおむねずっと曇りです。
51 大致 dàzhì だいたい〜だ。ほとんど〜だ。だいたいの。
52 计划进行得大致顺利 jìhuà jìnxíng de dàzhì shùnlì 計画はおおむね順調に進んでいる。
53 大概 dàgài おおよそのところ。大まかだ。たぶん〜だろう。おそらく〜だろう。

54 我们队大概会赢 wǒmen duì dàgài huì yíng 私たちのチームはおそらく勝つでしょう。
55 三天两头 sān tiān liǎng tóu 三日あけず。毎日のように。頻繁(ひんぱん)に。
56 三天两头儿 sān tiān liǎng tóur 三日あけず。毎日のように。頻繁(ひんぱん)に。
57 三天两头请人喝酒 sāntiānliǎngtóu qǐng rén hējiǔ 毎日のように人に酒をごちそうする。
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