
No 中国語 ピンイン 日本語

1 滑 huá つるつるだ。すべすべだ。滑(すべ)る。ずる賢い。
2 地板很滑 dìbǎn hěn huá 床が滑(すべ)りやすい。
3 路面很滑 lùmiàn hěn huá 路面が滑(すべ)りやすい。
4 光滑 guānghuá 表面がなめらかでつるつるしている。
5 光华 guānghuá 輝き。
6 光光滑滑 guāngguanghuáhuá 表面がなめらかでつるつるしている。
7 路面光滑 lùmiàn guānghuá 路面がつるつるだ。
8 皮肤光滑 pífū guānghuá 肌がなめらか。
9 光滑的皮肤 guānghuá de pífū なめらかな肌。
10 不光滑的墙 bù guānghuá de qiáng ざらついた壁。
11 光溜 guāngliu 表面がつるつるしている。さっぱりしている。
12 光溜溜 guāngliūliū つるつるしている。すべすべしている。丸裸である。何もない。

13 表面很光溜 biǎomiàn hěn guāngliu 表面がつるつるしている。
14 地板光溜溜的 dìbǎn guāngliūliū de 床はつるつるしている。
15 滑溜 huáliu つやがあり、すべすべしている。片栗粉でとろみをつける。
16 滑溜溜 huáliūliū つるつるしている。すべすべしている。ぬるぬるしている。
17 滑滑溜溜 huáhuáliūliū つるつるしている。すべすべしている。ぬるぬるしている。
18 摸着滑溜 mō zhe huáliu 触れるとなめらかだ。
19 滑溜溜的鳗⻥ huáliūliū de mányú ぬるぬるしたウナギ。
20 滑溜好吃的荞⻨面 huáliu hǎochī de qiáomàimiàn つるつるしておいしいそば。
21 滑润 huárùn すべすべでしっとりしている。
22 肌肤滑润 jīfū huárùn 肌につやがあり、しっとりしている。
23 口感滑润 kǒugǎn huárùn 口あたりがまろやかでしっとりしている。
24 滑腻 huánì つやつやして滑(なめ)らかだ。
25 滑腻腻 huánìnì つやつやして滑(なめ)らかだ。
26 皮肤滑腻 pífū huánì 皮膚がすべすべしている。
27 平滑 pínghuá 平らでなめらかだ。
28 路面平滑 lùmiàn pínghuá 路面が平らでなめらかだ。
29 柔滑 róuhuá 柔らかくてすべすべしている。
30 手感柔滑 shǒugǎn róuhuá 手触りが柔らかくてすべすべしている。
31 柔软 róuruǎn 柔らかい。
32 手感柔软 shǒugǎn róuruǎn 手触りが柔らかい。
33 细腻 xìnì きめ細かくなめらかだ。描写や演技が細やかだ。
34 肌理细腻 jīlǐ xìnì 肌のきめが細かくなめらかだ。
35 滑嫩 huánèn すべすべして柔らかい。
36 滑滑嫩嫩 huáhuánènnèn すべすべして柔らかい。
37 滑嫩的皮肤 huánèn de pífū すべすべの肌。
38 滑滑嫩嫩又多汁 huáhuánènnèn yòu duō zhī なめらかでジューシーだ。
39 嫩滑 nènhuá 柔らかくて滑(なめ)らかである。
40 口感嫩滑 kǒugǎn nènhuá 口当たりがなめらかだ。
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41 黏滑 niánhuá ぬるぬるする。
42 表面黏滑 biǎomiàn niánhuá 表面がぬるぬるする。
43 软绵绵 ruǎnmiánmián ふんわりしている。
44 手感软锦锦 shǒugǎn ruǎnmiánmián 手触りがふんわりしている。
45 润滑 rùnhuá 油をさして滑(なめ)らかにする。
46 给机器上润滑油 gěi jīqì shàng rùnhuá yóu 機械に油を差す。
47 滑动 huádòng 滑(すべ)る。
48 门的滑动很好 mén de huádòng hěn hǎo 扉のすべりは良い。
49 磨光 móguāng 磨いてぴかぴかにする。
50 桌面磨光了 zhuōmiàn móguāng le テーブルの表面を磨いてぴかぴかにした。
51 红润 hóngrùn 肌が赤みがかりしっとりしている。
52 皮肤红润 pífū hóngrùn 肌が赤みがかりしっとりしている。
53 流利 liúlì ことばや文章がなめらかだ。動きがなめらかだ。
54 运笔流利 yùnbǐ liúlì 筆使いがなめらかだ。
55 中文不流利 zhōngwén bù liúlì 中国語が流暢(りゅうちょう)でない。
56 流丽 liúlì 詩文や書がなめらかで美しい。
57 文笔流丽 wénbǐ liúlì 文章の風格がなめらかで美しい。
58 流畅 liúchàng 文章などがなめらかだ。
59 文笔流畅 wénbǐ liúchàng 文章の風格がなめらかだ。
60 通畅 tōngchàng 思考や文章がよどみない。流暢(りゅうちょう)だ。スムーズだ。

61 道路通畅 dàolù tōngchàng 道路がスムーズに流れる。
62 下水道不通畅 xiàshuǐdào bù tōngchàng 下水の流れがスムーズでない。
63 畅达 chàngdá ことばや文章が流暢(りゅうちょう)だ。交通の流れがよい。
64 交通畅达 jiāotōng chàngdá 交通がスムーズだ。
65 顺畅 shùnchàng 順調だ。滞りがない。
66 交通顺畅 jiāotōng shùnchàng 交通がスムーズだ。
67 顺溜 shùnliu すらすらと順調だ。順序だっている。従順で聞き分けがよい。

68 顺留留 shùnliūliū すらすらと順調だ。順序だっている。
69 顺顺溜溜 shùnshùnliūliū すらすらと順調だ。順序だっている。
70 这篇文章写得顺溜 zhè piān wénzhāng xiě de shùnliu この文章は順序だって書けている。
71 顺流 shùnliú 流れに従う。流れに沿う。
72 顺顺流流 shùnshùnliūliū 順調だ。滞りない。
73 顺流而下 shùnliú ér xià 流れに沿って川を下る。
74 顺利 shùnlì 順調だ。快調だ。
75 顺顺利利 shùnshunlìlì 順調だ。快調だ。
76 顺利进行 shùnlì jìnxíng スムーズに進行する。
77 进展地不顺利 jìnzhǎn de bù shùnlì 順調でなく進展する。物事がなめらかに進まない。
78 顺当 shùndang 順調だ。滞りない。
79 顺顺当当 shùnshundāngdāng 順調だ。滞りない。
80 顺当进行 shùndang jìnxíng スムーズに進行する。
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81 平顺 píngshùn 平穏だ。順調だ。
82 平平顺顺 píngpíngshùnshùn 平穏だ。順調だ。
83 平顺运行 píngshùn yùnxíng スムーズに運行する。
84 井然有序 jǐngrán yǒu xù 整然としている。秩序だっている。
85 井然有序地进行 jǐngrán yǒu xù de jìnxíng スムーズに進行する。
86 粗糙 cūcāo ざらざらしている。仕事や表現が雑だ。
87 皮肤粗糙 pífū cūcāo 皮膚がざらざらしている。
88 摸着很粗糙 mō zhe hěn cūcāo 触れるととてもざらざらだ。
89 质地粗糙 zhídì cūcāo 材質が粗い。
90 涩 sè 滑りが悪い。滑らかでない。味が渋い。
91 舌头发涩 shétou fā sè 舌がざらつく。
92 ⻋轴发涩 chēzhóu fā sè 車軸の滑(すべ)りが悪くなった。
93 粗涩 cūsè 粗目(ざらめ)。
94 变粗涩 biàn cūsè ざらつく。
95 涩滞 sèzhì 滞っている。はかどらない。滑(なめ)らかでない。
96 文笔涩滞 wénbǐ sèzhì 文章が滑(なめ)らかでない。
97 平 píng 平らだ。他方と高さが同じである。怒りをおさえる。
98 这条路很平 zhè tiáo lù hěn píng この道路は平坦だ。
99 不平 bùpíng 平坦でない。不公平だ。不満に思う。
100 路不平 lù bùpíng 道は平坦でない。
101 平坦 píngtǎn 平坦だ。
102 平平坦坦 píngpíngtǎntǎn 平坦だ。
103 不平坦 bù píngtǎn 平坦でない。
104 道路平坦 dàolù píngtǎn 道路が平坦だ。
105 道路不平坦 dàolù bù píngtǎn 道路が平坦でない。
106 平展 píngzhǎn 地形が平坦で広々している。布地などがぴんとしている。しわのない。

107 平展展 píngzhǎnzhǎn 地形が平坦で広々している。
108 让弄皱的纸变平展 ràng nòng zhòu de zhǐ biàn píngzhǎn しわくちゃにした紙を平らにさせる。
109 平展展的大⻢路 píngzhǎnzhǎn de dà mǎlù 平坦な大通り。
110 平稳 píngwěn 安定している。ぐらぐらしない。
111 平平稳稳 píngpíngwěnwěn 安定している。ぐらぐらしない。
112 机器平稳地运转 jīqì píngwěn de yùnzhuǎn 機械が滑(なめ)らかに動く。
113 ⻜行姿态不平稳 fēixíng zītài bù píngwěn 飛行姿勢が不安定だ。
114 坦途 tǎntú 平坦な道。順調に進むこと。順調に進む状況。
115 前路坦途 qián lù tǎntú 目の前の道は平坦な道。
116 凹凸 āotū 凹凸(おうとつ)。
117 凹凸不平 āotū bùpíng でこぼこしている。
118 表面上的凹凸 biǎomiàn shàng de āotú 表面の凹凸(おうとつ)。
119 坎坷 kǎnkě 道がでこぼこだ。不遇だ。
120 道路坎坷不平 dàolù kǎnkě bùpíng 道路がでこぼこだ。
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121 坑洼 kēngwā まわりよりおちこんでいる所。窪(くぼ)み。
122 坑坑洼洼 kēngkengwāwā でこぼこしている。
123 坑洼不平 kēngwā bùpíng でこぼこしている。
124 坑坑坎坎 kēngkēngkǎnkǎn 地面がでこぼこであるさま。
125 路面坑坑坎坎 lùmiàn kēngkēngkǎnkǎn 路面がでこぼこしている。
126 起伏 qǐfú 起伏する。波を打つ。
127 起起伏伏 qǐqǐfúfú 起伏する。波を打つ。
128 山脉起伏 shānmài qǐfú 山脈が起伏する。
129 运势有起伏 yùnshì yǒu qǐfú 運勢には起伏がある。
130 一起一伏 yī qǐ yī fú 上がったり下がったりする。起伏する。
131 水波一起一伏 shuǐbō yīqǐyīfú 波が上がったり下がったりする。
132 崎岖 qíqū 山道が険しい。境遇が苦しい。
133 山路崎岖 shānlù qíqū 山路が険しい。
134 颠簸 diānbǒ 上下に揺れる。
135 汽⻋颠簸 qìchē diānbǒ 自動車が上下に揺れる。
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