
No 中国語 ピンイン 日本語

1 大量 dàliàng 数が多い。大量だ。度量が大きい。太っ腹だ。
2 大量生产 dàliàng shēngchǎn 大量に生産する。大量生産。量産。
3 大量生产品 dàliàng shēngchǎnpǐn 量産品。
4 大量数据 dàliàng shùjù 大量のデータ。
5 大量事实 dàliàng shìshí 数多くの事実。
6 大量的石油 dàliàng de shíyóu 大量の石油。
7 多量 duōliàng 多量。
8 多量的酒 duōliàng de jiǔ 多量の酒。
9 多量的维生素 duōliàng de wéishēngsù 多量のビタミン。
10 批 pī 大量の荷物や人を一まとまりにして数えることば。批判する。批評する。

11 一批 yī pī ひとむれ。ひとくち。ひとまとめ。
12 第一批 dì yī pī 第一ロット。第一弾。
13 一批货 yī pī huò まとまった品。大量の品。
14 第一批货 dì yī pī huò 第一回目の荷物。
15 大批 dàpī 大量だ。数が多い。大ぜいの。
16 一大批 yī dàpī 大量にまとまった。数が多い。大ぜいの。
17 大批量 dàpīliàng 大量だ。数が多い。大ぜいの。
18 大批量生产 dàpīliàng shēngchǎn 大量に生産する。大量生産。量産。
19 大批货物 dàpī huòwù 大口貨物。
20 一大批人 yī dàpī rén 大ぜいの人。
21 批量 pīliàng 大量に。ロット。
22 大批量 dà pīliàng 大量。大口。
23 小批量 xiǎo pīliàng 少量。小口。
24 批量生产 pīliàng shēngchǎn ロット生産。量産。
25 大批量生产 dà pīliàng shēngchǎn 大量生産。
26 成批 chéngpī 大量の。まとまった量。
27 成批处理 chéngpī chǔlǐ 一括処理。
28 成批的水泥 chéngpī de shuǐní 大量のセメント。
29 成批生产 chéngpī shēngchǎn ロット生産。量産。
30 容量 róngliàng 容量。
31 大容量 dàróngliàng 大容量。
32 大容量硬盘 dàróngliàng yìngpán 大容量ハードディスク。
33 容量大 róngliàng dà 容量が大きい。
34 容量小 róngliàng xiǎo 容量が小さい。
35 容量格外大 róngliàng géwài dà 容量がことのほか大きい。超大容量。
36 群 qún 群れをなしている。
37 大群 dàqún 大群。
38 人群 rénqún 人の群れ。人ごみ。人々。
39 蜂群 fēngqún ハチの群れ。
40 一群羊 yī qún yáng 羊の群れ。
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41 成群 chéngqún 群れを成す。
42 成群的⻥ chéngqún de yú 群れを成す魚。
43 成群结队 chéngqún jiéduì 群れを成し、隊を組む。
44 很多 hěn duō とても多い。
45 数量很多 shùliàng hěnduō 数量がとても多い。
46 很多很多 hěnduō hěnduō とても多い。大量の。
47 很多很多的钱 hěnduō hěnduō de qián とてもたくさんのお金。大量のお金。
48 丰收 fēngshōu 豊作になる。
49 渔获丰收 yúhuò fēngshōu 大漁(たいりょう)。
50 丰登 fēngdēng 豊作になる。
51 五谷丰登 wǔgǔ fēngdēng 五穀豊穣(ごこくほうじょう)。五穀が豊かに実る。豊作。
52 雄厚 xiónghòu 人手や物資が充分に足りている。
53 雄厚的资金 xiónghòu de zījīn 豊富な資金。
54 资金雄厚 zījīn xiónghòu 資金が豊富だ。
55 趸买趸卖 dǔnmǎi dǔnmài 大量仕入れ、大量販売。
56 大屠杀 dàtúshā 大量虐殺。
57 大出血 dàchūxiě 大出血。
58 少量 shǎoliàng 少し。少量だ。
59 少量的盐 shǎoliàng de yán 少量の塩。
60 少量的酒 shǎoliàng de jiǔ 少量の酒。
61 少量的知识 shǎoliàng de zhīshì 少しの知識。
62 少量的运动 shǎoliàng de yùndòng 少量の運動。軽い運動。
63 小量 xiǎoliàng 少量。
64 小量生产 xiǎoliàng shēngchǎn 少量生産。
65 小量报酬 xiǎoliàng bàochóu わずかな報酬。
66 少许 shǎoxǔ 少量だ。わずかだ。
67 少许的钱 shǎoxǔ de qián わずかな金。すこしばかりのお金。
68 加入少许调味料 jiārù shǎoxǔ tiáowèiliào 少量の調味料を加える。
69 加入食糖少许 jiārù shítáng shǎoxǔ 砂糖を少量加える。
70 很少 hěn shǎo とても少ない。
71 很少的钱 hěn shǎo de qián わずかな金。
72 很少的人 hěn shǎo de rén わずかな人。
73 歉收 qiànshōu 不作になる。
74 粮食歉收 liángshí qiànshōu 食物が不作になる。食物の不作。
75 捕⻥量少 bǔyúliàng shǎo 魚獲量が少ない。不漁。
76 薄弱 bóruò 力や意思などが弱い。
77 兵力薄弱 bīnglì bóruò 兵力が手薄である。
78 单薄 dānbó 薄弱だ。ひ弱だ。不十分だ。
79 兵力单薄 bīnglì dānbó 兵力が手薄である。
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