
No 中国語 ピンイン 日本語

1 千方百计 qiān fāng bǎi jì あらゆる方法を講じる。百方手を尽くす。
2 千方百计探索 qiānfāng bǎijì tànsuǒ 手を尽くして探索する。
3 千方百计地说服 qiānfāngbǎijì de shuōfú なんとかして説得する。
4 想方设法 xiǎng fāng shè fǎ いろいろな方法を考える。手を尽くす。
5 想方设法防寒 xiǎngfāng shèfǎ fánghán あれこれして寒さを防ぐ。
6 想方设法地进行寻找 xiǎngfāngshèfǎ de jìnxíng xúnzhǎo あらゆる手を尽くし捜し求める。
7 所有 suǒyǒu あらゆる。所有する。所有するもの。
8 所有人 suǒyǒu rén あらゆる人。
9 所有事物 suǒyǒu shìwù あらゆる事物。
10 所有汽⻋都必须购买强制保险 suǒyǒu qìchē dōu bìxū gòumǎi qiángzhì bǎoxiǎn すべての車において強制保険を購入しなければならない。
11 用尽了所有的方法 yòngjìn le suǒyǒu de fāngfǎ あらん限りの方法を用いた。
12 一切 yīqiè すべての。すべてのもの。
13 所有一切 suǒyǒu yīqiè 一切合切(いっさいがっさい)。
14 一切因素 yīqiè yīnsù すべての要素。
15 一切手段 yīqiè shǒuduàn あらゆる手段。
16 尽一切努力 jìn yīqiè nǔlì あらゆる努力を尽くす。
17 各种 gèzhǒng さまざまだ。
18 各种各样 gè zhǒng gè yàng 種々さまざまである。
19 各种因素 gèzhǒng yīnsù さまざまな要素。あらゆる要素。
20 用尽各种手段 yòngjìn gèzhǒng shǒuduàn あらゆる手段を使い尽くす。
21 各种各样的商品 gè zhǒng gè yàng de shāngpǐn さまざまな商品。
22 各式各样 gè shì gè yàng さまざまだ。
23 各式各样的祭祀仪式 gè shì gè yàng de jìsì yíshì さまざまな祭祀(さいし)の儀式。
24 何许 héxǔ いかなる。
25 何许人 héxǔ rén いずこの人か。いかなる人か。
26 何等 hèděng どのような。なんと。いかに。
27 他是何等人物? tā shì héděng rénwù 彼はいかなる人か。
28 什么 shénme どんな。何。何か。何でも。何という。何を。何が。〜など何でも。

29 什么困难也不怕 shénme kùnnán yě bùpà どんな困難も恐れない。いかなる困難も怖くない。
30 什么样 shénmeyàng どのような。どんな。
31 不管什么样的困难也不怕 bùguǎn shénmeyàng de kùnnán yě bùpà たとえどのような困難であろうと恐れない。
32 怎样 zěnyàng どのようか。どのような。
33 无论怎样 wúlùn zěnyàng たとえどうあろうとも。いずれにしても。
34 无论怎样都不能使她守纪律 wúlùn zěnyàng dōu bùnéng shǐ tā shǒu jìlǜ いかにしようが彼女に規律を守らせることができない。
35 怎么样 zěnmayàng どのような。どのように。それほど〜でない。
36 在怎么样的条件下工作呢? zài zěnmeyàng de tiáojiàn xià gōngzuò ne いかなる条件のもとで仕事をおこなうか。
37 如何 rúhé どのように。どうやって。どうですか。
38 如何保持健康? rúhé bǎochí jiànkāng いかにして健康を保つか。
39 无论如何 wúlùn rúhé どうしても。なにがなんでも。
40 今天的比赛无论如何也要打赢 jīntiān de bǐsài wúlùn rúhé yě yào dǎ yíng 今日の試合、何がどうあろうと勝たなければならない。
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41 任何 rènhé どのような〜でも。いかなる〜も。
42 任何人都可以参加 rènhé rén dōu kěyǐ cānjiā どなたでも参加できます。
43 任何势力都不能阻挡我们前进的步伐 rènhé shìlì dōu bùnéng zǔdǎng wǒmen qiánjìn de bùfá いかなる勢力も我々の前進する歩みを阻止することはできない。

44 在任何情况下保持自信 zài rènhé qíngkuàng xià bǎochí zìxìn いかなる状況のもとでも自信を保つ。
45 任何时候都先想国家 rènhé shíhòu dōu xiān xiǎng guójiā いかなる時もまずは国家を想う。
46 不惜任何代价 bùxī rènhé dàijià いかなる代価も惜しまない。
47 统统 tǒngtǒng すべて。全部。
48 他们统统都猜错 tāmen tǒngtǒng dōu cāi cuò 彼らすべてが推測を間違う。
49 通通 tōngtōng すべて。全部。
50 通通都是免费的 tōngtōng dōu shì miǎnfèi de すべてが無料です。
51 通统 tōngtǒng すべて。
52 通统都是浙江人 tōngtǒng dōu shì Zhèjiāngrén すべてみんな浙江省(せっこうしょう)の人です。
53 都 dōu みんな。すべて。全部。〜でも。すでに。すっかり。
54 我们都是学生 wǒmen dōu shì xuéshēng 私たちは皆、学生です。
55 我们都不赞成 wǒmen dōu bù zànchéng 私たちは皆、賛成しない。
56 根本 gēnběn まったく。根本。重要だ。もともと。徹底的に〜する。
57 根本没有其事 gēnběn méiyǒu qí shì そんなことはまったくない。
58 根本没有这回事 gēnběn méiyǒu zhè huí shì そんなことはまったくない。
59 根本不可能 gēnběn bù kěnéng まったく不可能。
60 他根本不听我的话 tā gēnběn bù tīng wǒ de huà 彼は私の話をいっさい聞かない。
61 根本原因 gēnběn yuányīn 根本的な原因。
62 全 quán すべての。すべて備わっている。一つ残らずみんな。
63 全人类 quán rénlèi 全人類。
64 全世界 quán shìjiè 全世界。
65 主演们全是演技派 zhǔyǎnmen quán shì yǎnjìpài 主演者たちはみな演技派です。
66 全部 quánbù 全部の。
67 全部财产 quánbù cáichǎn 全ての財産。全財産。
68 全部责任 quánbù zérèn 全ての責任。全責任。
69 用尽全部力气 yòngjìn quánbù lìqì すべての力を使い尽くす。
70 一应 yīyīng すべて。
71 一应俱全 yīyīng jùquán すべてみなそろっている。
72 一应工具 yīyīng gōngjù すべての工具。
73 一概 yīgài 一律に。例外なくすべて。
74 一概没收 yīgài mòshōu すべて没収する。
75 一概而论 yīgài ér lùn 一律に論ずる。
76 不能一概而论 bùnéng yīgài'érlùn 一律には論じられない。
77 概不 gài bù いっさい〜しない。
78 概不追求 gài bù zhuīqiú 一切追究しない。
79 概不过问 gài bù guòwèn 一切口出ししない。
80 概不相干 gài bù xiānggān 一切関与しない。
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81 一总 yīzǒng 全部。すべて。合わせて。
82 一总三十个人 yīzǒng sānshí ge rén 合わせて３０人。
83 共 gòng ぜんぶ合わせて。合計。いっしょに。ともに。
84 共十卷 gòng shí juǎn ぜんぶで１０巻。
85 一共 yīgòng 併せて。
86 一共三十四块钱 yīgòng sānshísì kuài qián 併せて３４元。
87 通共 tōnggòng 合計で。全部で。
88 通共两百块钱 tōnggòng liǎng bǎi kuài qián 合計で２００元。
89 拢共 lǒnggòng 合計して。
90 镇上拢共不过三百户人家 zhèn shàng lǒnggòng bùguò sānbǎi hù rénjiā 町にはあわせてわずか３００⼾の人家しかない。
91 拢总 lǒngzǒng 合計して。
92 站上职工拢总五十个人 zhàn shàng zhígōng lǒng zǒng wǔshí ge rén 駅には職員と工員の合計で５０人います。
93 共计 gòngjì 合計する。協議する。
94 共计四千六百日元 gòngjì sìqiān liùbǎi rìyuán 合計し４６００円。
95 合计 héjì 合計する。
96 合计是五千零八十元 héjì shì wǔqiān líng bāshí yuán 合計は５０８０元です。
97 总计 zǒngjì 総計する。
98 总计三千平方米 zǒngjì sānqiān píngfāng mǐ 総計で３０００平方メートル。
99 完全 wánquán まったく。完全に。完全だ。すべてそろっている。
100 完完全全 wánwánquánquán まったく。完全に。完全だ。すべてそろっている。
101 完全相同 wánquán xiāngtóng まったく同じだ。
102 完全不懂 wánquán bù dǒng さっぱりわからない。いっさいわからない。
103 全然 quánrán まったく。
104 全然不明 quánrán bùmíng まったく明らかでない。さっぱり見当がつかない。
105 何时何地 hé shí hé dì いついかなるところ。
106 无论何时 wúlùn hé shí なんどきであろうと。いつでも。
107 无论何时何地 wúlùn hé shí hé dì なんどき、どこであろうと。
108 无论何时何地, 我只想守护你 wúlùn hé shí hé dì, wǒ zhǐ xiǎng shǒuhù nǐ いついかなるときも、ただあなたを見守りたい。
109 不怕一万, 就怕万一 bù pà yī wàn, jiù pà wànyī 一万回起こることはこわくないが、万が一のことがこわい。あらゆることにそなえよ。
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