
No 中国語 ピンイン 日本語

1 细小 xìxiǎo 細かい。小さい。家族。
2 细小的变化 xìxiǎo de biànhuà 小さな変化。ささやかな変化。
3 微小 wēixiǎo きわめて小さい。
4 微小的幸福 wéixiǎo de xìngfú 小さな幸せ。ささやかな幸せ。
5 极小 jíshǎo ごくわずかの。
6 对人体影响极小 duì réntǐ yǐngxiǎng jíxiǎo 人体に対する影響はわずか。
7 微不足道 wēi bù zú dào ごく小さくて、取るに足りない。
8 微不足道的事 wēibùzúdào de shì ささいな事。
9 些小 xiēxiǎo 少しの。
10 些小的事 xiēxiǎo de shì ささいな事。
11 些小差异 xiēxiǎo chāiyì ごくわずかな相違。
12 小 xiǎo 小さい。ちょっと。少し。幼い。若い。
13 小小 xiǎoxiǎo ごく小さい。ごくわずかである。
14 小小儿 xiǎoxiāor ごく小さい。ごくわずかである。
15 小事 xiǎoshì ささいな事。
16 小事情 xiǎo shìqing ささいな事。
17 小问题 xiǎo wèntí 小さな問題。
18 小宴会 xiǎo yànhuì 小宴。ささやかな宴会。
19 小小的礼品 xiǎoxiǎo de lǐpǐn ささやかな贈り物。
20 小小的意思 xiǎoxiǎo de yìsi ちょっとした気持ち。ほんの気持ち。
21 小小的喜悦 xiǎoxiǎo de xǐyuè ささやかな喜び。
22 小小的问题 xiǎoxiǎo de wèntí 小さな問題。
23 小规模 xiǎoguīmó 小規模。
24 小规模的艺术节 xiǎoguīmó de yìshùjié 小さな芸術祭。ささやかな芸術祭。
25 细微 xìwēi かすかだ。わずかだ。
26 细微差别 xìwéi chābié ほんの少しのちがい。
27 细微的事情 xìwéi de shìqíng ささいな事。
28 轻微 qīngwēi 軽微な。程度の軽い。
29 影响是很轻微的 yǐngxiǎng shì hěn qīngwéi de 影響は軽微です。
30 琐细 suǒxì こまごましている。
31 琐细的事情 suǒxì de shìqíng こまごまとしたささいな事柄。
32 琐碎 suǒsuì こまかくて繁雑だ。
33 琐碎的事情 suǒsuì de shìqíng こまごまとしたささいな事柄。
34 委琐 wěisuǒ こまごまと煩わしい。下卑(げび)ている。
35 委琐的小事 wěisuǒ de xiǎoshì こまごまとしたささいな事柄。
36 琐事 suǒshì こまごましたこと。
37 生活琐事 shēnghuó suǒshì 日常のこまごましたこと。日々のささいなこと。
38 小节 xiǎojié ささいな事。取るに足らないこと。音楽の小節。
39 拘泥小节 jūnì xiǎojié ささいなことにこだわる。
40 不拘小节 bùjū xiǎojié ささいなことにこだわらない。
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41 鸡毛蒜皮 jī máo suàn pí 取るに足らないもの。
42 鸡毛蒜皮的事情 jīmáosuànpí de shìqíng ささいな事。
43 微薄 wēibó ごくわずかだ。
44 微薄的谢礼 wéibó de xièlǐ 申し訳程度の謝礼。
45 菲薄 fěibó 質が劣っている。量が少ない。見下す。見下げる。
46 菲薄的礼品 fěibó de lǐpǐn 粗末な贈り物。形ばかりのお礼の品。
47 简单 jiǎndān 簡単だ。単純だ。平凡だ。いいかげんだ。
48 简简单单 jiǎnjiandāndān 簡単だ。単純だ。
49 简单的结婚仪式 jiǎndān de jiéhūn yíshì 地味な結婚式。ささやかな結婚式。
50 简朴 jiǎnpǔ 質素だ。簡素だ。
51 俭朴 jiǎnpǔ 質素だ。
52 简谱 jiǎnpǔ 略譜。
53 简朴的生活 jiǎnpǔ de shēnghuó 簡素な暮らし。
54 俭朴的生活 jiǎnpǔ de shēnghuó 質素な生活。
55 生活俭朴 shēnghuó jiǎnpǔ 生活が質素だ。
56 朴素 pǔsù 色や格好が地味だ。素朴だ。質素だ。
57 朴素地生活 pǔsù de shēnghuó つつましく暮らす。
58 生活朴素 shēnghuó pǔsù 生活が質素だ。
59 小意思 xiǎoyìsi 寸志。取るに足らないこと。
60 小小意思 xiǎoxiǎoyìsi 寸志。取るに足らないこと。
61 小小意思不成敬意, 大家都来尝尝吧 xiǎoxiǎoyìsi bùchéng jìngyì, dàjiā dōu lái chángcháng ba 気持ちばかりですが、皆さんで召し上がってください。
62 略表心意 lüè biǎo xīnyì いささかの気持ち。心ばかりの祝い。
63 略表谢意 lüè biǎo xièyì いささかの謝意。心ばかりの謝意。
64 略表寸心 lüè biǎo cùnxīn いささか寸志を表す。
65 聊表寸心 liáo biǎo cùnxīn いささか寸志を表す。
66 一点 yīdiǎn 少し。
67 一点儿 yīdiǎnr 少し。
68 一点点 yīdiǎndiǎn ほんの少し。
69 一点点儿 yīdiǎndiǎnr ほんの少し。
70 一点祝福 yīdiǎn zhùfú ささやかながらのお祝い。
71 一点儿小意思 yīdiǎnr xiǎoyìsi ほんの気持ちです。
72 我的一点儿心意 wǒ de yīdiǎnr xīnyì 私の少しばかりの気持ち。
73 薄礼 bólǐ 粗末な贈り物。
74 千里鹅毛 qiānlǐ émáo 遠い所から持参したささやかな贈り物。
75 礼轻意重 lǐ qīng yì zhòng 贈り物は大した物ではないが心がこもっている。
76 千里送鹅毛, 礼轻情意重 qiānlǐ sòng émáo, lǐ qīng qíngyì zhòng ささやかな贈り物だが、真心がこもっている。
77 小题大做 xiǎo tí dà zuò ささいなことを大げさにする。
78 小题大作 xiǎo tí dà zuò ささいなことを大げさにする。
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