
No 中国語 ピンイン 日本語

1 达到 dádào 目的や水準に到達する。達成する。
2 达到目的 dádào mùdì 目的に達する。
3 不达到目的 bù dádào mùdì 目的に達しない。
4 达到愿望 dádào yuànwàng 願望を遂げる。
5 达到标准 dádào biāozhǔn 基準に達する。
6 达到极限 dádào jíxiàn 限界に達する。
7 完美地达到了 wánměi de dádào le 完璧に達した。
8 气温达到四十五度 qìwēn dádào sìshíwǔ dù 気温が４５度に達する。
9  到达 dàodá 到達する。到着する。
10 到达山顶 dàodá shāndǐng 山頂に達する。
11 到达目的地 dàodá mùdìdì 目的地に達する。
12 到达站台 dàodá zhàntái 列車の到着ホーム。
13 完成 wánchéng 成し遂げる。完成させる。
14 完成定额 wánchéng dìng'é ノルマを果たす。
15 完成任务 wánchéng rènwù 任務を全うする。
16 完成伟业 wánchéng wěiyè 偉業を達成する。
17 实现 shíxiàn 実現する。
18 实现目的 shíxiàn mùdì 目的を果たす。
19 实现愿望 shíxiàn yuànwàng 願いを実現する。
20 实现心愿 shíxiàn xīnyuàn 思いを遂げる。
21 心愿实现 xīnyuàn shíxiàn 思いがかなう。
22 达成 dáchéng 達成する。成立する。
23 达成结论 dáchéng jiélùn 結論に達する。
24 达成协议 dáchéng xiéyì 協議が成立する。合意に達する。
25 我们还没有达成目标 wǒmen hái méiyǒu dáchéng mùbiāo 私たちはまだ目標を達成していません。
26 他没能达成那个目标 tā méi néng dáchéng nàge mùbiāo 彼はその目標を達成できなかった。
27 够 gòu ⼿が届く。及ぶ。達する。つかむ。⾜りる。飽きる。とても〜だ。

28 够成功 gòu chénggōng 十分に成功する。成功に達する。
29 让猫猫把球够下来 ràng māomāo bǎ qiú gòu xiàlai 猫にボールを拾わせる。
30 不够 bùgòu 不十分だ。
31 不够理想 bùgòu lǐxiǎng 理想に至らない。理想的でない。
32 不够一米六 bùgòu yī mǐ liù １メートル６０センチに満たない。
33 ⾜够 zúgòu 満⾜させる。〜するに⾜りる。十分だ。
34 人⼿⾜够了 rénshǒu zúgòu le 人⼿は⾜りた。人⼿は⾜りている。
35 没有⾜够的人⼿ méiyǒu zúgòu de rénshǒu 十分な人⼿がいない。
36 够格 gòugé 一定の基準に達する。
37 够格儿 gòugér 一定の基準に達する。
38 够格的人 gòugé de rén 基準に達した人。一人前。
39 一个够格的⺟亲 yī ge gòugé de mǔqīn 一人前の⺟親。
40 当大学校⻓是不够格的 dāng dàxué xiàozhǎng shì bù gòugé de 大学の学⻑になるには不十分だ。
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41 够味儿 gòuwèir レベルに達し、いい具合だ。なかなかのものだ。
42 这首诗真够味儿 zhè shǒu shī zhēn gòuwèir この詩は実にいい。
43 他做的中国菜真够味儿 tā zuò de zhōngguó cài zhēn gòuwèir 彼の作る中国料理はなかなかいける。
44 够着 gòuzháo ⼿などが届く。
45 够到 gòudào ⼿などが届く。
46 够得着 gòudezháo ⼿などが届く。ものを取ることができる。
47 够得到 gòudedào ⼿などが届く。ものを取ることができる。
48 够不着 gòubuzháo ⼿などが届かない。物を取ることができない。
49 够不到 gòubudào ⼿などが届かない。物を取ることができない。
50 够着吗? gòuzháo ma 届きますか。⼿が届きますか。
51 差一点就够着了 chà yīdiǎn jiù gòuzháo le もう少しで届く。
52 ⻓颈鹿够得着树上的叶子 chángjǐnglù gòudezháo shù shàng de yèzi キリンは木の上の葉っぱを取ることができる。
53 到 dào 到達する。到着する。⾏く。出席を取る時の返事。周到だ。〜まで。

54 不到 bùdào 到達しない。届かない。至らない。
55 不到一年 bùdào yī nián 一年に至らない。
56 到不了 dào buliǎo 到達できない。届かない。
57 到不了目的地 dào buliǎo mùdìdì 目的地に到達できない。
58 从1到1000 cóng yī dào yīqiān １から１０００まで。
59 走到邮局 zǒudào yóujú 郵便局まで歩く。
60 ⻜到世界尽头 fēidào shìjiè jìntóu 世界の果てまで飛ぶ。
61 赶到医院 gǎndào yīyuàn 病院に駆けつける。
62 送到世界各地 sòngdào shìjiè gèdì 世界各地に送り届ける。
63 把这个寄到日本 bǎ zhège jìdào Rìběn これを日本に送り届ける。
64 商品还没有寄到 shāngpǐn hái méiyǒu jìdào 商品はまだ届いていない。
65 收到电子邮件 shōudào diànzǐ yóujiàn 電子メールを受け取る。
66 受到影响 shòudào yǐngxiǎng 影響を受ける。
67 消息传到各处 xiāoxi chuándào gèchù 知らせが各所に伝わる。
68 wifi信号传不到卧室 wifi xìnhào chuán bùdào wòshì WiFi信号が寝室に届かない。
69 古代女子的衣裳都拖到地上 gǔdài nǚzǐ de yīshang dōu tuōdào dìshàng 古代の女性の着物は皆、地面に垂れて届く。
70 挨到你了 āidào nǐ le あなたの番です。
71 轮到你了 lúndào nǐ le あなたの番です。
72 到位 dàowèi 規定の位置やレベルに達する。球技で球を所定の場所に置く。

73 资金到位 zījīn dàowèi 資金が予定金額に達する。
74 达 dá 達する。届く。
75 气温已达三十度 qìwēn yǐ dá sānshí dù 気温はすでに３０度に達する。
76 抵达 dǐdá 到着する。
77 抵达目的地 dǐdá mùdìdì 目的地に到着する。
78 今天抵达了中国 jīntiān dǐdá le Zhōngguó 今日、中国に着きました。
79 送达 sòngdá 送り届ける。配達する。
80 救援物资送达武汉 jiùyuán wùzī sòngdá Wǔhàn 救援物資を武漢に送り届ける。
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81 至 zhì 〜まで。最も。きわめて。
82 从古至今 cóng gǔ zhì jīn 古い時代から今まで。
83 至于 zhìyú ある程度になる。至る。〜に至っては。〜はというと。
84 死伤至于六十多人 sǐshāng zhìyú liùshí duō rén 死傷者が６０人余りに達する。
85 至于这七位的国籍, 就不容易查了 zhìyú zhè qī wèi de guójí, jiù bù róngyì chá le この７名の国籍については、確認するのは簡単ではありません。

86 不至于 bùzhìyú 〜ほどではない。〜までには至らない。
87 不至于吧 bùzhìyú ba そこまでいかないでしょう。そうならないでしょう。
88 不至于死亡 bù zhìyú sǐwáng 死ぬほどのことではない。
89 不至于一米 bù zhìyú yī mǐ １メートルに至らない。
90 及 jí 到達する。届く。追いつく。間に合う。⽐べられる。〜と。および。並びに。

91 亘古及今 gèn gǔ jí jīn 昔から現在に至るまで。
92 累及 lěijí 巻き添えにする。
93 累及他人 lěijí tārén 影響が他人に及ぶ。
94 跻 jī 登る。上昇する。
95 跻于世界先进之列 jī yú shìjiè xiānjìn zhī liè 世界の先進グループに登り詰める。
96 跻身 jīshēn 自分をあるレベルに押し上げる。
97 跻身第一梯队 jīshēn dì yī tīduì 先頭グループに入る。
98 齐 qí 同じ高さになる。整っている。そろっている。欠けていない。一点または一つの線にそろえる。

99 水深齐腰 shuǐshēn qí yāo 水の深さが腰の高さになる。
100 臻 zhēn 至る。到達する。
101 臻于完美 zhēn yú wánměi 完璧に達する。
102 上 shàng 数や程度に達する。上。前の。あがる。差し上げる。登場する。

103 上岁数 shàng suìshu 年齢に達する。年を取る。老人になる。
104 上岁数儿 shàng suìshur 年齢に達する。年を取る。老人になる。
105 满 mǎn 一定の期限に達する。満ちる。完全に。まったく。
106 满了一年 mǎn le yī nián 一年になる。
107 不满二十岁 bùmǎn èrshí suì 二十歳に満たない。
108 得以 déyǐ 〜ができる。
109 得以实现 déyǐ shíxiàn 実現することができる。
110 高不可攀 gāo bù kě pān 高くて登れない。容易に到達できない。高嶺の花だ。
111 高不可攀的高山 gāobùkěpān de gāoshān 高くて登れない山。
112 望尘莫及 wàng chén mò jí 遠く及ばない。
113 望尘不及 wàng chén bù jí 遠く及ばない。
114 别家公司望尘莫及的技术 biéjiā gōngsī wàngchénmòjí de jìshù 他社が到達できない技術。
115 到来 dàolái 到来する。
116 人工智能时代的到来 réngōng zhìnéng shídài de dàolái 人工知能時代の到来。
117 凉爽的季节到来了 liángshuǎng de jìjié dàolái le さわやかな季節になった。
118 来临 láilín やってくる。
119 春天来临 chūntiān láilín 春の訪れ。
120 机会来临 jīhuì láilín チャンスが訪れる。
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121 降临 jiànglín 訪れる。降臨する。
122 夜幕降临 yèmù jiànglín 夜のとばりの訪れ。
123 幸运降临 xìngyùn jiànglín 幸運が訪れる。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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