
No 中国語 ピンイン 日本語

1 重 zhòng 重い。程度がはなはだしい。度合いが深い。重んじる。重さ。重量。

2 分量重 fènliang zhòng 目方が重い。
3 身子重 shēnzi zhòng 体重が重い。
4 责任重 zérèn zhòng 責任が重い。
5 重量很重 zhòngliàng hěn zhòng 重量が重い。
6 感到很重 gǎndào hěn zhòng 重く感じる。
7 脚步很重 jiǎobù hěn zhòng 足どりが重い。
8 他病情很重 tā bìngqíng hěn zhòng 彼は病気が重い。
9 为人所重 wéirén suǒ zhòng 重んじられる。他人から尊敬される。
10 重男轻女 zhòng nán qīng nǚ 男尊女卑(だんそんじょひ)。
11 老成特重 lǎochéng tè zhòng 老練で慎重だ。
12 加重 jiāzhòng 重くする。
13 负担加重 fùdān jiāzhòng 負担が重くなる。
14 责任加重了 zérèn jiāzhòng le 責任が重くなった。
15 病势加重 bìngshì jiāzhòng 病状が重くなる。
16 感冒加重 gǎnmào jiāzhòng かぜをこじらせる。
17 沉 chén 目方が重い。感覚が重い。程度が深い。水中に沈む。沈み込む。落ち着かせる。

18 腿沉 tuǐ chén 足が重い。
19 这孩子真沉 zhè háizi zhēn chén この子はほんとうに重い。
20 沉沉 chénchén ずっしり重い。程度が深い。
21 头昏沉沉的 tóu hūn chénchén de 頭が重い。
22 沉重 chénzhòng 重い。重大だ。深刻だ。
23 沉重的行李 chénzhòng de xíngli 重い荷物。
24 心情沉重 xīnqíng chénzhòng 気持ちが沈んでいる。気が重い。
25 沉重的步伐 chénzhòng de bùfá 重い足どり。
26 病情很沉重 bìngqíng hěn chénzhòng 病状が深刻だ。
27 沉重的打击 chénzhòng de dǎjí 深刻な打撃。
28 沉痛 chéntòng 沈痛だ。きびしい。深刻だ。
29 沉痛的教训 chéntòng de jiàoxùn 重い教訓。
30 沉甸甸 chéndiàndiàn ずっしり重い。
31 稻穗沉甸甸 dàosuì chéndiàndiān 稲穂がずっしり重い。稲穂が良く実る。
32 书包沉甸甸的 shūbāo chéndiàndiān de 学生かばんがぱんぱんだ。
33 笨 bèn 理解力や記憶力が劣る。にぶい。機敏でない。不器用だ。重い。力を要する。

34 笨活儿 bènhuór 力仕事。
35 笨拙 bènzhuō 不器用だ。にぶい。
36 动作笨拙 dòngzuò bènzhuō 動きがにぶい。動作が重い。
37 粗笨 cūbèn 動作などがにぶい。品物などが雑な作りだ。
38 手脚粗笨 shǒujiǎo cūbèn 手足の動きがのろい。
39 笨重 bènzhòng 大きくて重い。重くて動きがにぶい。骨が折れる。体力のいる。

40 笨重的活儿 bènzhòng de huór 体力のいる仕事。
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41 笨重的家具 bènzhòng de jiājù 大きくて重い家具。
42 厚重 hòuzhòng 重厚(じゅうこう)だ。重々しくて落ち着いている。
43 厚重的文章 hòuzhòng de wénzhāng 重厚(じゅうこう)な文体。
44 重大 zhòngdà 重大だ。
45 责任重大 zérèn zhòngdà 責任が重い。
46 重大问题 zhòngdà wèntí 重大な問題。
47 重要 zhòngyào 重要だ。
48 重要的比赛 zhòngyào de bǐsài 重要な試合。
49 担任重要职务 dānrèn zhòngyào zhíwù 重い役職を務める。
50 那个很重要 nàge hěn zhòngyào それは重要です。
51 要紧 yàojǐn 重要だ。ひどい。重い。
52 不要紧 bù yàojǐn たいしたことはない。構わない。
53 最要紧 zuì yàojǐn もっとも大切だ。
54 病情要紧 bìngqíng yàojǐn 病状が重い。
55 要津 yàojīn 重要な地位や職務。水陸交通の要所。
56 位居要津 wèijū yàojīn 要職に就いている。
57 严重 yánzhòng 事態が深刻だ。重大だ。ひどい。
58 严重性 yánzhòngxìng 事の重大性。深刻さ。
59 罪情严重 zuìqíng yánzhòng 罪状は重い。
60 严重的症状 yánzhòng de zhèngzhuàng 重い症状。
61 病得很严重 bìng de hěn yánzhòng 病気が重い。
62 严重警告 yánzhòng jǐnggào 厳重注意。
63 大事 dàshì 重大なできごと。大事。全体の情勢。大々的に。
64 国家大事 guójiā dàshì 国家の大事。
65 终身大事 zhōngshēn dàshì 一生の大事。ライフイベント。結婚。
66 大事宣传 dàshì xuānchuán 大々的に宣伝する。
67 迟钝 chídùn 鈍感だ。
68 动作迟钝 dòngzuò chídùn 動作がのろい。動作が重い。
69 迟缓 chíhuǎn 動作がゆっくりだ。
70 动作迟缓 dòngzuò chíhuǎn 動作がのろい。動作が重い。
71 缓慢 huǎnmàn 動きがゆっくりしている。
72 动作缓慢 dòngzuò huǎnmàn 動作がのろい。動作が重い。
73 懒得 lǎnde 〜するのがおっくうになる。
74 懒得动弹 lǎnde dòngtan 動くのがおっくうだ。腰が重い。
75 懒得走路 lǎnde zǒulù 歩くのがおっくうだ。足が重い。
76 郁闷 yùmèn 気持ちがふさぐ。心が鬱積(うっせき)している。
77 心情郁闷 xīnqíng yùmèn 気が重い。気が滅入る。
78 忧闷 yōumèn 憂鬱(ゆううつ)だ。心配で気が晴れない。
79 心情忧闷 xīnqíng yōumèn 心配で気が晴れない。気が重い。
80 沉默 chénmò 口数が少ない。沈黙する。
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81 寡言 guǎyán 寡黙(かもく)だ。
82 沉默寡言 chénmò guǎyán 寡黙(かもく)だ。口が重い。
83 重视 zhòngshì 重んじる。重視する。
84 重视人工智能领域 zhòngshì réngōng zhìnéng lǐngyù 人工知能分野を重視する。
85 珍视 zhēnshì 重視する。大切にする。
86 珍视信赖 zhēnshì xìnlài 信頼を重んじる。
87 注重 zhùzhòng 重視する。
88 注重教育 zhùzhòng jiàoyù 教育を重んじる。
89 器重 qìzhòng 後輩や部下を重視する。重んずる。
90 公司很器重她 gōngsī hěn qìzhòng tā 会社は彼女を重んずる。
91 慎重 shènzhòng 慎重だ。
92 慎重的人 shènzhòng de rén 慎重な人。
93 慎重从事 shènzhòng cóngshì 慎重に処理する。
94 老成持重 lǎo chéng chí zhòng 老練で落ち着いている。老練で慎重だ。
95 他老成持重 tā lǎochéngchízhòng 彼は老練で慎重である。
96 严谨 yánjǐn 厳格だ。慎重だ。厳密だ。周到だ。
97 作⻛严谨 zuòfēng yánjǐn やり方が慎重だ。
98 谨严 jǐnyán 慎重で厳密だ。
99 笔法谨严有致 bǐfǎ jǐnyán yǒuzhì 筆使いは非常にきまじめで風情がある。
100 谨慎 jǐnshèn 慎み深い。何事に対しても慎重だ。
101 谨慎的态度 jǐnshèn de tàidù 慎重な態度。
102 小心 xiǎoxīn 気をつける。
103 要加小心 yào jiā xiǎoxīn 慎重を要する。
104 小心翼翼 xiǎo xīn yì yì 注意深いさま。きわめて慎重だ。
105 小心谨慎 xiǎo xīn jǐn shèn 会話や仕事の際に用心に用心を重ねる。
106 严格 yángé 厳格だ。厳格にする。
107 严格地看守 yángé de kānshǒu 厳重に見張る。厳しく見張る。
108 他对我很严格 tā duì wǒ hěn yángé 彼は私に厳しい。
109 严厉 yánlì 態度や手段が厳しい。
110 严厉处分 yánlì chǔfèn 厳重に処分する。厳しく処分する。
111 稳重 wěnzhòng 言動が穏やかで落ち着いている。浮ついたところがない。
112 稳稳重重 wěnwenzhòngzhòng 言動が穏やかで落ち着いている。浮ついたところがない。
113 稳重的人 wěnzhòng de rén 浮ついたところがない人。どっしりした人。
114 办事稳重 bànshì wěnzhòng 物事の処理がしっかりしている。
115 稳健 wěnjiàn 穏やかで力強い。落ち着いている。慎重だ。
116 稳健的演技 wěnjiàn de yǎnjì 重厚(じゅうこう)な演技。
117 办事稳健 bànshì wěnjiàn 物事の処理がしっかりしている。
118 敬重 jìngzhòng 敬う。大切にする。
119 敬重老人 jìngzhòng lǎorén お年寄りを敬う。
120 敬重中国文化 jìngzhòng Zhōngguó wénhuà 中国文化を尊重する。
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121 尊重 zūnzhòng 敬う。尊重する。行動が重々しい。うわついていない。
122 尊重人格 zūnzhòng réngé 人格を尊重する。
123 尊重⺠意 zūnzhòng mínyì ⺠意を尊重する。
124 放尊重些 fàng zūnzhòng xiē 自重しなさい。言動を慎みなさい。もう少しきちんとしなさい。

125 重伤 zhòngshāng 重症。
126 重症 zhòngzhèng 重症。
127 重病 zhòngbìng 重病。
128 病笃 bìngdǔ 病気が重い。危篤(きとく)だ。
129 重罪 zhòngzuì 重罪。
130 重地 zhòngdì 要地。重要な場所。
131 重任 zhòngrèn 重大な任務。重大な責任。
132 重量 zhòngliàng 重さ。目方。重量。
133 分量 fènliàng 目方。重さ。重み。
134 体重 tǐzhòng 体重。
135 净重 jìngzhòng 商品の正味重量。
136 皮重 pízhòng 容器や包装の重さ。風袋(ふうたい)。
137 毛重 máozhòng グロス重量。総重量。
138 自重 zìzhòng 自重する。車両などの自重。
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