
No 中国語 ピンイン 日本語

1 意外 yìwài 意外だ。
2 感到意外 gǎndào yìwài 意外に思う。
3 意外地困难 yìwài de kùnnan 意外に難しい。
4 意外地容易 yìwài de róngyì 案外、簡単。
5 意外事故 yìwài shìgù アクシデント。
6 这情况太意外了 zhè qíngkuàng tài yìwài le この状況は全くの予想外。
7 结果很意外 jiéguǒ hěn yìwài 結果は予想外。
8 出乎意料 chūhū yìliào 案外。想定外。想像以上。
9 出乎意料她是个急性子 chūhū yìliào tā shì ge jíxìngzi 案外、彼女は気が短い。
10 结果出乎意料 jiéguǒ chūhū yìliào 結果は思いがけなかった。
11 出乎意料地美味 chūhū yìliào de měiwèi 意外に美味しい。
12 出乎意料的好看 chūhū yìliào de hǎokàn 想像以上に見た目が良い。
13 想不到 xiǎng budào 思いもよらない。
14 万万想不到 wànwàn xiǎng budào 全く思いがけない。
15 这真是想不到的事 zhè zhēnshi xiǎng budào de shì これは本当に思いがけないこと。
16 没想到 méi xiǎngdào 思いもよらない。
17 真没想到 zhēn méi xiǎngdào ほんとに思いもよらない。
18 万万没想到 wànwàn méi xiǎngdào 全く思いもよらない。
19 没想到这么贵 méi xiǎngdào zhème guì こんなに値段が高いとは思わなかった。
20 没想到这么晚了 méi xiǎngdào zhème wǎn le こんなに遅くなるとは思わなかった。
21 没想到这么堵⻋ méi xiǎngdào zhème dǔchē こんなに渋滞するとは思わなかった。
22 没想到他已经有女朋友了 méi xiǎngdào tā yǐjing yǒu nǚpéngyou le 彼にもう彼女がいるとは思わなかった。
23 没想到在这里和你⻅面 méi xiǎngdào zài zhèlǐ hé nǐ jiànmiàn あなたにここで会うとは思いもよらなかった。
24 没想到你还有这一招 méi xiǎngdào nǐ hái yǒu zhè yī zhāo あなたにその手があるとは思わなかった。
25 我没想到今天会下雨 wǒ méi xiǎngdào jīntiān huì xiàyǔ 私は今日雨が降るとは思ってもいなかった。
26 意想不到 yìxiǎng budào 想像外。
27 意想不到的事 yìxiǎng budào de shì 意外なできごと。
28 意想不到的事故 yìxiǎng budào de shìgù 想定外のトラブル。予期せぬ事故。
29 意想不到的成功 yìxiǎng budào de chénggōng 思いもよらない成功。
30 料想不到 liàoxiǎng budào 予測できない。
31 真事料想不到的事 zhēn shì liàoxiǎng budào de shì ほんとに思いがけないこと。
32 没有料想到 méiyǒu liàoxiǎng dào 予測できない。
33 没有料想到的事 méiyǒu liàoxiǎng dào de shì 考えられないこと。
34 出人意表 chū rén yìbiǎo 人の意表を突く。意外だ。
35 出人意料 chū rén yìliào 人の意表を突く。意外だ。
36 出人意料地只得了第八名 chū rén yìliào de zhǐdé le dì bā míng 予想外の八位となる。
37 比预想 bǐ yùxiǎng 予想に比べ。
38 比预想的还坏 bǐ yùxiǎng de hái huài 予想より劣る。
39 比预想的好 bǐ yùxiǎng de hǎo 予想より良い。
40 比预想的价格要高一些 bǐ yùxiǎng de jiàgé yào gāo yīxiē 予想よりいくらか値段が高い。
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41 不料 bùliào 意外にも。思いがけず。
42 出去走走不料下雨了 chūqù zǒu zǒu bùliào xià yǔ le ちょっと出かけると、思いがけず雨降りになった。
43 不料想 bùliào xiǎng 思いがけず。
44 不料想突然灯灭了 bùliào xiǎng túrán dēng miè le 思いがけず、明かりが突然に消えた。
45 却不料 quèbuliào 思いもよらず。
46 却不料竟遇到了她 quèbuliào jìng yù dào le tā 思いもよらないことに、なんと彼女に遭った。
47 料不到 liàobudào 思い及ばない。
48 真是料不到啊 zhēnshi liàobudào a ほんと、思いもよらないよね。
49 超出想象之外 chāochū xiǎngxiàng zhī wài 想像を超えている。
50 效果超出想象之外 xiàoguǒ chāochū xiǎngxiàng zhī wài 効果は想像以上。
51 我预想的不一样 wǒ yùxiǎng de bù yīyàng 私の予想と違う。
52 答案和我想的不一样 dá'àn hé wǒ xiǎng de bù yīyàng 答えは私が思っていたのと違う。
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