
No 中国語 ピンイン 日本語

1 紧急状态 jǐnjí zhuàngtài 非常事態。
2 紧急事态 jǐnjí shìtài 緊急事態。
3 天灾 tiānzāi 天災。
4 人祸 rénhuò 人災。
5 灾害 zāihài 災害。
6 自然灾害 zìrán zāihài 自然災害。
7 地震 dìzhèn 地震。
8 雷 léi 雷。
9 打雷 dǎléi 雷が鳴る。
10 响雷 xiǎngléi 激しい雷鳴。
11 火灾 huǒzāi 火災。
12 火警 huǒjǐng 火災。火災警報の略。
13 着火 zháohuǒ 火事になる。火がつく。
14 起火 qǐhuǒ 出火する。炊事する。かんしゃくを起こす。
15 失火 shīhuǒ 火事を出す。
16 暴雨 bàoyǔ 豪雨。大雨。
17 台⻛ táifēng 台風。
18 龙卷⻛ lóngjuǎnfēng ⻯巻。
19 海啸 hǎixiào 津波。
20 喷火 pēnhuǒ 噴火する。
21 火山 huǒshān 火山。
22 泥沙塌方 níshā tāfāng 土砂崩れ。
23 塌方 tāfāng 土砂崩れが起こる。
24 坍方 tānfāng 道路や堤防が崩れる。地すべり。
25 塌陷 tāxiàn 陥没する。
26 下陷 xiàxiàn 陥没する。
27 暴动 bàodòng 暴動。
28 暴乱 bàoluàn 武力による暴動。
29 游行 yóuxíng デモ。
30 恐怖行动 kǒngbù xíngdòng テロ行為。
31 恐怖主义 kǒngbù zhǔyì テロリズム。
32 战争 zhànzhēng 戦争。
33 战斗 zhàndòu 戦闘。
34 打架 dǎjià 殴り合いの喧嘩。
35 吵架 chǎojià 口喧嘩。
36 瘟疫 wēnyì 流行性の疫病。
37 瘟疫流行 wēnyì liúxíng 疫病の流行。
38 生病 shēngbìng 病気になる。
39 受伤 shòushāng ケガをする。
40 死 sǐ 死ぬ。
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41 去世 qùshì 亡くなる。
42 逝世 shìshì 亡くなる。
43 被卷入犯罪里 bèi juàn rù fànzuì lǐ 犯罪に巻き込まれる。
44 事故 shìgù 事故。
45 交通事故 jiāotōng shìgù 交通事故。
46 ⻋祸 chēhuò 自動車事故。
47 坠落 zhuìluò 墜落する。
48 坠机 zhuì jī 飛行機の墜落。
49 掉 diào なくす。落とす。
50 丢掉 diūdiào 紛失する。投げ捨てる。
51 丢失 diūshī 紛失する。なくす。
52 遗失 yíshī 紛失する。なくす。
53 失落 shīluò なくす。失う。おさまりがつかない。
54 被偷 bèi tōu 盗まれる。
55 被偷走 bèi tōu zǒu 盗まれる。
56 被强盗袭击 bèi qiángdào xíjī 強盗に襲われる。
57 倒闭 dǎobì 倒産する。
58 破产 pòchǎn 破産する。破綻する。
59 失踪 shīzōng 失踪する。行方不明になる。
60 下落不明 xiàluò bù míng 行方不明。
61 去向不明 qùxiàng bù míng 行方不明。
62 交通瘫痪 jiāotōng tānhuàn 交通麻痺。
63 交通堵塞 jiāotōng dǔsè 交通渋滞。
64 交通阻塞 jiāotōng zǔsè 交通が滞る。
65 停电 tíngdiàn 停電。
66 停水 tíngshuǐ 断水。
67 断水 duànshuǐ 断水。
68 纠纷 jiūfēn もめごと。トラブル。
69 毛病 máobìng 故障。機械トラブル。欠点。悪いくせ。
70 故障 gùzhàng 故障。
71 乱子 luànzi 災い。騒ぎ。間違い。トラブル。
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