
No 中国語 ピンイン 日本語

1 八卦新闻 bāguà xīnwén ゴシップ記事。スキャンダル記事。
2 桃色新闻 táosè xīnwén 恋愛ゴシップの記事。
3 花边新闻 huābiān xīnwén 話題記事。
4 绯闻 fēiwén 恋愛に関するゴシップ。
5 艳闻 yànwén 艶っぽい話。
6 丑闻 chǒuwén スキャンダル。醜聞。
7 抢先报道 qiǎngxiān bàodào スクープ。
8 特快消息 tèkuài xiāoxi スクープ。
9 独家新闻 dújiā xīnwén 単独ニュース。
10 特讯 tèxùn 特ダネ。
11 娱乐新闻 yúlè xīnwén 芸能ニュース。
12 娱乐圈丑闻 yúlèquān chǒuwén 芸能スキャンダル。
13 官场丑闻 guānchǎng chǒuwén 政界スキャンダル。
14 街谈巷议 jiē tán xiàng yì 世間の噂。
15 谣言 yáoyán 根拠のない噂。
16 真相 zhēnxiàng 真相。
17 坦白真相 tǎnbái zhēnxiàng 真相を告白する。
18 被拍 bèi pāi 撮影される。
19 热爱 rè'ài 熱愛。
20 热恋 rèliàn 熱愛。
21 爱恋 àiliàn 恋する。熱愛する。
22 婚外恋 hūnwàiliàn 不倫。浮気。
23 婚外情 hūnwàiqíng 不倫。浮気。
24 外遇 wàiyù 浮気。不倫関係。愛人。
25 相好 xiānghǎo 愛人。仲良し。好きあう。
26 第三者 dìsānzhě 愛人。当事者以外の第三者。
27 私生子 sīshēngzǐ 隠し子。
28 禁果 jìngguǒ 禁断の果実。社会的に禁断な行為。
29 偷情 tōuqíng 密会する。密通する。
30 幽会 yōuhuì 密会する。
31 密会 mìhuì 秘密の会議。密会する。
32 深夜约会 shēnyè yuēhuì 深夜デート。
33 秘密约会 mìmì yuēhuì お忍びデート。
34 姘居 pīnjū 同棲する。
35 同居 tóngjū 同居する。
36 分居 fēnjū 別居する。
37 事实婚姻 shìshí hūnyīn 事実婚。
38 破裂 pòliè 決裂。破局。
39 分手 fēnshǒu 別れる。
40 入籍 rùjí 入籍。
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41 婚约 hūnyuē 婚約。
42 解除婚约 jiěchú hūnyuē 婚約を解消する。
43 订婚 dìnghūn 婚約する。
44 定婚 dìnghūn 婚約する。
45 退婚 tuìhūn 婚約を解消する。
46 退亲 tuìqīn 婚約を解消する。
47 结婚 jiéhūn 結婚。
48 成亲 chéngqīn 結婚する。
49 离婚 líhūn 離婚。
50 情侣 qínglǚ カップル。
51 在路上接吻 zài lùshàng jiēwěn 路チュー。
52 拥抱 yōngbào 抱擁する。
53 住宿 zhùsù お泊り。
54 暴露 bàolù 暴露。
55 在法庭论争 zài fǎtíng lùnzhēng 法廷闘争。
56 疑惑 yíhuò 疑惑。疑わしく思う。
57 怀疑 huáiyí 疑い。疑う。推測する。
58 嫌疑 xiányí 容疑。嫌疑。疑い。
59 疑案 yí'àn 疑わしい状況。疑惑案件。
60 非法药物 fēifǎ yàowù 非合法ドラッグ。
61 舞弊 wǔbì いんちきする。八百⻑する。
62 作弊 zuòbì いんちきする。不正する。
63 假比赛 jiǎbǐsài 八百⻑試合。
64 偷税 tōushuì 故意に脱税する。
65 漏税 lòushuì 脱税する。
66 贿赂 huìlù 賄賂。
67 行贿 xínghuì 賄賂を贈る。
68 受贿 shòuhuì 賄賂を受け取る。
69 贪污 tānwū 汚職する。
70 虚报年龄 xūbào niánlíng 年齢詐称。
71 虚报学历 xūbào xuélì 学歴詐称。
72 谎报经历 huǎngbào jīnlì 経歴詐称。
73 不法商贩 bùfǎ shāngfàn ブラック商法。悪徳商法。
74 性骚扰 xìng sāorǎo セクハラ。
75 权力骚扰 quánlì sāorǎo パワハラ。
76 暴力事件 bàolì shìjiàn 暴力事件。
77 ⻋祸 chēhuò 交通事故。
78 逮捕 dàibǔ 逮捕。
79 大人物 dàrénwù 大物。
80 淫乱行为 yínluàn xíngwéi 淫行。
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81 绝密 juémì 極秘。
82 争执 zhēngzhí 確執。
83 断绝 duànjué 断絶する。絶縁する。
84 绝交 juéjiāo 関係を絶つ。
85 权力斗争 quánlì dòuzhēng 権力闘争。
86 泥坑 níkēng 泥沼。
87 泥塘 nítáng 泥沼。
88 泥潭 nítán 泥沼。
89 动荡 dòngdàng 不穏。
90 ⻛波 fēngbō もめごと。波瀾。
91 黑社会 hēishèhuì 反社会勢力。
92 赌博 dǔbó 賭博。
93 密谈 mìtán 密談。
94 背叛 bèipàn 裏切る。背く。
95 轻率的发言 qīngshuài de fāyán 軽率な発言。
96 乱子 luànzi 騒ぎ。災い。悶着。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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