
No 中国語 ピンイン 日本語

1 怀疑 huáiyí 疑う。疑い。推測する。
2 疑心 yíxīn 疑う。疑い。
3 嫌疑 xiányí 疑い。嫌疑。
4 疑惑 yíhuò 疑わしく思う。腑に落ちない。
5 狐疑 húyí 疑っている。疑いを抱く。
6 可疑 kěyí 疑わしい。怪しい。
7 置疑 zhìyí 疑いを抱く。
8 无疑 wúyí 疑いなく。〜に違いない。
9 多疑 duōyí 性格が疑い深い。
10 奇怪 qíguài おかしいと思う。不思議だ。
11 怪异 guàiyì 不思議だ。奇妙だ。
12 诧异 chàyì いぶかる。奇妙に思う。
13 惊诧 jīngchà おかしいと思う。
14 惊异 jīngyì 不可思議に思う。
15 怪 guài 奇妙だ。変だ。
16 我怀疑他 wǒ huáiyí tā 私は彼を疑う。
17 我怀疑是不是他干的 wǒ huáiyí shì bushì tā gàn de 私は彼がやったのではないかと疑う。
18 被人怀疑偷钱 bèi rén huáiyí tōu qián 人から金を盗んだと疑われる。
19 我被老公怀疑外面有人 wǒ bèi lǎogōng huáiyí wàimiàn yǒu rén 主人から外に人がいるのでないかと疑われる。
20 怀疑人性 huáiyí rénxìng 人間性を疑う。
21 受怀疑 shòu huáiyí 疑いを受ける。
22 引起怀疑 yǐnqǐ huáiyí 疑いを招く。
23 怀疑地看 huáiyí de kàn 懐疑的に見る。
24 我疑心他 wǒ yíxīn tā 私は彼を疑う。
25 我疑心他是扒手 wǒ yíxīn tā shì páshǒu 私は彼がスリだと疑う。
26 疑神疑⻤ yíshényíguǐ 疑心暗⻤。
27 起疑心 qǐ yíxīn 疑いを起こす。
28 被嫌疑 bèi xiányí 容疑がかかる。
29 嫌疑人 xiányí rén 容疑者。
30 嫌疑犯 xiányífàn 容疑者。
31 嫌疑分子 xiányí fènzǐ 容疑者。
32 有犯罪嫌疑 yǒu fànzuì xiányí 罪を犯した疑いがある。
33 否认嫌疑 fǒurèn xiányí 容疑を否認する。
34 他受到嫌疑 tā shòudào xiányí 彼に疑いがかかる。
35 嫌疑消除 xiányí xiāochú 容疑が晴れる。
36 消除疑惑 xiāochú yíhuò 疑惑を除く。
37 抱有怀疑 bào yǒu huáiyí 疑惑を抱く。
38 疑惑不解 yíhuò bù jiě 疑惑がとけない。どうもはっきりしない。
39 疑惑加深 yíhuò jiāshēn 疑惑が深まる。
40 疑惑的眼神 yíhuò de yǎnshén 疑いの目。疑いのまなざし。
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41 满腹狐疑 mǎnfù húyí ひどく疑っている。
42 我狐疑的看了她一眼 wǒ húyí de kàn le tā yīyǎn 私は疑いの目で彼女を見た。
43 可疑之点 kěyí zhī diǎn 疑わしい点。
44 举动可疑 jǔdòng kěyí 挙動不審。
45 举止可疑 jǔzhǐ kěyí 挙動不審。
46 形迹可疑 xíngjì kěyí うさんくさい。挙動不審。
47 可疑的人 kěyí de rén あやしい人。
48 可疑人物 kěyí rénwù 不審人物。
49 可疑迹象 kěyí jīxiàng あやしい形跡。うたがわしい兆候。
50 他的行动很可疑 tā de xíngdòng hěn kěyí 彼の行動は怪しい。
51 他最近很可疑 tā zuìjìn hěn kěyí 彼は最近あやしい。
52 那两个人很可疑 nà liǎng ge rén hěn kěyí あの二人はあやしい。
53 我觉得很可疑 wǒ juéde hěn kěyí 私は疑わしく感じる。
54 那个很可疑 nàge hěn kěyí それはあやしい。
55 可疑分子 kěyí fènzǐ 容疑者。
56 无可置疑 wú kě zhìyí 疑いようがない。
57 不容置疑 bùróng zhìyí 疑う余地がない。
58 确凿无疑 quèzáo wúyí 確実で疑いようがない。
59 无疑是正确的 wúyí shì zhèngquè de 間違いなく正確だ。
60 她无疑是最强 tā wúyí shì zuì qiáng 彼女は間違いなく最強です。
61 战争无疑是残酷的 zhànzhēng wúyí shì cánkù de 戦争は間違いなく残酷です。
62 敏感多疑的人 mǐngǎn duōyí de rén デリケートで疑い深い人。
63 男朋友很多疑 nánpéngyǒu hěn duōyí 彼氏はとても疑い深い。
64 我感觉有点奇怪 wǒ gǎnjué yǒudiǎn qíguài ちょっと奇妙に感じる。ちょっとおかしいと思う。
65 他的行动有点奇怪 tā de xíngdòng yǒudiǎn qíguài 彼の行動は少し変だ。
66 那件事真奇怪 nà jiàn shì zhēn qíguài そのことは、ほんとに変だ。
67 很奇怪 hěn qíguài おかしい。
68 好奇怪啊 hǎo qíguài a とっても妙ですね。
69 那倒奇怪了 nà dào qíguài le それはかえって変だ。
70 他有些怪异 tā yǒuxiē guàiyì 彼はちょっと変だ。
71 他的行动很怪异 tā de xíngdòng hěn guàiyì 彼の行動は変です。
72 行为怪异 xíngwéi guàiyì 振舞いが奇妙だ。
73 诧异的神情 chàyì de shénqíng けげんな面持ち。
74 我感到很诧异 wǒ gǎndào hěn chàyì とても不可思議と感じる。
75 令人惊诧 lìng rén jīngchà おかしいと思わさせる。おかしいと思う。
76 令人惊异 lìng rén jīngyì おかしいと思わさせる。おかしいと思う。
77 这件事有点怪 zhè jiàn shì yǒudiǎn guài このことはちょっと変です。
78 他很怪 tā hěn guài 彼はとても変だ。
79 怪样子 guài yàngzi おかしい様子。
80 ⻛色不对 fēngsè bùduì 情勢がおかしい。
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81 情况很奇怪 qíngkuàng hěn qíguài 状況がおかしい。
82 和平时不一样 hé píngshí bù yīyàng いつもと違う。
83 和平常不一样 hé píngcháng bù yīyàng 普段と違う。
84 我有不好的预感 wǒ yǒu bù hǎo de yùgǎn いやな予感がする。
85 我介意 wǒ jièyì 気になる。
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