
No 中国語 ピンイン 日本語

1 异常 yìcháng 異常だ。普通と違う。非常に。
2 反常 fǎncháng 異常だ。常態ではない。
3 非常 fēicháng 通常でない。とても。
4 失常 shīcháng 異常をきたす。
5 病态 bìngtài 健康状態の異常。病的な状態。
6 变态 biàntài 生理的な異常。心理的な異常。変態。
7 乖戾 guāilì 性質がひねくれている。道理にあわず異常。
8 乖剌 guāilà 性質がひねくれている。道理にあわず異常。
9 乖违 guāiwéi 異常である。背(そむ)く。別れる。
10 不寻常 bù xúncháng 普通でない。尋常(じんじょう)でない。
11 不正常 bù zhèngcháng 正常でない。異常だ。
12 邪乎 xiéhu 程度がはなはだしい。まともでない。突飛である。
13 出奇 chūqí 尋常(じんじょう)でない。異常である。
14 特殊 tèshū 特殊だ。特別だ。
15 特别 tèbié 他と異なっている。特別だ。とりわけ。特に。
16 罕有 hǎnyǒu まれだ。めったにない。
17 稀少 xīshǎo 少ない。まれだ。
18 希少 xīshǎo 少ない。まれだ。
19 难得 nándé めったに〜ない。得難い。
20 不常 bù cháng 通常はない。ごくまれ。
21 不多 bù duō 多くない。ごくまれ。
22 很少 hěn shǎo 少ない。まれ。
23 十年九不遇 shí nián jiǔ bù yù めったにない。ほとんど出会わない。
24 很少遇到 hěn shǎo yùdào めったにない。ほとんど出会わない。
25 少有 shǎoyǒu めったにない。珍しい。
26 少⻅ shǎojiàn めったにない。あまり見かけない。久しく会わない。
27 鲜有 xiǎnyǒu めったにない。
28 鲜⻅ xiǎnjiàn めったに見ない。
29 冷僻 lěngpì めったに見かけない。辺ぴで寂しい。
30 生僻 shēngpì めったに使わない。
31 珍贵 zhēnguì 貴重だ。珍しい。
32 宝贵 bǎoguì 貴重で得難い。珍しい。価値を重視する。
33 贵重 guìzhòng 高価だ。貴重だ。
34 稀罕 xīhan 珍しい。めったにない。珍しい事物。珍重する。
35 希罕 xīhan 珍しい。めったにない。珍しい事物。珍重する。
36 罕⻅ hǎnjiàn まれだ。めったにない。
37 珍奇 zhēnqí 数が少なく貴重だ。
38 珍异 zhēnyì 珍しい。貴重だ。
39 新奇 xīnqí 目新しい。珍しい。
40 奇观 qíguān 珍しい光景。
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41 特列 tèlì 特殊な事例。特例。
42 感到异常 gǎndào yìcháng 異常を感じる。
43 发现异常 fāxiàn yìcháng 異常が見つかる。
44 引发异常 yǐnfā yìcháng 異常をきたす。
45 没有异常 méiyǒu yìcháng 異常はない。
46 没有任何异常 méiyǒu rènhé yìcháng なんの異常もない。
47 哪儿也没发现异常 nǎr yě méi fāxiàn yìcháng どこにも異常は見られなかった。
48 异常的情况 yìcháng de qíngkuàng 異常な状況。
49 天气很不正常 tiānqì hěn bù zhèngcháng 天気が異常です。
50 天气有点反常 tiānqì yǒudiǎn fǎncháng 天気がすこし異常です。
51 今天冷得邪乎 jīntiān lěng de xiéhū 今日は異常に寒い。
52 今年夏天出奇地热 jīnnián xiàtiān chūqí de rè 今年の夏は異常に暑い。
53 寒暑乖违 hánshǔ guāiwéi 寒暖が異常だ。
54 反常气象 fǎncháng qìxiàng 異常気象。
55 气候异常 qìhòu yìcháng 異常な気候。
56 精神出现异常 jīngshén chūxiàn yìcháng 精神に異常をきたす。
57 精神失常 jīngshén shīcháng 精神に異常をきたす。
58 精神异常 jīngshén yìcháng 精神に異常がある。
59 疯癫 fēngdiān 精神異常。
60 变态反应 biàntài fǎnyìng 異常反応。アレルギー。
61 变态心理学 biàntài xīnlǐ xué 異常心理学。
62 没有特殊变化 méiyǒu tèshū biànhuà 特に変化なし。
63 这次很特殊 zhè cì hěn tèshū 今回は特別です。
64 问题很特殊 wèntí hěn tèshū 問題は非常に特殊だ。
65 这件事情很特别 zhè jiàn shìqíng hěn tèbié このようなことはたいへん特殊です。
66 此类现象绝非个例 cǐ lèi xiànxiàng jué fēi gèlì こうした現象は決して特殊なものではない。
67 非常特殊的例子 fēicháng tèshū de lìzi 非常に特殊なケース。
68 特殊性 tèshūxìng 特殊性。特異性。
69 特点 tèdiǎn 特徴。特色。特殊性。
70 特性 tèxìng 特性。
71 特型 tèxíng 特殊な型。特殊なタイプ。
72 个性 gèxìng 個性。特殊性。
73 特殊对待 tèshū duìdài 特別扱い。
74 特殊待遇 tèshū dàiyù 特別待遇。
75 特殊照顾 tèshū zhàogù 特別の配慮。
76 特殊情况 tèshū qíngkuàng 特殊な状況。
77 情况特殊 qíngkuàng tèshū 状況が特殊だ。
78 特殊例子 tèshū lìzi 特殊なケース。
79 特殊任务 tèshū rènwù 特殊な任務。
80 特殊使命 tèshū shǐmìng 特殊な使命。
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81 特殊的才能 tèshū de cáinéng 特殊な才能。
82 特殊本领 tèshū běnlǐng 特殊な才能。特技。
83 特殊的理由 tèshū de lǐyóu 特別な理由。
84 特殊的日子 tèshū de rìzi 特別な日。
85 非常的途径 fēicháng de tújìng 特殊なルート。
86 有特殊的感情 yǒu tèshū de gǎnqíng 特別な思い入れがある。
87 不是通常的情况 bùshì tōngcháng de qíngkuàng 普通のことではない。
88 这不是普通的事 zhè bùshì pǔtōng de shì これは普通のことではない。
89 他不是个普通的人 tā bùshì ge pǔtōng de rén 彼は普通の人ではない。彼はただものではない。
90 他和一般人不同 tā hé yībānrén bùtóng 彼は普通の人と違う。
91 不对头 bù duìtóu 普通でない。おかしい。誤りである。うまがあわない。
92 这样的机会不多 zhèyàng de jīhuì bù duō このような機会はめったにない。
93 难得有这样的机会 nándé yǒu zhèyàng de jīhuì このような機会はめったにない。
94 这种事故很少有 zhè zhǒng shìgù hěn shǎo yǒu このような事故はめったにない。
95 绝无仅有 jué wú jǐn yǒu めったにない。
96 我不常看电视 wǒ bù cháng kàn diànshì 私はテレビをめったに見ない。
97 我不经常看电影 wǒ bù jīngcháng kàn diànyǐng 私はめったに映画を見ない。
98 我轻易不闹病 wǒ qīngyì bù nàobìng 私はめったに病気をしない。
99 火⻋很少误点 huǒchē hěn shǎo wùdiǎn 列車はめったに遅れない。
100 罕⻅现象 hǎnjiàn xiànxiàng めったにない現象。
101 少有的好天气 shǎo yǒu de hǎo tiānqì めったにない良い天気。
102 很少发火 hěn shǎo fāhuǒ めったに怒らない。
103 真是少有的事 zhēnshi shǎo yǒu de shì ほんとに珍しいことだ。
104 这是很少⻅的物品 zhè shì hěn shǎo jiàn de wùpǐn これは珍しい品物です。
105 这种病很少⻅ zhè zhǒng bìng hěn shǎo jiàn この種の病気は珍しい。
106 稀世珍奇 xīshì zhēnqí 世にもまれで珍しい。
107 奇珍异宝 qí zhēn yì bǎo 世にも珍しい宝物。
108 明珠玮宝 míngzhū wěi bǎo 珍しい珠玉。
109 希罕物 xīhan wù 珍しいモノ。
110 希罕儿 xīhanr 珍しいモノ。
111 希有之物 xīyǒu zhī wù 珍しいモノ。
112 希罕的东⻄ xīhan de dōngxi 珍しいモノ。
113 稀罕物件 xīhan wùjiàn 珍しいモノ。
114 珍馐美味 zhēnxiū měiwèi 珍しいごちそう。珍味。
115 奇花异草 qí huā yì cǎo 珍しい草花。
116 奇花异卉 qí huā yì huì 珍しい草花。
117 奇葩异草 qí pā yì cǎo 珍しい草花。
118 珍奇的植物 zhēnqí de zhíwù 珍しい植物。
119 罕⻅的树 hǎnjiàn de shù 珍しい木。
120 稀有的品种 xīyǒu de pǐnzhǒng 珍しい品種。
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121 珍异的⻦ zhēn yì de niǎo 珍しい鳥。
122 珍稀的⻥ zhēnxī de yú 珍しい魚。
123 珍奇动物 zhēnqí dòngwù 珍しい動物。
124 珍禽异兽 zhēnqín yì shòu 珍しい鳥や動物。
125 珍贵的邮票 zhēnguì de yóupiào 珍しい切手。
126 新奇的景象 xīnqí de jǐngxiàng 珍しい現象。
127 奇观 qíguān 珍しい光景。
128 奇谈 qítán 珍しい話。
129 奇闻 qíwén 珍しい話。
130 稀奇的事件 xīqí de shìjiàn 珍しい事件。
131 独特的⻛俗 dútè de fēngsú 珍しい風習。
132 稀客 xīkè 珍客。
133 在中国不多 zài zhōngguó bù duō 中国では多くはない。
134 在日本很少⻅ zài rìběn hěn shǎo jiàn 日本ではあまり見ない。
135 现在很少⻅ xiànzài hěn shǎo jiàn いまどき珍しい。
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