
No 中国語 ピンイン 日本語

1 惊 jīng びっくりする。びっくりさせる。
2 吃惊 chījīng 驚く。びっくりする。
3 受惊 shòujīng 驚かされる。
4 震惊 zhènjīng 驚愕(きょうがく)させる。びっくり仰天する。
5 可惊 kějīng 驚くほどである。
6 惊愕 jīng'è あっけにとられている。
7 惊讶 jīngyà 事の意外さに驚くさま。意外さにあきれるさま。
8 惊奇 jīngqí 事の奇妙さに驚くさま。
9 惊异 jīngyì 事の奇妙さに驚くさま。
10 惊喜 jīngxǐ 驚き喜ぶ。
11 惊悉 jīngxī 知らせを聞いて驚く。
12 惊叹 jīngtàn 驚嘆(きょうたん)する。
13 惊动 jīngdòng 驚かしてしまう。じゃましてしまう。
14 惊人 jīngrén びっくりするような。驚くべき。
15 惊扰 jīngrǎo 驚いて騒ぐ。迷惑かける。
16 惊诧 jīngchà 驚き怪しむさま。
17 惊爆 jīngbào 驚くべきほどの。暴露されて驚く。
18 惊慌 jīnghuāng 驚き慌てる。
19 惊惶 jīnghuáng 驚き慌てる。
20 惊魂 jīnghún 取り乱した心。
21 惊悸 jīngjì 驚いてドキドキする。
22 惊险 jīngxiǎn はらはらどきどきする。
23 惊吓 jīngxià 驚かせ、おびえさせる。
24 惊骇 jīnghài 驚きおびえる。
25 惊惧 jīngjù 驚きおびえる。
26 惊恐 jīngkǒng 驚き恐れるさま。
27 惊呼 jīnghū 驚いて叫ぶ。
28 惊叫 jīngjiào 悲鳴をあげる。
29 惊厥 jīngjué ショックで気絶する。ひきつけ。
30 惊醒 jīngxǐng 驚いて目を覚ます。
31 惊醒 jīngxing 眠りが浅い。
32 虚惊 xūjīng なんでもなかったことに驚く。むだに驚く。
33 吓 xià 驚かす。脅す。恐れる。
34 吓人 xiàrén 驚かせる。怖がらせる。
35 吓唬 xiàhu 驚かす。脅す。脅かす。
36 吓死 xiàsǐ びっくり仰天する。
37 吓到 xiàdǎo びっくり仰天する。
38 吓坏 xiàhuài びっくり仰天する。腰をぬかす。
39 吓跑 xiàpǎo 驚いて逃げる。
40 轰动 hōngdòng 大勢の人を驚かせる。
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41 哄动 hōngdòng 大勢の人を驚かせる。
42 耸动 sǒngdòng 世間を驚かす。ぴくんと動かす。すくめる。
43 纳罕 nàhǎn ひどくびっくりする。
44 惶遽 huángjù 驚きあわてる。
45 惶恐 huángkǒng 驚き恐れる。
46 恇怯 kuāngqiè 驚きおびえる。
47 框惧 kuāngjù 驚きおじけづく。
48 吓破胆 xiàpò dǎn びっくりして肝をつぶす。
49 吓一跳 xià yī tiào あっと驚く。
50 吓了一跳 xià le yī tiào 驚いた。
51 我真的吓了一跳 wǒ zhēn de xià le yī tiào 私は本当に驚いた。
52 哎呀, 吓了我一跳 āiyā, xià le wǒ yī tiào わあ、びっくりした。
53 吓一大跳 xià yī dà tiào 大いに驚く。
54 吓了一大跳 xià le yī dà tiào 大いに驚いた。
55 大吃一惊 dà chī yī jīng 大いに驚く。
56 吓死我了 xià sǐ wǒ le びっくりしたなあ。
57 哎哟, 吓死我了 āiyō, xià sǐ wǒ le ああ、びっくりした。
58 吓我一跳 xià wǒ yī tiào びっくりさせられる。びっくりする。
59 吓了我一跳 xià le wǒ yī tiào びっくりさせられた。びっくりした。
60 我吓了一下 wǒ xià le yī xià 私は驚いた。
61 吓到了 xià dào le 驚いた。
62 我很吃惊 wǒ hěn chījīng 私は驚いた。
63 我受到惊吓了 wǒ shòu dào jīngxià le 驚きました。
64 把我吓了一跳 bǎ wǒ xià le yī tiào 私をびっくりさせた。
65 把她吓了一跳 bǎ tā xià le yī tiào 彼女を驚かせた。
66 我被吓了一跳 wǒ bèi xià le yī tiào 驚かされました。
67 那个令人惊讶 nàge lìng rén jīngyà それは驚きだ。
68 真惊人 zhēn jīngrén まあ驚いた。
69 真令人惊讶 zhēn lìng rén jīngyà まあ驚いた。
70 真出人意想之外 zhēn chū rén yì xiǎng zhī wài 本当に予想外。
71 真没想到 zhēn méi xiǎng dào まったく思わぬことだ。
72 我真的很吃惊 wǒ zhēn de hěn chījīng 本当に驚いています。
73 感到非常吃惊 gǎndào fēicháng chījīng とても驚いています。
74 我吃了一惊 wǒ chī le yī jīng 私はびっくりしました。
75 稍微吃了一惊 shāowéi chī le yī jīng ちょっと驚いた。
76 我有点吃惊 wǒ yǒudiǎn chījīng 私は少し驚いた。
77 真吓人 zhēn xiàrén 驚いた。怖かった。
78 真吓死人 zhēn xià sǐ rén ああ怖かった。
79 我吓死了 wǒ xià sǐ le 怖かった。
80 好吓人啊 hǎo xiàrén a 驚いた。こわいよー。
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81 我受到惊吓了 wǒ shòudào jīngxià le 驚きました。怖かった。
82 我很惊讶 wǒ hěn jīngyà 驚きました。
83 感到惊讶 gǎndào jīngyà 驚きました。
84 我非常的惊讶 wǒ fēicháng de jīngyà とても驚きました。
85 我特别惊讶 wǒ tèbié jīngyà とても驚きました。
86 震惊了 zhènjīng le とても驚きました。
87 非常震惊 fēicháng zhènjīng とても驚きました。
88 我感到惊叹 wǒ gǎndào jīngtàn とても驚きました。
89 吓呆了 xià dāi le あっけにとられた。
90 吓傻了 xià shǎ le あっけにとられた。
91 吓哭了 xià kū le びっくりして泣き出した。
92 吓人一跳 xiàrén yī tiào 人を脅かす。人を怖がらせる。
93 吓破了胆 xià pò le dǎn 肝をつぶした。
94 吓得发呆 xià de fādāi あっけにとられる。
95 吓得眼发呆 xià de yǎn fādāi びっくりして目が点。
96 吓得说不出话来 xià de shuō bu chū huà lái 驚いて声も出ない。
97 吓得都站不起来了 xià de dōu zhàn bù qilái le 驚いて腰を抜かした。
98 吓的发抖 xià de fādǒu 驚いて震える。
99 吓得要死 xià de yàosǐ 死ぬほど驚いた。
100 猛然一惊 měngrán yī jīng にわかに驚く。はっと驚く。
101 我想吓吓他 wǒ xiǎng xià xià tā 彼を驚かせたい。
102 叫大家吓一跳 Jiào dàjiā xià yī tiào みんなをあっと言わせる。
103 轰动社会 hōngdòng shèhuì 世間を驚かす。
104 全场轰动 quánchǎng hōngdòng 会場がどよめく。
105 一听价钱吓了一跳 yī tīng jiàqián xià le yī tiào 値段を聞いてびっくりした。
106 听到这个消息, 我们都吃惊 tīng dào zhège xiāoxi, wǒmen dōu chījīng その知らせを聞いて私たちみんなが驚いた。
107 都吓了一跳 dōu xià le yī tiào みんな驚いた。
108 就连他也吃了一惊 jiù lián tā yě chī le yī jīng さすがの彼も驚いた。
109 打开盒子吓一跳 dǎkāi hézi xià yī tiào 箱を開けてびっくり。
110 中国的变化大得惊人 zhōngguó de biànhuà dà de jīngrén 中国の変化は驚くほどだ。
111 那个故事让我吃惊 nàge gùshì ràng wǒ chījīng その物語は、わたしを驚かした。
112 ⻅到你我吓了一跳 jiàn dào nǐ wǒ xià le yī tiào あなたに会って驚いた。
113 令人吃惊的是 lìng rén chījīng de shì 驚いたことに。。
114 让美国人吓一跳 ràng měiguórén xià yī tiào アメリカ人を驚かせる。
115 他让我吃惊 tā ràng wǒ chījīng 彼は私を驚かせる。
116 让我感到吃惊 ràng wǒ gǎndào chījīng 私を驚かせる。
117 这件事真的让我很吃惊 zhè jiàn shì zhēn de ràng wǒ hěn chījīng このことには本当に驚いた。
118 矢惊打怪 shī jīng dǎ guài びっくり仰天する。
119 大惊失色 dà jīng shī sè びっくりして顔色を失う。
120 惊慌失措 jīnghuāng shīcuò パニック状態。
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121 惊魂未定 jīnghún wèi dìng パニック状態。
122 惊魂稍定 jīnghún shāo dìng パニック状態。
123 惊恐万状 jīngkǒng wànzhuàng 恐れによるパニック。
124 自相惊扰 zì xiāng jīng rǎo 恐れにより味方どうしでパニックになる。
125 惊心动魄 jīng xīn dòng pò 驚き恐れる。はらはらする。衝撃を受ける。
126 动魄惊心 dòng pò jīng xīn 驚き恐れる。はらはらする。衝撃を受ける。
127 触目惊心 chù mù jīng xīn 見るからに衝撃的。目のあたりにして心を痛める。
128 怵目惊心 chù mù jīng xīn 見るからに衝撃的。目のあたりにして心を痛める。
129 心惊胆战 xīn jīng dǎn zhàn 恐れにより肝をつぶす。
130 胆战心惊 dǎn zhàn xīn jīng 恐れにより肝をつぶす。
131 惊人之举 jīngrén zhī jǔ 驚くべき行動。
132 惊世骇俗 jīng shì hài sú 言動で世間を驚かせる。
133 惊世震俗 jīng shì zhèn sú 言動で世間を驚かせる。
134 惊天动地 jīng tiān dòng dì 世の中を驚かす。音が響きわたる。
135 惊世动众 jīng shī dòng zhòng 大勢の人を驚かす。人騒がせなことをする。
136 一鸣惊人 yī míng jīng rén 意外な人が大きな事を成して人を驚かすこと。
137 大惊小怪 dà jīng xiǎo guài つまらないことで驚く。おおげさに騒ぐ。
138 受宠若惊 shòu chǒng ruò jīng 身にあまる待遇を受けて驚き喜ぶ。
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