
No 中国語 ピンイン 日本語

1 毒 dú 毒。毒で殺す。残酷だ。激しい。
2 毒素 dúsù 毒素。
3 毒物 dúwù 毒物。有毒物質。
4 毒药 dúyào 毒薬。毒物。
5 毒性 dúxìng 毒性。
6 有毒 yǒudú 有毒。
7 毒品 dúpǐn 麻薬。
8 吸毒 xīdú 麻薬を吸う。
9 病毒 bìngdú ウイルス。
10 中毒 zhòngdú 中毒。毒に当たる。
11 服毒 fúdú 服毒する。毒を飲む。
12 消毒 xiāodú 消毒する。弊害を取り除く。
13 解毒 jiědú 解毒(げどく)する。
14 戒毒 jièdú 麻薬など薬物を断つ。
15 下药 xiàyào 薬を処方する。毒を盛る。
16 下毒 xiàdú 毒を盛る。
17 下毒药 xià dúyào 毒薬を盛る。
18 在食物里下毒 zài shíwù lǐ xiàdú 食べ物に毒を盛る。
19 毒杀 dúshā 毒殺する。
20 毒死 dúsǐ 毒殺する。毒で死ぬ。
21 毒害 dúhài 人を毒す。害毒。
22 无毒 wú dú 無毒。
23 毒性强 dúxìng qiáng 毒性が強い。
24 毒气 dúqì 毒ガス。
25 毒瓦斯 dú wǎsī 毒ガス。
26 防毒面具 fángdú miànjù 防毒マスク。
27 毒蕈 dúxùn 毒キノコ。
28 有毒蘑菇 yǒudú mógu 有毒キノコ。
29 毒蘑菇 dú mógu 毒キノコ。
30 蝎子 xiēzi サソリ。
31 毒蜘蛛 dú zhīzhū 毒グモ。
32 毒蛇 dúshé 毒ヘビ。悪女。
33 河豚 hétún フグ。
34 有毒馒头 yǒudú mántou 有毒中華蒸しパン。
35 毒馒头 dú mántou 毒入り中華蒸しパン。
36 吃河豚中了毒 chī hétún zhōng le dú フグを食べて毒に当たった。
37 试毒的人 shìdú de rén 毒見役。
38 解毒药 jiědú yào 解毒剤。
39 解毒剂 jiědú jì 解毒剤。
40 消毒药 xiāodú yào 消毒剤。殺菌剤。
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41 消毒剂 xiāodú jì 消毒剤。殺菌剤。
42 消毒液 xiāodú yè 消毒液。消毒水。
43 消毒水 xiāodú shuǐ 消毒液。消毒水。
44 杀菌剂 shājùn jì 消毒剤。殺菌剤。
45 服毒自杀 fúdú zìshā 服毒自殺。
46 服毒死亡 fúdú sǐwáng 毒を飲んで死ぬ。
47 服毒而死 fúdú ér sǐ 毒を飲んで死ぬ。
48 被下毒杀害 bèi xiàdú shāhài 毒を盛られて殺される。
49 他被毒死了 tā bèi dúsǐ le 彼は毒殺された。
50 兴奋剂 xīngfènjì 興奮剤。覚せい剤。
51 冰毒 bīngdú 興奮剤の一種。
52 大麻 dàmá 大麻。マリファナ。植物のアサ。
53 可卡因 kěkǎyīn コカイン。
54 古柯碱 gǔkējiǎn コカイン。
55 海洛因 hǎiluòyīn ヘロイン。
56 白面儿 báimiànr ヘロイン。
57 大烟 dàyān アヘン。
58 鸦片 yāpiàn アヘン。
59 病毒感染 bìngdú gǎnrǎn ウイルス感染。
60 新型病毒 xínxíng bìngdú 新型ウイルス。
61 流感病毒 liúgǎn bìngdú インフルエンザウイルス。
62 电脑病毒 diànnǎo bìngdú コンピュータウイルス。
63 杀毒软件 shādú ruǎnjiàn ウイルス対策ソフト。アンチウイルスソフト。
64 慢性中毒 mànxìng zhòngdú 慢性中毒。
65 食物中毒 shíwù zhòngdú 食中毒。
66 药物中毒 yàowù zhòngdú 薬物中毒。
67 酒精中毒 jiǔjīng zhòngdú アルコール中毒。
68 咖啡因中毒 kāfēiyīn zhòngdú カフェイン中毒。
69 煤气中毒 méiqì zhòngdú ガス中毒。
70 一氧化碳中毒 yīyǎnghuàtàn zhòngdú 一酸化炭素中毒。
71 尼古丁中毒 nígǔdīng zhòngdú ニコチン中毒。
72 烟瘾 yānyǐn タバコ中毒。アヘン中毒。
73 新纳水中毒 xīnnàshuǐ zhòngdú シンナー中毒。
74 天那水中毒 tiānnàshuǐ zhòngdú シンナー中毒。
75 香蕉水中毒 xiāngjiāoshuǐ zhòngdú シンナー中毒。
76 稀释剂中毒 xīshìjì zhòngdú シンナー中毒。
77 工作中毒 gōngzuò zhòngdú 仕事中毒。ワーカホリック。
78 药物中毒者 yàowù zhòngdú zhě 薬物中毒者。
79 吸毒者 xīdú zhě 薬物常習者。
80 他上瘾了 tā shàngyǐn le 彼はやみつきになった。
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81 他工作上瘾了 tā gōngzuò shàngyǐn le 彼は仕事にやみつきだ。彼は仕事中毒だ。
82 他的言语里有恶意 tā de yányǔ lǐ yǒu èyì 彼の言葉には毒がある。
83 刻薄话 kèbó huà 毒舌(どくぜつ)。
84 挖苦话 wākǔ huà 毒舌(どくぜつ)。
85 说刻薄话 shuō kèbó huà 毒舌を言う。
86 社会的毒瘤 shèhuì de dúliú 社会の腫瘍(しゅよう)。社会の癌(がん)。
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