
No 中国語 ピンイン 日本語

1 了不得啦 liǎobudé la 大変だ。
2 可了不得 kě liǎobudé 大変だ。
3 可了不得啦 kě liǎobudé la 大変だ。
4 可不得了 kě bùdéliǎo 大変だ。
5 可不得了了 kě bùdéliǎo le 大変だ。
6 那可了不得了 nà kě liǎobudé le それは大変だ。
7 那可不得了 nà kě bùdéliǎo それは大変だ。
8 这可不得了 zhè kě bùdéliǎo これは大変だ。
9 不得了 bùdéliǎo 大変だ。
10 不得了了 bùdéliǎo le 大変だ。
11 不得了啦 bùdéliǎo la 大変だ。
12 了不得了 liǎobudé le 大変だ。すごいことになった。
13 发生了不得了的事 fāshēng le bùdéliǎo de shì 大変なことが起こった。
14 不好了 bù hǎo le 大変だ。えらいことになった。
15 可了不得, 她昏了 kě liǎobudé, tā hūn le 大変だ、彼女が気を失った。
16 糟了 zāo le しまった。大変だ。ヤバイ。
17 怎生了得 zěnshēng liǎode どうしよう、大変だ。
18 天阿 tiān a なんてことだ。Oh, my god.
19 我的天 wǒ de tiān なんてことだ。Oh, my god.
20 我的天啊 wǒ de tiān a なんてことだ。Oh, my god.
21 我的天呢 wǒ de tiān ne なんてことだ。Oh, my god.
22 我的妈呀 wǒ de mā ya なんてことだ。ママ〜。
23 这还了得 zhè hái liǎode これはなんてことだ。とんだことになった。
24 你干的这是什么事 nǐ gàn de zhè shì shénme shì あなた、なんてことしてくれたんだ。
25 你是怎么搞的 nǐ shì zěnme gǎo de あなた、なんてことしてくれたんだ。
26 怎么搞的? zěnme gǎo de どうしたのか。
27 不会的 bù huì de ありえない。
28 救命啊 jiùmìng a 助けてー。
29 救救我 jiù jiù wǒ 助けてー。
30 救人啊 jiùrén a 助けてー。
31 救人哪 jiùrén na 助けてー。
32 饶命 ráomìng 命を助ける。命を助けて。
33 谁来救救我 shéi lái jiù jiù wǒ だれか私を助けて。
34 来人 lái rén だれかー。誰かいないか。
35 来人哪 lái rén nǎ だれかー。誰かいないか。
36 快来救啊 kuài lái jiù a 早く来て助けて。
37 求求你了, 帮他一下 qiú qiú nǐ le, bāng tā yīxià お願いだから、彼を助けて。
38 就救我一条生命吧 jiù jiù wǒ yītiáo shēngmìng ba 命だけは助けてくれ。
39 发生火灾 fāshēng huǒzāi 火事が起こる。
40 着火了 zháohuǒ le 火事だ。
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41 起火了 qǐhuǒ le 火事だ。火が起こった。
42 失火了 shīhuǒ le 火事だ。
43 走火了 zǒuhuǒ le 火が出た。爆発した。ことばが過ぎた。
44 救火 jiùhuǒ 消火する。
45 救火⻋ jiùhuǒ chē 消防車。
46 消防⻋ xiāofáng chē 消防車。
47 救护⻋ jiùhùchē 救急車。
48 急救⻋ jíjiùchē 救急車。
49 快叫救护⻋ kuài jiào jiùhùchē 早く救急車を呼べ。
50 发生地震 fāshēng dìzhèn 地震が起こる。
51 地震了 dìzhèn le 地震だ。
52 海啸来了 hǎixiào lái le 津波が来た。
53 土崩来了 tǔ bēng lái le 土砂崩れが来た。
54 山崩了 shānbēng le 山崩れだ。
55 雪崩了 xuěbēng le なだれだ。
56 洪水来了 hóngshuǐ lái le 洪水が来た。
57 台⻛来了 táifēng lái le 台風が来た。
58 遇到了龙卷⻛ yù dào le lóngjuǎnfēng ⻯巻に遭遇した。
59 打雷了 dǎ léi le 雷が鳴った。
60 下暴雨了 xià bàoyǔ le 暴雨だ。
61 暴⻛雨来了 bàofēngyǔ lái le 暴風雨が来てる。
62 刮起了⻛暴 guā qǐ le fēngbào 暴風が吹いてる。
63 暴⻛来了 bàofēng lái le 暴風が来た。
64 快逃 kuài táo 早く逃げろ。
65 快跑 kuài pǎo 早く走れ。
66 停电了 tíngdiàn le 停電だ。
67 跳闸了 tiàozhá le ブレーカーが落ちた。
68 停水了 tíng shuǐ le 水が止まった。断水した。
69 交通中断了 jiāotōng zhōngduàn le 交通がマヒした。
70 有贼 yǒu zéi 泥棒だ。
71 有小偷 yǒu xiǎotōu 泥棒がいる。
72 有扒手 yǒu páshǒu スリがいる。
73 有痴汉 yǒu chīhàn 痴漢がいます。
74 咸猪手 xiánzhūshǒu 痴漢。
75 别碰我 bié pèng wǒ 私に触るな。
76 抓住他 zhuā zhù tā そいつを捕まえろ。逃がすな。
77 别动 bié dòng 動くな。
78 原地不许动 yuándì bùxǔ dòng そこを動くな。
79 放下枪 fàngxià qiāng 銃を降ろせ。
80 放下刀 fàngxià dāo ナイフを降ろせ。
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81 举起手来 jǔ qǐ shǒu lái 手をあげろ。
82 把双手放在背后 bǎ shuāngshǒu fàng zài bèihòu 両手を後ろにまわせ。
83 把双手放在脑后 bǎ shuāngshǒu fàng zài nǎo hòu 両手を頭の後ろにまわせ。
84 我会叫警察 wǒ huì jiào jǐngchá 私は警察を呼びます。
85 请叫警察 qǐng jiào jǐngchá 警察を呼んでください。
86 发生事故 fāshēng shìgù 事故が発生する。
87 被卷入交通事故之中 bèi juàn rù jiāotōng shìgù zhī zhōng 交通事故に巻き込まれる。
88 他病倒了 tā bìng dǎo le 彼は病気で倒れた。
89 他受了重伤 tā shòu le zhòngshāng 彼は重傷を負った。
90 他住院了 tā zhùyuàn le 彼は入院した。
91 他去世了 tā qùshì le 彼は亡くなりました。
92 他死了 tā sǐ le 彼は死んだ。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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