
No 中国語 ピンイン 日本語

1 违反 wéifǎn 違反。
2 违背 wéibèi 背く。従わない。
3 违犯 wéifàn 法を犯す。法令に違反する。
4 违法 wéifǎn 法律に違反する。
5 违规 wéiguī 規則に違反する。
6 非法 fēifǎ 不法だ。
7 不法 bùfǎ 不法だ。
8 犯法 fàn fǎ 法を犯す。
9 违反行为 wéifǎn xíngwéi 違反行為。
10 违法行为 wéifǎ xíngwéi 違法行為。
11 犯罪行为 fànzuì xíngwéi 犯罪行為。
12 禁止行为 jìnzhǐ xíngwéi 禁止行為。
13 违反规定 wéifǎn guīdìng 規定違反。ルール違反。
14 违反规则 wéifǎn guīzé 規則違反。ルール違反。
15 违反礼节 wéifǎn lǐjié マナー違反。
16 烦扰行为 fánrǎo xíngwéi 迷惑行為。
17 骚扰行为 sāorǎo xíngwéi 迷惑行為。
18 刁难行为 diāonàn xíngwéi いやがらせ行為。
19 乱扔垃圾 luàn rēng lājī ゴミのポイ捨て。
20 随手扔东⻄ suíshǒu rēng dōngxi ポイ捨て。
21 闯红绿灯 chuǎng hónglǜdēng 信号無視。
22 闯红灯 chuǎng hóngdēng 赤信号無視。
23 在⻋内打电话 zài chē nèi dǎ diànhuà 車内での通話。
24 在火⻋⻋厢里打电话 zài huǒchē chēxiāng lǐ dǎ diànhuà 列車車内での通話。
25 噪声 zàoshēng 騒音。雑音。
26 噪音 zàoyīn 騒音。雑音。
27 发出大声 fāchū dàshēng 大声を発する。
28 发出怪声 fāchū guàishēng 奇声を発する。
29 随地吐痰 suídì tǔ tán ところかまわず唾を吐く。
30 随地小便 suídì xiǎobiàn ところかまわず小便する。
31 插队 chāduì 列に割り込む。
32 加塞儿 jiāsāir 列に割り込む。
33 打错电话 dǎ cuò diànhuà 間違い電話。
34 骚扰电话 sāorǎo diànhuà 迷惑電話。
35 打扰电话 dǎrǎo diànhuà 迷惑電話。
36 垃圾邮件 lājī yóujiàn 迷惑メール。
37 烦恼的劝诱 fánnǎo de quànyòu 悩ましい勧誘。
38 放鸽子 fàng gēzi すっぽかす。ドタキャンする。
39 爽约 shuǎngyuē 約束をたがえる。違約する。ドタキャンする。
40 歧视发言 qíshì fāyán 差別発言。
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41 粗暴的话 cūbào de huà 暴言。
42 粗话 cūhuà 下品な言葉。粗野な言葉。
43 脏话 zānghuà 下品な言葉。粗野な言葉。
44 乱说 luànshuō でたらめに言う。ひどいことを言う。
45 性骚扰 xìngsāorǎo セクハラ。
46 权力骚扰 quánlì sāorǎo パワハラ。
47 尾随者 wěisuízhě 後をつける人。ストーカー。
48 跟踪狂 gēnzōng kuáng 監視で後をつける輩(やから)。ストーカー。
49 跟踪魔 gēnzōng mó 監視で後をつける輩(やから)。ストーカー。
50 跟踪狂魔 gēnzōng kuáng mó 監視で後をつける輩(やから)。ストーカー。
51 跟踪行为 gēnzōng xíngwéi 監視で後をつける行為。ストーカー行為。
52 乱闹 luànnào 暴れる。
53 吵闹 chǎonào 騒ぐ。大声でけんかする。騒々しい。
54 寻衅 xúnxìn 争いになる言いがかりをつける。
55 威逼 wēibī おどす。
56 威胁 wēixié おびやかす。
57 威吓 wēihè 威嚇(いかく)する。
58 要挟行为 yāoxié xíngwéi 強要行為。
59 弄脏 nòngzāng よごす。
60 弄乱 nòngluàn ちらかす。
61 超⻋ chāo chē 車の割り込み。車の追い越し。
62 汽⻋加塞儿 qìchē jiāsāir 車の割り込み。
63 慢速行驶 màn sù xíngshǐ のろのろ運転。
64 慢速驾驶 màn sù jiàshǐ のろのろ運転。
65 超速行驶 chāosù xíngshǐ スピード違反運転。
66 超速驾驶 chāosù jiàshǐ スピード違反運転。
67 路怒症 lù nù zhèng ドライバーが腹を立てて過激な行動を取ること。あおり運転。

68 酒后驾驶 jiǔ hòu jiàshǐ 飲酒運転。
69 醉酒驾驶 zuìjiǔ jiàshǐ 飲酒運転。
70 醉驾 zuì jià 飲酒運転。
71 疲劳驾驶 píláo jiàshǐ 疲労運転。居眠り運転。
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