
No 中国語 ピンイン 日本語

1 秘密 mìmì 秘密。神秘。秘密だ。隠し事。
2 绝密 juémì 極秘だ。
3 隐密 yǐnmì 秘密。秘密にする。
4 隐私 yǐnsī プライバシー。隠し事。
5 隐情 yǐnqíng 隠し事。人に言えない事実や事情。
6 私下 sīxià こっそりと。内密に。個人でしかるべきところを通さずに。

7 私下里 sīxiàli こっそりと。内密に。個人でしかるべきところを通さずに。

8 悄悄 qiāoqiāo 内緒の。秘密の。こっそりと。ひっそりと。ひっそりしている。

9 机密 jīmì 機密。機密の。
10 绝密 juémì 極秘だ。
11 机要 jīyào 重要な仕事や機関。機密上重要だ。
12 暗中 ànzhōng ひそかに。こっそり。暗闇の中。
13 保密 bǎomì 秘密を漏らさない。内緒にする。
14 漏⻛ lòufēng すき間から風が出入りする。情報や秘密が漏れる。
15 失密 shīmì 機密が漏れる。
16 泄密 xièmì 機密を漏らす。
17 窃密 qièmì 機密を盗む。
18 密件 mìjiàn 機密文書。
19 秘事 mìshì 秘密のことがら。
20 密约 mìyuē ひそかに約束する。密約。
21 密码 mìmǎ パスワード。暗号コード。
22 暗号 ànhào 暗号。サイン。
23 暗语 ànyǔ 秘密の合ことば。
24 口令 kǒulìng 合言葉。号令。
25 暗记儿 ànjìr 自分用の目じるし。秘密の目じるし。
26 私话 sīhuà 内密の話。内緒話。
27 私语 sīyǔ 内輪の話。内緒話。小声でささやく。
28 私房 sīfang 内輪の。へそくり。
29 藏 cáng 隠す。隠れる。貯蔵する。しまう。
30 瞒 mán 本当のことを言わない。隠す。
31 隐蔽 yǐnbì かくれている。身をかくす。
32 隐瞒 yǐnmán ごまかす。真相を隠す。
33 隐藏 yǐncáng こっそりと隠す。
34 躲藏 duǒcáng 身を隠す。
35 掩盖 yǎngài 覆う。隠しごまかす。隠ぺいする。
36 遮掩 zhēyǎn 覆う。隠しごまかす。
37 遮盖 zhēgài 覆う。隠しごまかす。
38 遮蔽 zhēbì さえぎる。覆う。
39 遮藏 zhēcáng さえぎる。覆い隠す。
40 掩饰 yǎnshì 過ちを取りつくろう。隠しごまかす。
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41 粉饰 fěnshì 汚点や欠点を隠す。粉飾する。
42 包庇 bāobì 悪をかばう。かくす。
43 窃窃 qièqiè こっそりするようす。声をひそめるようす。
44 暴露 bàolù 暴露する。明るみに出る。
45 揭露 jiēlù 隠されていたことを公開する。暴露する。
46 显露 xiǎnlù あらわれる。あらわになる。
47 揭穿 jiēchuān 暴露する。
48 揭发 jiēfā まちがいや悪を暴き出す。
49 老底 lǎodǐ 内部事情。先祖の遺産。家柄。
50 揭老底 jiē lǎodǐ 内幕をあばく。
51 揭老底儿 jiē lǎodǐr 内幕をあばく。
52 揭短 jiēduǎn 人の欠点や弱みを明るみにさらす。
53 揭短儿 jiēduǎnr 人の欠点や弱みを明るみにさらす。
54 疮疤 chuāngbā 傷が治った跡。弱点。
55 揭疮疤 jiē chuāngbā 人の欠点や弱みを明るみにさらす。
56 拆穿 chāichuān 暴く。暴露する。
57 戳穿 chuōchuān 暴く。突き通す。
58 这是秘密 zhè shì mìmì これは秘密です。
59 那是秘密 nà shì mìmì それは秘密です。
60 我有一个秘密 wǒ yǒu yī ge mìmì 私はひとつ秘密があります。
61 我有对任何人都不能说的秘密 wǒ yǒu duì rènhé rén dōu bùnéng shuō de mìmì 私には誰にも言えない秘密がある。
62 这可是秘密啊 zhè kě shì mìmì a これは秘密だよ。
63 是秘密哦 shì mìmì o 秘密だよ。
64 我的年龄是秘密 wǒ de niánlíng shì mìmì 私の年齢は秘密です。
65 这话可不要外传啊 zhè huà kě bùyào wàizhuàn a この話は言うなよ。
66 请不要告诉任何人 qǐng bùyào gàosù rènhé rén いかなる人にも告げないでください。
67 这件事请保密 zhè jiàn shì qǐng bǎomì このことは内緒にしてください。
68 这要绝对保密 zhè yào juéduì bǎomì これは絶対に内緒です。
69 这件事要保密 zhè jiàn shì yào bǎomì これは秘密にしなければなりません。
70 这事绝对秘密 zhè shì juéduì mìmì これは絶対に秘密。
71 两个人之间的秘密 liǎng ge rén zhī jiān de mìmì 二人の間の秘密。
72 这话只限你我知道 zhè huà zhǐ xiàn nǐ wǒ zhīdào この話はあなたと私に限る。
73 千万别告诉别人 qiān wàn bié gàosù biérén くれぐれも他の人に言わないでください。
74 你要保守秘密 nǐ yào bǎoshǒu mìmì あなたは秘密を守らねばならない。
75 我一定为你保密 wǒ yīdìng wèi nǐ bǎomì 私はきっとあなたのために秘密を守ります。
76 他私下告诉我了 tā sīxià gàosù wǒ le 彼は内緒で私に話した。
77 我不能说 wǒ bùnéng shuō 私は言えない。
78 我不能说话 wǒ bùnéng shuōhuà 私は話せない。
79 不能告诉你 bùnéng gàosù nǐ あなたに言えない。
80 隐密不说 yǐnmì bù shuō 秘密にして言わない。
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81 保守秘密 bǎoshǒu mìmì 秘密を守る。
82 严守秘密 yánshǒu mìmì 秘密を厳守する。
83 严守机密 yánshǒu jīmì 機密を守る。
84 掌握秘密 zhǎngwò mìmì 秘密を握る。
85 吐露秘密 tǔlù mìmì 秘密を打ち明ける。
86 秘密文件 mìmì wénjiàn 秘密文書。
87 保密文件 bǎomì wénjiàn 機密文書。
88 机密文件 jīmì wénjiàn 機密文書。
89 秘密的计划 mìmì de jìhuà 秘密の計画。
90 国家机密 guójiā jīmì 国家機密。
91 军事机密 jūnshì jīmì 軍事機密。
92 军机 jūnjī 軍事機密。
93 企业秘密 qǐyè mìmì 企業秘密。
94 机密事项 jīmì shìxiàng 機密事項。
95 秘密调查 mìmì diàochá 極秘調査。
96 暗中调查 ànzhōng diàochá 極秘調査。
97 秘密谍报员 mìmì diébào yuán 秘密諜報員。
98 机要工作 jīyào gōngzuò 機密の仕事。
99 掩盖任务 yǎngài rènwu 隠ぺい工作。
100 悄悄话 qiāoqiāohuà 内緒話。ひそひそ話。
101 秘密话 mìmì huà 内緒話。
102 秘密的话 mìmì de huà 内緒の話。
103 贴己话 tiējǐhuà 気のおけない話。打ち明け話。内緒話。
104 贴心话 tiēxīnhuà 気のおけない話。打ち明け話。内緒話。
105 心腹话 xīnfùhuà 内緒の話。胸の内の話。
106 私房话 sīfáng huà 内緒話。
107 私房钱 sīfáng qián へそくり。
108 说私房 shuō sīfáng 内緒話する。
109 揭开秘密 jiē kāi mìmì 秘密をあばく。
110 秘密暴露 mìmì bàolù 秘密がばれる。
111 泄漏机密 xièlòu jīmì 機密を漏らす。
112 盗窃机密 dàoqiè jīmì 機密を盗む。
113 公开的秘密 gōngkāi de mìmì 公然の秘密。
114 绝对保密 juéduì bǎomì 極秘だ。
115 请输入密码 qǐng shūrù mìmǎ パスワードを入力してください。
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