
No 中国語 ピンイン 日本語

1 危机 wēijī 危機。ピンチ。
2 严重的危机 yánzhòng de wēijī 重大な危機。深刻な危機。
3 最大的危机 zuìdà de wēijī 最大の危機。
4 困境 kùnjìng 苦境。ピンチ。
5 患难 huànnàn 苦難。苦境。
6 险境 xiǎnjìng 危険な状況。
7 危境 wēijìng 危険な状況。
8 危难 wēinàn 危険と災難。
9 危殆 wēidài 情勢や生命が非常に危うい。
10 危急 wēijí 危険が迫っている。
11 危及 wēijí 危害が及ぶ。おびやかす。
12 关头 guāntóu 山場。分かれ目。
13 紧急关头 jǐnjí guāntóu 差し迫った状況。
14 紧要关头 jǐnyào guāntóu 瀬⼾際。
15 危急关头 wéijí guāntóu 土壇場。
16 局面 júmiàn 局面。情勢。
17 危急局面 wéijí júmiàn 危険な局面。
18 紧张局面 jǐnzhāng júmiàn 緊迫した局面。
19 困难局面 kùnnán júmiàn 難局。
20 僵局 jiāngjú 膠着(こうちゃく)した局面。手詰まり。
21 险关 xiǎnguān 険しい関所。難関。
22 恐慌 kǒnghuāng 恐慌。パニック。パニック状態の。
23 走投无路 zǒu tóu wú lù 絶体絶命。なすすべのない窮地。
24 山穷水尽 shān qióng shuǐ jìn 絶体絶命。なすすべのない窮地。
25 机会 jīhuì 機会。よい頃合い。チャンス。
26 罕⻅的机会 hǎnjiàn de jīhuì まれなチャンス。めったにないチャンス。
27 偶然的机会 ǒurán de jīhuì 偶然のチャンス。
28 好机会 hǎojīhuì よい機会。チャンス。
29 难得的好机会 nándé de hǎojīhuì 得難いチャンス。めったにないチャンス。
30 极好机会 jíhǎo jīhuì 絶好の機会。絶好のチャンス。
31 机遇 jīyù よい機会。幸運な境遇。
32 良机 liángjī よい機会。
33 时机 shíjī 時機。チャンス。
34 大好时机 dàhǎo shíjī 絶好の機会。絶好のチャンス。
35 绝好的时机 jué hǎo de shíjī 絶好の機会。絶好のチャンス。
36 有利时机 yǒulì shíjī 有利な時期。チャンス。
37 机运 jīyùn 時機。チャンス。運。運命。
38 可乘之机 kěchéng zhī jī チャンス。
39 逆境 nìjìng 逆境。
40 顺境 shùnjìng 恵まれた境遇。順境。
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41 乘机 chéngjī 機に乗じて。飛行機に乗る。
42 国难 guónàn 国難。国家の危機。
43 经济危机 jīngjì wéijī 経済危機。
44 经济恐慌 jīngjì kǒnghuāng 経済恐慌。
45 金融危机 jīnróng wéijī 金融危機。
46 金融恐慌 jīnróng kǒnghuāng 金融恐慌。
47 财政危机 cáizhèng wēijī 財政危機。
48 粮食恐慌 liángshi kǒnghuāng 食糧危機。
49 人类死灭的危机 rénlèi sǐmiè de wéijī 人類滅亡の危機。
50 危机迫近 wēijī pòjìn 危機が迫る。
51 防备危机 fángbèi wēijī 危機に備える。
52 濒于危境 bīnyú wēijìng 危機に瀕する。
53 濒临危机 bīnlín wēijī 危機に瀕する。
54 面临危机 miànlín wēijī 危機に面する。
55 陷入危机 xiànrù wēijī 危機に陥(おちい)る。
56 陷于困境 xiànyú kùnjìng 苦境に陥(おちい)る。
57 危机缓和 wēijī huǎnhé 危機が薄らぐ。
58 度过危机 dùguò wēijī 危機を乗り切る。
59 忍受逆境 rěnshòu nìjìng 逆境を耐える。
60 摆脱危机 bǎituō wēijī 危機を脱する。
61 ⻁⼝脱险 hǔkǒu tuōxiǎn 危機を脱する。
62 克服危机 kèfú wēijī 危機を克服する。
63 抱有危机感 bào yǒu wēijīgǎn 危機感を持つ。
64 商机 shāngjī ビジネスチャンス。
65 有机会 yǒu jīhuì 機会がある。チャンスがある。
66 没有机会 méiyǒu jīhuì 機会がない。チャンスがない。
67 错过机会 cuòguò jīhuì チャンスを逃す。
68 放过机会 fàngguò jīhuì チャンスを逃す。
69 失掉机会 shīdiào jīhuì チャンスを逃す。
70 失去机会 shīqù jīhuì チャンスを逃す。
71 失时 shīshí チャンスを逃す。
72 等待时机 děngdài shíjī チャンスを伺う。
73 机会来临 jīhuì láilín チャンスが訪れる。
74 得到机会 dédào jīhuì チャンスを得る。
75 抓住机会 zhuā zhù jīhuì チャンスをつかむ。
76 掌握时机 zhǎngwò shíjī チャンスをつかむ。
77 充分利用机会 chōngfèn lìyòng jīhuì チャンスを生かす。
78 这种机会很不容易得到 zhè zhǒng jīhuì hěn bù róngyì dédào このようなチャンスはなかなか得られない。
79 等待机会的到来 děngdài jīhuì de dàolái チャンスの訪れを待つ。
80 再也得不到的机会 zài yě débudào de jīhuì 二度とないチャンス。
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81 莫失良机 mò shī liángjī チャンスを失ってはいけない。
82 错过良机 cuòguò liángjī 好機を逃す。
83 机会来了 jīhuì lái le チャンスが来た。
84 机会错过了 jīhuì cuòguò le チャンスを逃した。
85 丧失了绝好的机会 sàngshī le jué hǎo de jīhuì 絶好のチャンスを失った。
86 不要错过这次机会 bùyào cuòguò zhè cì jīhuì このチャンスを逃さないで。
87 请给我一次机会 qǐng gěi wǒ yī cì jīhuì 一度チャンスをください。
88 请再给我一次机会 qǐng zài gěi wǒ yī cì jīhuì もう一度チャンスをください。
89 再给你最后一次机会 zài gěi nǐ zuìhòu yī cì jīhuì もう一度最後のチャンスをあげる。
90 下次还有机会的 xià cì hái yǒu jīhuì de 次にまたチャンスがある。
91 会有机会的 huì yǒu jīhuì いつか機会がある。
92 如果有机会的话, 我想去 rúguǒ yǒu jīhuì dehuà, wǒ xiǎng qù 機会があれば行きたい。もしチャンスがあれば行きたい。
93 危机就是转机 wéijī jiùshì zhuǎnjī ピンチは転機。ピンチはチャンス。
94 危机之后的机会 wéijī zhīhòu de jīhuì ピンチの後のチャンス。
95 抓住危险背后的机遇 zhuā zhù wéixiǎn bèihòu de jīyù リスクの裏のチャンスをつかむ。
96 机遇的背后有危机 jīyù de bèihòu yǒu wéijī チャンスの裏にピンチがある。
97 他们面临危机 tāmen miànlín wéijī 彼らは危機に瀕しています。
98 世界正面临气候危机 shìjiè zhèng miànlín qìhòu wéijī 世界は気候危機に直面しています。
99 现在是好机会 xiànzài shì hǎo jīhuì 今、チャンスです。
100 现在是最好的投资机会 xiànzài shì zuì hǎo de tóuzī jīhuì 今、最高の投資機会です。
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