
No 中国語 ピンイン 日本語

1 新闻 xīnwén ニュース。
2 消息 xiāoxi ニュース。情報。音信。
3 新闻节目 xīnwén jiémù ニュース番組。
4 新闻广播 xīnwén guǎngbò ニュース放送。
5 新闻联播 xīnwén liánbò ニュース放送。
6 报纸 bàozhǐ 新聞。新聞紙。
7 新闻网站 xīnwén wǎngzhàn ニュースサイト。
8 口传 kǒuchuán 口伝えする。
9 小道消息 xiǎodào xiāoxi 街のうわさ。口コミ。
10 小道儿消息 xiǎodàor xiāoxi 街のうわさ。口コミ。
11 特大新闻 tèdà xīnwén ビッグニュース。
12 新闻快报 xīnwén kuàibào ニュース速報。
13 事件 shìjiàn 事件。出来事。
14 案件 ànjiàn 裁判の案件。裁判の案件になる事件。
15 案子 ànzi 裁判の案件。裁判の案件になる事件。細⻑いテーブル。
16 大事件 dà shìjiàn 大事件。
17 重大事件 zhòngdà shìjiàn 重大な事件。
18 严重事件 yánzhòng shìjiàn 重大な事件。
19 非常事件 fēicháng shìjiàn 思いがけない重大な事件。
20 一大事件 yī dà shìjiàn 一大事件。
21 犯罪案件 fànzuì ànjiàn 犯罪事件。
22 恶性案件 èxìng ànjiàn 凶悪事件。
23 杀人事件 shārén shìjiàn 殺人事件。
24 杀人案 shārén'àn 殺人事件。
25 凶杀案 xiōngshsā'àn 殺人事件。
26 人命案子 rénmìng ànzi 殺人事件。
27 死伤案件 sǐshāng ànjiàn 殺傷事件。
28 伤人事件 shāng rén shìjiàn 傷害事件。
29 伤害事件 shānghài shìjiàn 傷害事件。
30 抢劫案 qiǎngjié'àn 強盗事件。
31 盗窃案件 dàoqiè shìjiàn 盗難事件。
32 贪污事件 tānwū shìjiàn 汚職事件。
33 不祥事件 bùxiáng shìjiàn 不祥事件。
34 桃色事件 táosè shìjiàn 男女間のスキャンダル。
35 丑闻 chǒuwén スキャンダル。
36 官场丑闻 guānchǎng chǒuwén 政界スキャンダル。
37 事故 shìgù 事故。
38 交通事故 jiāotōng shìgù 交通事故。
39 人身事故 rénshēn shìgù 人身事故。
40 撞⻋事故 zhuàngchē shìgù 車の衝突事故。
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41 ⻜机事故 fēijī shìgù 飛行機事故。
42 铁道事故 tiědào shìgù 鉄道事故。
43 爆炸事故 bàozhà shìgù 爆発事故。
44 核电事故 hédiàn shìgù 原発事故。
45 灾害 zāihài 災害。
46 自然灾害 zìrán zāihài 自然災害。
47 地震 dìzhèn 地震。
48 震灾 zhènzāi 震災。
49 台⻛ táifēng 台風。
50 火灾 huǒzāi 火災。
51 水灾 shuǐzāi 水害。
52 水患 shuǐhuàn 水害。
53 洪灾 hóngzāi 洪水の被害。
54 病毒感染 bìngdú gǎnrǎn ウイルス感染。
55 感染爆炸 gǎnrǎn bàozhà 感染爆発。
56 讣告 fùgào 訃報(ふほう)。死亡通知。死亡を知らせる。
57 死讯 sǐxùn 訃報(ふほう)。
58 政治新闻 zhèngzhì xīnwén 政治ニュース。
59 国际新闻 guójì xīnwén 国際ニュース。
60 国外新闻 guówài xīnwén 国外ニュース。
61 国内新闻 guónèi xīnwén 国内ニュース。
62 经济新闻 jīngjì xīnwén 経済ニュース。
63 体育新闻 tǐyù xīnwén スポーツニュース。
64 文艺新闻 wényì xīnwén 文芸ニュース。芸能ニュース。エンタメニュース。
65 演艺新闻 yǎnyì xīnwén 演芸ニュース。芸能ニュース。
66 天气预报 tiānqì yùbào 天気予報。
67 气象预报 qìxiàng yùbào 気象予報。
68 快乐的话题 kuàilè de huàtí 楽しい話題。明るい話題。
69 高兴的话题 gāoxìng de huàtí 楽しい話題。明るい話題。
70 让人开心的话题 ràng rén kāixīn de huàtí 楽しい話題。明るい話題。
71 完成伟业 wánchéng wěiyè 偉業達成。
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