
No 中国語 ピンイン 日本語

1 感动 gǎndòng 感動する。感激する。感動させる。
2 感激 gǎnjī 感謝する。感激する。
3 打动 dǎdòng 感動させる。
4 激动 jīdòng 感動する。興奮する。感動させる。感動している。
5 触动 chùdòng ある種の感情を呼び起こす。さわる。触れる。
6 感慨 gǎnkǎi 感慨に浸る。心に深く感じる。
7 感叹 gǎntàn 感嘆する。感心、感動のあまり声やため息を漏らす。
8 赞叹 zàntàn 感心して褒めたたえる。
9 惊叹 jīngtàn 驚嘆する。
10 动人 dòngrén 感動的だ。
11 可歌可泣 kě gē kě qì 深い感動を呼び起こすに足る。称賛感動に値する。
12 热泪 rèlèi 感動の涙。感涙。
13 心弦 xīnxián 心。琴線。
14 感动了 gǎndòng le 感激した。
15 我很感动 wǒ hěn gǎndòng 私は感動した。
16 我被感动着 wǒ bèi gǎndòng zhe 私は感動しています。
17 我有一点感动了 wǒ yǒu yīdiǎn gǎndòng le 私はちょっと感動した。
18 受感动 shòu gǎndòng 心動かされる。
19 我受感动了 wǒ shòu gǎndòng le 私は感動した。
20 受到感动 shòudào gǎndòng 感動を覚える。
21 带来感动 dài lái gǎndòng 感動をもたらす。
22 非常感动 fēicháng gǎndòng とっても感動する。
23 深为感动 shēn wéi gǎndòng 深く感動する。
24 深受感动 shēn shòu gǎndòng 深く感動する。
25 万分感动 wànfēn gǎndòng すっかり感動する。
26 使我深受感动 shǐ wǒ shēn shòu gǎndòng 私は強く胸を打たれた。
27 感动到了极点 gǎndòng dào le jídiǎn 感極まる。
28 心中充满了感动 xīnzhōng chōngmǎn le gǎndòng 感動で胸がいっぱいになった。
29 大家都很受感动 dàjiā dōu hěn shòu gǎndòng みんなはとても感動した。
30 看了电影感动了 kàn le diànyǐng gǎndòng le 映画を観て感動した。
31 感动的流泪 gǎndòng de liúlèi 感激して涙を流す。
32 我感动得哭了 wǒ gǎndòng de kū le 私は感動して泣いた。
33 感动得颤抖 gǎndòng de chàndǒu 感動で震える。
34 感动得发抖 gǎndòng dé fādǒu 感動で震える。
35 我们为平凡的英雄所感动 wǒmen wéi píngfán de yīngxióng suǒ gǎndòng 私たちは平凡なヒーローに心動かされる。
36 令人感动的场面 lìng rén gǎndòng de chǎngmiàn 感動的なシーン。
37 令人感动的故事 lìng rén gǎndòng de gùshì 感動させられる話。
38 我被那个感动了 wǒ bèi nàge gǎndòng le 私はそれに感動しました。
39 我被那个故事感动了 wǒ bèi nàge gùshì gǎndòng le 私はその話に感動しました。
40 你让我感动了 nǐ ràng wǒ gǎndòng le あなたは私を感動させた。
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41 我们让客人感动 wǒmen ràng kèrén gǎndòng 私たちはお客様を感動させる。
42 我很感激 wǒ hěn gǎnjī 私は感激している。
43 我十分感激那个 wǒ shífēn gǎnjī nàge それにすごく感激した。
44 真是感激不尽 zhēnshi gǎnjī bù jìn ほんとに感謝が尽きません。
45 我太感激你了 wǒ tài gǎnjī nǐ le あなたにたいへん感謝します。
46 我也感激着你 wǒ yě gǎnjī zhe nǐ 私もあなたに感謝しています。
47 我对他很感激 wǒ duì tā hěn gǎnjī 私は彼に感激している。
48 不胜感激 bù shēng gǎnjī 感激にたえません。
49 无任感激 wúrèn gǎnjī 感激にたえません。
50 感激涕零 gǎnjī tìlíng 感極まって泣く。
51 心中充满了感激 xīnzhōng chōngmǎn le gǎnjī 感激で胸がいっぱいになった。
52 令人感激的话 lìng rén gǎnjī de huà 感激させる話。
53 打动人心 dǎdòng rénxīn 心を打つ。
54 打动心弦 dǎdòng xīnxián 胸に響く。
55 我会被打动 wǒ huì bèi dǎdòng 感動させられる。
56 我被他的话打动了 wǒ bèi tā de huà dǎdòng le 彼の話に胸を打たれた。
57 我被那个电影打动了 wǒ bèi nàge diànyǐng dǎdòng le その映画に感動した。
58 用道理打动他 yòng dàolǐ dǎdòng tā 道理を説いて彼の心を動かす。
59 一句话打动了他 yī jù huà dǎdòng le tā 一言が彼を感動させた。
60 他的讲演打动了群众 tā de jiǎngyǎn dǎdòng le qúnzhòng 彼の演説は群衆を感動させた。
61 打动人心的力量 dǎdòng rénxīn de lìliàng 人の心を動かす力。
62 激动人心 jīdòng rénxīn 人の心を動かす。
63 令人激动的故事 lìng rén jīdòng de gùshì 感動させられる話。
64 触动心弦 chùdòng xīnxián 心の琴線に触れる。
65 老师的话触动了他 lǎoshī de huà chùdòng le tā 先生の話は彼の心に触れた。
66 感慨深 gǎnkǎi shēn 感慨が深い。
67 深有感慨 shēn yǒu gǎnkǎi 感慨が深い。
68 感慨万端 gǎnkǎi wànduān 感慨無量である。
69 感慨万分 gǎnkǎi wànfēn 感慨無量である。
70 感慨万千 gǎnkǎi wànqiān 感慨無量である。
71 感慨无量 gǎnkǎi wúliàng 感慨無量である。
72 无限感慨 wúxiàn gǎnkǎi 感慨無量である。
73 值得感叹 zhídé gǎntàn 感嘆に値する。
74 赞叹不已 zàntàn bùyǐ 感嘆してやまない。
75 让人惊叹 ràng rén jīngtàn 驚嘆させられる。
76 令人惊叹 lìng rén jīngtàn 人々を驚嘆させる。
77 动人心弦 dòngrén xīnxián 心の琴線に触れる。
78 动人心魄 dòngrén xīnpò 心を揺さぶる。
79 动人魂魄 dòngrén húnpò 魂を揺さぶる。
80 动人的情景 dòngrén de qíngjǐng 感動させられる場面。
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81 他的演讲很动人 tā de yǎnjiǎng hěn dòngrén 彼の講演は感動的である。
82 十分动人的歌声 shífēn dòngrén de gēshēng とても感動的な歌声。
83 可歌可泣的故事 kěgēkěqì de gùshì 感動的な話。
84 可歌可泣的壮举 kěgēkěqì de zhuàngjǔ 感動的快挙。
85 热泪盈眶 rèlèi yíng kuàng 熱い涙があふれる。
86 扣人心弦 kòu rén xīnxián 人を深く感動させる。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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