
No 中国語 ピンイン 日本語

1 怕 pà 恐れる。怖がる。心配する。気にかける。弱い。恐らく。
2 害怕 hàipà 恐れる。怖がる。
3 骇怕 hàipà 恐れる。怖がる。
4 恐怕 kǒngpà 心配する。恐れる。おそらく。多分。
5 惧怕 jùpà 恐れる。怖がる。
6 畏惧 wèijù 恐れる。怖がる。
7 恐惧 kǒngjù 恐れる。おののく。
8 惊恐 jīngkǒng 驚きおびえる。
9 惊骇 jīnghài 驚きおびえる。
10 唯恐 wéikǒng 〜をひたすら恐れる。
11 惟恐 wéikǒng 〜をひたすら恐れる。
12 可怕 kěpà 恐ろしい。恐るべき。
13 惶恐 huángkǒng 内心びくびくだ。恐れ入る。
14 恐怖 kǒngbù 恐怖。恐れる。こわがる。テロ。
15 恐慌 kǒnghuāng パニック状態。恐慌。
16 无畏 wúwèi 恐れを知らない。
17 吓 xià 脅す。驚かす。恐れる。
18 吓人 xiàrén 驚かせる。怖がらせる。
19 我怕打针 wǒ pà dǎzhēn 注射こわい。
20 我很怕打针 wǒ hěn pà dǎzhēn 注射こわい。
21 我最怕打针 wǒ zuì pà dǎzhēn 私は注射が大嫌い。
22 他很怕狗 tā hěn pà gǒu 彼は犬嫌いです。
23 他怕热 tā pà rè 彼は暑がりです。
24 怕热的人 pà rè de rén 暑がりな人。
25 尼龙怕热 nílóng pà rè ナイロンは熱に弱い。
26 她很怕冷 tā hěn pà lěng 彼女は寒がりだ。
27 怕得要命 pà de yàomìng ものすごく怖い。
28 我家狗狗怕下雨 wǒjiā gǒugǒu pà xià yǔ うちのワンちゃんは雨降りを嫌がる。
29 我怕你感冒了 wǒ pà nǐ gǎnmào le あなたが風邪を引くのを恐れる。
30 他可怕老婆 tā kě pà lǎopó 彼はカミさんに頭が上がらない。
31 不怕难 bù pà nán 困難を恐れない。
32 不怕麻烦 bù pà máfan 面倒をいとわない。
33 天不怕, 地不怕 tiān bù pà, dì bù pà 何一つ怖いものはない。怖いもの知らず。
34 别怕 bié pà 怖がらないで。恐れるな。
35 我害怕呀 wǒ hàipà ya 怖いよう。
36 我很害怕 wǒ hěn hàipà 怖いです。
37 害怕的要命 hàipà de yàomìng 死ぬほど怖い。
38 我害怕狗 wǒ hàipà gǒu 私は犬が怖い。
39 夜里走路有点害怕 yèlǐ zǒulù yǒudiǎn hàipà 夜に歩くのは少し怖い。
40 没什么可害怕的 méi shénme kě hàipà de 何も恐れることはない。
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41 别害怕 bié hàipà 恐れるな。
42 用不着害怕 yòngbuzháo hàipà 恐れるに足りない。
43 我恐怕他不来 wǒ kǒngpà tā bù lái 私は彼が来ないことを恐れる。
44 他们恐怕不来了吧 tāmen kǒngpà bù lái le ba 彼らは恐らく来ないでしょう。
45 恐怕要下雨 kǒngpà yào xià yǔ 恐らく雨が降るだろう。
46 明天恐怕会下雨 míngtiān kǒngpà huì xià yǔ 明日は恐らく雨が降るだろう。
47 惧怕失败 jùpà shībài 失敗におじけづく。
48 惧怕战争 jùpà zhànzhēng 戦争におびえる。
49 让敌人畏惧的战⻋ ràng dírén wèijù de zhànchē 敵を恐れさせる戦車。
50 无所畏惧 wú suǒ wèijù 何物も恐れない。怖いもの知らず。
51 感到恐惧 gǎndào kǒngjù 恐怖を感じる。
52 恐惧不安 kǒngjù bù'ān 不安でびくびくする。
53 令人恐惧的场面 lìng rén kǒngjù de chǎngmiàn 恐ろしいシーン。
54 对人恐惧症 duì rén kǒngjù zhèng 対人恐怖症。
55 封闭场所恐惧症 fēngbì chǎngsuǒ kǒngjù zhèng 閉所恐怖症。
56 不知恐惧 bùzhī kǒngjù 恐れを知らない。
57 惊恐失色 jīngkǒng shīsè 恐ろしさに顔色を失う。
58 惊叫声 jīng jiào shēng 驚きの声。
59 惊恐叫声 jīngkǒng jiào shēng 恐怖の叫び。
60 惊骇的眼光 jīnghài de yǎnguāng おびえた眼差し。
61 唯恐天下不乱 wéikǒng tiānxià bù luàn 天下が乱れないことを恐れる。天下が乱れることを願う。
62 惟恐有失 wéikǒng yǒu shī あやまちがありはしないかとひたすら恐れる。
63 真可怕 zhēn kěpà ほんとに恐ろしい。
64 可怕的后果 kěpà de hòuguǒ 恐るべき結果。ひどい結果。
65 可怕的病 kěpà de bìng 恐ろしい病(やまい)。
66 遇上可怕的事 yù shàng kěpà de shì 恐ろしい目に遭う。
67 大地震很可怕 dà dìzhèn hěn kěpà 大地震は恐ろしい。
68 没什么可怕的 méi shénme kěpà 何も怖いことはない。
69 惶恐不安 huángkǒng bù'ān 恐ろしくて気が安まらない。
70 我非常惶恐 wǒ fēicháng huángkǒng 大変恐縮です。
71 感到恐怖 gǎndào kǒngbù 恐怖を感じる。
72 陷入恐怖 xiànrù kǒngbù 恐怖に陥(おちい)る。
73 恐怖片 kǒngbù piàn ホラー映画。
74 恐怖电影 kǒngbù diànyǐng ホラー映画。
75 恐怖心理 kǒngbù xīnlǐ 恐怖心。
76 幽闭恐怖症 yōubì kǒngbùzhèng 閉所恐怖症。
77 恐怖分子 kǒngbù fènzǐ テロリスト。
78 引起恐慌 yǐnqǐ kǒnghuāng パニックを引き起こす。
79 经济恐慌 jīngjì kǒnghuāng 経済恐慌。
80 无畏的战士 wúwèi de zhànshì 恐れ知らずの戦士。
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81 吓得发抖 xià de fādǒu 恐怖に震える。
82 吓得战战兢兢 xià de zhànzhànjīngjīng 恐れでびくびくする。
83 好吓人啊 hǎo xiàrén a こわいよ。
84 真吓人! zhēn xiàrén ほんとに怖かった。
85 有点吓人 yǒudiǎn xiàrén 少し怖かった。
86 他生气的时候很吓人 tā shēngqì de shíhòu hěn xiàrén 彼は怒ると怖い。
87 我觉得他吓人 wǒ juéde tā xiàrén 彼が怖いです。
88 吓人的话 xiàrén de huà 恐ろしい話。
89 恐高症 kǒnggāozhèng 高所恐怖症。
90 惧高症 jùgāozhēng 高所恐怖症。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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