
No 中国語 ピンイン 日本語

1 异常 yìcháng 普通と違う。異常だ。非常に。
2 反常 fǎncháng 常態ではない。異常だ。
3 失常 shīcháng 異常をきたす。
4 非常 fēicháng 通常でない。特別だ。とても。
5 不正常 bù zhèngcháng 正常でない。
6 不平常 bù píngcháng 普通でない。非凡だ。
7 不寻常 bù xúncháng 普通でない。尋常でない。
8 不同寻常 bùtóng xúncháng 普通でない。尋常でない。
9 不同往常 bùtóng wǎngcháng いつもと違う。
10 不对头 bù duìtóu 正常でない。ふさわしくない。仲が悪い。
11 变态 biàntài 生理的、心理的な異常。変態。
12 异样 yìyàng ようすが違う。異様だ。
13 怪 guài 奇妙だ。普通でない。とても。たいへん。〜のせいにする。

14 奇怪 qíguài おかしい。不思議だ。おかしいと思う。
15 古怪 gǔguài 風変りだ。
16 古古怪怪 gǔguguàiguài 風変りだ。
17 奇特 qítè 奇怪で独特だ。不思議だ。
18 奇异 qíyì 通常とは違った。いぶかるような。
19 离奇 líqí 話しの筋やことばが奇怪だ。とっぴだ。
20 可疑 kěyí 疑わしい。怪しい。
21 诧异 chàyì いぶかる。奇異に思う。
22 惊诧 jīngchà おかしいと思う。
23 惊讶 jīngyà わけがわからないと感じる。
24 惊异 jīngyì 不思議に思う。いぶかる。
25 感到异常 gǎndào yìcháng 異常を感じる。
26 发生异常 fāshēng yìcháng 異常が発生する。
27 异常现象 yìcháng xiànxiàng 異常現象。
28 异常气象 yìcháng qìxiàng 異常気象。
29 气候异常 qìhòu yìcháng 気候の異常。
30 异常的气氛 yìcháng de qìfēn 異常な雰囲気。
31 身体发生异常 shēntǐ fāshēng yìcháng 体に異常をきたす。
32 异常繁忙 yìcháng fánmáng ひどく忙しい。
33 数据有异常 shùjù yǒu yìcháng データに異常がある。
34 异常情况 yìcháng qíngkuàng 異常な状況。
35 异常状态 yìcháng qíngkuàng 異常状態。
36 没有异常 méiyǒu yìcháng 異常なし。
37 他的行动反常 tā de xíngdòng fǎncháng 彼の行動はおかしい。
38 他态度反常 tā tàidù fǎncháng 彼の態度はおかしい。
39 天气有点反常 tiānqì yǒudiǎn fǎncháng 天気がすこしおかしい。
40 反常气象 fǎncháng qìxiàng 異常気象。
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41 精神失常 jīngshén shīcháng 精神に異常をきたす。
42 气候失常 qìhòu shīcháng 気象に異常をきたす。
43 发挥失常 fāhuī shīcháng 不調をきたす。
44 非常时期 fēicháng shíqí 非常時。
45 非常事态 fēicháng shìtài 非常事態。
46 非常措施 fēicháng cuòshī 非常措置。
47 天气很不正常 tiānqì hěn bù zhèngcháng 天気がおかしい。
48 世道不正常 shìdào bù zhèngcháng 世の中おかしい。
49 他神经不正常 tā shénjīng bù zhèngcháng 彼の神経はおかしい。
50 不平常的举动 bù píngcháng de jǔdòng 普通でないふるまい。
51 不寻常的声音 bù xúncháng de shēngyīn ただならぬ物音。
52 不同寻常的问题 bùtóng xúncháng de wèntí ただならぬ問題。
53 精神状态不同往常 jīngshén zhuàngtài bùtóng wǎngcháng 精神状態がいつもとちがう。
54 情况有点不对头 qíngkuàng yǒudiǎn bù duìtóu 状況が少し変だ。
55 不对头的眼神 bù duìtóu de yǎnshén 異常な目つき。
56 变态心理学 biàntài xīnlǐ xué 異常心理学。
57 变态反应 biàntài fǎnyìng 異常反応。アレルギー。
58 变态的性癖 biàntài de xìngpí アブノーマルな性癖。
59 异样的气氛 yìyàng de qìfēn 異様な雰囲気。
60 异样服装 yìyàng fúzhuāng 変な服装。
61 他真是怪极了 tā zhēnshi guài jí le 彼はとても変だ。
62 他的样子有点儿怪 tā de yàngzi yǒudiǎnr guài 彼の様子は少し変。
63 这里的咖啡有点儿怪 zhèlǐ de kāfēi yǒudiǎnr guài ここのコーヒーはちょっと変。
64 脑子怪 nǎozi guài 頭がおかしい。
65 怪味儿 guàiwèir 変なにおい。
66 奇怪的人 qíguài de rén おかしな人。
67 奇怪的话 qíguài de huà おかしな話。
68 奇怪的事 qíguài de shì おかしなこと。
69 这很奇怪 zhè hěn qíguài これは変だ。
70 脾气古怪的人 píqì gǔguài de rén 変人。変わり者。
71 他脾气古怪 tā píqì gǔguài 彼は気性が変。彼は変わり者だ。
72 样子古怪 yàngzi gǔguài 格好が変。
73 奇特的事件 qítè de shìjiàn 突拍子もないできごと。
74 奇特的动物 qítè de dòngwù 奇妙な動物。
75 感到奇异 gǎndào qíyì 奇妙に感じる。変な感じ。
76 奇异现象 qíyì xiànxiàng 奇妙な現象。
77 奇异的目光 qíyì de mùguāng 奇妙そうな目。
78 离奇的故事 líqí de gùshì 奇抜なストーリー。
79 离奇的主意 líqí de zhǔyì 突飛なアイディア。
80 离奇的谣言 líqí de yáoyán 奇怪なデマ。
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81 举止可疑的男人 jǔzhǐ kěyí de nánrén 怪しい素振りの男。
82 形迹可疑的人 xíngjì kěyí de rén うさんくさい人。様子があやしい人。
83 他可疑 tā kěyí 彼があやしい。
84 他的确很可疑 tā díquè hěn kěyí まさに彼があやしい。
85 觉得可疑 juéde kěyí 不審に思う。
86 诧异的表情 chàyì de biǎoqíng 不審そうな顔。
87 令人诧异 lìng rén chàyì 奇異に感じさせる。
88 感到惊诧 gǎndào jīngchà 怪訝(けげん)に思う。
89 令人惊诧 lìng rén jīngchà 不審に思わせる。
90 惊讶地看看 jīngyà de kàn kàn 怪訝(けげん)そうに見る。
91 令人惊讶 lìng rén jīngyà 驚かせる。
92 惊异的眼光 jīngyì de yǎnguāng 怪訝(けげん)そうなまなざし。
93 令人惊异 lìng rén jīngyì 意外に思わせる。
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