
No 中国語 ピンイン 日本語

1 灾害 zāihài 災害。
2 灾患 zāihuàn 災害。災難。
3 灾祸 zāihuò 災害。災難。
4 灾难 zāinàn 災難。
5 灾殃 zāiyāng 災難。わざわい。
6 自然灾害 zìrán zāihài 自然災害。
7 天灾 tiānzāi 天災。
8 人为灾害 rénwéi zāihài 人為的災害。
9 人祸 rénhuò 人災。
10 次生灾害 cì shēng zāihài 二次災害。
11 事故 shìgù 事故。
12 意外事故 yìwài shìgù アクシデント。
13 差错 chācuò 意外なこと。おもわぬ災難。誤り。間違い。
14 ⻜祸 fēihuò 不慮の災難。
15 事件 shìjiàn 事件。出来事。
16 遭殃 zāoyāng 災難に遭う。
17 遇难 yùnàn 災難や事故で死亡する。危険な目に遭う。
18 遭受灾难 zāoshòu zāinàn 災難に巻き込まれる。
19 惨遭不幸 cǎnzāo bùxìng 災難にあう。
20 天候异常 tiānhòu yìcháng 異常気象。
21 台⻛ táifēng 台風。
22 飓⻛ jùfēng ハリケーン。
23 龙卷 lóngjuǎn ⻯巻。
24 沙尘暴 shāchénbào 砂嵐。
25 ⻛沙 fēngshā 強風が吹いて起こる砂ぼこり。
26 ⻩沙 huángshā ⻩砂(こうさ)。
27 ⻩尘 huángchén ⻩砂(こうさ)。
28 狂⻛ kuángfēng 暴風。
29 暴⻛雨 bàofēngyǔ 暴風雨。
30 暴雨 bàoyǔ 大雨。豪雨。
31 集中性暴雨 jízhōngxìng bàoyǔ 集中豪雨。
32 连阴雨 liányīnyǔ ⻑雨。
33 ⻓期阴雨 chángqí yīnyǔ ⻑期の雨。
34 暴雪 bàoxuě 豪雪。
35 大雪 dàxuě 大雪。
36 雪灾 xuězāi 雪害。
37 暴⻛雪 bàofēngxuě 雪あらし。ブリザード。吹雪(ふぶき)。
38 大⻛雪 dàfēngxuě 雪あらし。ブリザード。吹雪(ふぶき)。
39 雪暴 xuěbào 雪あらし。ブリザード。吹雪(ふぶき)。
40 ⻛吹雪 fēngchuīxuě 吹雪(ふぶき)。
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41 ⻛雪流 fēngxuěliú 吹雪(ふぶき)。
42 雪崩 xuěbēng 雪崩(なだれ)。
43 浓雾 nóngwù 濃霧(のうむ)。
44 大雾 dàwù 濃霧(のうむ)。
45 落雷 luòléi 雷。落雷。
46 雷暴 léibào 激しい雷。
47 霹雳 pīlì ふいに落ちた雷。
48 雷击 léijī 落雷で死傷または破損する。
49 水灾 shuǐzāi 水害。水難。
50 水患 shuǐhuàn 水害。
51 海啸 hǎixiào 津波。
52 大海啸 dàhǎixiào 大津波。
53 江河泛蓝 jiānghé fànlàn 河川氾濫(かせんはんらん)。
54 洪水 hóngshuǐ 洪水。
55 洪灾 hóngzāi 洪水の被害。
56 浸水 jìnshuǐ 浸水。
57 水淹 shuǐ yān 水につかる。冠水する。
58 被水淹了 bèi shuǐ yān le 水につかった。
59 冻害 dònghài 冷害。
60 冻灾 dòngzāi 冷害。
61 冷害 lěnghài 冷害。
62 低温灾害 dīwēn zāihài 低温による災害。
63 寒潮 háncháo 寒波。
64 寒流 hánliú 寒流。寒波。
65 强寒潮 qiáng háncháo 強い寒波。
66 大寒潮 dà háncháo 大寒波。
67 寒潮袭来 háncháo xílái 寒波が襲来する。
68 旱灾 hànzāi 干害。干ばつ。
69 虫害 chónghài 虫害(ちゅうがい)。
70 虫灾 chóngzāi 大きな虫害(ちゅうがい)。
71 蝗灾 huángzāi イナゴによる農作物の被害。
72 异常繁殖 yìcháng fánzhí 異常繁殖(いじょうはんしょく)。
73 大量繁殖 dàliàng fánzhí 大量繁殖(たいりょうはんしょく)。
74 地震 dìzhèn 地震。
75 大地震 dà dìzhèn 大地震。
76 余震 yúzhèn 余震。
77 火山爆发 huǒshān bàofā 火山爆発。
78 火山喷发 huǒshān pēnfā 火山噴火。
79 火山烟云 huǒshān yānyún 火山の噴煙。
80 岩浆 yánjiāng マグマ。
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81 火山灰 huǒshānhuī 火山灰。
82 滑坡 huápō 地滑り。山崩れ。経済などが落ち込む。品質などが低下する。

83 崩塌 bēngtā 崩れる。倒壊する。
84 山崩 shānbēng 山崩れ。土砂崩れ。
85 塌方 tāfāng 土砂崩れが起きる。
86 坍方 tānfāng 土砂崩れが起きる。トンネルが崩れ落ちる。
87 悬崖崩溃 xuányá bēngkuì 崖崩れ。
88 落石 luòshí 落石。
89 地裂缝 dìlièfèng 地割れ。
90 地裂 dìliè 地割れ。
91 地面下沉 dìmiàn xià chén 地盤沈下。
92 地面沉降 dìmiàn chénjiàng 地盤沈下。
93 地基塌陷 dìjī tāxiàn 地盤が陥没する。
94 泥石流 níshíliú 土石流。
95 火灾 huǒzāi 火災。
96 火警 huǒjǐng 火災。火災警報。
97 山火 shānhuǒ 山火事。
98 森林火灾 sēnlín huǒzāi 森林火災。
99 防火 fànghuǒ 放火する。騒ぎをあおる。
100 纵火 zònghuǒ 放火する。騒ぎをあおる。
101 登山遇难 dēngshān yùnàn 山岳遭難。
102 雪山遇险 xuěshān yùxiǎn 雪山遭難。
103 海难 hǎinàn 海難事故。
104 遇险 yùxiǎn 遭難する。危険な状況に陥る。
105 交通事故 jiāotōng shìgù 交通事故。
106 交通肇事 jiāotōng zhàoshì 交通事故。
107 ⻋祸 chēhuò 自動車事故。交通事故。
108 铁路事故 tiělù shìgù 鉄道事故。
109 ⻜机失事 fēijī shīshì 飛行機事故。
110 船舶事故 chuánbó shìgù 船舶(せんぱく)事故。
111 海事 hǎishì 海に関すること。船舶(せんぱく)の事故。
112 撞⻋事故 zhuàngchē shìgù 車の衝突事故。
113 冲撞事故 chōngzhuàng shìgù 衝突事故。
114 追尾事故 zhuīwěi shìgù 追突事故。
115 列⻋脱轨事故 lièchē tuōguǐ shìgù 列車の脱線事故。
116 坠机事故 zhuìjī shìgù 飛行機の墜落事故。
117 坠落事故 zhuìluò shìgù 墜落事故。
118 沈没事故 chénmò shìgù 沈没事故。
119 被卷入了事故 bèi juàn rù le shìgù 事故に巻き込まれた。
120 被卷入了事件 bèi juàn rù le shìjiàn 事件に巻き込まれる。
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121 被卷入了犯罪里 bèi juàn rù le fànzuì lǐ 犯罪に巻き込まれた。
122 被卷入了战争 bèi juàn rù le zhànzhēng 戦争に巻き込まれた。
123 劫机 jiéjī 飛行機をハイジャックする。
124 劫持⻜机 jiéchí fēijī 飛行機をハイジャックする。
125 人质事件 rénzhì shìjiàn 人質事件。
126 绑架事件 bǎnjià shìjiàn 拉致事件。
127 无差别杀人事件 wú chābié shārén shìjiàn 無差別殺人事件。
128 抢劫杀人 qiǎngjié shārén 強盗殺人。
129 恐怖活动 kǒngbù huódòng テロ活動。
130 感染爆炸 gǎnrǎn bàozhà 感染爆発。
131 疫情爆炸 yìqíng bàozhà 感染爆発。
132 大流行病 dà liúxíng bìng 大流行病。パンデミック。
133 病故 bìnggù 病死する。
134 病死 bìngsǐ 病死する。
135 自杀 zìshā 自殺する。
136 自尽 zìjìn 自殺する。
137 他杀 tāshā 他殺。
138 跳楼 tiàolóu 建物から飛び降りる。
139 滑落 huáluò 滑り落ちる。滑落(かつらく)する。
140 跳入 tiàorù 飛び込む。
141 史无前例 shǐ wú qiánlì 史上前例のない。
142 悲伤的事 bēishāng de shì 悲しい出来事。
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