
No 中国語 ピンイン 日本語

1 猾 huá ずるい。腹⿊い。
2 滑 huá ずる賢い。つるつるだ。滑る。
3 狡猾 jiǎohuá 悪賢い。狡猾(こうかつ)だ。ずるい。
4 狡滑 jiǎohuá 悪賢い。狡猾(こうかつ)だ。ずるい。
5 刁滑 diāohuá 悪賢い。狡猾(こうかつ)だ。ずるい。
6 滑头 huátóu ずる賢い。ずる賢い人。
7 耍滑 shuǎhuá ずるをする。悪賢くふるまう。
8 耍滑头 shuǎhuátou ずるをする。悪賢くふるまう。
9 狡诈 jiǎozhà ずる賢い。
10 狡黠 jiǎoxiá ずる賢い。
11 花招 huāzhāo 巧妙な手口。小細工。武術の実用的でない動き。
12 花招儿 huāzhāor 巧妙な手口。小細工。武術の実用的でない動き。
13 花着 huāzhāo 巧妙な手口。小細工。武術の実用的でない動き。
14 花着儿 huāzhāor 巧妙な手口。小細工。武術の実用的でない動き。
15 花样 huāyàng 巧妙な手口。小細工。模様。
16 花样儿 huāyàngr 巧妙な手口。小細工。模様。
17 把戏 bǎxì トリック。ペテン。曲芸。軽業(かるわざ)。
18 卑鄙 bēibǐ 下劣だ。卑怯(ひきょう)だ。
19 卑劣 bēiliè 卑劣だ。
20 猥劣 wěiliè 卑劣だ。
21 恶劣 èliè 悪質だ。劣悪だ。
22 无耻 wúchǐ 恥知らずだ。
23 可耻 kěchǐ 恥ずべき。不名誉だ。
24 肮脏 āngzāng 汚い。卑劣だ。
25 违反规则 wéifǎn guīzé 規則違反。ルールに反する。
26 犯规 fànguī 規則に反する。スポーツなどで反則する。
27 违反礼节 wéifǎn lǐjié 礼節に反する。
28 违反礼仪 wéifǎn lǐyí マナー違反。
29 抄袭 chāoxí 盗作する。ぱくる。無批判に踏襲する。
30 剽窃 piāoqiè 人の文章や著作を盗用する。
31 窃用 qièyòng 盗用する。
32 盗用 dàoyòng 盗用する。横領する。
33 偷用 tōuyòng 横領する。
34 山寨貨 shānzhàihuò 模倣品。パクリ。
35 赝品 yànpǐn 偽物。がん作。
36 赝本 yànběn 偽の書画。がん作。
37 这人很滑 zhè rén hěn huá この人はずるい。
38 这家伙滑得很 zhè jiāhuo huá de hěn こいつは実にずるい。
39 狡猾的人 jiǎohuá de rén 狡猾(こうかつ)な人。
40 狡猾的家伙 jiǎohuá de jiāhuo ずるいやつ。
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41 那家伙很狡猾 nà jiāhuo hěn jiǎohuá あいつはずるい。
42 你真狡猾 nǐ zhēn jiǎohuá あなたはほんとずるい。
43 敌人刁滑 dírén diāohuá 敵は狡猾(こうかつ)だ。
44 他为人刁滑 tā wéirén diāohuá 彼はずる賢い人だ。
45 刁滑的人 diāohuá de rén ずる賢い人。
46 这个人很刁滑 zhège rén hěn diāohuá この人はずる賢い。
47 这个人很滑头 zhège rén hěn huátóu この人はずる賢い。
48 不耍滑 bù shuǎhuá ずるをしない。横着しない。
49 不许耍滑头 bùxǔ shuǎhuátou ずるは許さない。
50 别耍滑头了 bié shuǎhuátou le ずるはしないで。
51 你不要耍滑头 nǐ bùyào shuǎhuátou あなた、ずるはしないで。
52 他不会耍滑头 tā bù huì shuǎhuátou 彼はずるをしない。
53 狡诈的手法 jiǎozhà de shǒufǎ ずるいやり口。
54 狡黠的笑容 jiǎoxiá de xiàoróng げすな笑い顔。
55 耍花招 shuā huāzhāo 小細工をする。
56 玩花样 wán huāyàng 小細工をする。
57 玩把戏 wán bǎxì 小細工をする。
58 卑鄙的家伙 bēibǐ de jiāhuo ひきょうなやつ。
59 用卑鄙手段 yòng bēibǐ shǒuduàn ひきょうな手を使う。
60 太卑鄙了 tài bēibǐ le ひきょうすぎる。
61 你很卑鄙 nǐ hěn bēibǐ あなたはひきょうだ。
62 卑劣的手段 bēiliè de shǒuduàn 卑劣な手段。
63 手段太卑劣了 shǒuduàn tài bēiliè le 手段が卑劣すぎる。
64 手法恶劣 shǒufǎ èliè 手口がひどい。
65 卑鄙无耻 bēibǐ wúchǐ 卑劣で恥知らずだ。
66 可耻行为 kěchǐ xíngwéi 恥ずべき行為。
67 肮脏的手段 āngzāng de shǒuduàn 汚い手段。
68 他们违反了规则 tāmen wéifǎn le guīzé 彼らはルールを破った。
69 他犯规了 tā fànguī le 彼は反則した。
70 抄袭别人的作品 chāoxí biérén de zuòpǐn 他人の作品を盗用する。
71 剽窃别人的设计方案 piāoqiè biérén de shèjì fāng'àn 他人のデザインを盗用する。
72 窃用商业秘密 qièyòng shāngyè mìmì ビジネス上の機密を盗用する。
73 盗用密码 dàoyòng mìmǎ パスワードを盗用する。
74 偷用公司的钱 tōuyòng gōngsī de qián 会社の金を横領する。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

ずるい、卑怯、卑劣、ルール違反、パクリ   2/2

2


