
No 中国語 ピンイン 日本語

1 恶 è 凶悪だ。激しい。悪い。よくない。
2 坏 huài 悪だくみ。悪知恵。悪い。物が壊れる。とても。
3 邪恶 xié'è よこしまだ。邪悪だ。
4 奸邪 jiānxié 邪悪でよこしまだ。腹⿊い。腹⿊い⼈。
5 恶意 èyì 悪意。
6 歹意 dǎiyì 悪意。
7 恶念 èniàn よこしまな考え。悪い了見。
8 坏事 huàishì 悪いこと。ぶちこわす。
9 劣迹 lièjì 悪行。
10 恶行 èxíng 悪行。
11 恶性 èxìng 悪性だ。悪質だ。
12 作恶 zuòè 悪さをする。悪事をはたらく。
13 坏蛋 huàidàn 悪(わる)。悪党。
14 坏⼈ huàirén 悪⼈。悪者。
15 歹⼈ dǎirén 悪⼈。強盗。
16 恶⼈ èrén 悪⼈。悪党。
17 恶棍 ègùn ごろつき。悪党。
18 恶徒 ètú 悪党。
19 无赖 wúlài ごろつき。無頼だ。
20 无赖汉 wúlàihàn ごろつき。
21 无赖子 wúlàizǐ ごろつき。
22 坏家伙 huàijiāhuo 悪い奴。悪⼈。
23 坏东⻄ huài dōngxi 悪い奴。悪⼈。
24 恶毒 èdú 悪どい。悪らつだ。
25 歹毒 dǎidú 陰険で残忍だ。
26 阴毒 yīndú 陰険だ。悪らつだ。
27 邪路 xiélù 悪の道。
28 邪道 xiédào 悪の道。
29 邪道儿 xiédàor 悪の道。
30 恶劣 èliè 悪質だ。劣悪だ。
31 卑劣 bēiliè 卑劣だ。卑怯だ。
32 卑鄙 bēibǐ 言動や品性が下劣だ。卑怯だ。
33 卑鄙者 bēibǐzhě 卑怯者。
34 卑怯 bēiqiè 卑怯だ。
35 毒辣 dúlà 悪らつだ。悪どい。
36 狠毒 hěndú 悪らつだ。
37 缺德 quēdé 下劣だ。いやらしい。ろくでもない。
38 不道德 bùdàodé 不道徳だ。
39 心怀 xīnhuái 好ましくないことを心に抱く。気持ち。思い。
40 罪大恶极 zuì dà è jí 極悪非道である。
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41 滔天大罪 tāotiān dàzuì 極悪犯罪である。
42 穷凶极恶 qióng xiōng jí è 極悪非道である。
43 万恶 wàn'è 極悪非道である。
44 极其狠毒 jíqí hěndú 極めて悪らつだ。
45 心术不正 xīnshù bù zhèng 心が邪悪である。意地悪い。腹⿊い。
46 心怀不良 xīnhuái bùliáng 悪い考えをいだく。意地悪い。腹⿊い。
47 凶狠 xiōnghěn 性格や行動が凶悪で残忍だ。はげしい。すさまじい。
48 凶恶 xiōng'è 性格や行為、容貌が凶悪だ。恐ろしい。
49 凶残 xiōngcán 狂暴で残忍だ。凶悪残忍な⼈。
50 凶横 xiōnghèng 行動や態度が横暴で凶悪だ。
51 凶暴 xiōngbào 狂暴だ。
52 残暴 cánbào 残忍で凶悪だ。
53 冷血 lěngxuè 冷血。
54 冷血汉 lěngxuèhàn 冷血漢。
55 冷酷 lěngkù 冷酷だ。
56 无情 wúqíng 非情だ。情け容赦ない。
57 残酷 cánkù 残酷だ。
58 残酷姓 cánkùxìng 残虐性。
59 残忍 cánrěn 残忍だ。
60 残虐 cánnüè 残虐だ。
61 血淋淋 xiělínlín むごたらしい。血のしたたるようす。
62 无耻 wúchǐ 恥知らずだ。卑怯だ。
63 可耻 kěchǐ 恥ずべきだ。不名誉だ。卑怯だ。
64 罪行 zuìxíng 犯罪行為。
65 犯罪 fànzuì 罪を犯す。
66 罪恶 zuì'è 罪悪。
67 罪犯 zuìfàn 犯⼈。犯罪者。
68 凶犯 xiōngfàn 凶悪な犯罪者。
69 危险的⼈物 wēixiǎn de rénwù 危険な⼈物。
70 ⼈性很恶 rénxìng hěn è ⼈間性が悪い。
71 名声很坏 míngshēng hěn huài 世間の評判が悪い。
72 你真坏 nǐ zhēn huài あなたは本当に悪い。
73 你好坏 nǐ hǎo huài あなたはとても悪い。
74 心肠坏 xīncháng huài 心根が卑しい。
75 邪恶势力 xié'è shìlì 邪悪な勢力。
76 邪恶的念头 xié'è de niàntou 邪悪な考え。
77 心怀恶意 xīnhuái èyì 悪意を抱く。
78 怀着恶意 huái zhe èyì 悪意を抱く。
79 带有恶意 dàiyǒu èyì 悪意をもっている。悪意を帯びている。
80 干坏事 gàn huàishì 悪事をする。
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81 干尽坏事 gàn jìn huàishì 悪のかぎりを尽くす。
82 做尽坏事 zuò jìn huàishì 悪のかぎりを尽くす。
83 恶性不断 èxìng bùduàn 悪事を重ねる。
84 行凶作恶 xíngxiōng zuò'è 暴行や殺⼈などの悪事を働く。
85 作恶多端 zuò'è duōduān さまざまな悪事を働く。悪事を重ねる。
86 这个坏蛋! zhège huàidàn この悪⼈が。
87 你这个坏蛋! nǐ zhège huàidàn この悪⼈が。
88 那家伙是个坏蛋 nà jiāhuo shì ge huàidàn あいつは悪(わる)だ。
89 他是个坏⼈ tā shì ge huàirén 彼は悪⼈です。
90 她是个坏女⼈ tā shì ge huài nǚrén 彼女は悪い女です。
91 恶毒的作法 èdú de zuòfǎ あくどいやり方。
92 本性恶劣 běnxìng èliè 性根が悪い。本性は悪い。
93 卑劣的手段 bēiliè de shǒuduàn 卑劣な手段。
94 卑鄙的手段 bēibǐ de shǒuduàn 汚い手。
95 手段毒辣 shǒuduàn dúlà 手段があくどい。
96 卑劣的心地 bēiliè de xīndì 見下げた性根。
97 卑鄙的家伙 bēibǐ de jiāhuo ゲスなやつ。
98 阴险毒辣 yīnxiǎn dúlà 陰険で悪らつだ。
99 凶恶狠毒的⼈ xiōng'è hěndú de rén 極悪な⼈。
100 缺德的行为 quēdé de xíngwéi 下劣な行い。
101 不道德的事 bùdàodé de shì 不道徳な事。
102 心怀不善 xīnhuái bùshàn よくない思いを抱く。腹⿊い。
103 万恶滔天 wàn'è tāotiān 極めて大きな悪行。
104 凶狠的表情 xiōnghěn de biǎoqíng こわい表情。
105 非常凶恶的⼈ fēicháng xiōng'è de rén 極悪な⼈。
106 眼神凶恶 yǎnshén xiōng'è 目つきが悪い。
107 残暴的行径 cánbào de xíngjìng 残虐な行為。
108 冷酷无情 lěngkù wúqíng 冷酷非情だ。
109 残酷场景 cánkù chǎngjǐng 残酷なシーン。
110 残酷对待 cánkù duìdài ひどい仕打ち。
111 无耻的做法 wúchǐ de zuòfǎ 恥知らずなやり方。卑怯なやり方。
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