
No 中国語 ピンイン 日本語

1 吓一跳 xià yī tiào どきっとする。驚く。
2 吓了一跳 xià le yī tiào どきっとした。驚いた。
3 给我吓了一跳 gěi wǒ xià le yī tiào 私はびっくりさせられた。
4 吃一惊 chī yī jīng どきっとする。驚く。
5 大吃一惊 dà chī yī jīng あっと驚く。ぶったまげる。
6 吃了一惊 chī le yī jīng どきっとした。驚いた。
7 让我吃了一惊 ràng wǒ chī le yī jīng 私はびっくりさせられた。
8 吓得我吃了一惊 xià de wǒ chī le yī jīng 驚きでびっきりした。
9 吓死人 xiàsǐ rén 人をひどく驚かす。
10 吓死我了 xià sǐ wǒ le 死ぬほどびっくりした。
11 咯噔一下 gēdēng yīxià どきっとする。驚く。
12 吓出一身冷汗 xià chū yīshēn lěnghàn ひやりとする。
13 吓破胆 xiàpò dǎn びっくりして肝を冷やす。
14 吓破了胆 xiàpò le dǎn 驚きで肝を冷やした。
15 吓坏了 xiàhuài le びっくり仰天した。
16 震惊 zhènjīng びっくりする。びっくりさせる。
17 大为震惊 dà wéi zhènjīng びっくり仰天する。ショックを受ける。
18 猛然一惊 měngrán yījīng はっと驚く。にわかに驚く。
19 打寒战 dǎ hánzhàn 肝を冷やす。寒さにふるえる。
20 打冷战 dǎ lěngzhan 肝を冷やす。寒さにふるえる。
21 感到脊背发凉 gǎndào jǐbèi fāliáng 背筋が寒くなる。
22 感到担心 gǎndào dānxīn 心配になる。
23 捏一把汗 niē yī bǎ hàn 手に汗を握る。
24 危险! wēixiǎn 危ない！。危険だ！。
25 危险啊! wēixiǎn a 危ないぞ。
26 小心! xiǎoxīn 気をつけて！。気をつけろ！。
27 小心点 xiǎoxīn diǎn 気をつけて。
28 小心点儿 xiǎoxīn diǎnr 気をつけて。
29 开⻋时走神儿很危险 kāichē shí zǒushénr hěn wéixiǎn 運転しているときに気が散るのは危険です。
30 躲 duǒ 避ける。よける。かわす。隠れる。
31 急忙往旁边一躲 jímáng wǎng pángbiān yī duǒ 急いで体を横にかわす。
32 躲⻋ duǒ chē 車をよける。
33 走路要注意躲⻋ zǒulù yào zhùyì duǒ chē 歩く時は注意して車をよけなければならない。
34 闪开 shǎnkāi 身をかわす。避ける。
35 急忙闪开 jímáng shǎnkāi 急いで身をかわす。
36 霍地闪开 huòdì shǎnkāi さっと身をかわす。
37 闲人闪开! xiánrén shǎnkāi 用のないものはどけ。
38 闪躲 shǎnduǒ よける。かわす。避ける。
39 闪躲一拳 shǎnduǒ yī quán 一発のパンチをかわす。
40 闪躲不开 shǎnduǒ bù kāi よけきれない。
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41 闪躲不及 shǎnduǒ bùjí よけきれない。
42 闪身 shǎnshēn さっと体を傾ける。身をかわす。
43 闪身儿 shǎnshēnr さっと体を傾ける。身をかわす。
44 迅速闪身 xùnsù shǎnshēn すばやく身をかわす。
45 猛然一闪身 měngrán yī shǎnshēn とっさに身をかわす。
46 闪避 shǎnbì さっと身をかわす。
47 闪避得快 shǎnbì dé kuài 身をかわすのがすばやい。
48 闪避不及 shǎnbì bùjí よけきれない。
49 躲闪 duǒshǎn さっと身をかわす。よける。問題などを回避する。
50 轻易躲闪 qīngyì duǒshǎn 軽くいなす。
51 躲闪不及 duǒshǎn bùjí よけきれない。
52 躲开 duǒkāi 身をよける。かわす。
53 躲开! duǒkāi どいて。どけ。
54 快躲开! kuài duǒkāi 早くよけて。早くどいて。
55 躲开点! duǒkāi diǎn ちょっとどいて。
56 躲开球 duǒkāi qiú ボールをかわす。
57 躲开来球 duǒkāi lái qiú ボールをかわす。
58 躲开汽⻋ duǒkāi qìchē 自動車を避ける。
59 把身子躲开 bǎ shēnzi duǒkāi 身体をかわす。
60 避开 bìkāi 避ける。
61 避开冲突 bìkāi chōngtú 衝突を避ける。
62 避开冲撞 bìkāi chōngzhuàng ぶつかりを避ける。
63 避开卡⻋ bìkāi kǎchē トラックを避ける。
64 躲避 duǒbì 避ける。よける。
65 躲避冷枪 duǒbì lěngqiāng 流れ弾を避ける。
66 躲避不及 duǒbì bùjí 避けきれない。
67 逃避 táobì 逃れる。避ける。
68 逃避海啸 táobì hǎixiào 津波から逃げる。
69 跳开 tiào kāi 跳ねのく。飛んでどく。
70 迅速跳开 xùnsù tiào kāi すばやく跳ねのく。
71 滚 gǔn 出ていく。うせる。転がる。転がす。沸く。
72 滚! gǔn あっちへ行け。
73 块给我滚! kuài gěi wǒ gǔn とっとと出てけ。
74 滚蛋 gǔndàn うせろ。出ていけ。
75 滚蛋! gǔndàn あっちへ行け。
76 滚你的蛋! gǔn nǐ de dàn うせろ。出ていけ。
77 滚开 gǔnkāi うせろ。出ていけ。煮えたぎる。
78 滚开! gǔnkāi あっちへ行け。
79 快滚开! kuài gǔnkāi とっとと出てけ。
80 你给我滚开! nǐ gěi wǒ gǔnkāi 消え失せろ。
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81 滚出去 gǔnchūqù うせろ。出ていけ。
82 快滚出去! kuài gǔnchūqù さっさと出ていけ。
83 千钧一发 qiān jūn yī fà 非情に危うい状態。危機一髪。
84 一发千钧 yī fà qiān jūn 非情に危うい状態。危機一髪。
85 在千钧一发之际避免了一场惨祸 zài qiānjūnyīfà zhī jì bìmiǎn le yī chǎng cǎnhuò 危機一髪で参事を免れた。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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