
No 中国語 ピンイン 日本語

1 轰 hōng ドーン、ドカーン。大きな音を表す。
2 轰隆 hōnglōng ドカーン、ごうごう。轟音を表す。
3 轰隆隆 hōnglōnglōng ドカーン、ごうごう。轟音を表す。
4 轰隆轰隆 hōnglóng hōnglóng ドカーン、ごうごう。轟音を表す。
5 轰隆轰隆地爆炸 hōnglóng hōnglóng de bàozhà ドカンドカンと爆発する。
6 爆炸 bàozhà 主に化学反応で爆発する。数量が急激に増加する。
7 大爆炸 dàbàozhà ビッグバン。
8 宇宙大爆炸 yǔzhòu dàbàozhà ビッグバン。
9 爆炸物 bàozhàwù 爆発物。
10 易燃易爆品 yìrányìbàopǐn 燃えやすく爆発しやすいもの。危険物。
11 爆炸声 bàozhàshēng 爆発音。
12 瓦斯爆炸 wǎsī bàozhà ガス爆発。
13 炸弹爆炸 zhàdàn bàozhà 爆弾が爆発する。
14 爆发 bàofā 一気に噴き出す。爆発する。突然起きる。
15 大爆发 dàbàofā 大爆発。
16 火山爆发 huǒshān bàofā 火山が爆発する。
17 感情爆发 gǎnqíng bàofā 感情が爆発する。
18 起爆 qǐbào 爆発させる。
19 起爆剂 qǐbàojì 起爆剤。
20 起爆装置 qǐbào zhuāngzhì 起爆装置。
21 引爆 yǐnbào 起爆する。点火する。特定の現象が多く発生する。
22 引爆装置 yǐnbào zhuāngzhì 起爆装置。
23 爆破 bàopò 爆破する。
24 爆破声 bàopòshēng 爆破音。
25 爆破岩石 bàopò yánshí 岩を爆破する。
26 爆裂 bàoliè 破裂する。はじける。
27 暴烈 bàoliè 性格が荒々しい。狂暴だ。
28 轮胎暴烈 lúntāi bàoliè タイヤが破裂する。
29 走火 zǒuhuǒ 火器が爆発する。暴発する。火が出る。ことばが過ぎる。
30 枪走火 qiāng zǒuhuǒ 銃が暴発する。
31 擦枪走火 cā qiāng zǒuhuǒ 銃の手入れ中に暴発する。たまたま起こった事故から意外な結果が生じる。

32 走火了! zǒuhuǒ le 火事だ。
33 炸毁 zhàhuǐ 爆破する。
34 炸毁建筑物 zhàhuǐ jiànzhúwù 建物を爆破する。
35 炸碎 zhàsuì 爆発させて粉砕する。
36 炸碎岩盘 zhàsuì yánpán 爆破して岩盤を砕く。
37 炸坏 zhàhuài 爆発させて取り壊す。
38 大桥被炸坏了 dàqiáo bèi zhàhuài le 橋は爆破された。
39 破坏 pòhuài 壊す。傷つける。制度や習慣を変え改める。違反する。
40 破坏桥梁 pòhuài qiáoliáng 橋を壊す。
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41 毁坏 huǐhuài 破壊する。傷つける。
42 道路毁坏 dàolù huǐhuài 道路が壊れる。
43 捣毁 dǎohuǐ たたき壊す。
44 捣毁敌巢 dǎohuǐ dícháo 敵の根城を粉砕する。
45 打坏 dǎhuài 毀損(きそん)する。物が壊れる。
46 把电脑打坏 bǎ diànnǎo dǎhuài コンピュータを壊す。
47 打碎 dǎsuì 粉々に砕く。
48 打碎岩石 dǎsuì yánshí 岩を砕く。
49 打破 dǎpò 物を壊す。慣習や記録などを打ち破る。
50 打破玻璃 dǎpò bōlí ガラスを壊す。
51 砸坏 záhuài たたき壊す。
52 把⻋砸坏 bǎ chē zá huài 車をたたき壊す。
53 砸烂 zálàn めちゃくちゃに打ち壊す。たたきつぶす。
54 砸烂⻋窗 zálàn chēchuāng 車の窓を打ち壊す。
55 砸碎 zásuì 粉々にする。粉砕する。
56 砸碎岩石 zásuì yánshí 岩を粉々にする。
57 粉碎 fěnsuì 粉砕(ふんさい)する。粉々だ。
58 粉碎岩石 fěnsuì yánshí 岩を粉々にする。
59 弄碎 nòngsuì いじって砕く。
60 弄碎冰 nòngsuì bīng 氷を砕く。
61 弄坏 nònghuài いじって壊す。だめにしてしまう。
62 把东⻄弄坏 bǎ dōngxi nònghuài 物を壊す。
63 解体 jiětǐ バラバラにする。体制などが崩壊する。
64 空中解体 kōngzhōng jiětǐ 空中分解。
65 摧毁 cuīhuǐ 壊滅させる。
66 摧毁城市 cuīhuǐ chéngshì 街を破壊する。
67 摧残 cuīcán ひどく損害を与える。台なしにする。
68 摧残城市 cuīcán chéngshì 街を破壊する。
69 塌 tā 倒れる。崩れ落ちる。へこむ。垂れる。気を静める。
70 墙塌了 qiáng tā le 壁が倒れた。
71 地板塌了 dìbǎn tā le 床が崩れた。
72 倒塌 dǎotā 建物が倒れる。崩れる。
73 大楼倒塌 dàlóu dǎotā le ビルが倒壊する。
74 坍塌 tāntā 倒壊する。崩れる。決壊する。
75 岩盘坍塌 yánpán tāntā 岩盤が崩れる。
76 倾塌 qīngtā 土台や支えのある物が倒れる。
77 房子倾塌 fángzi qīngtā 家屋が倒壊する。
78 塌落 tāluò 崩れ落ちる。崩壊する。
79 悬崖塌落 xuányá tāluò 崖が崩れる。
80 大桥桥面塌落 dàqiáo qiáo miàn tāluò 橋の橋床(きょうしょう)が落ちる。
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81 塌架 tājià 家屋などが倒壊する。瓦解(がかい)する。失脚する。
82 房子塌架 fángzi tājià 家屋が倒壊する。
83 溃决 kuìjué 決壊する。
84 堤防溃决 dīfáng kuìjué 堤防が決壊する。
85 崩溃 bēngkuì 崩壊する。
86 水坝崩溃 shuǐbà bēngkuì ダムが崩壊する。
87 瓦解 wǎjiě 崩壊する。瓦解(がかい)する。崩壊させる。
88 水库瓦解 shuǐkù wǎjiě ダムが崩壊する。
89 决口 juékǒu 堤防が決壊する。
90 绝口 juékǒu 口に出して言うのをやめる。口を開かない。
91 大堤决口 dàdī juékǒu 堤防が決壊する。
92 决堤 juédī 堤防が決壊する。
93 水库决堤 shuǐkù juédī ダムが決壊する。
94 垮 kuǎ 崩れる。倒れる。壊れる。だめになる。
95 墙垮了 qiáng kuǎ le 壁が倒れた。
96 房子垮了 fángzi kuǎ le 家が壊れた。
97 垮塌 kuǎtā 橋や堤防などが崩壊する。崩れる。
98 建筑物垮塌 jiànzhúwù kuǎtā 建築物が崩壊する。
99 垮台 kuǎtái つぶれる。崩壊する。
100 经济垮台 jīngjì kuǎtái 経済崩壊。
101 倒台 dǎotái 崩壊する。失脚する。
102 政权倒台 zhèngquán dǎotái 政権が倒れる。
103 垮坝 kuǎbà ダムの決壊。ダム破壊。
104 水库垮坝 shuǐkù kuǎbà ダムが決壊する。
105 溃坝 kuìbà ダムの決壊。ダム破壊。
106 水库溃坝 shuǐkù kuǐbà ダムが決壊する。
107 泛滥 fànlàn 氾濫(はんらん)する。
108 河水泛滥 héshuǐ fànlàn 川が氾濫(はんらん)する。
109 塌方 tāfāng 土砂崩れが起きる。
110 山体塌方 shāntǐ tāfāng 山が土砂崩れする。
111 坍方 tānfāng 道路や堤防が土砂崩れする。トンネルが崩れ落ちる。
112 隧道坍方 suìdào tānfāng トンネルが崩れ落ちる。
113 崩 bēng 崩れ落ちる。破裂する。はじけ飛んできたものが当たる。銃殺する。

114 冰山崩了 bīngshān bēng le 氷山が崩れた。
115 崩裂 bēngliè 破裂してバラバラになる。
116 冰山崩裂 bīngshān bēngliè 氷山が崩れ散る。
117 崩塌 bēngtā 建造物などがくずれ落ちる。
118 山体崩塌 shāntǐ bēngtā 山がくずれ落ちる。
119 塌陷 tāxiàn 沈み込む。陥没する。
120 地基塌陷 dìjī tāxiàn 地盤が陥没する。
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121 下陷 xiàxiàn くぼむ。陥没する。
122 下限 xiàxiàn 下限。最低限度。最小限度。
123 地基下陷 dìjī xiàxiàn 地盤が陥没する。
124 陷落 xiànluò くぼむ。不利な状況に陥る。陥落(かんらく)する。
125 地面陷落 dìmiàn xiànluò 地面が陥没する。
126 下沉 xiàchén 沈む。沈下する。
127 地基下沉 dìjī xiàchén 地盤が沈下する。
128 沉降 chénjiàng 地層や大気中の浮遊物などが沈む。
129 地面沉降 dìmiàn chénjiàng 地面が沈下する。
130 沉陷 chénxiàn 地面や建物が沈下する。深く沈み込む。
131 地基沉陷 dìjī chénxiàn 地盤が陥没する。
132 凹陷 āoxiàn 中央や下にくぼむ。
133 地面凹陷 dìmiàn āoxiàn 地面がくぼむ。
134 凸起 tūqǐ ふくらむ。盛上がる。
135 地面凸起 dìmiàn tūqǐ 地面が盛上がる。
136 地裂 dìliè 地割れする。
137 出现地裂 chūxiàn dìliè 地割れができる。
138 炸弹 zhàdàn 爆弾。
139 定时炸弹 dìngshí zhàdàn 時限爆弾。
140 计时炸弹 jìshí zhàdàn 時限爆弾。
141 安装炸弹 ānzhuāng zhàdàn 爆弾を仕掛ける。
142 安置炸弹 ānzhì zhàdàn 爆弾を仕掛ける。
143 炸药 zhàyào 爆薬。
144 ⻩⾊炸药 huángsè zhàyào ダイナマイト。
145 装炸药 zhuāng zhàyào 爆弾を仕掛ける。
146 装置炸药 zhuāngzhì zhàyào 爆弾を仕掛ける。
147 给炸药点火 gěi zhàyào diǎnhuǒ 爆薬に火を点ける。
148 火药 huǒyào 火薬。
149 火药爆炸 huǒyào bàozhà 火薬が爆発する。
150 爆炸气浪 bàozhà qìlàng 爆風。
151 爆炸冲击波 bàozhà chōngjībō 爆風。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

ドカーン｜爆発、暴発、倒壊、決壊、爆弾、爆薬   4/4

4


