
No 中国語 ピンイン 日本語

1 心动 xīndòng 動悸(どうき)がする。心臓がどきどきする。心が動く。
2 心跳 xīntiào 胸がどきどきする。動悸(どうき)がする。
3 紧张 jǐnzhāng 精神的に緊張している。激しい。緊迫している。物が不足している。

4 动摇 dòngyáo 動揺する。気持ちがぐらつく。動揺させる。
5 兴奋 xīngfèn 興奮している。
6 激动 jīdòng 感動する。興奮する。相手を感動させる。感動している。
7 心怦怦跳 xīn pēngpēng tiào 胸がどきどきする。
8 心里直跳 xīnli zhí tiào 胸がどきどきする。
9 心里怦怦直跳 xīnli pēngpēng tiào 胸がどきどきする。
10 心里怦怦地跳 xīnli pēngpēng de tiào 胸がどきどきする。
11 心砰砰的跳 xīn pēngpēng de tiào 胸がどきどきする。
12 心里嘣嘣直跳 xīnli bēngbēng zhí tiào 胸がどきどきする。
13 心脏砰砰跳 xīnzàng pēngpēng tiào 心臓がどきどきする。
14 心里直打鼓 xīnli zhí dǎgǔ 胸がどきどきする。
15 扑通 pūtōng ドシン。ズシン。ドブン。
16 扑通扑通 pūtōngpūtōng ドキドキ。ドシンドシン。ズシンズシン。
17 心扑通扑通地跳 xīn pūtōngpūtōng de tiào 胸がどきどきする。
18 扑腾 pūtēng ドシン。ズシン。ドブン。
19 扑腾 pūteng とび跳ねる。ばた足をする。使いはたす。
20 心里直扑腾 xīnli zhí pūteng 胸がどきどきする。
21 七上八下 qī shàng bā xià 気持ちが落ち着かない。
22 七上八落 qī shàng bā luò 気持ちが落ち着かない。
23 忐忑不安 tǎn tè bù ān 不安でドキドキしている。ハラハラする。
24 忐忑不安地期待着 tǎntèbù'ān de qídài zhe 期待に胸をわくわくさせる。
25 欢欣雀跃 huān xīn què yuè 小躍りするほど大喜びをする。喜び勇む。
26 心神激动 xīnshén jīdòng 精神状態が興奮する。わくわくする。
27 心情激动 xīnqíng jīdòng 心は高ぶる。
28 兴致勃勃 xìngzhì bóbó 興味津々。わくわくする。
29 心跳加速 xīntiào jiāsù 胸が高ぶる。ドキドキする。
30 心跳很快 xīntiào hěn kuài 胸が高ぶる。ドキドキする。
31 捏把汗 niē bǎ hàn 手に汗を握る。
32 捏一把汗 niē yī bǎ hàn 手に汗を握る。
33 我心动了 wǒ xīndòng le 私は心動かされた。私はどきっとした。
34 她高兴得心跳加速 tā gāoxìng de xīntiào jiāsù 彼女はうれしさでどきどきする。
35 我非常紧张 wǒ fēicháng jǐnzhāng 私はひどく緊張する。
36 他动摇了 tā dòngyáo le 彼は動揺した。
37 我兴奋起来了 wǒ xīngfèn qǐlai le 私は興奮してきた。
38 我高兴得心情激动 wǒ gāoxìng de xīnqíng jīdòng 私は喜びで胸が高まる。
39 我的心里怦怦跳 wǒ de xīnlǐ pēngpēng tiào 私の心はドキドキしています。
40 他心里七上八下的 tā xīnli qīshàngbāxià de 彼の心は落ち着かない。
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41 我的心里忐忑不安 wǒ de xīnli tǎntèbù'ān 私の心は落ち着かない。
42 令人欢欣雀跃的歌曲 lìng rén huānxīnquèyuè de gēqǔ 人をわくわくさせる曲。
43 我欢欣雀跃地打开门 wǒ huānxīn quèyuè de dǎkāi mén 私はわくわくしながらドアを開ける。
44 我的心情激动着 wǒ de xīnqíng jīdòng zhe 私の心持ちは高ぶっている。
45 弟弟兴致勃勃地观看动画片 dìdì xìngzhì bóbó de guānkàn dònghuà piàn 弟はわくわくしながらアニメ映画を鑑賞する。
46 我开始感到心跳加速 wǒ kāishǐ gǎndào xīntiào jiāsù 私は胸の高まりを感じ始めた。
47 大家都捏一把汗 dàjiā dōu niēyībǎhàn 皆、手に汗をにぎる。
48 让人捏一把汗的激烈比赛 ràng rén niēyībǎhàn de jīliè bǐsài 手に汗にぎる熱戦。
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