
No 中国語 ピンイン 日本語

1 休克 xiūkè ショック。ショック症状を起こす。
2 电休克 diàn xiūkè 電気ショック。感電する。
3 休克状态 xiūkè zhuàngtài ショック状態。
4 休克死 xiūkè sǐ ショック死。
5 休克死亡 xiūkè sǐwáng ショック死。
6 休克疗法 xiūkè liáofǎ ショック療法。
7 病人休克了 bìngrén xiūkè le 病人がショックを起こした。
8 她陷入休克 tā xiànrù xiūkè 彼女はショックに陥(おちい)る。
9 冲击 chōngjī ショック。打撃。水などが激しくぶつかる。突撃する。衝撃を与える。

10 冲击波 chōngjībō 衝撃波。
11 电流冲击 diànliú chōngjī 電気ショック。
12 文化冲击 wénhuà chōngjī カルチャーショック。
13 未来的冲击 wèilái de chōngjī 未来の衝撃。
14 重大冲击 zhòngdà chōngjī 大きなショック。
15 受了极大的冲击 shòule jí dà de chōngjī はげしいショックを受ける。
16 全世界受到冲击 quán shìjiè shòudào chōngjī 全世界が衝撃を受ける。
17 我感到头部受到强烈冲击 wǒ gǎndào tóubù shòudào qiángliè chōngjī 私は頭部に強烈な衝撃を受けたのを感じる。
18 打击 dǎjī 受けた打撃。打つ。たたく。攻撃する。
19 致命的打击 zhìmìng de dǎjī 致命的な打撃。
20 精神上的打击 jīngshén shàng de dǎjī 精神的な打撃。
21 受打击 shòu dǎjī 衝撃を受ける。
22 我受到打击 wǒ shòudào dǎjī 私はショックを受ける。
23 那条新闻让她受到了打击 nà tiáo xīnwén ràng tā shòudào le dǎjī そのニュースは彼女にショックを与えた。
24 撞击 zhuàngjī 勢いよくぶつかる。
25 由于撞击受到损伤 yóuyú zhuàngjī shòudào sǔnshāng 衝撃で損傷を受ける。
26 震动 zhèndòng 事件などで心を不安にさせる。ショックを与える。
27 冲撞的震动 chōngzhuàng de zhèndòng 衝突の衝撃。
28 震动全国 zhèndòng quánguó 全国を震撼させる。
29 震惊 zhènjīng びっくりさせる。びっくりする。
30 令人震惊 lìng rén zhènjīng 人をびっくりさせる。ショッキングだ。
31 使震惊 shǐ zhènjīng 仰天させる。
32 使人震惊 shǐ rén zhènjīng はっとさせる。ショッキングだ。
33 震惊世界 zhènjīng shìjiè 世界にショックを与える。
34 令人震惊的消息 lìng rén zhènjīng de xiāoxi 衝撃的なニュース。
35 震撼 zhènhàn 震撼させる。揺り動かす。
36 震撼全国 zhènhàn quánguó 全国を震撼させる。
37 吃惊 chījīng 驚く。びっくりする。
38 令人吃惊的记录 lìng rén chījīng de jìlù 驚異的な記録。
39 真让人吃惊 zhēn ràng rén chījīng 実に人をびっくりさせる。ショックだ。唖然とする。
40 他说的话让我吃惊 tā shuō de huà ràng wǒ chījīng 彼の言葉に私はショックを受ける。
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41 惊人 jīngrén びっくりするような。
42 惊人的消息 jīngrén de xiāoxi びっくりするようなニュース。
43 惊人的进步 jīngrén de jìnbù 驚くべき進歩。
44 刺激 cìjī 刺激する。ショック。
45 惊险刺激 jīngxiǎn cìjī スリリングでショッキング。
46 强烈的刺激 qiángliè de cìjī 強烈な刺激。
47 刺激太强 cìjī tài qiáng 刺激が強すぎる。
48 伤心 shāngxīn 心を痛める。
49 让人伤心 ràng rén shāngxīn 人を悲しませる。ショック。
50 让人很伤心 ràng rén hěn shāngxīn 人を悲しませる。ショック。
51 真让人伤心 zhēn ràng rén shāngxīn 実にショックです。
52 我很伤心 wǒ hěn shāngxīn 私は悲しいです。
53 骇人听闻 hài rén tīng wén ショッキングなニュース。
54 骇人听闻的事件 hàiréntīngwén de shìjiàn ショッキングな事件。
55 骇然 hàirán ひどく驚いたようす。
56 骇然失色 hàirán shīsè 驚いて顔色を失う。がくぜんとして顔色を失う。
57 厉害 lìhai すごい。ひどい。激しい。
58 太厉害了 tài lìhài le すごすぎる。ひどすぎる。
59 可怕 kěpà 恐ろしい。恐るべき。
60 真可怕 zhēn kěpà 実に恐ろしい。
61 真的很可怕 zhēn de hěn kěpà 本当に恐ろしい。
62 十分可怕 shífēn kěpà たいへん恐ろしい。
63 可怕的灾难 kěpà de zāinàn 恐るべき災難。
64 毛骨悚然 máo gǔ sǒng rán 身の毛がよだつ。恐れおののくようす。
65 令人毛骨悚然 lìng rén máogǔsǒngrán ショッキングだ。
66 令我毛骨悚然 lìng wǒ máogǔsǒngrán 私はぞっとさせられる。
67 怕得毛骨悚然 pà de máogǔsǒngrán 怖くてぞっとする。
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