
No 中国語 ピンイン 日本語

1 急 jí 突発的な。速くて激しい。差し迫った。焦る。せっかちだ。
2 急事 jíshì 急用。急ぎの仕事。急な事。
3 急流 jíliú 急流。
4 急弯 jíwān 急な曲がり角。道路の急カーブ。
5 急拐弯 jí guǎiwān 急な曲がり角。道路の急カーブ。
6 急坡 jípō 急斜面。急勾配(きゅうこうばい)。
7 急病 jíbìng 急病。
8 急症 jízhèng 急病。
9 暴病 bàobìng 急な重病。
10 陡 dǒu 傾斜が急だ。険しい。急に。突然。
11 陡坡 dǒupō 急斜面。急勾配(きゅうこうばい)。
12 很陡的上坡 hěn dǒu de shàngpō 急な上り坂。
13 很陡的下坡 hěn dǒu de xiàpō 急な下り坂。
14 很陡的斜坡 hěn dǒu de xiépō 急な坂。急な斜面。
15 坡度很大的街道 pōdù hěn dà de jiēdào 斜度の大きい街路。
16 气候陡变 qìhòu dǒubiàn 気候が急変する。
17 突如其来 tū rú qí lái 突然やってくる。
18 突如其来的提问 tūrúqílái de tíwèn 突然の質問。
19 突如其来的通知 tūrúqílái de tōngzhī 突然の知らせ。
20 突如其来的雷雨 tūrúqílái de léiyǔ 突然の雷雨。
21 突然 tūrán 突然だ。急に。
22 突然掉头 túrán diàotóu 突然の方向転換。急旋回。急ターン。
23 突然的事故 túrán de shìgù 突然の事故。突然の出来事。
24 突然的开支 túrán de kāizhī 突然の支出。
25 突然进来的订单 túrán jìnlái de dìngdān 突然入った注文書。
26 突然来了客人 túrán lái le kèrén 突然の来客。
27 那个真突然呢 nàge zhēn túrán ne それは実に突然ですね。
28 急用 jíyòng 急な必要。急に必要となる。
29 急用开支 jíyòng kāizhī 急な支出。
30 急用的客人 jíyòng de kèrén お急ぎのお客様。
31 急用食品 jíyòng shípǐn 非常食。
32 刻不容缓 kè bù rónghuǎn 寸刻を争う。
33 刻不容缓的催促 kèbùrónghuǎn de cuīcù 急な督促。
34 刻不容缓的任务 kèbùrónghuǎn de rènwù 急を要す任務。
35 临时 línshí 臨時の。一時的な。一時的に。
36 临时通知 línshí tōngzhī 臨時の知らせ。
37 临时参加 línshí cānjiā 臨時参加。飛び入り参加。
38 临时停业 línshí tíngyè 臨時休業。
39 临时新闻 línshí xīnwén 臨時ニュース。
40 临时收入 línshí shōurù 臨時収入。
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41 紧急 jǐnjí 緊急の。
42 紧急事态 jǐnjí shìtài 緊急事態。
43 紧急事情 jǐnjí shìqíng 火急の要件。
44 紧急议题 jǐnjí yìtí 緊急議題。
45 太紧急了 tài jǐnjí le 急すぎるよ。
46 急迫 jǐpò 切迫している。差し迫っている。
47 急迫的事 jípò de shì 火急の要件。
48 急迫的任务 jípò de rènwù 差し迫った任務。
49 迫切 pòqiè 差し迫っている。切実だ。
50 迫切的问题 pòqiè de wèntí 差し迫った問題。
51 迫切的要求 pòqiè de yāoqiú 差し迫った要望。
52 急切 jíqiè とても差し迫っている。慌ただしい。
53 急切的求助声 jíqiè de qiúzhù shēng 差し迫った助けを求める声。
54 急切间难以答复 jíqiè jiān nányǐ dáfù すぐには答えがたい。
55 突发 tūfā 突発する。
56 突发性 tūfāxìng 突発的だ。突発性の。
57 突发事件 tūfā shìjiàn 突発事件。突発的な出来事。
58 突发性的事件 tūfāxìng de shìjiàn 突発的な事件。突発的な出来事。
59 急剧 jíjù 急激だ。
60 急剧上升 jíjù shàngshēng 急上昇する。
61 直线上升 zhíxiàn shàngshēng 一直線に上昇する。急上昇する。
62 急剧下降 jíjù xiàjiàng 急落する。急下降する。
63 急剧下跌 jíjù xiàdié 急激に価格が下落する。急激に水位が下がる。
64 急剧增加 jíjù zēngjiā 急激に増加する。
65 急剧变化 jíjù biànhuà 急激に変化する。
66 暴涨 bàozhǎng 物価などが急上昇する。水位が急に高くなる。
67 股价暴涨 gǔjià bàozhǎng 株価急騰。
68 河水暴涨了 héshuǐ bàozhǎng le 川の水位が急上昇した。
69 暴跌 bàodiē 物価などが急下落する。
70 股市暴跌 gǔshì bàodié 株式市場が暴落する。
71 险滩 xiǎntān 流れが急な浅瀬。
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