
No 中国語 ピンイン 日本語

1 注目 zhùmù 注目する。
2 引人注目 yǐn rén zhùmù 注目される。注目を集める。
3 引人注目的事 yǐn rén zhùmù de shì 人目を引く事。
4 引人注目的地方 yǐn rén zhùmù de dìfang 人目を引く場所。目立つ場所。
5 引人注目的选手 yǐn rén zhùmù de xuǎnshǒu 注目の選手。
6 超大耳环引人注目 chāodà ěrhuán yǐn rén zhùmù 特大のイヤリングが注目を集める。
7 不太引人注目 bù tài yǐn rén zhùmù あまり注目されない。目立たない。
8 不引人注目的人 bù yǐn rén zhùmù de rén 目立たない人。ぱっとしない人。
9 招人注目 zhāo rén zhùmù 注目される。注目を集める。
10 招人注目的角色 zhāo rén zhùmù de juésè 注目のキャラクター。
11 受人注目 shòu rén zhùmù 注目される。注目を集める。
12 最受人注目的公司之一 zuì shòu rén zhùmù dì gōngsī zhī yī 最も注目される会社の一つ。
13 引起注目 yǐnqǐ zhùmù 注目を引き起こす。注目される。注目をもたらす。
14 引起人们的注目 yǐnqǐ rénmen de zhùmù 人々の注目を集める。
15 伊丽莎白女王的新包包引起注目 Yīlìshābái nǚwáng de xīn bāobāo yǐnqǐ zhùmù エリザベス女王の新しいバッグが注目される。
16 令人注目 lìng rén zhùmù 人を注目させる。
17 令人注目的新口感 lìng rén zhùmù de xīn kǒugǎn 注目の新しい口当たり。
18 惹人注目 rě rén zhùmù 注目を集める。きわだつ。
19 惹人注目的芭蕾舞者 rě rén zhùmù de bālěiwǔzhě 注目のバレエダンサー。
20 注目而视 zhùmù ér shì 注目して見る。注視する。
21 众人一齐注目而视 zhòngrén yīqí zhùmù ér shì 大勢の人が一⻫に注目して見る。
22 全世界注目的保健食品 quánshìjiè zhùmù de bǎojiàn shípǐn 全世界が注目する健康食品。
23 最引我注目的地方 zuì yǐn wǒ zhùmù de dìfang 私が最も注目するところ。
24 值得注目 zhíde zhùmù 注目に値する。
25 焦点 jiāodiǎn 焦点。注意や関心が集まる点。
26 众人焦点 zhòngrén jiāodiǎn 大勢の人からの注目の的(まと)。
27 众人的焦点 zhòngrén de jiāodiǎn 大勢の人からの注目の的(まと)。
28 他是众人的焦点 tā shì zhòngrén de jiāodiǎn 彼は注目の的(まと)です。
29 他成了众人的焦点 tā chéng le zhòngrén de jiāodiǎn 彼は注目の的(まと)になりました。
30 瞩目 zhǔmù 注目する。
31 受到瞩目 shòudào zhǔmù 注目される。注目を集める。
32 受人瞩目 shòu rén zhǔmù 注目される。注目を集める。
33 令人瞩目 lìng rén zhǔmù 人を注目させる。
34 举世瞩目 jǔshì zhǔmù 世を挙げて注目する。広く世間が注目する。
35 万众瞩目 wànzhòng zhǔmù 万人の注目するところとなる。
36 众人瞩目的焦点 zhòngrén zhǔmù de jiāodiǎn 大勢の人が注目するところ。
37 现在最受瞩目 xiànzài zuì shòu zhǔmù 今最も注目されている。
38 瞠目 chēngmù びっくりしたり、当惑したりして目を見張る。
39 瞠目而视 chēngmù ér shì 目を見開いて見る。
40 令人瞠目 lìng rén chēngmù 人の目を見開かせる。目を見張る。
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41 注视 zhùshì 注視する。
42 引起注视 yǐnqǐ zhùshì 注目を引き起こす。注目される。注目をもたらす。
43 注视前方 zhùshì qiánfāng 前方を注視する。前をじっと見る。
44 密切注视事态发展 mìqiè zhùshì shìtài fāzhǎn 事態の成り行きを注意深く見る。
45 注意 zhùyì 注意する。気をつける。
46 引人注意 yǐn rén zhùyì 注意を集める。目立つ。
47 她的打扮引人注意 tā de dǎban yǐn rén zhùyì 彼女の装いは注目される。
48 引起注意 yǐnqǐ zhùyì 注意を引き起こす。注目される。気を引く。
49 引起大家的注意 yǐnqǐ dàjiā de zhùyì みんなの気を引く。
50 关注 guānzhù 注意を払う。
51 引人关注 yǐn rén guānzhù 人の注意を集める。
52 人权问题引人关注 rénquán wèntí yǐn rén guānzhù 人権問題が注目される。
53 受人关注 shòu rén guānzhù 人から注意を払われる。注目される。
54 你总是受人关注 nǐ zǒngshì shòu rén guānzhù あなたはいつも注目されている。
55 受到关注 shòudào guānzhù 関心を集める。
56 中医药再次受到关注 zhōngyīyào zàicì shòudào guānzhù 漢方薬が再び注目を集める。
57 引起关注 yǐnqǐ guānzhù 関心を引き起こす。
58 慈善公益活动引起社会很大关注 císhàn gōngyì huódòng yǐnqǐ shèhuì hěn dà guānzhù 慈善公益活動が社会から大きな関心を得る。
59 关注事态的发展 guānzhù shìtài de fāzhǎn 事態の成り行きに注目する。
60 招眼 zhāoyǎn 目立つ。人目を引く。
61 这身打扮太招眼 zhè shēn dǎban tài zhāoyǎn この装いは目立ちすぎる。
62 凝视 níngshì 凝視する。見つめる。
63 凝视前方 níngshì qiánfāng 前方を見つめる。
64 凝望 níngwàng じっと遠くを眺める。
65 凝望远方 níngwàng yuǎnfāng 遠方を見つめる。
66 怒目 nùmù 怒って目を見開く。
67 怒目而视 nùmù ér shì 怒りの目でにらむ。怒りをこめてにらみつける。
68 众目睽睽 zhòng mù kuí kuí 皆が注目している。大衆の目が光っている。
69 在众目睽睽之下偷东⻄ zài zhòngmùkuíkuí zhī xià tōu dōngxi 皆が見ている中で物を盗む。
70 话题 huàtí 話題。
71 热门话题 rèmén huàtí ホットな話題。
72 热点话题 rèdiǎn huàtí ホットな話題。
73 关于你的话题 guānyú nǐ de huàtí あなたに関する話題。
74 谈话 tánhuà 複数の人が互いに話す。上の者がちゃんと話す。意見を表明する。

75 谈话材料 tánhuà cáiliào 話の材料。話題。
76 引人注目的谈话 yǐn rén zhùmù de tánhuà 注目を集める談話。
77 谈论 tánlùn あれこれ話し合う。〜について論じ合う。
78 谈论政治 tánlùn zhèngzhì 政治について論じあう。
79 议论 yìlùn あれこれ取りざたする。議論する。議論。意見。
80 议论别人 yìlùn biérén 他人をあれこれ言う。他人をうわさする。
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81 提起 tíqǐ 話に出す。〜のことを言う。奮い起こす。
82 提起往事 tíqǐ wǎngshì 昔の話を持ち出す。
83 一提起考试, 我就心痛 yī tíqǐ kǎoshì, wǒ jiù xīntòng 試験の話になると私は心が痛む。
84 谈到 tándào 話が及ぶ。言及する。
85 谈到社会问题 tándào shèhuì wèntí 社会問題に話が及ぶ。
86 说起 shuōqǐ 話し始める。〜と言うと。〜に言及する。
87 说起自己的童年经历 shuōqǐ zìjǐ de tóngnián jīnglì 自分の子供時代の経験を話し始める。
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