
No 中国語 ピンイン 日本語

1 激烈 jīliè 行動や発言が激しい。激烈だ。
2 激烈争斗 jīliè zhēngdòu 激しい闘争。
3 激烈运动 jīliè yùndòng 激しい運動。
4 激烈比赛 jīliè bǐsài 激しい試合。
5 激烈的比赛 jīliè de bǐsài 激しい試合。
6 激烈的竞争 jīliè de jìngzhēng 熾烈(しれつ)な競争。
7 激烈的争吵 jīliè de zhēngchǎo 激しい言い争い。
8 进行激烈的练习 jìnxíng jīliè de liànxí 激しい練習をする。
9 竞争激烈 jìngzhēng jīliè 競争が激しい。
10 竞争很激烈 jìngzhēng hěn jīliè 競争が激しい。
11 激烈起来 jīliè qǐlái 激しくなる。激しさを増す。
12 剧烈 jùliè 劇烈である。激しい。
13 剧烈运动 jùliè yùndòng 激しい運動。
14 剧烈变化 jùliè biànhuà 激しく変化する。
15 剧烈的社会变动 jùliè de shèhuì biàndòng 激しい社会の変動。
16 剧烈的疼痛 jùliè de téngtòng 激しい痛み。
17 剧烈的爆炸 jùliè de bàozhà 激しい爆発。
18 大地剧烈摇动 dàdì jùliè yáodòng 大地が激しく揺れる。
19 变化很剧烈 biànhuà hěn jùliè 変化が激しい。
20 春季天气变化剧烈 chūnjì tiānqì biànhuà jùliè 春の天気は変化が激しい。
21 猛 měng 激しい。猛烈だ。突然に。急に。
22 火势很猛 huǒshì hěn měng 火の勢いが激しい。
23 雨下得很猛 yǔ xià de hěn měng 雨が激しく降る。
24 ⻛很大很猛 fēng hěn dà hěn měng 風が強く激しい。
25 猛烈 měngliè 激しい。猛烈だ。
26 猛烈攻击 měngliè gōngjī 激しい攻撃。猛攻。
27 猛烈的震动 měngliè de zhèndòng 激しい揺れ。
28 阳光很猛烈 yángguāng hěn měngliè 太陽の光がきつい。
29 强烈 qiángliè 反対や要求などが強く激しい。非常に力強い。鮮明だ。
30 强烈反对 qiángliè fǎnduì 激しい反対。
31 强烈抗议 qiángliè kàngyì 激しい抗議。
32 强烈的冲击 qiángliè de chōngjī 激しいショック。
33 强烈的地震 qiángliè de dìzhèn 激しい地震。
34 强烈的印象 qiángliè de yìnxiàng 強烈な印象。
35 臭味很强烈 chòuwèi hěn qiángliè 臭いが激しい。
36 刚烈 gāngliè 気性が激しい。気概が強い。
37 肛裂 gāngliè 切れ痔。
38 性情刚烈 xìngqíng gāngliè 気性が激しい。
39 刚烈的性格 gāngliè de xìnggé 激しい性格。
40 性格很刚烈 xìnggé hěn gāngliè 性格は激しい。
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41 烈性 lièxìng 気性が激しい。ききめが強い。
42 烈性汉子 lièxìng hànzi 気性の激しい男。
43 暴烈 bàoliè 性格が荒々しい。狂暴だ。
44 性情暴烈 xìngqíng bàoliè 気性が荒々しい。
45 炽烈 chìliè 熱く盛んだ。
46 炽烈的战斗 chìliè de zhàndòu 熱く盛んな戦い。はげしい戦い。
47 眼神很炽烈 yǎnshén hěn chìliè 目つきが強烈だ。
48 热烈 rèliè 熱烈だ。
49 热烈的讨论 rèliè de tǎolùn 白熱した討論。
50 热烈的响应 rèliè de xiǎngyìng 熱烈な反響。はげしい賛同。
51 气氛很热烈 qìfēn hěn rèliè 雰囲気は盛り上がる。
52 厉害 lìhai ひどい。激しい。すごい。
53 利害 lìhai ひどい。激しい。すごい。
54 利害 lìhài 利益と損害。
55 痛得利害 tòng de lìhài 激しく痛む。激しい痛み。
56 热得厉害 rè de lìhài 激しく熱い。ひどい暑さだ。
57 变化很厉害 biànhuà hěn lìhài 変化が激しい。
58 很甚 hěn shèn 程度がはなはだしい。
59 气焰很甚 qìyàn hěn shén 気勢がはげしい。鼻息が荒い。
60 非常 fēicháng 特別だ。通常でない。とても。
61 非常感动 fēicháng gǎndòng 非常に感動する。はげしく感動する。
62 非常紧张 fēicháng jǐnzhāng 非常に緊張する。はげしく緊張する。
63 极大 jídà 極大。極大値。
64 极大的损害 jídà de sǔnhài 甚大な損害。はげしい被害。
65 极大的侮辱 jídà de wǔrǔ ひどい侮辱。はげしい侮辱。
66 严重 yánzhòng 事態が深刻だ。重大だ。ひどい。
67 言重 yánzhòng 言動が慎重で重々しい。
68 严重损害 yánzhòng sǔnhài 深刻な損害。はげしい被害。
69 疲劳很严重 píláo hěn yánzhòng 疲労がはげしい。
70 尖锐 jiānruì 言論や闘争などが激烈だ。鋭い。
71 尖锐的对立 jiānruì de duìlì 激しい対立。鋭い対立。
72 偏激 piānjī 主張が過激だ。考えが極端だ。
73 语言偏激 yǔyán piānjī 言葉が激しい。
74 意⻅偏激 yìjiàn piānjī 意見が過激すぎる。
75 凶猛 xiōngměng 勢いや力がすさまじい。猛々しい。
76 火势凶猛 huǒshì xiōngměng 火の勢いが激しい。
77 凶猛的台⻛ xiōngměng de táifēng 猛烈な台風。
78 凶悍 xiōnghàn 性格や態度が狂暴だ。荒々しい。
79 海啸异常凶悍 hǎixiào yìcháng xiōnghàn 津波は非常に激しい。
80 凶悍的火力 xiōnghàn de huǒlì 激しく強力な火力。
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81 迅猛 xùnměng 速くて激しい。急激だ。
82 水势迅猛 shuǐshì xùnměng 水の勢いが激しい。
83 汹涌 xiōngyǒng 水が激しくわき上がる。波が逆巻く。
84 大水汹涌而来 dàshuǐ xiōngyǒng ér lái 大水が激しくわき上がってくる。
85 白热化 báirèhuà 事態や気持ち等が最高潮に達する。白熱する。
86 比赛进入白热化 bǐsài jìnrù báirèhuà 試合が激しくなる。
87 辩论白热化了 biànlùn báirèhuà le 議論が白熱化した。
88 火热 huǒrè 激しく緊迫している。火のように熱い。親密だ。
89 火热的斗争 huǒrè de dòuzhēng 激しい戦い。
90 悬殊 xuánshū かけ離れている。差が大きい。
91 贫富悬殊 pínfù xuánshū 貧富の差がはげしい。
92 偏执 piānzhí 偏狭で頑固だ。
93 你太偏执了 nǐ tài piānzhí le あなたは思い込みが激しすぎる。
94 大雨 dàyǔ 大量の雨。はげしい雨。
95 暴雨 bàoyǔ 豪雨。はげしい雨。
96 大⻛ dàfēng 大風。はげしい風。
97 暴⻛ bàofēng 暴風。はげしい風。
98 疾⻛ jífēng 疾風。はげしい風。
99 狂⻛ kuángfēng 暴風。はげしい風。
100 烈焰 lièyàn はげしい炎。
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