
No 中国語 ピンイン 日本語

1 丢丑 diūchǒu 人前で恥をさらす。
2 在众人面前丢丑 zài zhòngrén miànqián diūchǒu 大勢の前で恥をさらす。
3 在众目之下丢了丑 zài zhòngmù zhī xià diū le chǒu 衆目のもと、恥をさらした。
4 丢丑的人 diūchǒu de rén 恥さらし。
5 当众丢丑的人 dāngzhòng diūchǒu de rén 公衆の面前で恥をさらす人。晒し者。
6 丢尽了丑 diū jǐn le chǒu ひどく醜態(しゅうたい)をさらした。
7 老丑 lǎochǒu 老醜(ろうしゅう)。
8 丢老丑 diū lǎochǒu 老醜(ろうしゅう)をさらす。
9 出丑 chūchǒu 恥をさらす。
10 当众出丑 dāngzhòng chūchǒu 人前で醜態(しゅうたい)をさらす。
11 我在大家面前出了丑了 wǒ zài dàjiā miànqián chū le chǒu le 私は皆の前で失態を演じた。
12 出尽了丑 chū jǐn le chǒu ひどく醜態(しゅうたい)をさらした。
13 洋相 yángxiàng ぶざまな行為。
14 出洋相 chū yángxiàng 醜態(しゅうたい)をさらす。
15 当众出了洋相 dāngzhòng chū le yángxiàng 公衆の面前で醜態(しゅうたい)をさらした。
16 洋相百出 yángxiàng bǎichū 醜態(しゅうたい)をさらしてばかりいる。
17 醉酒后出洋相 zuìjiǔ hòu chū yángxiàng 酒に酔ったあと、醜態(しゅうたい)をさらす。
18 打嘴现世 dǎzuǐ xiànshì 言ったことが実現できず恥をさらす。
19 没做过打嘴现世的事 méi zuòguò dǎzuǐ xiànshì de shì 恥さらしなことはしていない。
20 曝光 bàoguāng 秘密などがあらわになる。フィルムなどを感光させる。露光する。

21 曝光 pùguāng 露出する。感光する。
22 丑闻曝光 chǒuwén bàoguāng スキャンダルが明らかになる。
23 丑闻被曝光了 chǒuwén bèi pùguāng le スキャンダルがさらされる。
24 揭露 jiēlù 隠されていた物を公開する。暴露する。
25 揭露秘密 jiēlù mìmì 秘密を暴露する。
26 揭发 jiēfā 悪人や悪事を暴き出す。
27 揭发坏事 jiēfā huàishì 悪事を暴く。
28 暴露 bàolù 暴露する。明るみに出る。
29 暴露内幕 bàolù nèimù 内幕を暴露する。
30 曝露 pùlù 風雨などにさらす。野ざらしにする。
31 曝露于危险之中 pùlù yú wéixiǎn zhī zhōng 危険にさらす。
32 显露 xiǎnlù あらわれる。
33 显露本性 xiǎnlù běnxìng 本性を現す。
34 呈露 chénglù 現す。現れる。
35 呈露颓势 chénglù tuíshì 勢いの衰えがあらわになる。
36 呈现 chéngxiàn ある状態があらわれる。
37 呈献 chéngxiàn うやうやしく贈る。
38 呈现了下降趋势 chéngxiàn le xiàjiàng qūshì 下降傾向があらわになる。
39 显现 xiǎnxiàn あらわれる。示す。
40 显现出衰退趋势 xiǎnxiàn chū shuāituì qūshì 衰退傾向があらわになる。
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41 出现 chūxiàn 出現する。姿を見せる。
42 出现症状 chūxiàn zhèngzhuàng 症状が現れる。
43 显出 xiǎnchū あらわす。見せる。
44 显出不快 xiǎnchū bùkuài 不快をあらわにする。
45 抛头露面 pāo tóu lù miàn 公然と人前に現れる。
46 她不喜欢抛头露面 tā bù xǐhuan pāotóulùmiàn 彼女は顔をさらすのは好きでない。
47 出头露面 chū tóu lòu miàn 公衆の面前にあらわれる。人前に顔を出す。表に立つ。
48 他不爱出头露面 tā bù ài chūtóulòumiàn 彼は顔をさらすのは好きでない。
49 露面 lòumiàn 姿を現す。
50 露面儿 lòumiànr 姿を現す。
51 在影视作品中常常露面 zài yǐngshì zuòpǐn zhōng chángcháng lòumiàn 映画やテレビの作品の中でよく登場する。
52 露出 lùchū 表面に現れてくる。
53 露出⻢脚 lùchū mǎjiǎo 馬脚をあらわす。
54 露天 lùtiān 屋外。屋外の。露天。露天の。
55 露天浴池 lùtiān yùchí 露天風呂。
56 外露 wàilù 外にあらわれる。
57 感情外露 gǎnqíng wàilù 感情を外に出す。
58 赤露 chìlù 体をあらわにする。肌を晒す。
59 赤露着大腿 chìlù zhe dàtuǐ 太ももをあらわにしている。
60 公开 gōngkāi 公開する。公にする。公然の。公開の。
61 公开他的秘密 gōngkāi tā de mìmì 彼の秘密をさらす。
62 示众 shìzhòng 大勢に示す。見せしめにする。
63 游街示众 yóujiē shìzhòng 街を引き回して見せしめにする。
64 被游街示众 bèi yóujiē shìzhòng 引き回しの見せしめにされる。
65 处示众刑 chǔ shìzhòngxíng みせしめにする。
66 枭首 xiāoshǒu さらし首にする。
67 枭首示众 xiāoshǒu shìzhòng さらし首にして見せしめにする。
68 置于 zhìyú 〜に置く。
69 置于阳光下 zhìyú yángguāng xià 日の光のもとに置く。
70 置身 zhìshēn 身を置く。
71 置身于 zhìshēn yú 〜に身を置く。
72 置身险境 zhìshēn xiǎnjìng 危険に身を置く。危険に身をさらす。
73 置身于暴雨之中 zhìshēn yú bàoyǔ zhī zhōng 暴雨の中に身を置く。
74 ⻛吹雨打 fēng chuī yǔ dǎ 雨風に晒す。痛めつけられ苦労する。
75 让⻛吹雨打 ràng fēngchuīyǔdǎ 雨風に晒す。痛めつけられ苦労する。
76 受⻛吹雨打 shòu fēngchuīyǔdǎ 風雨にさらされる。痛めつけられ苦労させられる。
77 晒 shài 日光に当てる。太陽が照り付ける。取り合わないで放っておく。シェアする。

78 晒晒 shàishài 日光に当てる。太陽が照り付ける。取り合わないで放っておく。シェアする。

79 晒太阳 shài tàiyáng 太陽にさらす。日光浴する。
80 晒日光浴 shài rìguāngyù 日光浴する。

さらす、さらしもの   2/3

2



No 中国語 ピンイン 日本語

81 曝晒 pùshài 強い日ざしにさらす。
82 在阳光下曝晒 zài yángguāng xià pùshài 日射しのもとでさらす。
83 漂 piǎo 漂白する。水にさらす。水ですすぐ。洗い落とす。
84 漂布 piǎo bù 布を晒す。
85 漂白 piǎobái 漂白する。さらす。
86 在水中漂白 zài shuǐ zhōng piǎobái 水に晒す。
87 漂白物 piǎobáiwù 晒して白くされた物。
88 浸泡 jìnpào 液体にひたす。
89 浸泡在水里 jìnpào zài shuǐ li 水の中にひたす。
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