
No 中国語 ピンイン 日本語

1 意外 yìwài 意外だ。予想外だ。不測の事態。
2 突发 tūfā 突発する。
3 偶然 ǒurán 偶然の。偶然に。思いがけなく。
4 偶发 ǒufā 偶然発生した。
5 事故 shìgù 事故。
6 事情 shìqing 用事。ことがら。事故。思わぬ出来事。職業。仕事。
7 事件 shìjiàn 事件。出来事。
8 事态 shìtài 事態。状況。
9 情况 qíngkuàng 状況。状態。軍事上の変化。
10 意外事故 yìwài shìgù アクシデント。
11 意外的事故 yìwài de shìgù アクシデント。
12 意外事件 yìwài shìjiàn ハプニング。
13 意外的事件 yìwài shìjiàn ハプニング。
14 意外的事情 yìwài de shìqíng ハプニング。
15 意外事态 yìwài shìtài 不測の事態。
16 意外情况 yìwài qíngkuàng 予想外の状況。
17 意外的小事 yìwài de xiǎoshì ひょんなこと。
18 发生事故 fāshēng shìgù 事故が発生する。
19 发生意外 fāshēng yìwài 思いがけないことが起こる。
20 发生意外事故 fāshēng yìwài shìgù アクシデントが発生する。
21 只是一个意外事件 zhǐshì yī ge yìwài shìjiàn ちょっとしたハプニングです。
22 发生了一个小小的意外 fāshēng le yī ge xiǎo xiǎo de yìwài ちょっとしたハプニングが発生した。
23 突发事件 tūfā shìjiàn アクシデント。
24 突发性的事件 tūfāxìng de shìjiàn 突発性のできごと。
25 突发性事故 tūfāxìng shìgù 突発性の事故。
26 偶然事件 ǒurán shìjiàn 偶然の出来事。
27 偶然事故 ǒurán shìgù アクシデント。
28 偶然的机会 ǒurán de jīhuì 偶然の機会。
29 偶然的产物 ǒurán de chǎnwù 偶然の産物。
30 偶然发生 ǒurán fāshēng 偶発的に起こる。
31 偶然发生的事故 ǒurán fāshēng de shìgù 偶発的な事故。
32 偶发之事 ǒufā zhī shì 偶発的な事。
33 偶发事件 ǒufā shìjiàn ハプニング。
34 偶发事故 ǒufā shìgù 偶発事故。
35 偶发性事故 ǒufāxìng shìgù 偶発的な事故。
36 惊喜 jīngxǐ 驚き喜ぶ。
37 意外惊喜 yìwài jīngxǐ 予期せぬ驚き。サプライズ。
38 情人节的意外惊喜 qíngrénjié de yìwài jīngxǐ バレンタインデーのサプライズ。
39 一个惊喜 yī ge jīngxǐ ひとつのサプライズ。
40 我想给她一个意外惊喜 wǒ xiǎng gěi tā yī ge yìwài jīngxǐ 彼女にサプライズを仕掛けたい。彼女を驚かせたい。
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41 计划着给他一份惊喜的礼物 jìhuà zhe gěi tā yī fèn jīngxǐ de lǐwù 彼へのサプライズプレゼントを計画している。
42 即兴 jíxìng 即興で〜する。
43 即兴演出 jíxìng yǎnchū アドリブ演出。
44 即兴表演 jíxìng biǎoyǎn アドリブで演じる。
45 纠纷 jiūfēn もめごと。
46 纷争 fēnzhēng もめごと。
47 纠葛 jiūgé もめごと。
48 引起纠纷 yǐnqǐ jiūfēn もめごとを起こす。トラブルを起こす。
49 发生纠纷 fāshēng jiūfēn もめごとが起こる。トラブルが発生する。
50 产生纠纷 chǎnshēng jiūfēn もめごとになる。
51 国际纠纷 guójì jiūfēn 国際紛争。
52 国际间纷争 guójì jiān fēnzhēng 国際間の紛争。
53 钱财上的纠纷 qiáncái shàng de jiūfēn 金銭トラブル。
54 家庭纠纷 jiātíng jiūfēn 家庭内のもめごと。
55 情感纠纷 qínggǎn jiūfēn 感情のもつれ。
56 桃色纠纷 táosè jiūfēn 痴話げんか。
57 恋爱纠葛 liàn'ài jiūgé 恋愛のもつれ。
58 爱情纠葛 àiqíng jiūgé 愛情のもつれ。
59 惹 rě よくないことを引き起こす。相手を不快にさせる。人にある反応を起こさせる。

60 惹事 rěshì いざこざやトラブルを起こす。
61 惹祸 rěhuò 自ら災いを招く。
62 惹祸精 rěhuòjīng トラブルメーカー。
63 惹气 rěqì 怒らせる。
64 惹毛 rěmáo 怒らせる。
65 祸 huò 災(わざわ)い。災難。
66 罹祸 líhuò 災(わざわ)いに遭う。
67 祸根 huògēn 災(わざわ)いを起こすもと。
68 闯祸 chuǎnghuò 災(わざわ)いをまねく。やっかい事をしでかす。
69 病根 bìnggēn 病原。失敗や災難の原因。持病。
70 患 huàn 災(わざわ)い。患う。病気にかかる。
71 防患未然 fáng huàn wèi rán 災(わざわ)いを未然に防ぐ。
72 乱子 luànzi 災(わざわ)い。騒ぎ。悶着。間違い。
73 闹乱子 nào luànzi 騒ぎを起こす。トラブルを起こす。
74 预防出乱子 yùfáng chū luànzi トラブルを未然に防ぐ。
75 问题 wèntí 問題。重要な鍵。面倒なこと。事故。
76 意外的问题 yìwài de wèntí 予想外の問題。
77 麻烦 máfan 面倒だ。面倒をかける。迷惑をかける。
78 麻烦了 máfan le 面倒になった。困った。
79 惹麻烦 rě máfan 面倒を引き起こす。
80 回避麻烦 huíbì máfan トラブルを回避する。
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81 麻烦事 máfanshì 面倒事。
82 麻烦的问题 máfan de wèntí 面倒な問題。
83 灾 zāi 災(わざわ)い。災厄(さいやく)。不運。不幸。
84 灾害 zāihài 災害。
85 灾祸 zāihuò 災害。災難。
86 灾患 zāihuàn 災害。災難。
87 灾难 zāinàn 災難。災禍。
88 遭殃 zāoyāng 災難に遭う。
89 祸害 huòhai 災害。被害や損失。害を及ぼす。
90 ⻋祸 chēhuò 自動車事故。交通事故。
91 招灾惹祸 zhāo zāi rě huò 災いを引き起こす。
92 无妄之灾 wú wàng zhī zāi 思わぬ災厄(さいやく)。
93 自然灾害 zìrán zāihài 自然災害。
94 遇到灾害 yùdào zāihài 災害に遭う。
95 灾祸临头 zāihuò líntóu 災難が降りかかる。
96 遭受灾难 zāoshòu zāinàn 災難に遭う。
97 意外的灾难 yìwài de zāinàn 不慮の災難。
98 事变 shìbiàn 事変。事情や状況の変化。
99 发生事变 fāshēng shìbiàn 事変が起こる。
100 故障 gùzhàng 故障。
101 失灵 shīlíng 機械や器官が働かなくなる。機能を失う。
102 毛病 máobìng きず。故障。欠点。悪いくせ。
103 发生故障 fāshēng gùzhàng 故障が発生する。
104 刹⻋失灵 shāchē shīlíng ブレーキがきかない。
105 我的电脑出毛病了 wǒ de diànnǎo chū máobìng le 私のコンピュータにトラブルが出た。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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