
No 中国語 ピンイン 日本語

1 希罕 xīhan 珍しい。めったにない。珍しい事物。珍重する。ありがたがる。

2 稀罕 xīhan 珍しい。めったにない。珍しい事物。珍重する。ありがたがる。

3 希罕儿 xīhanr 珍しい事物。
4 希罕物 xīhanwù 珍しい物。
5 稀罕物件 xīhan wùjiàn 珍しい品物。珍品。
6 希罕东⻄ xīhan dōngxi 珍しい物。
7 希罕的东⻄ xīhan de dōngxi 珍しい物。
8 稀罕动物 xīhan dòngwù 珍しい動物。
9 希罕的生物 xīhan de shēngwù 珍しい生き物。
10 真稀罕 zhēn xīhan 実に珍しい。
11 不稀罕 bù xīhan 珍しくない。
12 看稀罕 kàn xīhan 珍しそうに見る。
13 罕⻅ hǎnjiàn まれだ。めったにない。
14 罕⻅的事 hǎnjiàn de shì 珍事。めったにない変わったできごと。
15 极其罕⻅ jíqí hǎnjiàn 極めて希。
16 极为罕⻅ jíwéi hǎnjiàn 極めて希。
17 神奇罕⻅ shénqí hǎnjiàn 奇妙でめったに見られない。不思議で変わった。
18 近来罕⻅ jìnlái hǎnjiàn 近来まれ。
19 百年罕⻅ bǎinián hǎnjiàn ⻑い期間の中でまれ。百年であるかないか。
20 罕⻅现象 hǎnjiàn xiànxiàng めったにない現象。
21 罕⻅的能力 hǎnjiàn de nénglì たぐいまれな能力。
22 很罕⻅的名字 hěn hǎnjiàn de míngzi とても珍しい名前。
23 希奇 xīqí 珍しい。奇妙だ。
24 稀奇 xīqí 珍しい。奇妙だ。
25 稀奇事 xīqíshì 珍事。めったにない変わったできごと。
26 稀奇的事 xīqí de shì 珍事。めったにない変わったできごと。
27 不稀奇 bù xīqí 珍しくない。
28 古怪 gǔguài 風変りだ。
29 古古怪怪 gǔguguàiguài 風変りだ。
30 脾气古怪 píqi gǔguài 気性が風変りだ。変わり者だ。
31 怪脾气 guài píqi 変な気質。あまのじゃく。
32 古怪的男人 gǔguài de nánrén 風変りな男。
33 希奇古怪 xī qí gǔ guài 奇妙きてれつだ。
34 稀奇古怪 xī qí gǔ guài 奇妙きてれつだ。
35 稀奇古怪的东⻄ xīqígǔguài de dōngxi 得体のしれない代物。
36 希奇古怪的打扮 xīqígǔguài de dǎbàn 奇妙きてれつないでたち。
37 希有 xīyǒu 稀有(けう)だ。めったにない。
38 稀有 xīyǒu 稀有(けう)だ。めったにない。
39 稀有动物 xīyǒu dòngwù 珍しい動物。希少動物。
40 稀有的品种 xīyǒu de pǐnzhǒng 珍しい品種。
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41 稀世 xīshì 世にまれだ。
42 稀世之宝 xīshì zhī bǎo 世にも珍しい宝物。
43 稀世珍宝 xīshì zhēnbǎo 世にも珍しい宝物。
44 珍奇 zhēnqí 数が少なく貴重だ。
45 稀世珍奇 xīshì zhēnqí 世にもまれで珍しい。
46 珍奇的植物 zhēnqí de zhíwù 珍しい植物。
47 珍异 zhēnyì 珍しい。貴重だ。
48 真意 zhēnyì 自然の奥深さ。もともとの意味や意図。
49 珍异的珠宝 zhēnyì de zhūbǎo 貴重な宝飾品。
50 奇异 qíyì 通常とは違った。特別の。珍しい。驚いていぶかるような。
51 奇异现象 qíyì xiànxiàng 奇異な現象。
52 神异 shényì 奇妙だ。非常に珍しい。神仙や妖怪。
53 神异景色 shényì jǐngsè 奇妙な景色。
54 怪异 guàiyì 不思議だ。奇妙だ。奇怪だ。不思議な現象。
55 怪异的事情 guàiyì de shìqíng 奇怪な事。奇妙な事。
56 奇怪 qíguài おかしい。不思議だ。おかしいと思う。不思議に思う。
57 奇奇怪怪 qíqíguàiguài おかしい。不思議だ。
58 奇怪的事儿 qíguài de shìr 不思議なこと。奇怪なこと。奇妙なこと。
59 奇妙 qímiào 珍しくて興味をそそる。みごとだ。
60 优为奇妙 yóuwéi qímiào とりわけ見事である。
61 奇妙的⻛俗 qímiào de fēngsú 珍しくて興味をそそる風習。
62 奇特 qítè 不思議だ。奇怪で独特だ。
63 奇特的事件 qítè de shìjiàn 特異な事件。変わった出来事。
64 服装奇特 fúzhuāng qítè 服装が独特だ。
65 珍贵 zhēnguì 貴重だ。
66 珍贵的照片 zhēnguì de zhàopiàn 貴重で珍しい写真。
67 宝贵 bǎoguì 貴重で得難い。価値ある者として重視する。
68 宝贵文物 bǎoguì wénwù 貴重で価値ある文化財。
69 新奇 xīnqí 新奇だ。目新しい。
70 新奇的事 xīnqí de shì 目新しいこと。突飛な事。
71 新鲜 xīnxiān 新鮮だ。空気などがきれいで澄んでいる。目新しい。今までにない。

72 新鲜事 xīnxianshì 今までにないこと。珍事。
73 新颖 xīnyǐng 斬新だ。
74 设计新颖 shèjì xīnyǐng デザインが斬新だ。
75 离奇 líqí 話の筋やことばが奇怪だ。とっぴだ。
76 离奇事 líqíshì 珍事。めったにない変わったできごと。
77 离奇事情 líqí shìqing 珍事。めったにない変わったできごと。
78 离奇古怪 líqí gǔguài 奇妙きてれつである。
79 未闻 wèiwén 未聞。
80 旷古未闻 kuànggǔ wèiwén 前代未聞。
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81 前所未闻 qián suǒ wèi wén 前代未聞。
82 前所未有 qián suǒ wèi yǒu 未曽有である。いまだかつてない。
83 前所未闻的奇迹 qiánsuǒwèiwén de qíjī 前代未聞の奇跡。
84 空前 kōngqián これまで例のない。空前の。
85 空前的大事 kōngqián de dàshì 空前の大事件。
86 空前绝后 kōng qián jué hòu 空前絶後だ。
87 超前绝后 chāoqián juéhòu 空前絶後だ。
88 史无前例 shǐ wú qián lì 歴史に前例がない。
89 史无前例的危机 shǐwúqiánlì de wéijī 歴史に前例がない危機。未曾有の危機。
90 从未 cóngwèi これまで〜したことがない。
91 从未有过 cóngwèi yǒu guo これまであったことがない。かつてない。
92 从未有过的大事 cóngwèi yǒu guo de dàshì かつてない大事件。
93 从未经历过 cóngwèi jīnglì guo これまで経験したことがない。
94 从未经历过的国难 cóngwèi jīnglì guo de guónàn これまで経験したことがない国難。
95 创纪录 chuàng jìlù 新記録を樹立する。
96 创纪录的一年 chuàng jìlù de yī nián 記録破りの一年。
97 奇闻 qíwén 不思議な話。
98 千古奇闻 qiāngǔ qíwén 世にも不思議な話。前代未聞の珍聞。
99 奇闻趣事 qíwén qùshì 奇談珍事。見聞した珍しい話。
100 从来 cónglái これまで。今まで。きまって。いつも。
101 从来没有听过 cónglái méiyǒu tīng guo これまで聞いたことがありません。
102 从来没有听说过 cónglái méiyǒu tīngshuō guo これまで聞いたことがありません。
103 从来没有⻅过 cónglái méiyǒu jiàn guo これまで見たことがありません。
104 从来没有⻅到过 cónglái méiyǒu jiàn dào guo これまで見たことがありません。
105 从来没有体验过 cónglái méiyǒu tǐyàn guo これまで体験したことがありません。
106 从来没有听过的名字 cónglái méiyǒu tīng guo de míngzi これまで聞いたことがない名前。
107 从来没有⻅过的花 cónglái méiyǒu jiàn guo de huā これまで見たことがない花。
108 少有 shǎoyǒu めったにない。
109 少有的事 shǎoyǒu de shì めったにないこと。まれなこと。
110 真是少有 zhēnshi shǎoyǒu 実に珍しい。
111 鲜有 xiǎnyǒu まれな。
112 世界鲜有的剧团 shìjiè xiānyǒu de jùtuán 世界でも珍しい劇団。
113 极少 jíshǎo 極わずかの。
114 ⻅过的人极少 jiàn guo de rén jíshǎo 見たことがあるひとは極わずか。
115 少⻅ shǎojiàn めったにない。あまり見かけない。久しく会わない。
116 少⻅多怪 shǎo jiàn duō guài 見聞が狭くて、何でも不思議がる。
117 这是个少⻅的事例 zhè shì ge shǎojiàn de shìlì これはまれなケースだ。
118 鲜⻅ xiǎnjiàn めったにない。
119 显⻅ xiǎnjiàn はっきりと見て取れる。
120 鲜⻅的低迷状态 xiǎnjiàn de dīmí zhuàngtài まれに見る低迷状態。
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121 鲜少 xiǎnshǎo 少ない。珍しい。めったにない。
122 鲜少人 xiǎnshǎorén 一握りの人。
123 难得 nándé めったに〜ない。得難い。
124 难得的机会 nándé de jīhuì 得難い機会。めったにない機会。
125 怪事 guàishì 奇妙な事柄。
126 怪事儿 guàishìr 奇妙な事柄。
127 奇祸 qíhuò 思いがけない災難。
128 奇货 qíhuò 珍品(ちんぴん)。珍しい物。
129 奇观 qíguān 珍しい風景。
130 稀客 xīkè 珍客。
131 珍品 zhēnpǐn 珍品(ちんぴん)。貴重な品。
132 艺术珍品 yìshù zhēnpǐn めったに手に入らない芸術品。
133 绝品 juépǐn 芸術上の絶品。
134 珍味 zhēnwèi 珍味。
135 山珍海味 shānzhēn hǎiwèi 山海の珍味。
136 异味 yìwèi 格別によい味。珍味。異臭。
137 珍馐 zhēnxiū 珍しくて貴重な食べ物。
138 珍羞 zhēnxiū 珍しくて貴重な食べ物。
139 珍肴 zhēnyáo 珍しくてうまいさかな。 珍しくてうまいごちそう。
140 奇装异服 qízhuāng yìfú 異様な身なり。奇抜な服装。
141 奇珍异宝 qí zhēn yì bǎo 珍しい宝物。
142 奇才异能 qí cái yì néng 普通でない才能。まれに見る優れた才能。
143 猎奇 lièqí 新奇なものを求める。
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