
No 中国語 ピンイン 日本語

1 幻想 huànxiǎng 空想する。幻想する。空想。幻想。絵空事。
2 幻想家 huànxiǎngjiā 夢想家。
3 幻想曲 huànxiǎngqǔ 幻想曲。
4 科学幻想 kēxué huànxiǎng SF。
5 幻想场面 huànxiǎng chǎngmiàn 幻想的シーン。
6 抱有幻想 bào yǒu huànxiǎng 幻想を抱く。
7 追求幻想 zhuīqiú huànxiǎng 幻を追う。
8 耽于幻想 dānyú huànxiǎng 幻想にふける。
9 丢掉幻想 diūdiào huànxiǎng 幻想を捨てる。
10 抛弃幻想 pāoqì huànxiǎng 幻想を捨てる。
11 幻想破灭 huànxiǎng pòmiè 夢破れる。
12 幻想自己的未来 huànxiǎng zìjǐ de wèilái 自分の未来を夢見る。
13 幻想成为宇航员 huànxiǎng chéngwéi yǔhángyuán 宇宙飛行士になることを夢見る。
14 科幻 kēhuàn SF。
15 科幻片 kēhuànpiān SF映画。
16 幻象 huànxiàng 幻。幻像。幻影。
17 ⻅到幻象 jiàn dào huànxiàng 幻を目にする。
18 视觉幻象 shìjué huànxiàng 視覚イリュージョン。
19 空想 kōngxiǎng 空想する。空想。
20 空想未来 kōngxiǎng wèilái 未来を空想する。空想未来。
21 空想的产物 kōngxiǎng de chǎnwù 空想の産物。
22 幻梦 huànmèng 幻想。
23 从幻梦中惊醒 cóng huànmèng zhōng jīngxǐng 幻想の中から驚いて目を覚ます。
24 梦幻 mènghuàn 夢まぼろし。
25 那个很梦幻 nàge hěn mènghuàn それはとても幻想的だ。
26 梦幻泡影 mèng huàn pào yǐng むなしく消える幻想。
27 梦幻般的境界 mènghuàn bān de jìngjiè 夢まぼろしの世界。夢のような世界。
28 空幻 kōnghuàn 架空だ。非現実的だ。
29 空幻的希望 kōnghuàn de xīwàng むなしい希望。
30 幻影 huànyǐng 幻。幻影。
31 看幻影 kàn huànyǐng 幻を見る。
32 对幻影感到害怕 duì huànyǐng gǎndào hàipà 幻影におびえる。
33 幻景 huànjǐng 幻の現象。幻の情景。
34 眼前出现了幻景 yǎnqián chūxiàn le huànjǐng 目の前に幻の景色が出現した。
35 虚幻 xūhuàn 幻の。実在しない。
36 虚幻的境界 xūhuàn de jìngjiè まぼろしの世界。
37 虚幻的蝴蝶 xūhuàn de húdié 実在しない蝶(ちょう)。
38 虚构 xūgòu 虚構。想像して作り出す。絵空事。
39 虚构人物 xūgòu rénwù 架空の人物。
40 虚构的故事 xūgòu de gùshì 架空の物語。フィクション。
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41 虚拟 xūnǐ 仮説の。仮定の。想像して作る。
42 虚拟现实 xūnǐ xiànshí 仮想現実。バーチャルリアリティー。
43 虚拟体验 xūnǐ tǐyàn 疑似体験。
44 假想 jiǎxiǎng 仮想する。
45 假想敌国 jiǎxiǎng díguó 仮想敵国。敵国を仮想する。
46 设想 shèxiǎng 想像する。構想する。想像。構想。〜のために考える。着想。思いつき。

47 设想自己的经济生活 shèxiǎng zìjǐ de jīngjì shēnghuó 自分の経済生活を思い描く。
48 幻境 huànjìng 幻の世界。夢幻の境地。
49 陷入幻境 xiànrù huànjìng 幻の世界に陥(おちい)る。
50 梦境 mèngjìng 夢の世界。
51 恍如梦境 huǎngrú mèngjìng さながら夢の世界のようだ。
52 犹入梦境 yóu rù mèngjìng まるで夢の世界に入ったようだ。
53 梦乡 mèngxiāng 夢の世界。
54 进入梦乡 jìnrù mèngxiāng 夢の世界に入る。眠りにつく。
55 梦中 mèngzhōng 夢の中。
56 从梦中醒来 cóng mèngzhōng xǐng lái 夢から覚める。
57 幻觉 huànjué 幻覚。
58 幻觉症状 huànjué zhèngzhuàng 幻覚症状。
59 幻觉现象 huànjué xiànxiàng 幻覚症状。
60 产生幻觉 chǎnshēng huànjué 幻覚が生じる。
61 发生幻觉 fāshēng huànjué 幻覚が起きる。
62 引起幻觉 yǐnqǐ huànjué 幻覚を起こす。
63 错觉 cuòjué 錯覚。
64 产生错觉 chǎnshēng cuòjué 錯覚を起こす。
65 陷入错觉 xiànrù cuòjué 錯覚に陥(おちい)る。
66 眼睛的错觉 yǎnjing de cuòjué 目の錯覚。
67 幻视 huànshì 幻視(げんし)。幻像が見える。
68 这就是幻视 zhè jiùshì huànshì これはすなわち幻視(げんし)です。
69 幻⻅ huànjiàn 幻に見る。幻視(げんし)。
70 幻⻅的症状 huànjiàn de zhèngzhuàng 幻視(げんし)の症状。
71 幻听 huàntīng 幻に聞く。幻聴。
72 开始幻听 kāishǐ huàntīng 幻聴が始まる。
73 梦⻅ mèngjiàn 夢に見る。
74 梦⻅了父亲 mèngjiàn le fùqīn 父親を夢に見た。
75 奇幻 qíhuàn 景色などが奇異で幻想的だ。考えなどが奇妙でありえない。
76 景色奇幻 jǐngsè qíhuàn 景色が幻想的だ。
77 变幻 biànhuàn 不規則に変化する。
78 变幻莫测 biàn huàn mò cè 変化が激しく予測ができない。
79 变幻无常 biàn huàn wú cháng 変化が激しく予測ができない。
80 变幻多端 biànhuàn duōduān 変化がめまぐるしい。
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81 幻化 huànhuà 奇妙に変化する。不思議な変化。
82 幻化成風 huànhuà chéng fēng 不思議な変化をして風になる。
83 幻灭 huànmiè 幻のように消える。幻滅する。
84 希望幻灭了 xīwàng huànmiè le 希望が幻となって消える。
85 破灭 pòmiè 幻想や希望が消えうせる。
86 理想破灭了 lǐxiǎng pòmiè le 理想が幻となって消え失せる。
87 失传 shīchuán 伝承が絶える。
88 失传的名画 shīchuán de mínghuà 伝承が絶えた名画。幻の名画。
89 逸失 yìshī 逸(いっ)する。なくなる。取り逃がす。
90 逸失的名画 yìshī de mínghuà なくした名画。幻の名画。
91 幻术 huànshù 魔術。マジック。
92 幻术家 huànshùjiā 魔術師。マジシャン。
93 幻灯 huàndēng スライド。幻灯。スライド映写機。
94 幻灯机 huàndēngjī スライド映写機。
95 幻灯片 huàndēngpiàn スライド用フィルム。
96 放幻灯 fàng huàndēng スライドを映す。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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