
No 中国語 ピンイン 日本語

1 危机 wēijī 危機。
2 陷入危机 xiànrù wéijī 危機に陥る。
3 摆脱危机 bǎituō wéijī 危機を脱する。
4 经济危机 jīngjì wéijī 経済危機。
5 恐慌 kǒnghuāng 恐慌をきたしている。パニック状態。パニック。恐慌。
6 感到恐慌 gǎndào kǒnghuāng 恐れを感じる。パニックを起こす。
7 陷入恐慌 xiànrù kǒnghuāng パニックに陥る。
8 恐慌状态 kǒnghuāng zhuàngtài パニック状態。
9 陷入恐慌状态 xiànrù kǒnghuāng zhuàngtài パニック状態に陥る。
10 恐慌万状 kǒnghuāng wànzhuàng 極度にろうばいする。極度のパニック状態。
11 经济恐慌 jīngjì kǒnghuāng 経済恐慌。経済パニック。
12 恐慌症 kǒnghuāngzhèng パニック障害。
13 恐慌障碍 kǒnghuāng zhàng'ài パニック障害。
14 恐慌发作 kǒnghuāng fāzuò パニック発作。
15 惊慌 jīnghuāng 驚き慌てている。
16 惊惊慌慌 jīngjinghuānghuāng 驚き慌てている。
17 惊慌失措 jīnghuāng shīcuò 慌てふためく。
18 惊慌失色 jīnghuāng shīsè 顔色を失う。
19 人们陷入惊慌 rénmen xiànrù jīnghuāng 人々はパニックに陥る。
20 不必惊慌 bùbì jīnghuāng うろたえる必要はない。うろたえるな。
21 何必惊慌 hébì jīnghuāng 何もうろたえることはない。
22 惊惶 jīnghuáng 驚き慌てる。
23 惊惊惶惶 jīngjinghuánghuáng 驚き慌てる。
24 惊惶失色 jīnghuáng shīsè 顔色を失う。
25 惊惶无措 jīnghuáng wú cuò 驚きのあまりなすすべがない。
26 惊惶不安 jīnghuáng bù'ān 驚き、不安にさいなまれる。
27 惊悸 jīngjì 驚いて胸がどきどきする。
28 惊悸不安 jīngjì bù'ān どきどきして落ち着かない。
29 仓皇 cānghuáng あわてふためいている。
30 仓惶 cānghuáng あわてふためいている。
31 仓⻩ cānghuáng あわてふためいている。
32 苍⻩ cānghuáng ⼤あわてだ。⼤きな変化。⻘みがかった⻩色だ。灰色がかった⻩色だ。

33 苍惶 cānghuáng 驚き慌てている。
34 仓皇逃跑 cānghuáng táopǎo あわてて逃げる。
35 仓皇失措 cānghuáng shīcuò うろたえる。狼狽(ろうばい)する。
36 仓皇失措地逃走 cānghuáng shīcuò de táozǒu ほうほうの体で逃げ出す。
37 惊恐 jīngkǒng 慌てふためいている。
38 惊恐失色 jīngkǒng shīsè 顔色を失う。
39 惊恐万分 jīngkǒng wànfēn 非常に慌てふためく。
40 惊恐万状 jīngkǒng wànzhuàng 極度にろうばいする。極度のパニック状態。
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41 惊恐不知所措 jīngkǒng bùzhīsuǒcuò 驚きのあまりなすすべがない。
42 惊恐症 jīngkǒngzhèng パニック障害。
43 惊恐障碍 jīngkǒng zhàng'ài パニック障害。
44 惊惧 jīngjù 驚き恐れる。
45 惊惧症 jīngjùzhèng パニック障害。
46 惊骇 jīnghài 驚きおびえる。
47 觉得惊骇不安 juéde jīnghài bù'ān ぞっとする。
48 恐惧 kǒngjù 恐れる。おののく。
49 恐惧症 kǒngjùzhèng 恐怖症。
50 恐惧不安 kǒngjù bù'ān 不安でびくびくする。
51 惶然 huángrán 恐れおののくようす。
52 惶然不知所措 huángrán bùzhīsuǒcuò 恐れのあまりなすすべがない。
53 惶恐 huángkǒng 内心びくびくだ。恐れ入る。
54 陷入惶恐 xiànrù huángkǒng 恐怖に陥る。
55 惶恐万分 huángkǒng wànfēn 非常に恐縮する。
56 诚惶诚恐 chéng huáng chéng kǒng 恐れ入ってびくびくする。
57 真是诚惶诚恐 zhēnshi chénghuángchéngkǒng 誠に恐れ多いことです。
58 慌张 huāngzhāng 慌てる。慌てふためく。そそっかしい。
59 慌慌张张 huānghuangzhāngzhāng 慌てる。慌てふためく。そそっかしい。
60 神色慌张 shénsè huāngzhāng 慌てたようすをしている。
61 慌慌张张地跑出去 huānghuangzhāngzhāng de pǎo chūqù 慌てて走り出て行く。
62 别慌张 bié huāngzhāng 慌てないで。慌てるな。
63 不必慌张 bùbì huāngzhāng 慌てなくていい。
64 乱 luàn 無秩序だ。乱れている。むやみに。やたらに。かき乱す。
65 我心里很乱 wǒ xīnli hěn luàn 私は心が乱れている。
66 混乱 hùnluàn 混乱している。
67 人群混乱 rénqún hùnluàn 群衆混乱。
68 一片混乱 yīpiàn hǔnluàn ひとしきり混乱する。混乱している。
69 特别混乱 tèbié hùnluàn ⼤混乱。
70 陷入混乱 xiànrù hùnluàn 混乱に陥る。
71 混乱状态 hùnluàn zhuàngtài 混乱状態。
72 陷入混乱状态 xiànrù hùnluàn zhuàngtài 混乱状態に陥る。
73 头脑混乱 tóunǎo hǔnluàn 頭が混乱する。
74 交通的混乱 jiāotōng de hǔnluàn 交通の混乱。
75 昏乱 hūnluàn 意識がもうろうとしている。政治が腐敗し、社会が混乱している。

76 思路昏乱 sīlù hūnluàn 考えが混乱している。
77 政治十分昏乱 zhèngzhì shífēn hūnluàn 政治は全く混乱している。
78 零乱 língluàn 雑然としている。
79 零零乱乱 línglingluànluàn 雑然としている。
80 队伍完全零乱了 duìwǔ wánquán língluàn le 隊列は完全に乱れた。
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81 凌乱 língluàn 雑然としている。まばらだ。
82 凌凌乱乱 línglingluànluàn 雑然としている。まばらだ。
83 市场脚步凌乱 shìchǎng jiǎobù língluàn 市場の足並みが乱れる。
84 紊乱 wěnluàn 乱れる。混乱する。
85 秩序紊乱 zhìxù wěnluàn 秩序が乱れる。
86 纷乱 fēnluàn あれこれ入り乱れている。
87 思绪纷乱 sīxù fēnluàn 考えが入り乱れる。
88 纷乱的局面 fēnluàn de júmiàn 混乱した局面。
89 缭乱 liáoluàn 入り乱れている。
90 撩乱 liáoluàn 入り乱れている。
91 心绪缭乱 xīnxù liáoluàn 心がかき乱れる。
92 百花缭乱 bǎihuā liáoluàn 百花繚乱。
93 一锅粥 yī guō zhōu 混乱状態。
94 乱成一锅粥 luàn chéng yīguōzhōu 乱れてめちゃくちゃになる。⼤混乱になる。
95 日本首都乱成一锅粥 Rìběn shǒudū luàn chéng yīguōzhōu 日本の首都がパニックになる。
96 无政府状态 wú zhèngfǔ zhuàngtài 無政府状態。
97 出现无政府状态 chūxiàn wú zhèngfǔ zhuàngtài 無政府状態が出現する。無政府状態になる。
98 ⼤闹 dànào ⼤荒れ。⼤騒ぎ。
99 ⼤闹一场 dànào yī chǎng ひとしきり⼤騒ぎする。
100 ⼤吵⼤闹 dà chǎo dà nào ⼤声を出したり、やかましく騒ぐ。⼤騒ぎする。
101 ⼤哭⼤闹 dà kū dà nào ⼤泣きし、やかましく騒ぐ。
102 ⼤闹特闹 dà nào tè nào ⼤荒れに荒れる。
103 天翻地覆 tiān fān dì fù 変化の激しいこと。⼤騒ぎする。
104 地覆天翻 dì fù tiān fān 変化の激しいこと。⼤騒ぎする。
105 闹得天翻地覆 nào de tiānfāndìfù すったもんだの騒ぎ。めちゃくちゃ騒ぐ。
106 发生了天翻地覆的变化 fāshēng le tiānfāndìfù de biànhuà 劇的な変化が発生した。
107 ⼤惊小怪 dà jīng xiǎo guài 何でもないことに⼤騒ぎする。
108 不要⼤惊小怪 bùyào dàjīngxiǎoguài 騒ぎ立てることはない。
109 不必⼤惊小怪 bùbì dàjīngxiǎoguài 騒ぎ立てる必要はない。
110 闹分歧 nàofēnqí 意見が割れて荒れる。
111 会议闹分歧 huìyì nào fēnqí 会議が荒れる。
112 歇斯底里 xiēsīdǐlǐ ヒステリー。ヒステリックだ。
113 发歇斯底里 fā xiēsīdǐlǐ ヒステリーを起こす。
114 癔病 yìbìng ヒステリー。
115 癔病发作 yìbìng fāzuò ヒステリー発作。
116 突发癔病 tú fā yìbìng 突然ヒステリーを起こす。
117 手忙脚乱 shǒu máng jiǎo luàn てんてこ舞いをする。慌てふためく。
118 忙得手忙脚乱 máng de shǒumángjiǎoluàn てんてこ舞いに忙しい。
119 晕头转向 yūn tóu zhuàn xiàng 頭がくらくらして方向を見失う。何が何だかわけがわからなくなる。

120 忙得晕头转向 máng de yūntóuzhuànxiàng めまいがするほど忙しい。
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121 感染爆发 gǎnrǎn bàofā 感染爆発。パンデミック。
122 疫情爆发 yìqíng bàofā 感染状況の爆発。パンデミック。
123 自然灾害 zìrán zāihài 自然災害。
124 事故 shìgù 事故。
125 暴动 bàodòng 暴動。反乱。
126 暴乱 bàoluàn 武力による暴動。
127 战争 zhànzhēng 戦争。
128 恐怖事件 kǒngbù shìjiàn テロ事件。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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