
No 中国語 ピンイン 日本語

1 连 lián 続けて。続けざまに。つなぐ。軍隊の中隊。〜を含んで。〜さえも。合わせて。

2 连喝三杯 lián hē sān bēi 立て続けに３杯飲む。
3 连打几枪 lián dǎ jǐ qiāng 続けざまに数発撃つ。
4 一连 yīlián 絶え間なく。続けて。軍隊の中隊。
5 一连几天不洗脸 yīlián jǐ tiān bù xǐliǎn 数日続けて、顔を洗わない。
6 一连赢了五场比赛 yīlián yíng le wǔ chǎng bǐsài 立て続けに５試合勝つ。
7 一连串 yīliánchuàn 一連の。続けざまの。
8 一连串的疑问 yīliánchuàn de yíwèn 相次ぐ疑問。
9 一连串的问题 yīliánchuàn de wèntí 一連の問題。
10 接 jiē 継続する。続ける。接続する。引き継ぐ。受け取る。迎える。

11 一支接一支地抽烟 yī zhī jiē yī zhī de chōuyān 立て続けにタバコを吸う。
12 汽⻋一辆接一辆地驶过 qìchē yī liàng jiē yī liàng de shǐguò 自動車がひっきりなしに通過する。
13 接二连三 jiē èr lián sān 立て続けに次から次へと起こるようす。
14 接二连三的失败 jiē'èrliánsān de shībài 立て続けの失敗。
15 接二连三地来 jiē'èrliánsān de lái 次々とやって来る。
16 接二连三地发生 jiē'èrliánsān de fāshēng 次々と発生する。
17 连续 liánxù 連続する。
18 连续不断 liánxù bùduàn 絶え間がない。
19 连续三天 liánxù sān tiān 三日連続。
20 连续发生爆炸案 liánxù fāshēng bàozhà àn 爆発事件が連続して発生する。
21 连续不断地出问题 liánxù bùduàn de chū wèntí 立て続けに問題が起こる。
22 连续电视剧 liánxù diànshìjù 連続テレビドラマ。
23 接连 jiēlián 続々と続いて。
24 接连不断 jiēlián bùduàn 絶え間がない。
25 接连发生两次地震 jiēlián fāshēng liǎng cì dìzhèn 続けて二回の地震が発生する。
26 喜事接连不断 xǐshì jiēlián bùduàn 喜ばしいことが絶えない。
27 最近接连不断地发生了海啸 zuìjìn jiēlián bùduàn de fāshēng le hǎixiào 最近、相次いで津波が発生した。
28 持续 chíxù 間断なく続く。持続する。
29 持续恶劣天气 chíxù èliè tiānqì 悪い天気が続く。
30 感冒症状持续不退 gǎnmào zhèngzhuàng chíxù bù tuì 風邪の症状が治まらない。
31 继续 jìxù 活動を継続する。
32 继续协商 jìxù xiéshāng 協議を続ける。
33 物价继续上涨 wùjià jìxù shàngzhǎng 物価が上昇し続ける。
34 接续 jiēxù 継続する。
35 接续而来 jiēxù ér lái 次々と来る。
36 接续前⻚ jiēxù qián yè 前ページより続く。
37 连锁 liánsuǒ いくつもつながっている。連続している。
38 连锁店 liánsuǒdiàn チェーンストア。
39 连锁商店 liánsuǒ shāngdiàn チェーンストア。
40 联号商店 liánhào shāngdiàn チェーンストア。
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41 连锁反应 liánsuǒ fǎnyìng 連鎖反応。
42 链式反应 liànshì fǎnyìng 連鎖反応。
43 引起连锁反应 yǐnqǐ liánsuǒ fǎnyìng 連鎖反応を引き起こす。
44 连锁倒闭 liánsuǒ dǎobì 連鎖倒産。
45 食物链 shíwùliàn 食物連鎖。
46 营养链 yíngyǎngliàn 栄養連鎖。食物連鎖。
47 陆续 lùxù 次々に。続々と。
48 陆陆续续 lùlùxùxù 次々に。続々と。
49 游客陆续到来 yóukè lùxù dàolái 観光客が続々と訪れる。
50 支持者陆续离开 zhīchízhě lùxù líkāi 支持者が次々と離れてゆく。
51 纷纷 fēnfēn 多くの人や事柄が次々と。
52 纷纷发言 fēnfēn fāyán 続々と発言する。
53 纷纷涌现 fēnfēn yǒngxiàn 続々と出現する。
54 联翩 liánpiān とぎれることなく続く。
55 连翩 liánpiān とぎれることなく続く。
56 联翩而至 lián piān ér zhì 続々とやって来る。
57 浮想联翩 fú xiǎng lián piān 思いが次から次へと浮かぶ。
58 不住地 bùzhùde ひっきりなしに。しきりに。
59 〜不住 〜 buzhù 〜できない。
60 他不住地抽烟 tā bùzhùde chōuyān 彼はひっきりなしにたばこを吸っている。
61 雪不住地下 xuě bùzhùde xià 雪がしきりに降る。
62 不断 bùduàn とぎれない。絶えない。絶え間なく。
63 地震不断 dìzhèn bùduàn 地震が絶えない。地震が相次ぐ。
64 不断努力 bùduàn nǔlì 絶えず努力する。
65 不停 bùtíng とまらない。
66 不停地说 bùtíng de shuō とめどなく話す。
67 忙个不停 máng ge bùtíng 忙しさがおさまらない。てんてこ舞いだ。
68 不时 bùshí しょっちゅう。思いがけない時の。
69 不时地提醒 bùshí de tíxǐng 折につけ注意を促す。
70 不时出现好⾊⻤ bùshí chūxiàn hàosèguǐ ⾊情魔が出没する。
71 无穷 wúqióng 力や知恵などが尽きることがない。無限だ。
72 无穷无尽 wú qióng wú jìn 尽きることがない。無尽蔵である。
73 灾患无穷 zāihuàn wúqióng 災難が次々とふりかかる。
74 趣味无穷 qùwèi wúqióng 興味が尽きない。
75 无尽无休 wú jìn wú xiū 際限がない。きりがない。
76 无尽无休的话 wújìnwúxiū de huà 際限のない話。⻑話。
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