
No 中国語 ピンイン 日本語

1 戏剧 xìjù 芝居。劇。脚本。台本。
2 戏剧性 xìjùxìng 劇的だ。ドラマチックだ。
3 戏剧性变化 xìjùxìng biànhuà 劇的変化。
4 戏剧性的变化 xìjùxìng de biànhuà 劇的な変化。
5 戏剧性的场面 xìjùxìng de chǎngmiàn 劇的シーン。ドラマチックなシーン。
6 戏剧性的结尾 xìjùxìng de jiéwěi 劇的な結末。
7 戏剧性的瞬息 xìjùxìng de shùnxī 劇的な瞬間。
8 戏剧性的重逢 xìjùxìng de chóngféng 劇的な再会。
9 戏剧性地⻅面 xìjùxìng de jiànmiàn 劇的な対面をする。
10 他戏剧性地恢复了健康 tā xìjùxìng de huīfù le jiànkāng 彼は劇的に健康を回復した。
11 事情戏剧性地发生了变化 shìqíng xìjùxìng de fāshēng le biànhuà 事は劇的に変化を起こした。
12 富有戏剧性 fùyǒu xìjùxìng 波瀾(はらん)に富んでいる。ドラマチックである。
13 富有戏剧性的场面 fùyǒu xìjùxìng de chǎngmiàn 劇的シーン。ドラマチックなシーン。
14 具有戏剧性 jùyǒu xìjùxìng ドラマ性を備えている。
15 具有戏剧性的邂逅 jùyǒu xìjùxìng de xièhòu ドラマチックな偶然の出会い。
16 波澜 bōlán 波瀾(はらん)。大波。
17 波澜起伏 bō lán qǐ fú 波瀾(はらん)に富む。起伏に富む。
18 波澜起伏的一生 bōlánqǐfú de yīshēng 波瀾(はらん)に富む一生。劇的な生涯。
19 波澜壮阔 bō lán zhuàng kuò 大きなうねり。運動などの勢いが盛んなこと。
20 波澜壮阔的生涯 bōlánzhuàngkuò de shēngyá 波瀾(はらん)に富む一生。劇的な生涯。
21 急剧 jíjù 急激だ。
22 急剧增加 jíjù zēngjiā 急激に増加する。激増する。
23 急剧减少 jíjù jiǎnshǎo 急激に減少する。激減する。
24 形势急剧变化 xíngshì jíjù biànhuà 情勢が急激に変化した。
25 病情急剧恶化 bìngqíng jíjù èhuà 病状が急激に悪化する。
26 感动 gǎndòng 感動する。感激する。感動させる。
27 我很感动 wǒ hěn gǎndòng 私は感動する。
28 带来感动 dài lái gǎndòng 感動をもたらす。
29 深受感动 shēn shòu gǎndòng 深い感銘を受ける。
30 感动人 gǎndòng rén 人を感動させる。
31 使人感动 shǐ rén gǎndòng 人を感動させる。
32 令人感动 lìng rén gǎndòng 人を感動させる。
33 令人感动的场面 lìng rén gǎndòng de chǎngmiàn 感動的なシーン。
34 令人感动的故事 lìng rén gǎndòng de gùshì 感動的な物語。感動的な話。
35 感人 gǎnrén 感動させる。深く感慨を与える。
36 那个很感人 nàge hěn gǎnrén それは感動的です。
37 这个故事很感人 zhège gùshì hěn gǎnrén この物語は感動的です。
38 肺腑 fèifǔ 肺臓(はいぞう)。心の奥底。
39 感人肺腑 gǎn rén fèi fǔ 心の底から感動させる。
40 他的话感人肺腑 tā de huà gǎnrénfèifǔ 彼の言葉は人の心を打つ。
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41 动人 dòngrén 感動的だ。
42 动人的情景 dòngrén de qíngjǐng 感動的な情景。感動的なシーン。
43 他的演讲很动人 tā de yǎnjiǎng hěn dòngrén 彼の講演はたいへん感動的です。
44 动人心弦 dòng rén xīn xián 人の心をゆさぶる。琴線に触れる。
45 动人心魄 dòng rén xīn pò 人の心をゆさぶる。琴線に触れる。
46 动人心弦的音乐 dòngrénxīnxián de yīnyuè 心をゆさぶる音楽。
47 扣人心弦 kòu rén xīn xián 心に深い感動を起こさせる。
48 扣人心弦的鋼琴旋律 kòurénxīnxián de gāngqín xuánlǜ 心をゆさぶるピアノのメロディー。
49 打动 dǎdòng 感動させる。
50 我被打动了 wǒ bèi dǎdòng le 私は感動させられた。
51 很打动人 hěn dǎdòng rén 人を感動させる。
52 打动人心 dǎdòng rénxīn 人の心を打つ。
53 打动心弦 dǎdòng xīnxián 人の心を打つ。
54 打动人心的句子 dǎdòng rénxīn de jùzi 人の心を打つ文。感動的な一つづきの言葉。
55 激动 jīdòng 感動する。興奮する。相手を感動させる。感動している。
56 我很激动 wǒ hěn jīdòng 私は高ぶっている。
57 激动人心 jīdòng rénxīn 人の心を高ぶらす。
58 激动人心的歌声 jīdòng rénxīn de gēshēng 心に響く歌声。
59 振奋 zhènfèn 気持ちが高揚している。気持ちを高揚させる。
60 振奋人心 zhènfèn rénxīn 人心を高揚させる。
61 振奋精神 zhènfèn jīngshén 精神を奮起させる。
62 令人振奋 lìng rén zhènfèn 人を奮い立たせる。
63 可歌可泣 kě gē kě qì 称賛や感動に値する。悲壮な事跡(じせき)が人を感動させる。

64 可歌可泣的故事 kěgēkěqì de gùshì 感動的な物語。
65 奇迹 qíjì 奇跡。
66 发生奇迹 fāshēng qíjì 奇跡が起こる。
67 出现奇迹 chūxiàn qíjī 奇跡が現われる。
68 奇迹般的胜利 qíjì bān de shènglì 奇跡的な勝利。
69 奇迹般地获救了 qíjì bān de huòjiù le 奇跡的に助かった。
70 不可思议 bù kě sī yì 不可思議だ。不可解だ。
71 不可思议的事 bùkě sīyì de shì 想像できない事。はかり知れないこと。
72 神奇 shénqí 非常に珍しい。不思議だ。
73 神奇的效果 shénqí de xiàoguǒ 非常に珍しい効果。劇的な効果。
74 神奇的传说 shénqí de chuánshuō 神秘的な伝説。
75 神异 shényì 奇妙だ。非常に珍しい。神仙(しんせん)や妖怪。
76 神异的疗效 shényì de liáoxiào たいへん不思議な治療効果。劇的な治療効果。
77 传奇 chuánqí 不思議な物語。伝奇。
78 富有传奇色彩 fùyǒu chuánqí sècǎi ドラマチックな色合いに富む。
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