
No 中国語 ピンイン 日本語

1 想 xiǎng 考える。〜と思う。〜したい。
2 考虑 kǎolǜ あれこれ考える。検討する。
3 思考 sīkǎo 思考する。よく考える。
4 思想 sīxiǎng 考える。思想。考え。
5 思索 sīsuǒ 思索する。熟考する。
6 思维 sīwéi 論理的に考える。
7 深思 shēnsī 深く考える。
8 熟虑 shúlǜ 熟慮する。よく考える。
9 深思熟虑 shēnsī shúlǜ. じっくり考える。
10 沉思 chénsī 深く考えこむ。
11 着想 zhuóxiǎng おもいはかる。考慮する。
12 忖度 cǔnduó 推しはかる。
13 忖量 cǔnliàng 推しはかる。思案する。
14 主意 zhǔyi 考え。アイデア。意見。主張。
15 想法 xiǎngfa 考え方。意見。
16 念头 niàntou 考え。胸のうち。
17 研究 yánjiū 検討する。討議する。研究する。
18 研讨 yántǎo 研究討論する。
19 探讨 tàntǎo 検討する。討議する。
20 斟酌 zhēnzhuó 検討する。
21 检讨 jiǎntǎo 自己批判する。反省する。
22 讨论 tǎolùn 討論する。検討する。
23 想吧 xiǎng ba 考えよう。考えて。
24 把这个问题研究研究吧 bǎ zhège wèntí yánjiū yánjiū ba この問題について検討しよう。
25 试着想一下 shì zhe xiǎng yīxià 考えてみて。
26 你想想看 nǐ xiǎng xiǎng kàn 考えてみてください。
27 请好好考虑 qǐng hǎohāo kǎolǜ よく考えてください。
28 你好好想想吧 nǐ hǎohāo xiǎng xiǎng ba よく考えてね。
29 请试着研究 qǐng shì zhe yánjiū 検討してみてください。
30 请探讨 qǐng tàntǎo ご検討お願いします。
31 请您考虑一下 qǐng nín kǎolǜ yīxià ご検討をお願いいたします。
32 请进行探讨 qǐng jìnxíng tàntǎo ご検討をお願い致します。
33 您能考虑一下那个吗？ nín néng kǎolǜ yīxià nàge ma それを検討いただけますでしょうか？
34 你最好好好想一想 nǐ zuìhǎo hǎohāo xiǎng yī xiǎng よく考えた方がいいですよ。
35 不好好考虑可不行 bù hǎohāo kǎolǜ kě bùxíng よく考えないとだめです。
36 你要想一想 nǐ yào xiǎng yī xiǎng 考えるべきです。
37 必须想 bìxū xiǎng 考えざるを得ない。
38 请一起考虑 qǐng yīqǐ kǎolǜ 一緒に考えてください。
39 你好好考虑一晚上吧 nǐ hǎohāo kǎolǜ yī wǎnshang ba 一晩じっくり考えて。
40 必须充分考虑 bìxū chōngfèn kǎolǜ 十分考える必要があります。
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41 你忖度一下吧 nǐ cǔnduó yīxià ba ちょっと考慮してください。
42 会考虑考虑 huì kǎolǜ kǎolǜ 考えてみます。
43 我会想一想的 wǒ huì xiǎng yī xiǎng de 考えておきます。
44 我考虑一下 wǒ kǎolǜ yīxià 少し考えます。
45 让我考虑一下 ràng wǒ kǎolǜ yīxià ちょっと考えさせて。
46 让我想一想 ràng wǒ xiǎng yī xiǎng ちょっと考えさせて。
47 让我想想吧 ràng wǒ xiǎng xiǎng ba 考えさせて。考えとくよ。
48 请让我想想 qǐng ràng wǒ xiǎng xiǎng 考えさせて下さい。
49 我要考虑一下 wǒ yào kǎolǜ yīxià ちょっと考えます。
50 稍微考虑一下 shāowéi kǎolǜ yīxià 少し考えます。
51 试着研究看看 shìzhe yánjiū kàn kàn 検討してみます。
52 今后会检讨的 jīnhòu huì jiǎntǎo de 今後検討します。
53 关于那个今后进行研讨 guānyú nàge jīnhòu jìnxíng yántǎo それについては今後、検討します。
54 我会想一想的 wǒ huì xiǎng yī xiǎng de 考えておきます。
55 我会考虑的 wǒ huì kǎolǜ de 考えておきます。
56 我会考虑一下那个 wǒ huì kǎolǜ yīxià nàge それを考えておきます。
57 请让我们研究研究吧 qǐng ràng wǒmen yánjiū yánjiū ba 私たちに考えさせてください。
58 关于这件事我会再考虑一下 guānyú zhè jiàn shì wǒ huì zài kǎolǜ yīxià この件に関してはさらに考えます。
59 请给我考虑的时间 qǐng gěi wǒ kǎolǜ de shíjiān 考える時間をください。
60 让我考虑两三天 ràng wǒ kǎolǜ liǎng sān tiān ２〜３日考えさせてください。
61 让我再思想思想 ràng wǒ zài sīxiǎng sīxiǎng もう少し考えさせてください。
62 让我仔细想一想 ràng wǒ zǐxì xiǎng yī xiǎng 詳細に考えさせてください。
63 我想一想 wǒ xiǎng yī xiǎng 私は考える。
64 我想想看 wǒ xiǎng xiǎng kàn 私は考える。
65 我考虑看看 wǒ kǎolǜ kàn kàn 私は考える。
66 我考虑考虑 wǒ kǎolǜ kǎolǜ よく考える。よく検討する。
67 我回去考虑考虑 wǒ huíqù kǎolǜ kǎolǜ 帰ってよく考えます。
68 我正在考虑 wǒ zhèngzài kǎolǜ 考え中です。
69 我现在正在考虑中 wǒ xiànzài zhèngzài kǎolǜ zhōng 今考え中です。
70 还在考虑 hái zài kǎolǜ まだ検討中。
71 目前正在研究 mùqián zhèngzài yánjiū 目下検討中。
72 我正在研究那个 wǒ zhèngzài yánjiū nàge それを検討しているところです。
73 我们正在研讨那个 wǒmen zhèngzài yántǎo nàge 私たちはそれを検討しているところです。
74 我在拼命地思考 wǒ zài pīnmìng de sīkǎo 私は必死に考えている。私は一生懸命考えています。
75 认真思考 rènzhēn sīkǎo まじめに考える。
76 充分考虑考虑 chōngfèn kǎolǜ kǎolǜ 十分に考える。
77 我想过了 wǒ xiǎng guò le 私は考えた。
78 一点儿没考虑 yīdiǎnr méi kǎolǜ 少しも考えていない。
79 什么都没有考虑 shénme dōu méiyǒu kǎolǜ 何も考えていない。
80 我没有想到那一步 wǒ méiyǒu xiǎngdào nà yībù そこまで考えてなかった。
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81 我没想到 wǒ méi xiǎngdào 考えもしなかった。思いもよらなかった。
82 不假思索 bù jiǎ sīsuǒ 考えるまでもない。
83 想一想再回答 xiǎng yī xiǎng zài huídá 考えてから答える。
84 自己想吧 zìjǐ xiǎng ba 自分で考えろ。
85 独立思考 dúlì sīkǎo 自分で考える。
86 让我自己想一下 ràng wǒ zìjǐ xiǎng yīxià 自分で考えさせて。
87 思量了半天 sīliang le bàntiān ⻑い間考えた。
88 再三斟酌 zàisān zhēnzhuó 再三検討する。
89 再三考虑 zàisān kǎolǜ 何度も考える。
90 反复思考 fǎnfù sīkǎo 繰り返し考える。
91 请再考虑一下 qǐng zài kǎolǜ yīxià もう一度考えてください。
92 你再给我想想 nǐ zài gěi wǒ xiǎng xiǎng もう一度考えてください。
93 你再考虑考虑吧 nǐ zài kǎolǜ kǎolǜ ba もう一度よく考えてね。
94 请再研究一次 qǐng zài yánjiū yīcì もう一度検討してください。
95 能请您再考虑一下吗？ néng qǐng nín zài kǎolǜ yīxià ma 再度、検討して頂けますか？
96 我劝你再考虑一下 wǒ quàn nǐ zài kǎolǜ yīxià もう一度考えることを薦めます。
97 他请你再考虑考虑 tā qǐng nǐ zài kǎolǜ kǎolǜ 彼はあなたにもう一度考えてもらいたい。
98 再想一想吧 zài xiǎng yī xiǎng ba もう一度考えてみよう。
99 重新想 chóngxīn xiǎng 考え直す。
100 重新考虑 chóngxīn kǎolǜ 考え直す。
101 重新探讨 chóngxīn tàntǎo 再検討する。
102 不断地思考 bùduàn de sīkǎo 考え続ける。
103 我会继续思考 wǒ huì jìxù sīkǎo 考え続けます。
104 今后再进行讨论 jīnhòu zài jìnxíng tǎolùn 今後さらに検討して参ります。
105 那个今后会继续研究 nàge jīnhòu huì jìxù yánjiū それは今後続けて検討していきます。
106 他一直在思考 tā yīzhí zài sīkǎo 彼はずっと考えてる。
107 经常在考虑 jīngcháng zài kǎolǜ いつも考えている。
108 让我思考 ràng wǒ sīkǎo 考えさせられます。
109 令人深思 lìng rén shēnsī 深く考えさせられる。
110 那个会让我有很多思考 nàge huì ràng wǒ yǒu hěn duō sīkǎo それはいろいろ考えさせられる。
111 我也考虑考虑 wǒ yě kǎolǜ kǎolǜ 私も考えてみます。
112 我也在考虑同样的事情 wǒ yě zài kǎolǜ tóngyàng de shìqíng 私も同じことを考えています。
113 我思考了各种事 wǒ sīkǎo le gèzhǒng shì 色んなことを考えています。
114 明天前考虑好 míngtiān qián kǎolǜ hǎo 明日までに考えておきます。
115 积极地考虑 jījí de kǎolǜ 前向きに検討する。
116 往好里想 wǎng hǎo lǐ xiǎng よいほうに考える。
117 我会慎重考虑的 wǒ huì shènzhòng kǎolǜ de 慎重に検討します。
118 仔细思考 zǐxì sīkǎo 注意深く考える。
119 踏实地思考 tāshi de sīkǎo じっくり着実に考える。
120 凝神思考 níngshén sīkǎo 集中して考える。じっと考える。
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121 全面地考虑 quánmiàn de kǎolǜ 総合的に考える。
122 综合地考虑 zònghé de kǎolǜ 総合的に考える。
123 从各个方面考虑 cóng gège fāngmiàn kǎolǜ あらゆる面から考える。
124 从所有的角度探讨 cóng suǒyǒu de jiǎodù tàntǎo あらゆる角度から検討する。
125 有必要从各种角度来探讨 yǒu bìyào cóng gè zhǒng jiǎodù lái tàntǎo あらゆる見地から検討する必要がある。
126 进行比较研究 jìnxíng bǐjiào yánjiū 比較検討する。
127 进一步具体研究 jìnyībù jùtǐ yánjiū より具体的に検討する。
128 探讨其可能性 tàntǎo qí kěnéngxìng 可能性を検討する。
129 ⻓远考虑 chángyuǎn kǎolǜ ⻑期的に考える。
130 从根本上重新考虑 cóng gēnběn shàng chóngxīn kǎolǜ 根本から考え直す。
131 那个需要进一步探讨 nàge xūyào jìnyībù tàntǎo それはさらに検討を要する。
132 拿不定主意 ná bu dìng zhǔyi 考えが決まらない。
133 好注意 hǎo zhùyi いい考え。いいアイディア。
134 那是个好主意 nà shì ge hǎo zhǔyi それはいい考えです。
135 你的想法对 nǐ de xiǎngfa duì あなたの考え方は正しい。
136 以后再说吧 yǐhòu zài shuō ba また話そう。また考えよう。またにしよう。
137 明天再说吧 míngtiān zài shuō ba 明日また話そう。明日また考えよう。
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