
No 中国語 ピンイン 日本語

1 头脑 tóunǎo 頭脳。頭の働き。糸口。手がかり。首領。かしら。
2 脑筋 nǎojīn 頭脳。頭の働き。意識。考え。
3 脑袋 nǎodai 頭部。頭脳。頭の働き。
4 脑子 nǎozi 脳。頭の働き。
5 思维 sīwéi 考えること。考える。
6 智力 zhìlì 知力。知能。
7 智能 zhìnéng 知能。
8 智力商数 zhìlì shāngshù 知能指数。ＩＱ。
9 智商 zhìshāng 知能指数。ＩＱ。
10 智慧 zhìhuì 知恵。
11 聪敏 cōngmíng 賢い。利口だ。頭がきれる。
12 聪慧 cōnghuì 賢い。利口だ。頭がきれる。
13 聪颖 cōngyǐng 聡明(そうめい)だ。
14 贤明 xiánmíng 賢明(けんめい)だ。
15 精明 jīngmíng 頭がきれる。
16 精 jīng 頭がよい。細かい。精通している。
17 伶俐 língli 賢い。利発だ。
18 伶伶俐俐 línglinglìli 賢い。利発だ。
19 机灵 jīling 利口だ。機敏だ。要領が良い。
20 灵 líng 利発だ。よく効く。ひつぎ。
21 乖觉 guāijué 勘がいい。目端が利く。
22 乖 guāi 利発だ。さとい。
23 天才 tiāncái 天賦(てんぷ)の才。天才。
24 秀才 xiùcai 知識人。インテリ。読書人。
25 高才生 gāocáishēng 優等生。成績優秀な学生。
26 高材生 gāocáishēng 優等生。成績優秀な学生。
27 优等生 yōuděngshēng 優等生。
28 尖子 jiānzi 先鋭。秀才。エリート。とがった先端。
29 优秀 yōuxiù 優秀だ。優れている。
30 优异 yōuyì ずば抜けている。特に優れている。
31 才华 cáihuá 文学や芸術面の才能。才華。
32 天分 tiānfèn 天分。天性。天質。
33 杰出 jiéchū とびぬけて優れている。傑出(けっしゅつ)した。
34 卓越 zhuóyuè 卓越している。きわだっている。
35 奸诈 jiānzhà ずる賢い。腹⿊い。
36 狡猾 jiǎohuá ずる賢い。狡猾(こうかつ)だ。
37 刁滑 diāohuá ずる賢い。狡猾(こうかつ)だ。
38 狡诈 jiǎozhà ずる賢い。
39 狡黠 jiǎoxiá ずる賢い。
40 痴呆 chīdāi 痴呆(ちほう)。ぼんやりしている。まぬけ。
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41 呆笨 dāibèn 愚鈍だ。
42 愚笨 yúbèn 頭が悪い。まぬけ。
43 愚蠢 yúchǔn 頭が悪い。愚かだ。
44 愚昧 yúmèi 知的レベルが劣る。無知だ。
45 愚钝 yúdùn 頭がにぶい。
46 迟钝 chídùn 鈍感だ。
47 傻 shǎ 愚かだ。
48 傻子 shǎzi ばか。間抜け。愚か者。
49 傻呵呵 shǎhēhē 間抜けな。とぼけた。
50 傻乎乎 shǎhūhū 間抜けな。とぼけた。
51 笨 bèn 頭がにぶい。不器用だ。力を要する。
52 蠢 chǔn 愚かだ。不器用だ。
53 疯子 fēngzi 精神障害のある人。精神障害者。
54 狂人 kuángrén 狂人。気違い。思い上がった人。
55 发疯 fāfēng 気がふれる。頭が変になる。気が狂う。発狂する。
56 发狂 fākuáng 気がふれる。頭が変になる。気が狂う。発狂する。
57 差生 chàshēng 劣等生。成績が悪い学生。
58 劣等生 lièděngshēng 劣等生。成績が悪い学生。
59 降班生 jiàngbānshēng 降級生。落第生。
60 留级生 liújíshēng 留年生。落第生。
61 升级 shēngjí 進級する。昇格する。事態がエスカレートする。
62 晋级 jìnjí 進級する。昇格する。
63 留级 liújí 留年する。
64 留班 liúbān 留年する。
65 蹲班 dūnbān 留年する。
66 降级 jiàngjí 降級する。降格する。
67 合格 hégé 合格だ。
68 及格 jígé 試験に合格する。
69 考上 kǎoshàng 試験に合格する。
70 不及格 bù jígé 試験に不合格する。
71 落榜 luòbǎng 試験に落第する。
72 有头脑 yǒu tóunǎo 頭の回転がいい。考える能力がある。
73 他很有头脑 tā hěn yǒu tóunǎo 彼はとても頭がいい。
74 他头脑有点怪 tā tóunǎo yǒudiǎn guài 彼は頭がすこし変。
75 头脑聪明 tóunǎo cōngmíng 頭よい。
76 头脑灵活 tóunǎo línghuó 頭の回転が早い。
77 头脑不灵活 tóunǎo bù línghuó 頭が鈍い。
78 头脑呆笨 tóunǎo dāibèn 頭が鈍い。
79 头脑敏锐 tóunǎo mǐnruì 頭がきれる。
80 头脑转得快 tóunǎo zhuǎn de kuài 頭の回転が早い。
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81 头脑清晰 tóunǎo qīngxī 頭脳明晰(ずのうめいせき)。
82 头脑清楚 tóunǎo qīngchǔ 頭脳明晰(ずのうめいせき)。
83 头脑不清楚 tóunǎo bù qīngchǔ 頭がはっきりしない。
84 头脑清醒 tóunǎo qīngxǐng 頭がさえる。頭がすっきりする。
85 头脑不清醒 tóunǎo bù qīngxǐng 頭がぼーっとする。
86 头脑发昏 tóunǎo fāhūn 頭がぼーっとする。
87 头脑空乏 tóunǎo kōngfá 頭からっぽ。
88 头脑中一片空白 tóunǎo zhōng yīpiàn kòngbái 頭の中が真っ白になる。
89 头脑顽固 tóunǎo wángù 頭が堅い。
90 头脑封建 tóunǎo fēngjiàn 頭が古臭い。
91 头脑简单 tóunǎo jiǎndān 考えることが単純。
92 头脑混乱 tóunǎo hǔnluàn 頭が混乱する。
93 头脑迟钝 tóunǎo chídùn 頭の働きが遅い。
94 脑筋好 nǎojīn hǎo 頭いい。
95 动脑筋 dòng nǎojīn 頭を使う。
96 开动脑筋 kāidòng nǎojīn 頭を働かせる。
97 费脑筋 fèi nǎojīn 頭を使う。
98 换脑筋 huàn nǎojīn 頭を切り換える。
99 转换脑筋 zhuǎnhuàn nǎojīn 頭を切り換える。
100 脑筋机灵 nǎojīn jīling 頭が働く。
101 脑筋灵活 nǎojīn línghuó 頭が働く。
102 脑筋清楚 nǎojīn qīngchǔ 頭脳明晰(ずのうめいせき)。
103 他脑筋好 tā nǎojīn hǎo 彼は頭がいい。
104 他脑筋不好 tā nǎojīn bù hǎo 彼は頭が悪い。
105 他脑筋转得很快 tā nǎojīn zhuǎn de hěn kuài 彼は頭の回転が早い。
106 他脑筋很活 tā nǎojīn hěn huó 彼は頭がよく働く。
107 没有脑筋的人 méiyǒu nǎojīn de rén 頭がからっぽの人。
108 我伤脑筋 wǒ shāng nǎojīn 私は困って頭が痛い。
109 死脑筋 sǐnǎojīn 融通がきかない頭。
110 你的脑筋太死了 nǐ de nǎojīn tài sǐ le あなたは考えがこり固りすぎてる。
111 脑筋顽固 nǎojīn wángù 頭が固い。
112 老脑筋 lǎo nǎojīn 古い考え。
113 脑筋开通 nǎojīn kāitōng ものわかりがいい。
114 脑袋好使 nǎodai hǎoshǐ 頭がよく働く。
115 脑袋笨 nǎodai bèn 頭が弱い。
116 脑袋不好 nǎodai bù hǎo 頭が悪い。
117 他的脑袋有问题 tā de nǎodai yǒu wèntí 彼の頭に問題がある。彼は頭が変。
118 花岗岩脑袋 huāgāngyán nǎodai 石頭。みかげ石の頭。
119 脑子好 nǎozi hǎo 頭がいい。
120 脑子坏 nǎozi huài 頭が悪い。
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121 没有脑子 méiyǒu nǎozi 頭が悪い。
122 脑子笨 nǎozi bèn 頭が弱い。
123 脑子怪 nǎozi guài 頭が変。
124 脑子不好使 nǎozi bù hǎoshǐ 頭が働かない。
125 他脑子很灵 tā nǎozi hěn líng 彼は頭がよく働く。
126 脑子快 nǎozi kuài 頭がきれる。
127 脑子活 nǎozi huó 頭が働く。
128 脑子转得快 nǎozi zhuǎn de kuài 頭の回転が早い。
129 用脑子 yòng nǎozi 頭を使う。
130 动脑子 dòng nǎozi 頭を働かせる。
131 思维敏捷 sīwéi mǐnjié 考えが機敏。頭の回転が早い。
132 他智商很高 tā zhìshāng hěn gāo 彼はＩＱが高い。
133 他很聪明 tā hěn cōngmíng 彼は賢い。
134 他是一个天才 tā shì yī ge tiāncái 彼は天才です。
135 你在发疯 nǐ zài fāfēng あなたは狂ってる。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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