
No 中国語 ピンイン 日本語

1 想出 xiǎngchū 思いつく。考えつく。発想する。
2 想不出 xiǎngbuchū 思いつかない。考え出せない。考えつかない。
3 想出来 xiǎngchūlái 思いつく。考えつく。発想する。
4 想不出来 xiǎngbuchūlái 思いつかない。考え出せない。考えつかない。
5 想起 xiǎngqǐ 思い出す。思い起こす。
6 想不起 xiǎngbuqǐ 思い出せない。思い起こせない。
7 想起来 xiǎngqǐlái 思い出す。思い起こす。
8 想不起来 xiǎngbuqǐlái 思い出せない。思い起こせない。
9 想到 xiǎngdào 思い至る。思いつく。思い出す。
10 主意 zhǔyi アイデア。思いつき。考え。意見。主張。
11 想法 xiǎngfa 考え方。意見。
12 想法 xiǎngfǎ 方法を考える。手だてを講じる。
13 意⻅ yìjian 意見。不平。不満。
14 念头 niàntou 考え。胸の内。
15 构思 gòusī 構想。アイデア。構想を練る。
16 点子 diǎnzi 方法。アイデア。しずく。小さな痕跡。ポイント。
17 办法 bànfǎ 方法。
18 高招 gāozhāo よい方法。よい考え方。
19 高招儿 gāozhāor よい方法。よい考え方。
20 高着 gāozhāo よい方法。よい考え方。
21 高着儿 gāozhāor よい方法。よい考え方。
22 妙计 miàojì 巧妙な計略。名案。
23 闪 shǎn 突然現れる。いなずま。きらめく。身をかわしてよける。筋肉を傷める。

24 闪念 shǎnniàn ふと考えがひらめく。ひらめいた考え。
25 闪现 shǎnxiàn さっと現れる。一瞬よぎる。
26 灵感 línggǎn インスピレーション。ひらめき。霊感。
27 出高着 chū gāozhāo よい知恵を出す。
28 想出一个好主意 xiǎngchū yī ge hǎo zhǔyì いいアイデアを思いつく。
29 想出好主意 xiǎngchū hǎo zhǔyì 名案を思いつく。
30 想出个妙计 xiǎngchū ge miàojì 名案を思いつく。
31 想出高招 xiǎngchū gāozhāo うまい考えが浮かぶ。
32 我自有高招 wǒ zì yǒu gāozhāo 私にいい方法がある。
33 想出办法来 xiǎngchū bànfǎ lái 方法を考え出す。
34 想不出好办法 xiǎngbuchū hǎo bànfǎ いい方法が思い浮かばない。
35 想不出好点子 xiǎngbuchū hǎo diǎnzi よい考えが浮かばない。
36 我想出了一个好办法 wǒ xiǎngchū le yī ge hǎo bànfǎ 私はいい方法を考えついた。
37 我想到一个好办法 wǒ xiǎngdào yī ge hǎo bànfǎ 私はいい方法を考えつく。
38 我想出来一个好主意 wǒ xiǎngchūlái yī ge hǎo zhǔyì 私はいいアイデアを思いついた。
39 突然想出个好主意 túrán xiǎngchū ge hǎo zhǔyì いいアイデアをひらめいた。
40 忽然想出妙计 hūrán xiǎngchū miàojì 名案がひらめく。
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41 他灵光一闪 tā língguāng yī shǎn 彼はひらめいた。
42 一个闪念出现在脑海 yī ge shǎnniàn chūxiàn zài nǎohǎi ある考えが脳裏にうかんだ。
43 闪现出一个好主意 shǎnxiàn chū yī ge hǎo zhǔyì いい考えがひらめいた。
44 来灵感 lái línggǎn インスピレーションがわく。
45 天才的灵感 tiāncái de línggǎn 天才的ひらめき。
46 产生一个念头 chǎnshēng yī ge niàntou ある考えが浮かぶ。
47 你有什么好主意? nǐ yǒu shénme hǎo zhǔyì あなたは何かいいアイデアがありますか。
48 你们想出好办法了吗? nǐmen xiǎngchū hǎo bànfǎ le ma あなた方はよい方法は思いつきましたか。
49 我想不出来 wǒ xiǎngbuchūlái 私は思いつかない。
50 我⻢上想不出来 wǒ mǎshàng xiǎngbuchūlái 私はすぐには思いつかない。
51 有了想法 yǒu le xiǎngfa 考えが浮かぶ。考えがある。
52 这是我的想法 zhè shì wǒ de xiǎngfa これは私の考えです。
53 你的想法对 nǐ de xiǎngfa duì あなたの考えは正しい。
54 你的想法不对 nǐ de xiǎngfa bùduì あなたの考えは間違ってる。
55 那也是一种想法 nà yěshì yī zhǒng xiǎngfa それもひとつの考え方だ。
56 你的想法不错 nǐ de xiǎngfa bùcuò あなたの考えは悪くない。あなたの考えはよい。
57 这个主意不错 zhège zhǔyì bùcuò これはなかなかよいアイデアだ。
58 这个点子不坏 zhège diǎnzi bù huài このアイデアは悪くない。
59 你想到点子上了 nǐ xiǎngdào diǎnzi shàng le いいところに気がついた。
60 构思精巧 gòusī jīngqiǎo 構想がよく練られている。
61 独特的构思 dútè de gòusī 独特の発想。
62 你的意⻅如何? nǐ de yìjiàn rúhé あなたの意見はいかがですか。
63 您的意⻅怎么样? nín de yìjiàn zěnme yàng あなたのご意見はいかがですか。
64 没有意⻅ méiyǒu yìjiàn 意見はありません。
65 没什么意⻅ méishénme yìjiàn 特に意見はありません。
66 和你的意⻅一样 hé nǐ de yìjiàn yīyàng あなたと同じ意見です。
67 赞成你的意⻅ zànchéng nǐ de yìjiàn あなたの意見に賛成です。
68 我不同意你的意⻅ wǒ bù tóngyì nǐ de yìjiàn 私はあなたの意見に同意しません。
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