
No 中国語 ピンイン 日本語

1 详细 xiángxì 詳しい。詳細だ。
2 详详细细 xiángxiángxìxì 詳しい。詳細だ。
3 仔细 zǐxì こと細かい。詳細だ。注意深い。
4 子细 zǐxì こと細かい。詳細だ。注意深い。
5 仔仔细细 zǐzixìxì こと細かい。詳細だ。注意深い。
6 具体 jùtǐ 具体的だ。特定の。具体化する。
7 了解 liǎojiě よく知る。調べる。
8 熟悉 shúxī 十分に知り尽くしている。よく知っている。
9 熟悉熟悉 shúxī shúxī 十分に知り尽くしている。よく知っている。
10 熟知 shúzhī 熟知している。
11 熟习 shúxí 習熟する。
12 熟识 shúshi よく見知っている。
13 精通 jīngtōng 技術・学問・業務などに精通する。
14 粗通 cūtōng いくらか知っている。
15 生疏 shēngshū うとい。慣れていない。腕が鈍っている。親しみがない。
16 生僻 shēngpì 言葉・文字・書籍についてあまり見かけない。よく知らない。

17 冷僻 lěngpì 言葉・文字・書籍についてあまり見かけない。へんぴでもの寂しい。

18 陌生 mòshēng よく知らない。
19 请详细说明 qǐng xiángxì shuōmíng 詳しく説明してください。
20 请详细调查 qǐng xiángxì diàochá 詳しく調べてください。
21 请说详细一点 qǐng shuō xiángxì yīdiǎn もう少し詳しく話をしてください。
22 请尽量详细地说明一下 qǐng jǐnliàng xiángxì de shuōmíng yīxià できるだけ詳しく説明してください。
23 做了详细的解释 zuò le xiángxì de jiěshì 詳しい説明をする。
24 详细地讲解功能 xiángxì de jiǎngjiě gōngnéng 機能を詳しく説明する。
25 过一会儿详细告诉你 guò yīhuǐr xiángxì gàosù nǐ 後で詳しくあなたに話します。
26 回头给你们说明详细内容 huítóu gěi nǐmen shuōmíng xiángxì nèiróng のちほどあなた方に詳細内容を説明します。
27 详细地图 xiángxì dìtú 詳しい地図。
28 图解不太详细 tújiě bù tài xiángxì 図解があまり詳しくない。
29 详细报告 xiángxì bàogào 詳しく報告する。
30 我作了详细的报告 wǒ zuò le xiángxì de bàogào 私は詳しい報告をした。
31 详细的天气预报 xiángxì de tiānqì yùbào 詳細な天気予報。
32 详细分类 xiángxì fēnlèi 細かく分類する。
33 内容很详细 nèiróng hěn xiángxì 内容が詳しい。
34 我们不可能详细述说 wǒmen bù kěnéng xiángxì shùshuō 私たちは詳しく話をすることができません。
35 不知道详细情况 bù zhīdào xiángxì qíngkuàng 詳しい状況は知らない。
36 子细的说明 zǐxì de shuōmíng 細かい説明。詳しい説明。
37 仔仔细细地检查 zǐzixìxì de jiǎnchá 細かく検査する。詳しく検査する。
38 请说具体一点 qǐng shuō jùtǐ yīdiǎn もう少し具体的に話してください。
39 他说得很具体 tā shuō de hěn jùtǐ 彼の話は具体的だ。
40 具体事列 jùtǐ shìlì 具体例。
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41 具体内容 jùtǐ nèiróng 具体的内容。
42 我很了解他 wǒ hěn liǎojiě tā 私は彼の事をよくわかっている。
43 他很了解北京 tā hěn liǎojiě Běijīng 彼は北京をよく知っている。
44 不甚了解 bù shèn liǎojiě あまりわかっていない。
45 我对他的情况不甚了解 wǒ duì tā de qíngkuàng bù shèn liǎojiě 私は彼の状況に詳しくない。
46 我不了解日本 wǒ bù liǎojiě Rìběn 私は日本のことがよくわからない。
47 他对历史很熟悉 tā duì lìshǐ hěn shúxī 彼は歴史について詳しい。
48 我熟悉她的性格 wǒ shúxī tā dì xìnggé 私は彼女の性格をよく知っている。
49 你很熟悉这一带吗? nǐ hěn shúxī zhè yīdài ma あなたはこのあたりに詳しいですか。
50 谁熟习? shéi shúxí 誰がくわしい。
51 这附近我不熟悉 zhè fùjìn wǒ bù shúxī この付近は私はよくわからない。
52 他熟知国外情况 tā shúzhī guówài qíngkuàng 彼は海外の事情に詳しい。
53 他熟习业务 tā shúxí yèwù 彼は業務に精通している。
54 我对他非常熟识 wǒ duì tā fēicháng shúshi 私は彼についてたいへんよく知っている。
55 他对这里非常熟识 tā duì zhèlǐ fēicháng shúshi 彼はここをよく知っている。
56 他精通英语 tā jīngtōng yīngyǔ 彼は英語に精通している。
57 他粗通英语 tā cūtōng yīngyǔ 彼は英語がすこしばかりできる。
58 我在这儿人地生疏 wǒ zài zhèr rén dì shēngshū 私はここでは人についても土地についても不案内です。
59 生僻字 shēngpì zì 見慣れない字。よくわからない字。
60 冷僻词语 lěngpì cíyǔ めったに使われない語句。よくわからない語句。
61 陌生人 mòshēng rén 見知らぬ人。よく知らない人。
62 陌生的街巷 mòshēng de jiē xiàng 見知らぬ街なか。よく知らない町。
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