
No 中国語 ピンイン 日本語

1 智慧 zhìhuì 知恵。
2 智能 zhìnéng 知能。
3 才智 cáizhì 才能と知恵。才知。
4 心思 xīnsi 思考⼒。知⼒。考え。考え⽅。〜する気持ち。
5 主意 zhǔyi アイデア。知恵。意見。主張。
6 点子 diǎnzi アイデア。知恵。要点。しづく。小さな痕跡。音楽の拍子。
7 高招 gāozhāo よい⽅法。よい知恵。
8 高招儿 gāozhāor よい⽅法。よい知恵。
9 高着 gāozhāo よい⽅法。よい知恵。
10 高着儿 gāozhāor よい⽅法。よい知恵。
11 参谋 cānmóu 知恵を貸す。助言する。助言者。参謀。
12 斗智 dòuzhì 知恵比べをする。
13 知识 zhīshi 知識。学術文化。
14 ⻅识 jiànshi 知識。見識。見聞を広める。
15 求知 qiúzhī 知識を求める。
16 灌输 guànshū 思想や知識を注ぎ込む。水を引く。
17 脑筋灵活 nǎojīn línghuó 頭が機敏だ。知恵が回る。
18 急中生智 jí zhōng shēng zhì とっさの際によい考えが浮かぶ。
19 情急智生 qíngjí zhìshēng 切羽詰まるとよい考えが浮かぶ。
20 费⼒劳心 fèilì láoxīn 苦労しながら頭を働かす。知恵を絞る。
21 费脑⼒ fèi nǎolì 脳⼒を働かす。知恵を絞る。
22 绞尽脑汁 jiǎojìn nǎozhī 脳⼒を絞る。ありったけの知恵を絞る。
23 挖空心思 wā kōng xīnsi ない知恵を絞る。
24 动心思 dòng xīnsi 知恵を絞る。
25 群策群⼒ qún cè qún lì 衆知を集め⼒を合わせる。
26 智勇双全 zhì yǒng shuāng quán 知恵も勇気もある。
27 出主意 chū zhǔyi アイデアを出す。知恵を出す。
28 请帮我出出主意 qǐng bāng wǒ chū chu zhǔyi 知恵を貸してください。
29 你能帮我出出主意吗? nǐ néng bāng wǒ chū chu zhǔyi ma 知恵を貸してくれないか。
30 请给我出个主意 qǐng gěi wǒ chū ge zhǔyi 知恵を貸してください。
31 你来出个主意 nǐ lái chū ge zhǔyi ひとつ知恵を貸してください。
32 请人出主意 qǐng rén chū zhǔyi 人のアイデアを求める。人に知恵を借りる。
33 拿不出好主意 ná bù chū hǎo zhǔyi いい知恵が出ない。
34 出点子 chū diǎnzi 知恵を出す。
35 出坏点子 chū huài diǎnzi 悪知恵を出す。
36 请帮我参谋参谋 qǐng bāng wǒ cānmóu cānmóu 私に知恵を貸してください。
37 帮你参谋 bāng nǐ cānmóu あなたに知恵を貸す。
38 他点子多 tā diǎnzi duō 彼はアイデアが多い。彼は知恵がある。
39 出高招 chū gāozhāo よい知恵を出す。
40 大家的智慧 dàjiā de zhìhuì みんなの知恵。
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41 生活的智慧 shēnghuó de zhìhuì 生活の知恵。
42 ⻓智慧 zhǎng zhìhuì 知恵が付く。
43 想得没那么周到 xiǎng de méi nàme zhōudào そこまで知恵が回らなかった。
44 两人斗智斗勇 liǎng rén dòuzhì dòu yǒng 二人は知恵と勇気を競う。
45 吸收知识 xīshōu zhīshi 知識を吸収する。
46 吸取知识 xīqǔ zhīshi 知識を吸収する。
47 摄取知识 shèqǔ zhīshi 知識を吸収する。
48 获得知识 huòdé zhīshi 知識を得る。
49 储备知识 chǔbèi zhīshi 知識を蓄える。
50 有知识 yǒu zhīshi 知識がある。
51 没知识 méi zhīshi 知識がない。
52 知识广播 zhīshi guǎngbó 知識が広い。
53 ⻅识广 jiànshi guǎng 知識が広い。
54 知识浅薄 zhīshi qiǎnbó 知識が浅はか。
55 知识面狭窄 zhīshì miàn xiázhǎi 知識の幅が狭い。
56 学问小 xuéwèn xiǎo 学問が狭い。知識が浅い。
57 缺乏知识 quēfá zhīshi 知識不足。知識が乏しい。
58 知识贫乏 zhīshi pínfá 知識不足。知識が乏しい。
59 卖弄知识 màinong zhīshi 知識をひけらかす。
60 求知欲 qiúzhīyù 知識欲。
61 知识分子 zhīshi fènzǐ 知識人。インテリ。
62 科学知识 kēxué zhīshi 科学知識。
63 外语的知识 wàiyǔ de zhīshi 外国語の知識。
64 专业知识 zhuānyè zhīshi 専門知識。
65 基础知识 jīchǔ zhīshi 基礎知識。
66 生活小知识 shēnghuó xiǎo zhīshi 暮らしの豆知識。
67 关于这⽅面的知识 guānyú zhè fāngmiàn de zhīshi この⽅面に関する知識。
68 他有丰富的知识 tā yǒu fēngfù de zhīshi 彼には豊富な知識がある。
69 灌输新思维 guànshū xīn sīwéi 新しい考え⽅を教え込む。
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