
No 中国語 ピンイン 日本語

1 野心 yěxīn 野心。野望。
2 野心家 yěxīnjiā 野心家。
3 野心狼 yěxīnláng 貪欲な野心家。
4 狼子野心 láng zǐ yě xīn 凶暴な人間の本性は改まらない。凶悪な人が野心をいだく。
5 野心勃勃 yě xīn bó bó 野心が盛んにわき起こる。野心に燃える。
6 政治野心 zhèngzhì yěxīn 政治的野心。
7 侵略野心 qīnlüè yěxīn 侵略の野心。
8 怀有野心 huáiyǒu yěxīn 野望をいだく。
9 胸怀野心 xiōnghuái yěxīn 野望をいだく。
10 胸怀征服世界的野心 xiōnghuái zhēngfú shìjiè de yěxīn 世界征服の野心をいだく。
11 膨胀野心 péngzhàng yěxīn 野心を膨らませる。
12 挫败野心 cuòbài yěxīn 野望を砕く。
13 粉碎野心 fěnsuì yěxīn 野望を砕く。
14 粉碎敌人的野心 fěnsuì dírén de yěxīn 敵の野望を打ち砕く。
15 野心得逞 yěxīn déchěng 野心が遂げられる。
16 野心不死 yěxīn bù sǐ 野望をあきらめない。
17 奢望 shēwàng 過分の望み。過分の望みを抱く。高望みする。
18 心存奢望 xīn cún shēwàng 過分の望みを抱く。
19 不存奢望 bù cún shēwàng 過分の望みを抱かない。
20 抱有奢望 bàoyǒu shēwàng 過分の望みを抱く。
21 丢弃奢望 diūqì shēwàng 過分な望みを捨てる。
22 实现奢望 shíxiàn shēwàng 野望を実現する。野望を遂げる。
23 达到奢望 dádào shēwàng 望みに到達する。野望を遂げる。
24 被奢望所驱使 bèi shēwàng suǒ qūshǐ 野心に駆られる。
25 奢求 shēqiú 過分な要求。
26 他一生最大的奢求 tā yīshēng zuìdà de shēqiú 彼の人生の最大の望み。
27 雄心 xióngxīn 雄大な理想や抱負。
28 雄心壮志 xiòng xīn zhuàng zhì 雄大な理想や遠大な志。
29 雄心勃勃 xióng xīn bó bó 意気込みがあふれる。意気盛ん。
30 胸怀雄心 xiōnghuái xióngxīn 志を抱く。
31 雄心大作 xióngxīn dàzuò 野心作。
32 充满雄心之作 chōngmǎn xióngxīn zhī zuò 野心作。
33 大志 dàzhì 大きな志。
34 胸怀大志 xiōnghuái dàzhì 大志を抱く。
35 志向 zhìxiàng 志。抱負。
36 远大的志向 yuǎndà de zhìxiàng 遠大な志。大志。
37 以下犯上 yǐ xià fàn shàng 下克上。
38 以臣压君 yǐ chén yā jūn 下克上。
39 下克上 xiàkèshàng 下克上。
40 他总想以下犯上 tā zǒng xiǎng yǐxiàfànshàng 彼はいつも下克上することを考えている。
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41 叵测 pǒcè はかり知れない。
42 心怀叵测 xīn huái pǒ cè 心の底が計り知れない。腹に一物を抱く。
43 居心 jūxīn 心づもりがある。魂胆がある。
44 居心回测 jū xīn pǒ cè 腹の底で何を考えているのかわからない。
45 居心不良 jūxīn bùliáng 悪い了見を持つ。了見がよくない。
46 ⻤胎 guǐtāi 下心。人に言えない考え。
47 心怀⻤胎 xīn huái guǐtāi 人に言えない悪巧みを抱く。腹に一物を抱く。
48 用心 yòngxīn 下心。了見。意図。気持ちを集中する。真剣にする。
49 别有用心 bié yǒu yòng xīn 別に下心がある。
50 存心 cúnxīn 下心を持つ。わざと。故意に。
51 存心不良 cúnxīn bùliáng 下心を持つ。悪い了見を起こす。
52 功名心 gōngmíngxīn 功名心。
53 激起功名心 jīqǐ gōngmíngxīn 功名心をそそる。
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