
No 中国語 ピンイン 日本語

1 浅 qiǎn 浅い。時間が短い。内容がやさしい。深みがない。色が淡い。

2 浅海 qiǎnhǎi 浅い海。
3 浅滩 qiǎntān 浅瀬。
4 浅睡 qiǎn shuì 浅い眠り。
5 这里水浅 zhèlǐ shuǐ qiǎn ここは水が浅い。
6 水浅得很 shuǐ qiǎn dé hěn 水がとても浅い。
7 伤口浅 shāngkǒu qiǎn 傷は浅い。
8 进深浅 jìnshēn qiǎn 奥行きが浅い。
9 根底浅 gēndǐ qiǎn 基礎が浅い。
10 工夫浅 gōngfu qiǎn 修行が浅い。修行が足りない。
11 阅历很浅 yuèlì hěn qiǎn 経験が浅い。
12 短浅 duǎnqiǎn 見識や考えが浅い。
13 ⻅识短浅 jiànshi duǎnqiǎn 見識が浅い。
14 心眼短浅 xīnyǎn duǎnqiǎn 考えが浅い。
15 目光短浅 mùguāng duǎnqiǎn 考えが浅い。目先が利かない。
16 历史短浅 lìshǐ duǎnqiǎn 歴史が浅い。
17 浅薄 qiǎnbó 学識や教養が浅い。感情や縁などが薄く弱い。浮ついていて、底が浅い。

18 学问浅薄 xuéwèn qiǎnbó 学問が浅い。
19 知识浅薄 zhīshì qiǎnbó 知識が浅い。
20 浅薄的知识 qiǎnbó de zhīshì 底の浅い知識。
21 情意浅薄 qíngyì qiǎnbó 情が薄い。
22 浅薄的人 qiǎnbó de rén 浅薄(せんぱく)な人。浅く行き届かない人。
23 肤浅 fūqiǎn 学識や理解が浅薄(せんぱく)だ。
24 想法肤浅 xiǎngfǎ fūqiǎn 考えが浅い。
25 肤浅的想法 fūqiǎn de xiǎngfǎ 浅はかな考え方。
26 考虑肤浅的 kǎolǜ fūqiǎn de 考えることが浅い。浅はかだ。
27 理解很肤浅 lǐjiě hěn fūqiǎn 理解が浅い。
28 理解得肤浅 lǐjiě de fūqiǎn 理解が浅い。
29 浮浅 fúqiǎn 浅薄(せんぱく)だ。浅はかだ。
30 学识浮浅 xuéshí fúqiǎn 学識が浅い。
31 浮浅的知识 fúqiǎn de zhīshì 底の浅い知識。
32 了解很浮浅 liǎojiě hěn fúqiǎn 理解が浅い。
33 浮泛 fúfàn うわべだけだ。顔にあらわれる。水に漂う。
34 浮泛话 fúfànhuà いい加減な話。
35 知识浮泛 zhīshì fúfàn 知識がうわべだけだ。
36 内容浮泛 nèiróng fúfàn 内容が空虚だ。
37 浅陋 qiǎnlòu 見識や学識が乏しい。浅薄(せんぱく)だ。
38 学识浅陋 xuéshí qiǎnlòu 学識が乏しい。
39 鄙陋 bǐlòu 見識がない。浅薄(せんぱく)だ。
40 学识鄙陋 xuéshí bǐlòu 学識が乏しい。
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41 疏浅 shūqiǎn 大ざっぱである。浅薄(せんぱく)である。
42 思虑疏浅 sīlǜ shūqiǎn 考えが浅薄(せんぱく)である。
43 才疏学浅 cái shū xué qiǎn 見識がせまく学問も浅い。
44 才疏学浅的我 cáishūxuéqiǎn de wǒ 見識がせまく学問も浅い私。
45 浅学 qiǎnxué 浅学(せんがく)だ。知識が浅い。
46 浅学寡闻 qiǎnxué guǎwén 浅学で見聞が狭い。
47 孤陋寡闻 gū lòu guǎ wén 学識が浅く見聞が狭い。
48 真是孤陋寡闻 zhēnshi gūlòuguǎwén 実に学識が浅く見聞が狭い。
49 浅⻅ qiǎnjiàn 浅薄(せんぱく)な見解。浅く行き届いていない見解。
50 浅⻅寡闻 qiǎn jiàn guǎ wén 見解が浅薄(せんぱく)で知識が乏しい。
51 我的浅⻅ wǒ de qiǎnjiàn 私の愚見(ぐけん)。
52 粗浅 cūqiǎn 大ざっぱで表面的だ。
53 认识粗浅 rènshí cūqiǎn 認識が浅い。
54 粗浅的看法 cūqiǎn de kànfǎ 浅い表面的な見方。
55 皮相 píxiàng 表面的だ。浅薄(せんぱく)だ。
56 皮相之谈 píxiàng zhī tán 浅薄(せんぱく)な意見。
57 皮相之⻅ píxiàng zhī jiàn 表面だけの見解。
58 浅露 qiǎnlù ぶしつけだ。あられもない。
59 词意浅露 cíyì qiǎnlù ことば遣いが浅薄(せんぱく)で深みがない。
60 短视 duǎnshì 近視。近視眼的だ。目先が利かない。見識が浅い。
61 这种政策是短视的 zhè zhǒng zhèngcè shì duǎnshì de この種の政策は近視眼的です。
62 短暂 duǎnzàn 時間が短い。しばしの。
63 短暂的交往 duǎnzàn de jiāowǎng 短いつきあい。
64 管窥 guǎnkuī 管見(かんけん)。浅見(せんけん)。卑見(ひけん)。
65 管窥蠡测 guǎn kuī lí cè 観察が狭く皮相的である。視野が狭く見識が浅い。
66 轻 qīng 程度が軽い。目方が軽い。数や量が少ない。重要でない。
67 伤很轻 shāng hěn qīng 傷は軽い。傷が浅い。
68 考虑 kǎolǚ あれこれ考える。検討する。
69 欠考虑 qiàn kǎolǜ 考えが足りない。浅はかだ。
70 缺少考虑 quēshǎo kǎolǜ 考えが足りない。浅はかだ。
71 睡不香 shuìbuxiāng よく眠れない。眠りが深くない。
72 睡得不熟 shuì de bù shú 眠りが深くない。眠りが浅い。
73 刚认识不久 gāng rènshi bùjiǔ 知り合って日が浅い。
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