
No 中国語 ピンイン 日本語

1 干劲 gànjìn やる気。意気込み。
2 我干劲十足 wǒ gànjìn shízú 私はやる気十分。
3 干劲大 gànjìng dà やる気が高い。
4 没有干劲 méiyǒu gànjìn やる気がない。
5 劲头 jìntóu 意気込み。気合い。力。
6 学习劲头起来了 xuéxí jìntóu qilai le 学習する気がわいてきた。
7 劲头不足 jìntóu bùzú 意気込みが足りない。
8 认真 rènzhēn 本気。まじめ。
9 我是认真的 wǒ shì rènzhēn de 私は本気だ。
10 发奋 fāfèn 気が奮い立つ。
11 我要发奋学习了 wǒ yào fāfèn xuéxí le 私は発奮して勉強しなければならない。
12 奋起 fènqǐ 気が奮い立つ。
13 我们奋起反击 wǒmen fènqǐ fǎnjī 私たちは奮起して反撃する。
14 奋发 fènfā 奮起する。発奮する。
15 我们奋发前行 wǒmen fènfā qián xíng 私たちは奮起して進む。
16 奋勉 fènmiǎn 発奮して励む。
17 他们勤劳奋勉 tāmen qínláo fènmiǎn 彼らは発奮して仕事に励む。
18 泄劲 xièjìn やる気や自信をなくす。
19 我泄劲了 wǒ xièjìn le 私はやる気がしなくなりました。
20 别泄劲 bié xièjìn 気を落とさないで。
21 耐性 nàixìng 根気。
22 具有耐性 jùyǒu nàixìng 根気を備えている。根気がある。
23 缺少耐性 quēshǎo nàixìng 根気に欠ける。根気がない。
24 需要耐性的工作 xūyào nàixìng de gōngzuò 根気のいる仕事。
25 好胜 hàoshèng 勝気。負けん気。負けず嫌い。
26 她太好胜 tā tài hàoshèng 彼女はすごく勝気です。
27 要强 yàoqiáng 負けず嫌いだ。
28 她很要强 tā hěn yàoqiáng 彼女は負けず嫌いだ。
29 争气 zhēngqì 負けん気でがんばる。意地でがんばる。
30 他的回答太争气 tā de huídá tài zhēngqì 彼の答はとても意地がある。
31 不争气 bù zhēngqì 意気地がない。やる気がない。ふ抜け。
32 不争气的男人 bù zhēngqì de nánrén 意気地なしの男。
33 强硬 qiángyìng 強硬。気が強い。強気。
34 发出强硬声明 fāchū qiángyìng shēngmíng 強い声明を出す。
35 刚强 gāngqiáng 気丈だ。気が強い。強気。
36 刚强的表现 gāngqiáng de biǎoxiàn 気丈な振舞い。
37 坚强 jiānqiáng 意思や組織力が強固。
38 意志坚强的人 yìzhì jiānqiáng de rén 意思の強い人。
39 坚决 jiānjué きっぱりしている。断固。
40 态度坚决 tàidù jiānjué 態度が決まっている。
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41 果断 guǒduàn ためらわず決断する。断固。
42 果断的措施 guǒduàn de cuòshī 断固たる措置。
43 果决 guǒjué 断固としている。
44 办事果决 bànshì guǒjué 断固やる。
45 软弱 ruǎnruò 軟弱。気が弱い。
46 意志软弱的人 yìzhì ruǎnruò de rén 意思の弱い人。
47 脆弱 cuìruò もろい。弱い。
48 感情很脆弱 gǎnqíng hěn cuìruò 感情がもろい。
49 气馁 qìněi 弱気になる。気落ちする。
50 别气馁 bié qìněi 弱気になるな。
51 胆怯 dǎnqiè おじけづく。弱気になる。臆病。
52 克服胆怯 kèfú dǎnqiè 弱気を克服する。
53 怯懦 qiènuò 臆病だ。おどおどする。弱気だ。
54 怯懦的人 qiènuò de rén 臆病な人。
55 顽强 wánqiáng くじけない。粘り強い。
56 顽强的斗争 wánqiáng de dòuzhēng 粘り強い戦い。
57 勇气 yǒngqì 勇気。
58 拿出勇气 náchū yǒngqì 勇気を出す。
59 鼓起勇气 gǔ qǐ yǒngqì 勇気を奮い起こす。
60 有勇气 yǒu yǒngqì 勇気がある。
61 脾气 píqi 性格。気性。かんしゃく。短気。
62 她的脾气很好 tā de píqi hěn hǎo 彼女の気性は良いです。
63 他脾气很大 tā píqi hěn dà 彼はたいへん怒りっぽい。
64 性急 xìngjí せっかちだ。気が早い。
65 他很性急 tā hěn xìngjí 彼はせっかちだ。
66 急性子 jíxìngzi 短気な人。せっかちな人。
67 急性子吃亏 jíxìngzi chīkuī 短気は損気。
68 火性 huǒxìng 怒りっぽい性格。短気。
69 他火性大 tā huǒxìng dà 彼はたいへん怒りっぽい。
70 火性子 huǒxìngzi 怒りっぽい性格。短気。
71 他是火性子 tā shì huǒxìngzi 彼は短期です。
72 急躁 jízào せっかちだ。いらだつ。
73 不急躁地前行吧 bù jízào de qián xíng ba 焦らないでいこう。
74 慢性子 mànxìngzi 気が⻑い。のんびりや。のろま。
75 慢性子的人 mànxìngzi de rén 気が⻑い人。のろまな人。
76 浮躁 fúzào 落ち着きがない。
77 心情浮躁 xīnqíng fúzào 気が多い。気まぐれ。
78 分心 fēnxīn 気をちらす。気を使う。
79 容易分心 róngyì fēnxīn 気が散りやすい。
80 分心劳神 fēnxīn láoshén いろいろなところに気を使う。
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81 随意 suíyì 気まま。
82 随意做 suíyì zuò 気ままにやる。
83 在心 zàixīn 気にする。気にかける。
84 他什么事都很在心 tā shénme shì dōu hěn zàixīn 彼はなんでもよく気が付く。
85 注意到 zhùyì dào 気が付く。
86 没注意到 méi zhùyì dào 気が付かない。
87 发觉 fājué 気づく。感づく。
88 被人发觉 bèi rén fàjué 人に気づかれる。
89 心情 xīnqíng 気持ち。気分。
90 没有心情 méiyǒu xīnqíng 気が乗らない。
91 起劲 qǐjìn 身が入っている。気が乗っている。
92 不起劲 bù qǐjìng 気が乗らない。
93 感兴趣 gǎn xìngqù 興味がある。気を引かれる。
94 我不感兴趣 wǒ bùgǎn xìngqù 気が乗らない。興味ない。
95 活气 huóqì 活気。生気。
96 有活气 yǒu huóqì 活気がある。
97 活力 huólì 活力。活気。元気。
98 感到活力 gǎndào huólì 活気を感じる。
99 生气 shēngqì 生気。元気。活気。腹立つ。怒る。
100 生气勃勃 shēngqì bóbó 元気はつらつ。
101 精神 jīngshen 元気。
102 打起精神来 dǎ qǐ jīngshén lái 元気を出せ。
103 神气 shénqì 元気いっぱい。得意だ。表情。
104 他很神气 tā hěn shénqì 彼は元気いっぱいだ。
105 魄力 pòlì 気迫。
106 有魄力 yǒu pòlì 気迫がある。押しが強い。
107 气魄 qìpò 気迫。迫力。
108 他办事很有气魄 tā bànshì hěn yǒu qìpò 彼がすることには気迫がある。
109 气势 qìshì 意気込み。勢い。
110 气势高涨 qìshì gāozhàng 気勢が揚がる。
111 气力 qìlì 気力と体力。
112 气力衰弱 qìlì shuāiruò 気力が衰える。
113 锐气 ruìqì やる気。鋭気。
114 充满锐气 chōngmǎn ruìqì やる気に満ちる。
115 感觉是那样 gǎnjué shì nàyàng そんな気がする。
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