
No 中国語 ピンイン 日本語

1 工作 gōngzuò 仕事をする。働く。職。業務。
2 劳动 láodòng 労働。勤労。労働する。
3 劳动 láodong わずらわす。面倒をかける。
4 勤劳 qínláo 勤勉だ。
5 勤奋 qínfèn 勤勉だ。
6 辛勤 xīnqín 仕事に懸命だ。仕事に精力的だ。
7 劳动者 láodòngzhě 労働者。勤労者。
8 勤劳的人 qínláo de rén 働き者。
9 劳动能手 láodòng néngshǒu 働き者。
10 能干 nénggàn 仕事ができる。
11 能干的人 nénggàn de rén やり手。働き者。
12 精干 jīnggàn 頭が切れて仕事がよくできる。
13 精干的工人 jīnggàn de gōngrén 腕ききの労働者。
14 精悍 jīnghàn 頭が切れて仕事がよくできる。文章が簡潔で鋭い。
15 这个⻘年很精悍 zhège qīngnián hěn jīnghàn この⻘年はなかなかやり手だ。
16 勤快 qínkuai 仕事がまめだ。
17 他很勤快 tā hěn qínkuài 彼はよく働く。
18 他做事勤快 tā zuòshì qínkuài 彼はすることがまめだ。
19 手脚勤快 shǒujiǎo qínkuài まめに仕事をこなす。
20 认真 rènzhēn まじめだ。本気にする。
21 认真工作 rènzhēn gōngzuò まじめに働く。
22 办事认真 bànshì rènzhēn 仕事ぶりがまじめだ。
23 诚实认真的人 chéngshí rènzhēn de rén 誠実でまじめな人。
24 他工作很认真 tā gōngzuò hěn rènzhēn 彼は仕事にまじめだ。
25 我是认真的 wǒ shì rènzhēn de 私は真剣です。私は本気です。
26 正经 zhèngjing まじめだ。正当だ。
27 正正经经 zhèngzhengjīngjīng まじめだ。
28 正经人 zhèngjing rén まじめな人。
29 他很正经 tā hěn zhèngjing 彼はまじめだ。
30 老实 lǎoshi まじめだ。誠実だ。行儀がいい。バカ正直だ。正直に。
31 老老实实 lǎolǎoshíshi まじめだ。誠実だ。行儀がいい。
32 老实人 lǎoshi rén まじめな人。
33 他很老实 tā hěn lǎoshi 彼はまじめだ。
34 塌实 tāshi することが着実だ。落ち着いている。
35 踏实 tāshi することが着実だ。落ち着いている。
36 办事很塌实 bànshì hěn tāshi 着実に仕事をこなす。
37 实干 shígàn 着実に事にあたる。
38 实干家 shígàn jiā 着実に仕事をこなす人。
39 一丝不苟 yīsībùgǒu 少しもいいかげんにしない。几帳面。
40 做事一丝不苟 zuòshì yīsībùgǒu することが几帳面。
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41 规矩 guīju きちんとしている。行儀がよい。決まりや習慣。
42 规规矩矩 guīguijūjū きちんとしている。行儀がよい。几帳面。
43 他总是规规矩矩地做 tā zǒngshì guīguijūjū de zuò 彼はいつも几帳面にやる。
44 靠得住 kàodezhù 頼りになる。
45 靠不住 kàobuzhù あてにならない。
46 办事靠得住 bànshì kàodézhù することが信頼できる。
47 办事靠不住 bànshì kàobuzhù することがあてにならない。
48 可靠 kěkào 信頼できる。頼りがいがある。信用できる。
49 可靠的人 kěkào de rén 頼りになる人。
50 能干可靠的人 nénggàn kěkào de rén しっかり者。
51 依靠 yīkào 頼りになる人やモノ。頼りにする。
52 依靠的人 yīkào de rén 頼りにする人。
53 倚靠 yīkào 依存する。あてにする。よりかかる。
54 不依靠别人帮助 bù yīkào biérén bāngzhù 他人の助けに依存しない。
55 牢靠 láokao 仕事が確かだ。頑丈だ。
56 牢牢靠靠 láolaokàokào 仕事が確かだ。頑丈だ。
57 办事牢靠 bànshì láokao することが手堅い。
58 把稳 bǎwěn 仕事がしっかりしている。しっかりとつかむ。
59 办事很把稳 bànshì hěn bǎwěn することがしっかりしている。
60 稳健 wěnjiàn 落ち着いている。穏やかで力強い。
61 办事很稳健 bànshì hěn wěnjiàn することがしっかりしている。
62 稳重 wěnzhòng おだやかで落ち着いている。
63 稳稳重重 wěnwenzhòngzhòng おだやかで落ち着いている。
64 做事很稳重 zuòshì hěn wěnzhòng することがしっかりしている。
65 老练 lǎoliàn 老練だ。手慣れている。
66 办事很老练 bànshì hěn lǎoliàn することが手慣れている。
67 勤恳 qínkěn 勤勉でまじめだ。
68 勤勤恳恳 qínqínkěnkěn 勤勉でまじめだ。
69 办事很勤恳 bànshì hěn qínkěn することがまじめだ。
70 他工作勤勤恳恳 tā gōngzuò qínqínkěnkěn 彼は仕事が勤勉でまじめである。
71 干净利落 gānjìng lìluo 小気味よい。てきぱきしている。
72 办事干净利落 bànshì gānjìng lìluo することがてきぱきしている。
73 脚踏实地的努力 jiǎotàshídì de nǔlì 堅実な努力。
74 努力工作 nǔlì gōngzuò 仕事をがんばる。
75 他工作很努力 tā gōngzuò hěn nǔlì 彼は仕事に熱心である。
76 他确实工作快 tā quèshí gōngzuò kuài 彼は実に仕事が早い。
77 他干活麻利 tā gànhuó máli 彼は仕事をするのが手早い。
78 工作很顺利 gōngzuò hěn shùnlì 仕事が順調です。
79 工作顺利进展 gōngzuò shùnlì jìnzhǎn 仕事がうまくいく。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

働き者の言葉   2/2

2


