
No 中国語 ピンイン 日本語

1 坚强 jiānqiáng 立場や意思が揺るぎない。強固にする。
2 坚强些 jiānqiáng xiē しっかりしろ。
3 要坚强些 yào jiānqiáng xiē しっかりして。
4 性格坚强 xìnggé jiānqiáng 性格がしっかりしている。
5 刚强 gāngqiáng 性格や意思が強い。気丈だ。
6 性格刚强 xìnggé gāngqiáng 性格がしっかりしている。性格がきつい。
7 坚决 jiānjué 主張や態度がきっぱりしている。
8 坚决主张 jiānjué zhǔzhāng しっかり主張する。言い張る。
9 坚实 jiānshí 堅実だ。丈夫だ。
10 坚实的基础 jiānshí de jīchǔ しっかりした基盤。
11 巩固 gǒnggù 揺るぎない。強固だ。強固にする。
12 巩固的基础 gǒnggù de jīchǔ しっかりした基盤。
13 坚固 jiāngù 堅固(けんご)だ。丈夫だ。揺るぎないものにする。
14 坚固的地基 jiāngù de dìjī しっかりした土台。
15 坚固耐用 jiāngù nàiyòng しっかり⻑持ちする。
16 牢固 láogù 堅固(けんご)だ。しっかりしている。
17 牢固的基础 láogù de jīchǔ しっかりした基盤。
18 强固 qiánggù 強くてしっかりした。堅固(けんご)だ。
19 强固的基础 qiánggù de jīchǔ しっかりした基盤。
20 结实 jiēshi 物がしっかりしている。体が丈夫だ。
21 结实 jiēshí 植物が実をつける。
22 结结实实 jiējieshīshī 物がしっかりしている。体が丈夫だ。
23 身体结实 shēntǐ jiēshi 身体がしっかりしている。
24 包得很结实 bāo de hěn jiēshi しっかり包んである。
25 这把椅子很结实 zhè bǎ yǐzi hěn jiēshi この椅子はしっかりしている。
26 坚定 jiāndìng 立場や意思が揺るぎない。揺るぎないものにする。
27 立场坚定 lìchǎng jiāndìng 立場がしっかりしている。
28 可靠 kěkào 信頼できる。頼りがいがある。確かだ。
29 可靠的保证 kěkào de bǎozhèng しっかりした保証。
30 人品可靠 rénpǐn kěkào 人物がしっかりしている。
31 能干可靠的人 nénggàn kěkào de rén しっかり者。
32 扎实 zhāshi 丈夫だ。健康だ。手堅い。着実だ。
33 身体扎实 shēntǐ zhāshi 身体がしっかりしている。
34 基础扎实 jīchǔ zhāshi 基礎がしっかりしている。
35 捆得很扎实 kǔn de hěn zhāshi しっかりと縛ってある。
36 牢靠 láokao 物が丈夫だ。仕事が確かだ。
37 牢牢靠靠 láolaokāokāo 物が丈夫だ。仕事が確かだ。
38 牢牢靠靠儿 láolaokāokāor 物が丈夫だ。仕事が確かだ。
39 办事牢靠 bànshì láokao やることがしっかりしている。仕事が確か。
40 牢靠的基础 láokao de jīchǔ しっかりした基盤。
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41 好好儿 hǎohāor 十分に。よく。よい。
42 好好儿抓住 hǎohāor zhuāzhù しっかり掴(つか)まる。
43 好好儿看 hǎohāor kàn しっかり見る。よく見る。
44 充足 chōngzú 十分足りている。
45 获得充足的睡眠 huòdé chōngzú de shuìmián しっかり睡眠をとる。
46 用力 yònglì 力を⼊れる。力を⼊れて〜する。
47 用力按 yònglì àn しっかり押さえる。
48 紧紧 jǐnjǐn 固くしまっている。しっかり固定している。はりつめている。

49 紧紧握住 jǐnjǐn wòzhù しっかり握りしめる。
50 门关得紧紧的 mén guān de jǐnjǐn de ドアがしっかり閉まっている。
51 门紧紧地关着 mén jǐnjǐn de guān zhe ドアはしっかり閉まっている。
52 牢牢 láoláo しっかりと。
53 牢牢记住 láoláo jìzhù しっかりと覚える。
54 牢牢地绑住 láoláo de bǎngzhù しっかりとしばる。
55 健壮 jiànzhuàng 健康でたくましい。
56 腰腿健壮 yāotuǐ jiànzhuàng 足腰がしっかりしている。
57 强健 qiángjiàn 壮健だ。
58 身体强健 shēntǐ qiángjiàn 身体がしっかりしている。
59 强壮 qiángzhuàng 身体が丈夫で元気だ。身体を丈夫にする。
60 身体强壮 shēntǐ qiángzhuàng 身体がしっかりしている。
61 矫健 jiǎojiàn たくましくて力強い。
62 矫健地步伐 jiǎojiàn de bùfá しっかりした足取り。
63 稳健 wěnjiàn 穏やかで力強い。落ち着いている。慎重だ。
64 脚步稳健 jiǎobù wěnjiàn 足がしっかりしている。
65 他这个人很稳健 tā zhège rén hěn wěnjiàn 彼という人はしっかりしている。
66 稳重 wěnzhòng 言動が落ち着いている。浮つきがない。
67 稳稳重重 wěnwenzhòngzhòng 言動が落ち着いている。浮つきがない。
68 那孩子很稳重 nà háizi hěn wěnzhòng あの子供はしっかりしている。
69 沉稳 chénwěn 落ち着いている。沈着だ。安らかだ。
70 她很沉稳 tā hěn chénwěn 彼女はしっかり落ち着いている。
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