
No 中国語 ピンイン 日本語

1 孜孜不倦 zīzī bù juàn たゆまず努力する。
2 坚持不懈 jiānchí bùxiè たゆまず頑張り抜く。
3 埋头 máitóu 没頭する。専念する。
4 勤勉 qínmiǎn 勤勉だ。
5 勤恳 qínkěn 勤勉でまじめだ。
6 勤勤恳恳 qínqínkěnkěn 勤勉でまじめだ。
7 勤劳 qínláo 勤勉で苦労をいとうことがない。
8 勤奋 qínfèn 勤勉だ。努力を怠らない。
9 辛勤 xīnqín 精を出している。懸命だ。
10 正经 zhèngjing まじめだ。正当だ。正規の。本当に。
11 正正经经 zhèngzhengjīngjīng まじめだ。
12 实在 shízai 手堅い。着実だ。手抜きがない。まじめだ。
13 实在 shízài うそ偽りがない。本当だ。確かに。実際は。
14 实实在在 shíshízàizài うそ偽りがない。ありのまま。
15 塌实 tāshi 仕事や学習が着実だ。気持ちが落ち着いている。
16 塌塌实实 tātāshīshī 仕事や学習が着実だ。気持ちが落ち着いている。
17 踏实 tāshi 仕事や学習が着実だ。気持ちが落ち着いている。
18 踏踏实实 tātāshīshī 仕事や学習が着実だ。気持ちが落ち着いている。
19 扎实 zhāshi 手堅い。着実だ。丈夫だ。健康だ。
20 扎扎实实 zhāzhashīshī 手堅い。着実だ。丈夫だ。健康だ。
21 脚踏实地 jiǎo tà shídì 行いや態度が落ち着いてしっかりしている。
22 一一 yīyī 一つ一つ。
23 一个一个 yī ge yī ge 一つ一つ。
24 逐个 zhúgè 一つ一つ。逐一。
25 逐个儿 zhúgèr 一つ一つ。逐一。
26 逐一 zhúyī 一つずつ。
27 他孜孜不倦地工作 tā zīzībùjuàn de gōngzuò 彼はこつこつ仕事する。
28 孜孜不倦地学习 zīzībùjuàn de xuéxí こつこつと勉強する。
29 孜孜不倦地努力 zīzībùjuàn de nǔlì こつこつと努力する。
30 坚持不懈地努力 jiānchí bùxiè de nǔlì こつこつと努力する。
31 埋头研究 máitóu yánjiū 研究に打ち込む。
32 埋头苦干 máitóu kǔ gàn 一心不乱にやる。懸命に取り組む。
33 埋头于学习 máitóu yú xuéxí 勉強漬け。
34 工作勤勉 gōngzuò qínmiǎn 仕事が勤勉。
35 勤勉学习 qínmiǎn xuéxí 勉学に励む。
36 他非常勤勉 tā fēicháng qínmiǎn 彼はたいへん勤勉です。
37 勤勤恳恳地工作 qínqínkěnkěn de gōngzuò 地道に働く。
38 勤劳地服务 qínláo de fúwù 勤勉に勤める。
39 勤奋学习 qínfèn xuéxí 勉学に励む。
40 勤奋地工作 qínfèn de gōngzuò 勤勉に仕事する。
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41 辛勤劳动 xīnqín láodòng 仕事に精を出す。苦労して労働する。
42 这个人很正经 zhège rén hěn zhèngjing この人はとてもまじめだ。
43 正经的做法 zhèngjing de zuòfǎ まっとうなやり方。
44 正经的工作 zhèngjing de gōngzuò ちゃんとした仕事。
45 做什么都是正正经经的 zuò shénme dōu shì zhèngzhengjīngjīng de 何をするにしてもまじめだ。
46 工作做得很实在 gōngzuò zuò de hěn shízai 仕事が確かです。
47 实实在在地过日子 shíshízàizài de guòrìzi まじめに暮らす。
48 办得很塌实 bàn de hěn tāshi 着実にこなす。
49 塌塌实实地学习 tātāshīshī de xuéxí こつこつと勉強する。
50 做踏实的生意 zuò tàshi de shēngyì 手堅い商売をする。
51 他工作很踏实 tā gōngzuò hěn tàshi 彼の仕事は着実だ。
52 踏实的研究 tàshi de yánjiū 地道な研究。
53 踏踏实实地稳步前进 tātāshīshī de wěnbù qiánjìn 着実に前進する。
54 扎扎实实地做 zhāzhashīshī de zuò 着実にやる。
55 扎扎实实地学 zhāzhashīshī de xué 着実に学ぶ。
56 一步一步脚踏实地地往前走 yībù yībù jiǎotàshídì de wǎng qián zǒu 一歩一歩着実に前進する。
57 脚踏实地地学习 jiǎotàshídì de xuéxí こつこつ勉強する。
58 一一解释 yīyī jiěshì 一つ一つ説明する。
59 问题要一个一个解决 wèntí yào yīge yīge jiějué 問題は一つずつ解決すべき。
60 逐个处理 zhúgè chǔlǐ 一つずつ処理する。
61 逐一说明 zhúyī shuōmíng 一つ一つ説明する。
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