
No 中国語 ピンイン 日本語

1 鼓起勇气 gǔ qǐ yǒngqì 勇気を出す。思い切る。
2 奋勇 fènyǒng 勇気を奮い起こす。
3 狠 hěn 決然として。断固として。ひどく。残忍だ。感情をおさえて〜する。

4 狠心 hěnxīn 決心する。残忍だ。
5 下决心 xià juéxīn 決心する。
6 狠下决心 hěn xià juéxīn 決心を固める。
7 发狠 fāhěn 意を決する。思い切る。むきになる。かっとなる。
8 干脆 gāncuì いっそのこと。思い切って。思い切りがよい。きっぱりしている。

9 索性 suǒxìng いっそのこと。思い切って。
10 大胆 dàdǎn 大胆だ。
11 毅然 yìrán 毅然(きぜん)としている。
12 决然 juérán 決然と。かならず〜だ。
13 毅然决然 yìrán juérán 少しもためらわず毅然(きぜん)としている。
14 断然 duànrán 断固としている。きっぱりした。断じて〜だ。
15 果断 guǒduàn 断固としている。
16 果决 guǒjué 断固としている。決定的である。
17 斩钉截铁 zhǎn dīng jié tiě 決断力があって言動がきっぱりしている。
18 直截了当 zhíjié liǎodàng 単刀直入である。
19 一咬牙 yī yǎoyá ひと思いに。⻭を⾷いしばって。思い切って。
20 想开 xiǎngkāi 達観する。くよくよしない。
21 想通 xiǎngtōng よく考えた末に納得する。合点する。
22 鼓起勇气坦白了 gǔ qǐ yǒngqì tǎnbái le 思い切って告白した。
23 鼓起勇气向她求婚 gǔ qǐ yǒngqì xiàng tā qiúhūn 思い切って彼女にプロポーズする。
24 我鼓起勇气去医院了 wǒ gǔ qǐ yǒngqì qù yīyuàn le 私は思い切って病院に行った。
25 在黑夜中奋勇前行 zài hēiyè zhōng fènyǒng qiánxíng 闇夜の中、勇気を出して前に進む。
26 心一狠就买了 xīn yī hěn jiù mǎi le 思い切って買った。
27 他一狠心说出了不同的意⻅ tā yī hěnxīn shuō chū le bùtóng de yìjiàn 彼は思い切って違う意見を言った。
28 狠了心把头发剪短了 hěn le xīn bǎ tóufa jiǎn duǎn le 思い切って髪の毛を短く切った。
29 我狠下心做了一个决定 wǒ hěn xià xīn zuò le yī ge juédìng 私は心を決め一つの決定を行った。
30 我下决心戒酒了 wǒ xià juéxīn jièjiǔ le 私は思い切って禁酒した。
31 终于狠下决心开始戒烟 zhōngyú hěn xià juéxīn kāishǐ jièyān ついに決心を固め禁煙を始める。
32 他一发狠把烟酒都戒了 tā yī fāhěn bǎ yān jiǔ dōu jiè le 彼は思い切ってたばこと酒をやめた。
33 他很干脆 tā hěn gāncuì 彼は思い切りがいい。彼はきっぱりしている。
34 干脆不吃早餐 gāncuì bù chī zǎocān いっそのこと朝⾷は⾷べない。
35 索性我就全说了 suǒxìng wǒ jiù quán shuō le 思い切って私は全てを話した。
36 我索性给她一百万日元 wǒ suǒxìng gěi tā yībǎiwàn rìyuán 私は思い切って彼女に１００万円あげた。
37 大胆地干 dàdǎn de gàn 大胆にやる。思い切ってやる。
38 大胆地试 dàdǎn de shì 大胆に試す。
39 大胆地说 dàdǎn de shuō 思い切って言う。
40 我毅然决然地选择离开 wǒ yìrán juérán de xuǎnzé líkāi 私は思い切って離れることを選びます。
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41 断然措施 duànrán cuòshī 断固たる処置。思い切った処置。
42 果断的处理 guǒduàn de chǔlǐ 断固とした処置。思い切った処置。
43 果决的行动 guǒjué de xíngdòng 断固とした行動。思い切った行動。
44 斩钉截铁地说 zhǎndīngjiétiě de shuō きっぱり言い切る。思い切って言う。
45 直截了当地提问 zhíjié liǎodàng de tíwèn ずばり質問する。思い切った質問をする。
46 一咬牙就买了 yī yǎoyá jiù mǎi le 思い切って買った。
47 一咬牙跳了进去 yī yǎoyá tiào le jìnqù 思い切って飛び込んだ。
48 想开了吗? xiǎngkāi le ma 思い切りがつきましたか。
49 想通了吗? xiǎngtōng le ma 思い切りがつきましたか。
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