
No 中国語 ピンイン 日本語

1 急忙 jímáng 急いでいて忙しい。
2 急急忙忙 jíjimángmáng 急いでいて忙しい。
3 急忙地收拾 jímáng de shōushi さっさと片付ける。
4 急忙地吃饭 jímáng de chīfàn さっさと食事する。
5 急忙地走开 jímáng de zǒu kāi さっさと立ち去る。
6 赶紧 gǎnjǐn 急いで。時機を逃さずに。すぐに。
7 赶紧干吧 gǎnjǐn gàn ba さっさとやって。
8 赶紧给我干啊 gǎnjǐn gěi wǒ gàn a さっさとやってくれよ。
9 我赶紧收拾东⻄ wǒ gǎnjǐn shōushi dōngxi 私はさっさと物を片付ける。
10 赶忙 gǎnmáng 急いで。あわてて。
11 我赶忙回到办公室 wǒ gǎnmáng huí dào bàngōngshì 私は急いで事務室に戻る。
12 连忙 liánmáng 急いで。あわてて。
13 他连忙道歉 tā liánmáng dàoqiàn 彼は急いでお詫びする。
14 迅速 xùnsù ただちに。すぐに。迅速だ。
15 迅速闪身 xùnsù shǎnshēn さっと身をかわす。
16 动作迅速 dòngzuò xùnsù 動作がすばやい。
17 迅速处理 xùnsù chǔlǐ 迅速に処理する。さっさと処理する。
18 快速 kuàisù 速度が速い。迅速だ。
19 快速处理 kuàisù chǔlǐ 迅速に処理する。さっさと処理する。
20 ⻢上 mǎshàng ただちに。すぐに。
21 ⻢上承认 mǎshàng chéngrèn すんなり認める。
22 ⻢上就卖光了 mǎshàng jiù mài guāng le さっさと売り切れた。
23 立即 lìjí ただちに。即刻。
24 立即处理 lìjí chǔlǐ ただちに処理する。
25 立即搬走 lìjí bān zǒu さっさと立ち退く。
26 立刻 lìkè ただちに。即刻。
27 立刻道歉 lìkè dàoqiàn ただちに詫びる。
28 下班后立刻就回家 xiàbān hòu lìkè jiù huí jiā 仕事が終わったらさっさと家に帰る。
29 快 kuài 急ぐ。速度が速い。もうすぐ。刃物がよく切れる。
30 快点 kuài diǎn 早くして。さっさとしろ。
31 你快点儿吧 nǐ kuài diǎnr ba 早くして。さっさとしろ。
32 快吃吧 kuài chī ba さっさと食べて。
33 快走吧 kuài zǒu ba さっさと行って。さっさと行こう。
34 快滚开! kuài gǔnkāi さっさとうせろ。
35 赶快 gǎnkuài 手早く。急いで。
36 赶快干 gǎnkuài gàn さっさとやれ。
37 赶快完成工作 gǎnkuài wánchéng gōngzuò さっさと仕事を片付ける。
38 赶快做完吧 gǎnkuài zuò wán ba さっさとやってしまえ。
39 赶快走吧 gǎnkuài zǒu ba さっさと行って。さっさと行こう。
40 赶快滚开! gǎnkuài gǔnkāi さっさとうせろ。
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41 痛快 tòngkuài きっぱりしている。さわやかだ。痛快だ。
42 痛痛快快 tòngtòngkuàikuài きっぱりしている。さわやかだ。痛快だ。
43 办事痛快 bànshì tòngkuài することがてきぱきしている。
44 痛快点 tòngkuài diǎn てきぱきやれ。
45 干脆 gāncuì てきぱきしている。あっさりと。いっそのこと。
46 干干脆脆 gāngancuìcuì てきぱきしている。あっさりと。いっそのこと。
47 办事干脆 bànshì gāncuì することがてきぱきしている。
48 干脆点 gāncuì diǎn てきぱきやれ。
49 利落 lìluo 言葉や動作が素早い。きちんとしている。気がかりがない。
50 利利落落 lìliluòluò 言葉や動作が素早い。
51 利利落落儿 lìliluōluōr 言葉や動作が素早い。
52 干脆利落 gāncuì lìluo はきはきてきぱきしている。
53 干净利落 gānjìng lìluo 小気味よい。てきぱきしている。
54 干得利落 gàn de lìluo することがてきぱきしている。
55 说话利落 shuōhuà lìluo 話がはきはきしている。
56 利索 lìsuo 動作が活発だ。きびきびしている。
57 利利索索 lìlisuǒsuǒ 動作が活発だ。きびきびしている。
58 利利索索儿 lìlisuōsuōr 動作が活発だ。きびきびしている。
59 干脆利索 gāncuì lìsuo はきはきてきぱきしている。
60 干净利索 gānjìng lìsuo 小気味よい。てきぱきしている。
61 手脚利索 shǒujiǎo lìsuo 動作がきびきびしている。
62 办事干脆利索 bànshì gāncuì lìsuo することがてきぱきしている。
63 爽快 shuǎngkuai 性格や言動が素直だ。単刀直入だ。心身が爽快だ。
64 爽爽快快 shuǎngshuǎngkuàikuài 性格や言動が素直だ。単刀直入だ。
65 办事爽快 bànshì shuǎngkuài することがてきぱきしている。
66 爽利 shuǎnglì てきぱきしている。
67 爽爽利利 shuǎngshuǎnglìlì てきぱきしている。
68 办事爽利 bànshì shuǎnglì することがてきぱきしている。
69 逃之夭夭 táo zhī yāo yāo さっさと逃げる。行方をくらます。
70 他逃之夭夭 tā táozhīyāoyāo 彼はさっさと逃げる。
71 麻利 máli 素早い。手早い。急ぐ。
72 干活儿麻利 gànhuór máli 仕事が手早い。
73 手脚麻利 shǒujiǎo máli 動作がきびきびしている。
74 敏捷 mǐnjié 動作などが速い。機敏だ。
75 动作敏捷 dòngzuò mǐnjié 動作が機敏だ。
76 灵活 línghuó 機敏だ。すばしこい。対応が柔軟だ。
77 手脚灵活 shǒujiǎo línghuó 動作が機敏だ。
78 嘁哩喀喳 qīlikāchā 動作や話し方がきびきびしているようす。てきぱき。
79 嘁哩喀嚓 qīlikāchā 動作や話し方がきびきびしているようす。てきぱき。
80 做事要嘁哩喀喳 zuòshì yào qīlikāchā 仕事はてきぱきとやらなければならない。

さっさと、てきぱき、きびきび   2/3

2



No 中国語 ピンイン 日本語

81 三下五除二 sān xià wǔ chú èr 物事をてきぱきこなす。手早く処理する。
82 他三下五除二就能整理好 tā sānxiàwǔchú'èr jiù néng zhěnglǐ hǎo 彼は手早く整理することができます。
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