
No 中国語 ピンイン 日本語

1 谨慎 jǐnshèn 何事に対しても慎重だ。慎み深い。
2 做事谨慎 zuòshì jǐnshèn することが慎重だ。
3 慎重 shènzhòng 慎重だ。
4 办事慎重 bànshì shènzhòng することが慎重だ。
5 小心 xiǎoxīn 気をつける。
6 做事小心谨慎 zuòshì xiǎoxīn jǐnshèn 注意深く物事を行う。
7 工整 gōngzhěng きちんと整っている。
8 工工整整 gōnggōngzhěngzhěng きちんと整っている。
9 办事工整 bànshì gōngzhěng 仕事が整っている。
10 细致 xìzhì やり方や考え方が緻密だ。丹念だ。
11 工作细致 gōngzuò xìzhì 仕事が丹念だ。
12 精细 jīngxì 緻密(ちみつ)だ。細かく気を配る。
13 做工精细 zuògōng jīngxì 仕立てがていねいだ。
14 细心 xìxīn 注意深い。細かいところまで気がつく。
15 工作细心 gōngzuò xìxīn 仕事が念入りだ。
16 仔细 zǐxì こと細かい。詳細だ。注意深い。
17 子细 zǐxì こと細かい。詳細だ。注意深い。
18 做事子细 zuòshì zǐxì することが入念だ。
19 过细 guòxì 作業などがきめ細かい。
20 工作过细 gōngzuò guòxì 仕事がきめ細かい。
21 详细 xiángxì 詳しい。詳細だ。
22 详详细细 xiángxiángxìxì 詳しい。詳細だ。
23 进行详细调查 jìnxíng xiángxì diàochá 詳細な調査を実施する。
24 详尽 xiángjìn 詳しくて漏れがない。詳細をきわめている。
25 做详尽说明 zuò xiángjìn shuōmíng 漏れのない説明をする。
26 精确 jīngquè きわめて正確だ。
27 精确地测定 jīngquè de cèdìng 精密に測定する。
28 准确 zhǔnquè 結果や効果が正確だ。間違いない。
29 准确地诊断 zhǔnquè de zhěnduàn 正確に診断する。
30 周到 zhōudào 行き届いている。周到だ。
31 服务周到 fúwù zhōudào サービスが行き届いている。
32 周全 zhōuquán 行き届いている。周到だ。人のためになしとげる。
33 准备周全 zhǔnbèi zhōuquán 準備が周到だ。
34 周密 zhōumì 綿密だ。緻密(ちみつ)だ。
35 做事周密 zuòshì zhōumì することがていねいだ。
36 缜密 zhěnmì 緻密(ちみつ)だ。注意深くて精密だ。
37 做事缜密 zuòshì zhěnmì することが注意深い。
38 有礼貌 yǒu lǐmào マナーがある。礼儀正しい。
39 说话很有礼貌 shuōhuà hěn yǒu lǐmào 言葉遣いがていねいだ。
40 很有礼貌的人 hěn yǒu lǐmào de rén 礼儀正しい人。
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41 彬彬有礼 bīnbīn yǒu lǐ 動作やことばづかいが礼儀正しい。
42 态度彬彬有礼 tàidù bīnbīn yǒu lǐ 態度がていねいだ。
43 恭敬 gōngjìng 恭しい(うやうやしい)。礼儀正しい。
44 恭恭敬敬 gōnggōngjìngjìng 恭しい(うやうやしい)。礼儀正しい。
45 恭恭敬敬地打了一个敬礼 gōnggōngjìngjìng de dǎ le yī ge jìnglǐ 恭しく(うやうやしく)敬礼した。
46 恭谨 gōngjǐn 礼儀正しく慎み深い。
47 态度恭谨 tàidù gōngjǐn 態度がていねいだ。
48 谦恭 qiāngōng 謙虚で礼儀正しい。
49 做事谦恭 zuòshì qiāngōng することが謙虚で礼儀正しい。
50 郑重 zhèngzhòng 丁重(ていちょう)だ。
51 郑重其事 zhèng zhòng qí shì 丁寧かつ慎重に事に当たる。
52 郑重回绝 zhèngzhòng huíjué 丁重(ていちょう)に断る。
53 恳切 kěnqiè 親切で細やかな気配りがある。
54 态度恳切 tàidù kěnqiè 態度がていねいだ。
55 诚恳 chéngkěn 誠意がある。心がこもっている。
56 诚诚恳恳 chéngchéngkěnkěn 誠意がある。心がこもっている。
57 态度诚恳 tàidù chéngkěn 態度が誠実である。
58 真诚 zhēnchéng 真心がこもっている。
59 真诚做事 zhēnchéng zuòshì 誠実に物事を行う。
60 认真 rènzhēn まじめだ。本気にする。
61 办事认真 bànshì rènzhēn 仕事ぶりがまじめだ。
62 殷勤 yīnqín 心がこもっている。
63 殷懃 yīnqín 心がこもっている。
64 服务殷勤 fúwù yīnqín サービスが行き届いている。
65 亲切 qīnqiè 心のこもった。熱心な。親密だ。
66 服务亲切 fúwù qīnqiè サービスが行き届いている。
67 精心 jīngxīn 心がこもっている。
68 精心做事 jīngxīn zuòshì ていねいに物事を行う。
69 爱护 àihù 大切に守る。
70 爱护文件 àihù wénjiàn 書類をていねいに扱う。
71 粗略 cūlüè 大まかだ。
72 粗略地处理 cūlüè de chǔlǐ 大まかにしょりする。
73 简略 jiǎnlüè 言葉や文章などが簡略だ。
74 简略地说明 jiǎnlüè de shuōmíng 大まかに説明する。
75 大意 dàyi 不注意だ。
76 大意 dàyì あらすじ。大意。
77 做事大意 zuòshì dàyi することが不注意である。
78 疏忽 shūhu おろそかにする。うかつにする。
79 疏忽大意 shūhu dàyì 注意を怠る。油断する。
80 做事疏忽大意 zuòshì shūhu dàyì することがうかつである。
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81 忽略 hūlüè おろそかにする。
82 工作被忽略了 gōngzuò bèi hūlüè le 仕事がおろそかにされた。
83 粗心 cūxīn 注意が行き届かない。
84 粗心大意 cūxīndàyì そそっかしい。不注意だ。おおざっぱだ。
85 工作粗心 gōngzuò cūxīn 仕事がおおざっぱだ。
86 粗疏 cūshū いいかげんだ。髪などが薄い。線などが荒い。
87 办事粗疏 bànshì cūshū 仕事がいいかげんだ。
88 ⻢⻁ mǎhu いいかげんだ。なおざりだ。
89 ⻢⻢⻁⻁ mǎmǎhūhū いいかげんだ。なおざりだ。まあまあだ。なんとかなっている。

90 办事⻢⻁ bànshì mǎhu 仕事がいいかげんだ。
91 草率 cǎoshuài いいかげんだ。
92 草草率率 cǎocǎoshuàishuài いいかげんだ。
93 草率从事 cǎoshuài cóngshì いいかげんに仕事をする。
94 潦草 liáocǎo やり方がおおざっぱだ。いいかげんだ。文字が整っていない。

95 潦潦草草 liáoliáocǎocǎo やり方がおおざっぱだ。いいかげんだ。文字が整っていない。

96 工作潦草 gōngzuò liáocǎo 仕事がいいかげんだ。
97 粗率 cūshuài 仕事のやり方がずさんだ。
98 办事粗率 bànshì cūshuài 仕事がずさんだ。
99 粗略 cūlüè 大まかだ。
100 做事粗略 zuòshì cūlüè することが大まかだ。
101 大略 dàlüè 大まかに。あらまし。概略。遠大な計略。
102 大略地说明 dàlüè de shuōmíng 大まかに説明する。
103 轻率 qīngshuài 軽率だ。軽はずみだ。
104 办事轻率 bànshì qīngshuài 軽率に事を処理する。
105 粗暴 cūbào 性格や態度が乱暴でいいかげんだ。
106 粗暴地对待 cūbào de duìdài ぞんざいに応対する。
107 虚伪 xūwěi 誠実でない。見せかけの。
108 做事虚伪 zuòshì xūwèi することが見せかけだ。
109 粗枝大叶 cūzhīdàyè やり方がいいかげんだ。
110 工作做得粗枝大叶 gōngzuò zuò de cūzhīdàyè 仕事がおおざっぱだ。
111 大大咧咧 dàdaliēliē おおざっぱだ。
112 办事大大咧咧 bànshì dàdaliēliě 仕事がおおざっぱだ。
113 笼统 lǒngtǒng 具体的でない。細部があいまいだ。
114 笼笼统统 lǒnglongtǒngtǒng 具体的でない。細部があいまいだ。
115 说话笼统 shuōhuà lǒngtǒng 話しがおおざっぱだ。
116 粗糙 cūcāo 仕事や表現が雑だ。ざらざらしている。
117 做事很粗糙 zuòshì hěn cūcāo することがとても雑だ。
118 毛糙 máocao いいかげんだ。雑だ。
119 毛毛糙糙 máomáocāocāo いいかげんだ。雑だ。
120 毛糙的做工 máocao de zuògōng 雑な仕事。
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121 毛躁 máozao せっかちでそそっかしい。短気だ。
122 毛毛躁躁 máomáozàozào せっかちでそそっかしい。短気だ。
123 做事有些毛躁 zuòshì yǒuxiē máozao することが少しそそっかしい。
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