
No 中国語 ピンイン 日本語

1 执着 zhízhuó 執着(しゅうちゃく)する。固執する。
2 执著 zhízhuó 執着(しゅうちゃく)する。固執する。
3 执着之念 zhízhuó zhī niàn 執着(しゅうちゃく)の念。執念。
4 执着的信念 zhízhuó de xìnniàn 執拗(しつよう)な信念。執念。
5 执着的侦察 zhízhuó de zhēnchá 執拗(しつよう)な犯罪捜査。執念の犯罪捜査。
6 执着地追求 zhízhuó de zhuīqiú 執拗(しつよう)に追及する。
7 他的执着 tā de zhízhuó 彼のしつこさ。
8 我是一个执着的人 wǒ shì yī ge zhízhuó de rén 私は執念深い人間です。
9 因为执着, 所以成功 yīnwèi zhízhuó, suǒyǐ chénggōng しつこいから成功する。
10 不懈 bùxiè 気をぬかない。
11 到底 dàodǐ 最後まで〜する。徹底的に⾏う。ついに。結局のところ。やはり。

12 坚持 jiānchí 堅持する。どうしても〜しつづける。
13 彻底 chèdǐ 徹底的だ。
14 澈底 chèdǐ 徹底的だ。
15 坚持不懈 jiānchí bùxiè たゆまずやり抜く。
16 坚持到底 jiānchí dàodǐ 最後までやり抜く。
17 进⾏到底 jìnxíng dàodǐ 最後までやり抜く。
18 斗争到底 dòuzhēng dàodǐ とことん戦う。戦いぬく。
19 彻底反对 chèdǐ fǎnduì あくまでも反対する。
20 彻底搜查 chèdǐ sōuchá 徹底的に捜索する。
21 固执 gùzhí 固執する。頑固だ。強情だ。
22 固执己⻅ gùzhí jǐjiàn 自分の考えに固執する。
23 固执地坚持 gùzhí de jiānchí かたくなに堅持する。
24 执拗 zhíniù 強情だ。頑固だ。
25 执拗到底 zhíniù dàodǐ 意地を通す。
26 他脾气很执拗 tā píqì hěn zhíniù 彼は気性がしつこい。
27 记仇 jìchóu 恨みを抱く。
28 爱记仇 ài jìchóu 恨みを忘れない。執念深い。
29 不记仇 bù jìchóu 恨みを抱かない。執念深くない。
30 时刻不忘 shíkè bù wàng 少しの間も忘れない。
31 时刻不忘初心 shíkè bù wàng chūxīn 最初の志を片時も忘れない。
32 骨气 qǔqì 不屈の精神。気概。気骨。
33 他很有骨气 tā hěn yǒu gǔqì 彼には根性がある。
34 没骨气 méi gǔqì 意気地なし。根性なし。
35 没有骨气 méiyǒu gǔqì 意気地なし。根性なし。
36 你这个没骨气的 nǐ zhège méi gǔqì de この根性無しめ。
37 毅力 yìlì 粘り強い意志。
38 他很有毅力 tā hěn yǒu yìlì 彼には根性がある。
39 缺乏毅力 quēfá yìlì 根気がたりない。
40 超人的毅力 chāorén de yìlì 超人的な気力。
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41 耐心 nàixīn 辛抱強い。
42 他很有耐心 tā hěn yǒu nàixīn 彼は辛抱強い。
43 耐性 nàixìng 我慢強い性格。
44 具有耐性 jùyǒu nàixìng 根気がある。
45 缺少耐性 quēshǎo nàixìng 根気がたりない。
46 ⻓性 chángxìng 根気。
47 没有⻓性 méiyǒu chángxìng 根気がない。
48 常性 chángxìng 根気。性格。
49 要有常性 yào yǒu cháng xìng 根気が必要だ。
50 韧性 rènxìng 強靭(きょうじん)さ。
51 他很有韧性 tā hěn yǒu rènxìng 彼はねばり強い。
52 黏性 niánxìng 粘り。粘着性。
53 文案创意要有黏性 wén'àn chuàngyì yào yǒu niánxìng 文案の創造には粘りが必要です。
54 韧劲 rènjìn ねばり強さ。頑張り。
55 韧劲儿 rènjìnr ねばり強さ。頑張り。
56 凭韧劲取胜 píng rènjìn qǔshèng ねばり勝ち。
57 顽强 wánqiáng くじけない。ねばり強い。
58 顽强的交涉 wánqiáng de jiāoshè 粘り強い交渉。
59 顽强地抵抗 wánqiáng de dǐkàng 粘り強く抵抗する。
60 顽强的人 wánqiáng de rén しぶとい人。
61 他很顽强 tā hěn wánqiáng かれはタフです。
62 坚强 jiānqiáng 強固だ。揺るぎない。
63 意志坚强 yìzhì jiānqiáng 意志が揺るぎない。
64 坚强的精神 jiānqiáng de jīngshén 強固な精神。
65 他很坚强 tā hěn jiānqiáng かれはタフです。
66 刚强 gāngqiáng 性格や意志が強い。気丈だ。
67 刚强不屈 gāngqiáng bùqū 気丈で屈しない。
68 刚强的意志 gāngqiáng de yìzhì 強靭(きょうじん)な意志。
69 坚韧 jiānrèn ねばり強い。強靭(きょうじん)だ。
70 坚韧的斗志 jiānrèn de dòuzhì 強靭(きょうじん)な闘志。
71 他很坚韧 tā hěn jiānrèn かれはタフです。
72 苦干 kǔgàn ひたむきにする。一心不乱に⾏う。
73 苦干劲儿 kǔgàn jìngr ひたむきにする気力。根気。
74 埋头苦干 máitóu kǔgàn 一心不乱にやる。
75 恒 héng ぐらつかない心。根気。
76 有恒 yǒuhéng 根気がある。
77 恒心 héngxīn ぐらつかない心。根気。
78 有恒心 yǒu héngxīn 根気がある。
79 不屈不挠 bù qū bù náo 何度挫折しても屈服しない。不撓不屈(ふとうふくつ)。
80 百折不挠 bǎi zhé bù náo 何度挫折しても屈服しない。不撓不屈(ふとうふくつ)。
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81 百折不回 bǎi zhé bù huí 何度挫折しても屈服しない。不撓不屈(ふとうふくつ)。
82 不屈不挠的精神 bùqūbùnáo de jīngshén 不屈の精神。
83 百折不挠的人 bǎizhébùnáo de rén ねばり強い人。
84 坚忍不拔 jiān rěn bù bá がまんづよく耐え心を揺るがさない。堅忍不抜(けんにんふばつ)。

85 坚韧不拔 jiān rèn bù bá がまんづよく耐え心を揺るがさない。堅忍不抜(けんにんふばつ)。

86 坚忍不拔的精神 jiānrěnbùbá de jīngshén ねばりとがんばりの精神。
87 硬骨头 yìnggǔtou 気骨のある人。根性のある人。
88 硬骨头精神 yìnggǔtou jīngshén ど根性。
89 根性 gēnxìng もって生まれた性質。本性。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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