
No 中国語 ピンイン 日本語

1 毅然 yìrán 毅然(きぜん)としている。
2 毅然进行 yìrán jìnxíng 意を決して実行する。決行する。
3 毅然进入 yìrán jìnrù 意を決して入る。突入する。
4 他毅然辞职 tā yìrán cízhí 彼はためらうことなく辞職する。
5 她毅然站在抗疫前线 tā yìrán zhàn zài kàngyì qiánxiàn 彼女は毅然(きぜん)と感染症との闘いの前線に立つ。
6 决然 juérán 決然と。かならず〜だ。
7 他决然回绝了 tā juérán huíjué le 彼は決然と申し出を拒否した。
8 毅然决然 yìrán juérán 少しもためらわず毅然としている。断固として。
9 他毅然决然地坚持己⻅ tā yìrán juérán de jiānchí jǐjiàn 彼は断固として自分の意見を通す。
10 坚决 jiānjué 主張や態度などがきっぱりしている。
11 坚决表示 jiānjué biǎoshì きっぱりと示す。
12 坚决反对 jiānjué fǎnduì 断固反対する。
13 他的态度很坚决 tā de tàidù hěn jiānjué 彼の態度はゆるぎない。
14 坚定 jiāndìng 立場や主張が確固(かっこ)として揺るがない。揺るぎないものにする。

15 意志坚定 yìzhì jiāndìng 意思が固い。
16 坚定的意志 jiāndìng de yìzhì 確固(かっこ)たる意思。固い意思。
17 坚定不移 jiān dìng bù yí 確固(かっこ)として揺るがない。
18 坚定不移的信念 jiāndìngbùyí de xìnniàn 揺るぎない信念。
19 一口 yīkǒu 断固たる口ぶりで。きっぱりと。ことばの発音が生粋の。
20 咬定 yǎodìng 言い切る。断言する。
21 一口咬定 yīkǒu yǎodìng 断固として言い張る。きっぱり言いきる。
22 一口咬定不知道 yīkǒu yǎodìng bù zhīdào 知らないと言い通す。
23 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。
24 斩钉截铁地说 zhǎndīngjiétiě de shuō きっぱり言いきる。
25 断然 duànrán 断固としている。きっぱりした。絶対に〜だ。断じて〜だ。
26 断然发誓 duànrán fāshì 断じて誓う。
27 采取断然措置 cǎiqǔ duànrán cuòzhì 断固たる措置を取る。
28 断乎 duànhū 絶対に〜だ。断じて〜だ。
29 断乎不可 duànhū bùkě 断じてだめだ。
30 断乎不能 duànhū bùnéng 絶対に不可能である。
31 断断 duànduàn 絶対に。決して。
32 断断不允许 duànduàn bù yǔnxǔ 決して許可しない。
33 断断不能同意 duànduàn bùnéng tóngyì 絶対に同意できない。
34 断断续续 duànduànxùxù 断続的だ。とぎれとぎれだ。
35 果断 guǒduàn ためらわず決断するようす。
36 果断的人 guǒduàn de rén 思い切って物事を行なう人。果断な人。
37 英明果断 yīngmíng guǒduàn 賢明で決断力がある。
38 他果断地做了决断 tā guǒduàn de zuò le juéduàn 彼は思い切った決断をした。
39 我的新老板很果断 wǒ de xīn lǎobǎn hěn guǒduàn 私の新しいボスは果断だ。
40 采取果断的措施 cǎiqǔ guǒduàn de cuòshī 断固たる措置を取る。
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41 果决 guǒjué 断固としている。
42 他果决地声明 tā guǒjué de shēngmíng 彼は断固として声明する。
43 行动很快很果决 xíngdòng hěn kuài hěn guǒjué 行動が速くて思い切りがいい。
44 矢口 shǐkǒu 口に誓って。断固として。きっぱり言い切って。
45 矢口否认 shǐ kǒu fǒu rèn がんとして認めない。
46 矢口抵赖 shǐ kǒu dǐ lài なんとしても認めない。徹底的にしらをきる。
47 矢口不移 shǐ kǒu bù yí 言ったことは変えない。言ったことを固く守る。
48 一刀两断 yī dāo liǎng duàn 一刀両断。きっぱりと関係を絶つ。
49 跟他一刀两断了 gēn tā yīdāoliǎngduàn le 彼とはきっぱりと縁が切れた。彼を断ち切った。
50 干脆 gāncuì あっさりと。いっそのこと。てきぱきしている。すっきりしている。

51 干干脆脆 gāngancuìcuì てきぱきしている。すっきりしている。
52 干脆断念头 gāncuì duàn niàntou きっぱりと考えを断つ。すっぱり諦める。
53 干脆利落 gāncuì lìluo 行為や言葉などがはきはきてきぱきしている。
54 说话干脆利落 shuōhuà gāncuì lìluo 話し方がはきはきしている。
55 清楚 qīngchu はっきりしている。明白だ。明晰(めいせき)だ。理解する。
56 清清楚楚 qīngqingchǔchǔ はっきりしている。明白だ。
57 她说话十分清楚 tā shuōhuà shífēn qīngchu 彼女の話はとてもはっきりしている。
58 明确 míngquè 明確だ。明確にする。
59 明确表白 míngquè biǎobái はっきりと人に説明する。
60 明确表态 míngquè biǎotài はっきりとした立場を表明する。
61 明确态度 míngquè tàidù 態度を明確にする。
62 明确目的 míngquè mùdì 目的をはっきりさせる。
63 目的很明确 mùdì hěn míngquè 目的がはっきりしている。
64 分明 fēnmíng はっきりしている。明らかに。
65 黑白分明 hēibái fēnmíng ⿊白がはっきりしている。
66 是非分明 shìfēi fènmíng 是非が明らかである。
67 优柔寡断 yōu róu guǎ duàn 優柔不断だ。
68 他是个优柔寡断的人 tā shì ge yōuróuguǎduàn de rén 彼は優柔不断な人です。
69 优柔寡断的性格 yōuróuguǎduàn de xìnggé 優柔不断な性格。
70 三心二意 sān xīn èr yì 優柔不断で考えが定まらない。気持ちが集中しない。
71 三心两意 sān xīn liǎng yì 優柔不断で考えが定まらない。気持ちが集中しない。
72 他三心二意, 朝秦暮楚 tā sānxīn'èryì, zhāo Qín mù Chǔ 彼は優柔不断でどっちつかずです。
73 不要三心二意 bùyào sānxīn'èryì あれこれ迷うな。
74 犹豫 yóuyù ためらう。
75 犹犹豫豫 yóuyóuyùyù ためらう。
76 犹豫不决 yóuyù bùjué まよって決められない。
77 犹豫不定 yóuyù bùdìng まよって決められない。
78 犹疑 yóuyi ためらう。
79 犹疑不决 yóuyi bùjué まよって決められない。
80 犹疑不定 yóuyi bùdìng まよって決められない。
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81 迟疑 chíyí ためらう。躊躇(ちゅうちょ)する。
82 迟疑不决 chíyí bùjué まよって決められない。
83 迟疑不定 chíyí bùdìng まよって決められない。
84 踌躇 chóuchú ためらう。とどまる。得意だ。
85 踌躇不决 chóuchú bùjué まよって決められない。
86 踌躇不前 chóuchú bùqián しり込みする。
87 含糊 hánhu あいまいだ。はっきりしない。不真面目だ。いいかげんだ。恐れる。

88 含胡 hánhu あいまいだ。はっきりしない。不真面目だ。いいかげんだ。恐れる。

89 含含糊糊 hánhanhúhú あいまいだ。はっきりしない。
90 含含胡胡 hánhanhúhú あいまいだ。はっきりしない。
91 态度含糊 tàidù hánhu 態度がはっきりしない。
92 含糊不清 hánhu bù qīng あいまいではっきりしない。⻭切れの悪い。
93 含糊其词 hánhu qí cí あいまいなことを言う。言葉を濁す。
94 回答得含含糊糊 huídá dé hánhanhúhú あいまいに答える。
95 模糊 móhu ぼんやりしている。混同する。あいまいにする。
96 模胡 móhu ぼんやりしている。混同する。あいまいにする。
97 模模糊糊 mómohūhū ぼんやりしている。
98 模模胡胡 mómohūhū ぼんやりしている。
99 模糊不清 móhu bù qīng ぼんやりしている。
100 含义模糊 hányì móhu 意味があいまいだ。
101 隐约 yǐnyuē はっきりとしない。ぼんやりしている。
102 隐约其词 yǐnyuē qí cí 言葉を濁す。
103 动摇 dòngyào 動揺する。動揺させる。
104 心里动摇 xīnli dòngyáo 心が揺れる。
105 信念动摇 xìnniàn dòngyáo 信念が揺らぐ。
106 动摇决心 dòngyáo juéxīn 決心をゆるがせる。
107 坚持高质量发展不动摇 jiānchí gāo zhìliàng fāzhǎn bù dòngyáo 質の高い発展を堅持することに揺らぎはない。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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