
No 中国語 ピンイン 日本語

1 干劲 gànjìn 意気込み。意欲。
2 有干劲 yǒu gànjìn やる気がある。
3 没有干劲 méiyǒu gànjìn やる気がない。
4 没干劲 méi gànjìn やる気がない。
5 加油 jiāyóu がんばって。がんばるぞ。
6 我会加油的 wǒ huì jiāyóu de 私はがんばります。
7 加油吧 jiāyóu ba がんばりましょう。
8 一起加油吧 yīqǐ jiāyóu ba 一緒にがんばりましょう。
9 互相加油吧 hùxiāng jiāyóu ba お互い頑張りましょう。
10 加油啊 jiāyóu a がんばろうね。
11 请加油 qǐng jiāyóu がんばって下さい。
12 我要加油 wǒ yào jiāyóu 頑張らないと。頑張ります。
13 你加油 nǐ jiāyóu あなた、がんばって。
14 我给你加油 wǒ gěi nǐ jiāyóu 私が応援します。
15 为你加油 wèi nǐ jiāyóu 応援しています。
16 好好努力吧 hǎohǎo nǔlì ba おおいにがんばれ。
17 我为自己加油 wǒ wèi zìjǐ jiāyóu 私は自分を応援する。
18 我为了你加油 wǒ wèile nǐ jiāyóu 私はあなたのために頑張ります。
19 鼓劲 gǔjìn ファイトを出す。気合いを入れる。
20 我为自己鼓劲 wǒ wèi zìjǐ gǔjìn 私は自分を励ます。
21 为你鼓劲 wèi nǐ gǔjìn あなたを励ます。
22 我会努力的 wǒ huì nǔlì de 私は努力します。
23 我不会放弃 wǒ bù huì fàngqì 私はあきらめない。
24 放弃吧 fàngqì ba あきらめたら。あきらめろ。
25 放弃了 fàngqì le あきらめた。
26 到最后为止都不放弃 dào zuìhòu wéizhǐ dōu bù fàngqì 最後まで全くあきらめない。
27 我很积极的 wǒ hěn jījí de 私は積極的です。
28 积极向前看 jījí xiàng qián kàn 積極的で前向き。
29 我相信成功 wǒ xiāngxìn chénggōng 私は成功を信じる。
30 我相信会成功 wǒ xiāngxìn huì chénggōng 私は成功すると信じる。
31 我相信能成功 wǒ xiāngxìn néng chénggōng 私は成功できると信じています。
32 我相信我自己 wǒ xiāngxìn wǒ zìjǐ 私は自分を信じています。
33 我祈祷你成功 wǒ qídǎo nǐ chénggōng あなたの成功を祈ります。
34 我祝你成功 wǒ zhù nǐ chénggōng あなたの成功を祈ります。
35 一定会成功 yīdìng huì chénggōng 必ず成功する。きっと成功する。
36 我相信你会成功的 wǒ xiāngxìn nǐ huì chénggōng de 私はあなたが成功すると信じています。
37 一定要赢 yīdìng yào yíng 必ず勝つ。
38 绝对不会输 juéduì bù huì shū 絶対に負けない。
39 一定会考上 yīdìng huì kǎoshàng きっと試験に合格する。
40 一定能考上 yīdìng néng kǎoshàng きっと試験に合格できる。
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41 我相信自己有能力胜任 wǒ xiāngxìn zìjǐ yǒu nénglì shèngrèn 私には任に堪える能力があると信じる。
42 我能做到 wǒ néng zuò dào 私は成し遂げられる。
43 你能做到 nǐ néng zuò dào あなたは成し遂げられる。
44 骨气 gǔqì 気概。気骨。
45 有骨气 yǒu gǔqì 芯が強い。根性がある。
46 没有骨气 méiyǒu gǔqì 芯が弱い。根性がない。
47 毅力 yìlì 意志の力。根気。気力。
48 有毅力 yǒu yìlì 気力がある。根気がある。
49 没有毅力 méiyǒu yìlì 気力がない。根気がない。
50 我的意志很坚强 wǒ de yìzhì hěn jiānqiáng わたしの意思は固い。
51 决心很大 juéxīn hěn dà 決意が固い。
52 努力得到回报 nǔlì dédào huíbào 努力が報われる。
53 努力一定会有回报 nǔlì yīdìng huì yǒu huíbào 努力はきっと報われる。
54 努力终将得到回报 nǔlì zhōngjiāng dédào huíbào 努力は最後に報われるであろう。
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