
No 中国語 ピンイン 日本語

1 成功 chénggōng 成功する。
2 成就 chéngjiù 成就する。達成する。業績。成果。
3 达成 dáchéng 達成する。成立する。
4 完成 wánchéng 成し遂げる。完成させる。
5 胜利 shènglì 成功する。目的を達成する。勝利する。
6 功成名就 gōng chéng míng jiù 出世する。業績を上げ、名声も得る。
7 成功立业 chéng gōng lìyè 事業で成功する。
8 我会成功 wǒ huì chénggōng 私は成功する。
9 我能成功 wǒ néng chénggōng 私は成功できる。
10 我要成功 wǒ yào chénggōng 私は成功を欲す。私は成功するつもりだ。
11 我一定成功 wǒ yīdìng chénggōng 私はきっと成功する。
12 我一定要成功 wǒ yīdìng yào chénggōng 私はきっと成功する。
13 我一定会成功 wǒ yīdìng huì chénggōng 私はきっと成功するであろう。
14 我想我会成功 wǒ xiǎng wǒ huì chénggōng 私は、私が成功すると思います。
15 我想我一定能成功 wǒ xiǎng wǒ yīdìng néng chénggōng 私は、私がきっと成功できると思います。
16 我相信我会成功的 wǒ xiāngxìn wǒ huì chénggōng de 私は、私が成功すると信じています。
17 以为会成功 yǐwéi huì chénggōng 成功すると思った。
18 成功的预兆 chénggōng de yùzhào 成功のきざし。
19 我成功了 wǒ chénggōng le 私は成功した。
20 我终于成功了 wǒ zhōngyú chénggōng le 私はついに成功した。
21 获得成功 huòdé chénggōng 成功を獲得する。
22 取得成功 qǔdé chénggōng 成功を得る。
23 得到成功 dédào chénggōng 成功を得る。
24 导向成功 dǎoxiàng chénggōng 成功に導く。
25 工作成功了 gōngzuò chénggōng le 仕事は成功した。
26 工作很成功 gōngzuò hěn chénggōng 仕事はとてもうまくいく。
27 祝贺成功 zhùhè chénggōng 成功を祝福する。
28 我恭喜你成功了 wǒ gōngxǐ nǐ chénggōng le 成功おめでとう。
29 祝贺您取得了成功 zhùhè nín qǔdé le chénggōng ご成功をお喜び申し上げます。
30 你一定能够成功 nǐ yīdìng nénggòu chénggōng あなたはきっと成功できる。
31 相信你会成功 xiāngxìn nǐ huì chénggōng あなたの成功を信じる。
32 祝你成功 zhù nǐ chénggōng あなたの成功を祈る。
33 祝您成功 zhù nín chénggōng ご成功をお祈りいたします。
34 暗中祝你成功 ànzhōng zhù nǐ chénggōng 陰ながらあなたの成功をお祈りします。
35 祈祷着成功 qídǎo zhe chénggōng 成功を祈っています。
36 预祝成功 yùzhù chénggōng 成功しますように。
37 我希望你成功 wǒ xīwàng nǐ chénggōng あなたに成功してほしい。
38 只能成功 zhǐnéng chénggōng 成功しかない。
39 说不定会成功 shuōbudìng huì chénggōng もしかすると成功するかもしれない。
40 成功的可能性很大 chénggōng de kěnéngxìng hěn dà 成功する可能性は高い。
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41 终必成功 zhōng bì chénggōng 最後は必ず成功する。
42 只要努力, 总有一天会成功的 zhǐyào nǔlì, zǒng yǒu yītiān huì chénggōng de 努力さえすれば、必ず成功する日が来る。
43 功到自然成 gōng dào zìrán chéng 努力すればおのずと成功する。
44 有志者事竟成 yǒu zhì zhě shì jìng chéng 志あれば最後には成功する。成せばなる。
45 成功者永不放弃, 放弃者决不成功 chénggōng zhě yǒng bù fàngqì, fàngqì zhě jué bù chénggōng 成功者は決してあきらめず、あきらめた者は決して成功しない。

46 失败是成功之⺟ shībài shì chénggōng zhī mǔ 失敗は成功の⺟である。
47 失败乃成功之⺟ shībài nǎi chénggōng zhī mǔ 失敗は成功の⺟である。
48 胜券在握 shèngquàn zàiwò 成功の見込みは確実。
49 大有成功的希望 dà yǒu chénggōng de xīwàng 大いに成功する望みがある。
50 成功在望 chénggōng zàiwàng 成功はもうすぐだ。
51 接近成功 jiējìn chénggōng 成功が近い。
52 他肯定会成功的 tā kěndìng huì chénggōng de 彼はきっと成功する。
53 他应该会成功吧 tā yīnggāi huì chénggōng ba 彼は成功するだろう。
54 成功率达百分之百 chénggōnglǜ dá bǎifēnzhī bǎi 成功率は１００％に達する。
55 大功告成 dà gōng gào chéng もののみごとに成功する。大願成就する
56 不要急于求成 bùyào jíyú qiú chéng 成功を焦るな。
57 协力做成功吧 xiélì zuò chénggōng ba 協力して成功させましょう。
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