
No 中国語 ピンイン 日本語

1 鼓励 gǔlì 励ます。激励(げきれい)。
2 我会鼓励朋友 wǒ huì gǔlì péngyǒu 友達を励ます。
3 鼓舞 gǔwǔ 鼓舞する。奮い立たせる。奮起する。
4 勉励 miǎnlì 励ます。
5 激励 jīlì 励ます。
6 助威 zhùwēi 応援する。声援を送る。
7 助助威 zhùzhùwēi 応援する。声援を送る。
8 为运动员助威 wèi yùndòngyuán zhùwēi 選手を応援する。
9 加油助威 jiāyóu zhùwēi 声援を送る。
10 声援 shēngyuán 声援する。
11 支持 zhīchí 支持する。なんとか持ちこたえる。
12 支持支持 zhīchí zhīchí 支持する。
13 我支持着你 wǒ zhīchí zhe nǐ あなたを応援しています。
14 大家都支持你 dàjiā dōu zhīchí nǐ みんながあなたを応援する。
15 加油 jiāyóu 頑張れ。頑張る。給油する。油をさす。
16 加油吧 jiāyóu ba 頑張ろう。
17 加油啊 jiāyóu a 頑張って。
18 加油哦 jiāyóu o 頑張って。
19 加油干 jiāyóu gàn 頑張れ。頑張ってやる。
20 加油干啊 jiāyóu gàn a 頑張って。
21 一起加油吧 yīqǐ jiāyóu ba 共に頑張りましょう。
22 请加油 qǐng jiāyóu 頑張ってください。
23 你加油 nǐ jiāyóu あなた頑張れ。
24 请你加油 qǐng nǐ jiāyóu あなた頑張ってください。
25 为你加油 wèi nǐ jiāyóu あなたを応援しています。
26 为你加油助威 wèi nǐ jiāyóu zhùwēi あなたを応援しています。
27 我给你加油 wǒ gěi nǐ jiāyóu 私が応援します。
28 我会给你加油的 wǒ huì gěi nǐ jiāyóu de あなたを応援します。
29 我会为你加油的 wǒ huì wèi nǐ jiāyóu de あなたを応援します。
30 今后也一起加油吧 jīnhòu yě yīqǐ jiāyóu ba これからも一緒にがんばりましょう。
31 互相加油吧 hùxiāng jiāyóu ba お互いに頑張りましょう。
32 我们一起努力吧 wǒmen yīqǐ nǔlì ba お互いに頑張りましょう。
33 让我们共同努力吧 ràng wǒmen gòngtóng nǔlì ba お互いに努力しましょう。
34 今天也打起精神努力吧 jīntiān yě dǎ qǐ jīngshén nǔlì ba 今日も元気を出して頑張りましょう。
35 共同进步吧 gòngtóng jìnbù ba 一緒に進歩しましょう。
36 加把劲 jiā bǎ jìn 頑張ろう。力をいれよう。
37 加把劲儿 jiā bǎ jìnr 頑張ろう。力をいれよう。
38 再加一把劲儿 zài jiā yī bǎ jìnr もうひとふんばりする。
39 再加把油 zài jiā bǎ yóu もうひとふんばりする。
40 再加一把油 zài jiā yī bǎ yóu もうひとふんばりする。
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41 就差一点儿了 jiù chà yīdiǎnr le あとすこしだ。
42 只剩一点了 zhǐ shèng yīdiǎn le もうすこしだ。
43 坚持到底吧 jiānchí dàodǐ ba やりきれ。やりきろう。
44 鼓起勇气 gǔ qǐ yǒngqì 勇気を出せ。
45 打起精神来 dǎqǐ jīngshén lái 元気出して。
46 别气馁 bié qìněi 弱気になるな。
47 别介意 bié jièyì 気にするな。
48 不要介意 bùyào jièyì 気にするな。
49 冷静点儿 lěngjìng diǎnr おちつけ。
50 别着急 bié zháojí あせるな。
51 别慌 bié huāng あわてるな。
52 集中精神 jízhōng jīngshén 集中しろ。
53 不要输 bùyào shū 負けるな。
54 请不要输 qǐng bùyào shū 負けないでください。
55 不要输给悲伤 bùyào shū gěi bēishāng 悲しみに負けないで。
56 别放弃 bié fàngqì 諦めるな。
57 不要放弃 bùyào fàngqì 諦めるな。
58 请不要放弃 qǐng bùyào fàngqì 諦めないでください。
59 别放弃你的梦想 bié fàngqì nǐ de mèngxiǎng あなたの夢を諦めないで。
60 你肯定没问题 nǐ kěndìng méi wèntí あなたならきっと大丈夫。
61 你一定能行 nǐ yīdìng néng xíng あなたならきっとできる。
62 相信自己吧 xiāngxìn zìjǐ ba 自分を信じろ。
63 你只要相信自己所做的事 nǐ zhǐyào xiāngxìn zìjǐ suǒ zuò de shì 自分がしたことをただ信じろ。
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