
No 中国語 ピンイン 日本語

1 拼命 pīnmìng 死に物狂いで。必死に。命を投げ出す。
2 狠命 hěnmìng 全力で。
3 殊死 shūsǐ 命をかけた。死に物狂いの。古代の斬首刑。
4 奋力 fènlì 力を振りしぼる。
5 竭尽 jiéjìn 力を尽くす。
6 竭力 jiélì 力を尽くして。
7 极力 jílì 力を尽くして。極力。
8 尽力 jìnlì 尽力する。力を尽くす。
9 不顾 bùgù 顧みない。頓着しない。
10 全力 quánlì 全力。
11 尽量 jǐnliàng できるだけ。
12 尽量 jìnliàng 限界までやる。限りをつくす。
13 尽可能 jǐnkěnéng なるべく。
14 尽快 jǐnkuài できるだけ早く。早急に。
15 尽早 jǐnzǎo できるだけ早く。早急に。
16 拼命做 pīnmìng zuò 懸命にやる。
17 拼命干 pīnmìng gàn 懸命にやる。
18 拼命工作 pīnmìng gōngzuò 懸命に働く。
19 拼命学习 pīnmìng xuéxí 必死に勉強する。
20 拼命练习 pīnmìng liànxí 一所懸命に練習する。
21 拼命地跑 pīnmìng de pǎo 必死に走る。
22 拼命喊 pīnmìng hǎn 力いっぱい叫ぶ。
23 拼命求助 pīnmìng qiúzhù 必死で助けを求める。
24 拼命战斗 pīnmìng zhàndòu 必死に戦う。
25 拼命奋战 pīnmìng fènzhàn 命をかけて戦う。
26 拼命地进行否定 pīnmìng de jìnxíng fǒudìng 必死になって否定する。
27 拼命努力 pīnmìng nǔlì 懸命に努力する。
28 我会拼命工作的 wǒ huì pīnmìng gōngzuò de 私は一生懸命働きます。
29 会拼命加油的 huì pīnmìng jiāyóu de 一生懸命頑張ります。
30 拼命努力吧 pīnmìng nǔlì ba 精一杯がんばれ。
31 你太拼命了 nǐ tài pīnmìng le あなたはがんばりすぎだ。
32 狠命追赶 hěnmìng zhuīgǎn 全力で追いかける。
33 狠命减肥 hěnmìng jiǎnféi 全力でダイエットする。
34 我狠命地跑 wǒ hěnmìng de pǎo 私は懸命に走る。
35 他狠命地叫 tā hěnmìng de jiào 彼は懸命に叫ぶ。
36 殊死的决心 shūsǐ de juéxīn 必死の覚悟。
37 殊死的战斗 shūsǐ de zhàndòu 命がけの戦い。
38 殊死战 shūsǐ zhàn 決死の戦い。
39 奋力抵抗 fènlì dǐkàng 精一杯抵抗する。
40 奋力抗争 fènlì kàngzhēng 精一杯抵抗する。
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41 奋力回击 fènlì huíjī 必死に反撃する。
42 奋力拼搏 fènlì pīnbó 力の限りを尽くして頑張る。
43 竭尽全力 jiéjìn quánlì 全力を尽くす。
44 我会竭尽全力的 wǒ huì jiéjìn quánlì de 私は全力で取り組みます。
45 我竭尽全力了 wǒ jiéjìn quánlì le 私は全力を尽くしました。
46 竭尽绵薄 jiéjìn miánbó 微力を尽くす。
47 竭尽诚意 jiéjìn chéngyì 誠意を尽くす。
48 竭尽全力快跑 jiéjìn quánlì kuài pǎo 全力疾走する。
49 我将竭尽全力保护你 wǒ jiāng jiéjìn quánlì bǎohù nǐ 私は全力であなたを守ります。
50 尽最大努力 jǐn zuìdà nǔlì 最大の努力を尽くす。
51 尽最大努力增产 jǐn zuìdà nǔlì zēngchǎn 最大限努力して増産する。
52 尽心竭力 jìnxīn jiélì 全力を尽くす。
53 竭力辩解 jiélì biànjiě 必死で言い訳する。
54 竭力帮助他 jiélì bāngzhù tā 精一杯彼を援助する。
55 极力反对 jílì fǎnduì 懸命に反対する。
56 极力说服 jílì shuōfú 懸命に説得する。
57 极力控制 jílì kòngzhì 極力控える。
58 尽力工作 jìnlì gōngzuò 一生懸命に仕事をする。
59 尽力帮忙 jìnlì bāngmáng できるかぎり手伝う。
60 我会尽力而为 wǒ huì jìnlì ér wéi 私はできるだけのことをします。
61 我会尽力帮助你 wǒ huì jìnlì bāngzhù nǐ 私はできる限りあなたを助けます。
62 奋不顾身地工作 fènbùgùshēn de gōngzuò 身の危険をかえりみず働く。
63 不顾后果地向前推进 bùgù hòuguǒ de xiàng qián tuījìn 結果をかえりみず推進する。
64 全力奔跑 quánlì bēnpǎo 全力でかけ回る。全速力で走る。
65 全力以赴 quánlì yǐ fù 全力を傾けて事に当たる。全力を尽くす。
66 拿出全力 ná chū quánlì 全力を出す。
67 尽全力办吧 jìn quánlì bàn ba 精一杯やってみよう。
68 使尽各种办法 shǐ jǐn gè zhǒng bànfǎ あらゆる方法を使う。
69 用尽了一切手段 yòng jìn le yīqiè shǒuduàn あらゆる手段を尽くした。
70 尽一切力量 jǐn yīqiè lìliang 一切の力を尽くす。
71 尽量提供援助 jǐnliàng tígōng yuánzhù できるだけの援助をする。
72 尽量早点儿睡 jǐnliàng zǎodiǎnr shuì なるべく早く寝る。
73 请尽量快点 qǐng jǐnliàng kuài diǎn できるだけ急いでください。
74 尽量试试看 jǐnliàng shìshi kàn できるだけやってみる。
75 你尽量来吧 nǐ jǐnliàng lái ba できるだけ来てください。
76 他喝酒已尽量了 tā hējiǔ yǐ jìnliàng le 彼は酒を限界まで飲んだ。
77 请尽可能早点儿来 qǐng jǐnkěnéng zǎodiǎnr lái できるだけ早く来て。
78 尽可能减少错误 jǐnkěnéng jiǎnshǎo cuòwù 極力まちがいを減らす。
79 请尽快答复 qǐng jǐnkuài dáfù できるだけ早く回答ください。
80 希望尽快回信 xīwàng jǐnkuài huíxìn できるだけ早い返信を希望する。
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81 请尽快寄给我 qǐng jǐnkuài jì gěi wǒ できるだけ早く私に送ってください。
82 你最好尽快回家 nǐ zuì hǎo jǐnkuài huí jiā あなたはなるべく早く家に帰ったほうがよい。
83 请尽早处理 qǐng jǐnzǎo chǔlǐ できるだけ早く対処して下さい。
84 请尽早办理 qǐng jǐnzǎo bànlǐ できるだけ早く事務処理して下さい。
85 请尽早送回 qǐng jǐnzǎo sòng huí できるだけ早く送り返してください。
86 我想尽早⻅到你 wǒ xiǎng jǐnzǎo jiàn dào nǐ できるだけ早くあなたに会いたい。
87 我会尽早通知你 wǒ huì jǐnzǎo tōngzhī nǐ できるだけ早くあなたに知らせます。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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