
No 中国語 ピンイン 日本語

1 过 guò 過ぎる。時間がたつ。経る。超える。過失。〜すぎる。〜であった。

2 (動詞の後ろの)过 guo 〜したことがある。〜した。
3 你看过富士山吗? nǐ kàn guo fùshìshān ma あなたは富士山を見たことがありますか。
4 你看过富士山没有? nǐ kàn guo fùshìshān méiyǒu あなたは富士山を見たことがありますか。
5 你看没看过富士山? nǐ kàn méi kàn guo fùshìshān あなたは富士山を見たことがありますか。
6 我看过 wǒ kàn guo 私は見たことある。
7 看过一次 kàn guo yī cì 一度見たことある。
8 我看过很多次了 wǒ kàn guo hěn duō cì le 私は何度も見たことがある。
9 我没看过 wǒ méi kàn guo 私は見たことがない。
10 我没有看过 wǒ méiyǒu kàn guo 私は見たことがない。
11 我看都没看过 wǒ kàn dōu méi kàn guo 私はまったく見たこともありません。
12 我看了 wǒ kàn le 私は見た。
13 我没看 wǒ méi kàn 私は見なかった。私は見てない。
14 我没有看 wǒ méiyǒu kàn 私は見なかった。私は見てない。
15 你有没有⻅过她? nǐ yǒu méiyǒu jiàn guò tā あなたは彼女に会ったことがありますか。
16 我已经⻅过了 wǒ yǐjīng jiàn guo le 私はもう会いました。
17 我⻅过她一次 wǒ jiàn guò tā yī cì 私は彼女に一度会ったことがある。
18 我没⻅过她 wǒ méi jiàn guo tā 私は彼女に会ったことがない。
19 我还没⻅过她 wǒ hái méi jiàn guo tā 私は未だ彼女に会ったことがない。
20 我一次都没⻅过她 wǒ yī cì dōu méi jiàn guo tā 私は一度も彼女に会ったことがない。
21 我们以前⻅过吗? wǒmen yǐqián jiàn guo ma 私たち、以前お会いしことがありますか。
22 我们以前在哪里⻅过吗? wǒmen yǐqián zài nǎlǐ jiàn guo ma 私たち、以前どこかでお会いしことがありますか。
23 我们以前⻅过面, 不是吗? wǒmen yǐqián jiàn guo miàn, bùshì ma 私たち、以前にお会いしたことがありますよね。
24 我听过这首歌 wǒ tīng guo zhè shǒu gē 私はこの歌を聞いたことがある。
25 我听过这支曲子 wǒ tīng guo zhè zhī qǔzi 私はこの曲を聞いたことがある。
26 这支曲子我没听过 zhè zhī qǔzi wǒ méi tīng guo この曲は私は聞いたことがない。
27 我从来没听说过这样的事 wǒ cónglái méi tīngshuō guo zhèyàng de shì そんなこと今まで聞いたことない。
28 你去过中国吗? nǐ qù guo Zhōngguó ma あなたは中国に行ったことはありますか。
29 只去过一次 zhǐ qù guo yī cì 一度だけ行ったことある。
30 我去过三次中国 wǒ qù guo sān cì Zhōngguó 私は中国に三度行ったことがある。
31 一次也没去过 yī cì yě méi qù guo 一度も行ったことない。
32 他来过这里吗? tā lái guo zhèlǐ ma 彼はここに来たことがありますか。
33 他来过一次 tā lái guo yī cì 彼は一度来たことがある。
34 你做过吗? nǐ zuò guo ma あなたはやったことがありますか。
35 做过一次 zuò guò yī cì 一度したことがある。
36 我没有做过 wǒ méiyǒu zuò guo 私はやってない。
37 我不记得说过那样的话 wǒ bù jìde shuō guo nàyàng de huà そんなこと言った覚えはない。
38 你吃没吃过昆虫菜? nǐ chī méi chī guo kūnchóng cài あなたは昆虫料理を食べたことがありますか。
39 我没吃过这么好吃的菜 wǒ méi chī guo zhème hǎochī de cài 私はこんなにおいしい料理を食べたことがありません。
40 你玩过乒乓球吗? nǐ wán guo pīngpāngqiú ma 卓球で遊んだことはありますか。
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41 经历 jīnglì 体験する。経験。
42 阅历 yuèlì 自ら体験する。経験する。経験によって得た知識。
43 经验 jīngyàn 経験。経験する。
44 体验 tǐyàn 体験する。体験。
45 你有没有经历过? nǐ yǒu méiyǒu jīnglì guo 経験したことがありますか。
46 从来没有经历过 cónglái méiyǒu jīnglì guo これまで経験したことがない。
47 从未经历过 cóngwèi jīnglì guo これまで経験したことがない。
48 经历了两次疫情 jīnglì le liǎng cì yìqíng 二度の疫病発生を経験した。
49 没经历过战争 méi jīnglì guo zhànzhēng 戦争を経験したことがない。
50 我有经验 wǒ yǒu jīngyàn 私は経験がある。
51 有被捕经历 yǒu bèibǔ jīnglì 逮捕歴がある。
52 经历丰富 jīnglì fēngfù 経験豊富。
53 经验丰富 jīngyàn fēngfù 経験豊富。
54 富有经验 fùyǒu jīngyàn 経験に富む。
55 经验不足 jīngyàn bùzú 経験不足。
56 经验不够 jīngyàn bùgòu 経験が足りない。
57 阅历浅 yuèlì qiǎn 経験が浅い。
58 经验少 jīngyàn shǎo 経験が少ない。
59 缺乏经验 quēfá jīngyàn 経験が乏しい。
60 经验贫乏 jīngyàn pínfá 経験が乏しい。
61 还欠缺经验 hái qiànquē jīngyàn まだ経験が足りない。
62 没有经验 méiyǒu jīngyàn 経験なし。
63 首次经验 shǒucì jīngyàn 初めての経験。
64 他阅历过许多事情 tā yuèlì guo xǔduō shìqíng 彼は多くのことを経験している。
65 有国外留学的经验 yǒu guówài liúxué de jīngyàn 海外留学の経験がある。
66 这件事从来没经验过 zhè jiàn shì cónglái méi jīngyàn guo このようなことは今まで経験したことがない。
67 没有体验过 méiyǒu tǐyàn guo 体験したことがない。
68 我体验过失败 wǒ tǐyàn guo shībài 私は失敗を体験しました。
69 有经验者 yǒu jīngyàn zhě 経験者。
70 有经验的人 yǒu jīngyàn de rén 経験者。
71 过来人 guòláirén 経験者。
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