
No 中国語 ピンイン 日本語

1 自信 zìxìn 自信。自分を信じている。
2 自信心 zìxìnxīn 自信。自負心。
3 信心 xìnxīn 自信。
4 把握 bǎwò 成功への可能性や自信。しっかりつかむ。よく理解する。
5 拿手 náshǒu 成功する自信。得意な。
6 有自信 yǒu zìxìn 自信がある。
7 我有自信 wǒ yǒu zìxìn 私は自信がある。
8 有把握 yǒu bǎwò 自信がある。
9 有拿手 yǒu náshǒu 自信がある。
10 绝对有把握 juéduì yǒu bǎwò 絶対自信がある。
11 有百分之百的把握 yǒu bǎifēnzhī bǎi de bǎwò １００％自信がある。
12 抱有信心 bào yǒu xìnxīn 自信をもっている。
13 没有自信 méiyǒu zìxìn 自信がない。
14 没有把握 méiyǒu bǎwò 自信がない。
15 没拿手 méi náshǒu 自信がない。
16 没有自信心 méiyǒu zìxìnxīn 自信がない。
17 信心不足 xìnxīn bùzú 自信がない。
18 把握不大 bǎwò bù dà 自信があまりない。
19 信心不大 xìnxīn bù dà 自信があまりない。
20 缺乏自信 quēfá zìxìn 自信にかける。
21 失了信心 shī le xìnxīn 自信をなくした。
22 失去信心 shīqù xìnxīn 自信をなくす。
23 失掉信心 shīdiào xìnxīn 自信をなくす。
24 丧失信心 sàngshī xìnxīn 自信を喪失する。
25 增强信心 zēngqiáng xìnxīn 自信をつける。
26 满怀信心 mǎnhuái xìnxīn 自信たっぷり。
27 充满自信 chōngmǎn zìxìn 自信に満ちる。
28 信心十足 xìnxīn shízú 自信満々。
29 信心百倍 xìnxīn bǎibèi 自信満々。
30 十分把握 shífēn bǎwò 十分に自信がある。
31 过于自信 guòyú zìxìn 己を過信する。
32 恢复自信 huīfù zìxìn 自信を取り戻す。
33 产生信心 chǎnshēng xìnxīn 自信が湧く。
34 他的自信心 tā de zìxìnxīn 彼の自信。
35 不要失去信心 bùyào shīqù xìnxīn 自信をなくさないで。
36 你要有自信 nǐ yào yǒu zìxìn あなたは自信を持って。
37 你要更加自信些 nǐ yào gèngjiā zìxìn xiē あなたはもっと自信を持つべきです。
38 请保持自信 qǐng bǎochí zìxìn 自信を保ってください。
39 这个人很自信 zhège rén hěn zìxìn この人は自信があります。
40 他有点儿过于自信了 tā yǒudiǎnr guòyú zìxìn le 彼はすこし自信過剰だ。
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41 你太自信了 nǐ tài zìxìn le あなたは自信過剰だ。
42 他好像非常有自信 tā hǎoxiàng fēicháng yǒu zìxìn 彼はかなり自信があるようだ。
43 这是我没把握 zhè shì wǒ méi bǎwò これについて自信がない。
44 我对自己没有自信 wǒ duì zìjǐ méiyǒu zìxìn 自分に対して自信が持てない。
45 我对说汉语这件事没有自信 wǒ duì shuō hànyǔ zhè jiàn shì méiyǒu zìxìn 私は標準中国語を話すことに自信がありません。
46 你有把握吗? nǐ yǒu bǎwò ma あなたは自信がありますか。
47 有没有把握? yǒu méiyǒu bǎwò 自信ありますかありませんか。
48 你有十足的自信吗? nǐ yǒu shízú de zìxìn ma あなたは完全な自信がありますか。
49 毫无根据的自信 háo wú gēnjù de zìxìn 根拠のない自信。
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