
No 中国語 ピンイン 日本語

1 力 lì 力。肉体的エネルギー。
2 力气 lìqi 肉体的な力。
3 力量 lìliang 力。能力。作用。効き目。
4 大力 dàlì 大きな力。大いに力をこめて〜する。
5 鼎力 dǐnglì 大きな力で。
6 有力 yǒulì 力強い。
7 强有力 qiángyǒulì 優れた能力を持っている。力強い。
8 奋力 fènlì 力を振りしぼる。
9 全力 quánlì 全力。
10 尽力 jìnlì 尽力する。力を尽くす。
11 竭力 jiélì 力を尽くして。
12 极力 jílì 力の限りを尽くして。極力。懸命に。
13 致力 zhìlì 力を尽くす。
14 勉力 miǎnlì 力を尽くす。努力する。
15 出力 chūlì 力を出す。骨を折る。
16 用力 yònglì 力を⼊れる。力を⼊れて〜する。
17 劲 jìn 力。意欲。〜なようす。〜さ。おもしろみ。
18 劲儿 jìnr 力。意欲。〜なようす。〜さ。
19 劲头 jìntóu 力。意気込み。気合。
20 劲头儿 jìntóur 力。意気込み。気合。
21 强劲 qiángjìng 強力だ。強靭(きょうじん)だ。
22 ⻁劲 hǔjìn みなぎる力と意欲。
23 ⻁劲儿 hǔjìnr みなぎる力と意欲。
24 下劲 xiàjìn 力を⼊れる。
25 下劲儿 xiàjìnr 力を⼊れる。
26 加劲 jiājìn 力を⼊れる。
27 加劲儿 jiājìnr 力を⼊れる。
28 用劲 yòngjìn 力を⼊れる。
29 用劲儿 yòngjìnr 力を⼊れる。
30 使劲 shǐjìn 力を⼊れる。
31 使劲儿 shǐjìnr 力を⼊れる。
32 猛劲 měngjìn 力を一気に出す。集中させた力。旺盛な精力。
33 猛劲儿 měngjìnr 力を一気に出す。集中させた力。旺盛な精力。
34 松劲 sōngjìn 力をゆるめる。緊張をゆるめる。
35 松劲儿 sōngjìnr 力をゆるめる。緊張をゆるめる。
36 强大 qiángdà 国や戦力などが強大だ。
37 绵力 miánlì 微力。
38 绵薄 miánbó 微力。非力。
39 无力 wúlì 力がない。無力だ。
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40 体力 tǐlì 体力。
41 腕力 wànlì 腕力。うでまえ。手腕。
42 握力 wòlì 握力。
43 脚力 jiǎolì 足の力。脚力。
44 视力 shìlì 視力。
45 目力 mùlì 視力。眼力。
46 眼力 yǎnlì 視力。眼力。判断力。
47 听力 tīnglì 聴力。外国語のヒアリング力。
48 脑力 nǎolì 脳の働く力。記憶力。理解力。想像力。
49 智力 zhìlì 知力。知能。
50 精力 jīnglì 精力。
51 气力 qìlì 気力。エネルギー。
52 勇力 yǒnglì 勇気と力。
53 势力 shìli 勢力。
54 威力 wēilì 威力。
55 影响力 yǐngxiǎnglì 影響力。
56 权力 quánlì 権力。権限。
57 能力 nénglì 能力。力量。
58 实力 shílì 実力。
59 功力 gōnglì 力。腕前。効果。効力。
60 工力 gōnglì 労働力。専門技術。技術力。
61 动力 dònglì 動力。原動力。
62 财力 cáilì 財力。
63 微薄之力 wēibó zhī lì 微力。
64 他有力气 tā yǒu lìqì 彼は力がある。
65 他的力气很大 tā de lìqì hěn dà 彼の力は強い。
66 力气大的人 lìqì dà de rén 力が強い人。
67 尽着力气做 jǐn zhe lìqì zuò 全力でやる。
68 尽着力气干 jǐn zhe lìqì gān 全力でやる。
69 用尽力气 yòngjìn lìqì 力を使いつくす。
70 有力量 yǒu lìliàng 力がある。
71 力量大 lìliàng dà 力が強い。
72 发挥力量 fāhuī lìliàng 力を発揮する。
73 积蓄力量 jīxù lìliàng 力を蓄える。
74 爱情的力量 àiqíng de lìliàng 愛の力。
75 金钱的力量 jīnqián de lìliàng 金の力。
76 潜在力量 qiánzài lìliàng 潜在力。
77 防卫力量 fángwèi lìliàng 防衛力。
78 使出全部力量 shǐ chū quánbù lìliàng ありったけの力を出す。
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79 尽自己的微薄的力量 jǐn zìjǐ de wéibó de lìliàng 微力を尽くす。
80 力量的对比 lìliàng de duìbǐ 力の対比。力関係。
81 下大力 xià dàlì 力を尽くす。
82 出大力 chū dàlì 力を出す。
83 大力支持 dàlì zhīchí 強力に支持する。
84 承蒙鼎力相助, 十分感谢 chéngméng dǐnglì xiāngzhù, shífēn gǎnxiè ご尽力を賜り感謝しております。
85 有力支持 yǒulì zhīchí 強力に支持する。
86 强劲有力的文章 qiángjìng yǒulì de wénzhāng 力強い文章。
87 有力的援助 yǒulì de yuánzhù 力強い支援。
88 强有力的支援 qiángyǒulì de zhīyuán 強力な支援。
89 强有力的对手 qiángyǒulì de duìshǒu 強力なライバル。
90 奋力抗拒 fènlì kàngjù 力の限り抵抗する。
91 奋力拼搏 fènlì pīnbó 力の限りがんばる。奮闘する。
92 全力支持 quánlì zhīchí 全力で支持する。
93 全力协助 quánlì xiézhù 全力でサポートする。
94 全力攻击 quánlì gōngjí 全力で攻撃する。
95 全力以赴 quánlì yǐ fù 全力を注ぎこむ。
96 倾注全力 qīngzhù quánlì 全力で打ち込む。
97 竭尽全力 jiéjìn quánlì 全力を尽くす。
98 尽全力 jìn quánlì 全力を尽くす。
99 全力投⼊ quánlì tóurù 全力をあげる。
100 尽力而为 jìnlì ér wēi 全力を尽くしてやる。できることはやる。
101 尽力工作 jìnlì gōngzuò 力を尽くして仕事をする。一生懸命仕事する。
102 我会尽力帮助你 wǒ huì jìnlì bāngzhù nǐ できる限りあなたをサポートします。
103 尽心竭力 jìnxīn jiélì 全力を尽くしてやる。できることはやる。
104 竭力奋战 jiélì fènzhàn 力の限り戦う。力闘。
105 极力辟谣 jílì pìyáo 懸命に噂を打ち消す。
106 极力说服 jílì shuōfú 懸命に説得する。
107 极力控制自己的情绪 jílì kòngzhì zìjǐ de qíngxù 自分の気持ちを極力抑える。
108 致力教育 zhìlì jiàoyù 教育に力を尽くす。
109 致力于科学研究 zhìlì yú kēxué yánjiū 科学研究に力を尽くす。
110 勉力为之 miǎnlì wéi zhī 全力を尽くしてやる。
111 勉力而为 miǎnlì ér wēi 全力を尽くしてやる。できることはやる。
112 彼此出力合作 bǐcǐ chūlì hézuò 互いに力を出し合い協力する。
113 不肯出力 bù kěn chūlì 力を出し惜しみする。労を惜しむ。
114 用力拧 yònglì nǐng ちからいっぱいねじる。
115 用力拧 yònglì níng ぎゅっとしぼる。ぎゅっとつねる。
116 用力喊叫 yònglì hǎnjiào 力いっぱい叫ぶ。
117 大劲 dà jìn 大きな力。ありったけの力。
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118 一股劲 yī gǔ jìn 力。
119 一股劲儿 yīgǔjìnr 一気に。
120 一股劲儿地干 yīgǔjìnr de gàn 一気にやる。
121 劲头大 jìntóu dà 力が強い。威勢がよい。
122 劲头十足 jìntóu shízú 勢いがいい。意気込みが十分ある。
123 劲头不足 jìntóu bùzú 意気込みが足りない。
124 强劲的对手 qiángjìng de duìshǒu 手ごわい相手。
125 强劲的季节⻛ qiángjìng de jìjiéfēng 強い季節風。
126 强劲的节奏 qiángjìng de jiézòu 力強いリズム。
127 有一股⼦⻁劲 yǒu yī gǔzi hǔjìn 意気込みがある。
128 下劲学 xiàjìn xué 身を⼊れて勉強する。
129 下劲干 xiàjìn gàn 力の限りやる。がんばる。
130 加劲工作 jiājìn gōngzuò 身を⼊れて仕事する。
131 加劲干 jiājìn gàn 力の限りやる。がんばる。
132 用劲推 yòngjìng tuī 力を⼊れて押す。
133 在脚上用劲儿 zài jiǎo shàng yòngjìngr 足に力を⼊れる。
134 使劲推 shǐjìn tuī 力を⼊れて押す。
135 使劲忍住 shǐjìn rěn zhù ぐっとこらえる。
136 猛劲儿泼水 měngjìnr pōshuǐ 水をぶっかける。
137 猛劲地吹 měngjìn de chuī 一気に吹く。
138 不松劲地工作 bù sōngjìn de gōngzuò 緩みなく働く。
139 别松劲 bié sōngjìn 力を緩めるな。
140 强大的武力 qiángdà de wǔlì 強大な軍事力。
141 略尽绵力 lüè jìn miánlì 微力を尽くす。
142 稍尽绵薄 shāo jìn miánbó 微力を尽くす。
143 四肢无力 sìzhī wúlì 手足に力がない。
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