
No 中国語 ピンイン 日本語

1 挑战 tiǎozhàn 戦いに挑む。チャレンジする。挑発する。
2 应战 yìngzhàn 挑戦に応じる。応戦する。
3 试 shì 試みる。試す。
4 看 kàn 動詞の後ろに続き、動作をやってみる。見る。
5 尝 cháng 味見する。経験する。
6 尝试 chángshì 試す。やってみる。
7 试用 shìyòng 試用する。
8 试验 shìyàn 試みる。テストする。テスト。
9 考验 kǎoyàn 試練を与えて試す。
10 测试 cèshì テストする。検査する。
11 一下 yīxià 〜してみる。ちょっと。
12 起来 qǐlái 〜してみると。上げる。〜しはじめる。
13 试穿 shìchuān 試着する。試着。
14 试尝 shìcháng 試食する。味わう。
15 试餐 shìcān 試食する。
16 品尝 pǐncháng 味わう。試食する。吟味する。
17 品味 pǐnwèi 味見する。味わう。人品や趣味。
18 试听 shìtīng 試聴する。
19 挑战书 tiǎozhànshū 挑戦状。
20 挑战者 tiǎozhànzhě 挑戦者。
21 挑战精神 tiǎozhàn jīngshén チャレンジ精神。
22 再度挑战 zàidù tiǎozhàn 再チャレンジする。
23 接受挑战 jiēshòu tiǎozhàn 挑戦に応じる。
24 迎接挑战 yíngjiē tiǎozhàn 挑戦を受けて立つ。
25 向困难挑战 xiàng kùnnán tiǎozhàn 困難に立ち向かう。
26 挑战世界冠军 tiǎozhàn shìjiè guànjūn 世界タイトルに挑戦する。
27 挑战自己的极限 tiǎozhàn zìjǐ de jíxiàn 自分の限界に挑戦する。
28 挑战跳伞 tiǎozhàn tiàosǎn スカイダイビングに挑戦する。
29 挑战短发 tiǎozhàn duǎnfà ショートヘアに挑戦する。
30 要不要挑战一下? yào buyào tiǎozhàn yīxià 挑戦しますか。
31 我要挑战 wǒ yào tiǎozhàn 私は挑戦する。
32 我们要挑战现有的中心霸权 wǒmen yào tiǎozhàn xiàn yǒu de zhōngxīn bàquán 私たちは既存の覇権の核心に挑戦する。
33 试制品 shìzhìpǐn 試作品。
34 试衣室 shìyīshì 試着室。
35 试衣间 shìyījiān 試着室。
36 我试试 wǒ shìshi 私が試す。
37 我试试看 wǒ shìshi kàn 私が試してみる。
38 你试试看 nǐ shìshi kàn やってみて。やってみろ。
39 可以试试看 kěyǐ shìshi kàn やってみたらいい。
40 尽量试试看 jǐnliàng shìshi kàn できるだけやってみる。
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41 试一下吧 shì yīxià ba やってみましょうよ。
42 我来试试 wǒ lái shìshi 私が試してみましょう。
43 让我试试 ràng wǒ shìshi 私に試させてください。
44 你试一试吧 nǐ shì yī shì ba 試してみてください。
45 试着做了 shì zhe zuò le やってみた。
46 试了一下 shì le yīxià やってみた。
47 试着唱了 shì zhe chàng le 歌ってみた。
48 穿上试试 chuānshàng shìshi 着てみる。
49 试衣服 shì yīfu 試着する。
50 用着试试 yòng zhe shìshi 試しに使ってみる。
51 我试着确认一下 wǒ shì zhe quèrèn yīxià 確認してみます。
52 试胆量 shì dǎnliàng 肝試し。
53 做做看 zuòzuo kàn やってみる。
54 做一次看看 zuò yī cì kànkan 一度やってみる。
55 请试着做做看 qǐng shì zhe zuòzuo kàn やってみてください。
56 听听看 tīngting kàn 聞いてみる。
57 问问看 wènwen kàn 問うてみる。
58 再说一遍看看 zàishuō yī biàn kànkan もういっぺん言ってみろ。
59 要看看吗? yào kànkan ma 見てみますか。
60 你尝尝这个 nǐ chángchang zhège これを食べてみてください。
61 你尝尝吧 nǐ chángchang ba ちょっと味見してみて。
62 尝一尝 cháng yī cháng 味をみる。
63 尝一尝看 cháng yī cháng kàn 試しに味わってみる。
64 常常味道 chángcháng wèidào 味をみる。
65 品尝滋味 pǐncháng zīwèi 味わってみる。
66 尝了尝 cháng le cháng 味わってみた。
67 尝试味道 chángshì wèidào 味見する。
68 尝试各种手法 chángshì gè zhǒng shǒufǎ 様々な手法を試みる。
69 尝试一下看看 chángshì yīxià kànkan 試しにやってみる。
70 新尝试 xīn chángshì 新しい試み。
71 首次尝试 shǒucì chángshì 初の試み。
72 大胆的尝试 dàdǎn de chángshì 大胆な試み。
73 再度尝试 zàidù chángshì 再度試みる。
74 再三尝试 zàisān chángshì 再三試みる。
75 实际尝试 shíjì chángshì 実際やってみる。
76 我想尝试一下 wǒ xiǎng chángshì yīxià 私はやってみたい。
77 我尝试唱 wǒ chángshì chàng 私は歌ってみる。
78 试用品 shìyòngpǐn 試用品。
79 试用期 shìyòngqí 試用期間。
80 请试用 qǐng shìyòng ご試用ください。使ってみてください。
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81 试用新产品 shìyòng xīnchǎnpǐn 新製品を試用してみる。
82 试验汽⻋的性能 shìyàn qìchē de xìngnéng 車の性能を試す。
83 ⻜行试验 fēixíng shìyàn 飛行試験。
84 考验他的演技 kǎoyàn tā de yǎnjì 彼の演技を試す。
85 测试汽⻋的性能 cèshì qìchē de xìngnéng 車の性能を測る。
86 测试目力 cèshì mùlì 視力を測る。
87 我查一下吧 wǒ chá yīxià ba ちょっと調べてみよう。
88 先看一下情况吧 xiān kàn yīxià qíngkuàng ba しばらく様子を見ましょう。
89 算起来在这儿已经住了十年了 suàn qǐlái zài zhèr yǐjīng zhù le shí nián le 数えてみればここにすでに10年も住んでいる。
90 回想起来真的好羞涩 huíxiǎng qǐlái zhēn de hǎo xiūsè 振り返ってみると実に恥ずかしい。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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