
No 中国語 ピンイン 日本語

1 经验 jīngyàn 経験。経験する。
2 体验 tǐyàn 体験。体験する。
3 经历 jīnglì 体験する。経験。
4 阅历 yuèlì 自ら体験する。経験する。体験。経験。経験によって得た知識。

5 体会 tīhuì 体得する。感じ取る。
6 感受 gǎnshòu 感じ取る。影響を受ける。体験から得た考え。体得。
7 教训 jiàoxùn 間違いや失敗することで得た知識。教訓。教え諭す。
8 亲身 qīnshēn 自分の身で。自らの。
9 切身 qièshēn 身をもって。自分と深く関わった。
10 过来人 guòláirén あることについて経験のある人。
11 历 lì 経過する。経験する。
12 来历 láilì ものの由来。人の生まれや育ち。
13 来路 láilù こちらへ来る道筋。人や物品の来歴。
14 履历 lǚlì 履歴。経歴。履歴書。経歴書。
15 历程 lìchéng 経てきた過程。
16 历尽 lìjìn 何度も経験する。繰り返し被害を蒙(こうむ)る。
17 经验丰富 jīngyàn fēngfù 経験が豊富だ。
18 富有经验 fùyǒu jīngyàn 経験に富む。
19 丰富的经验 fēngfù de jīngyàn 豊富な経験。
20 经验少 jīngyàn shǎo 経験が浅い。
21 经验还少 jīngyàn hái shǎo 経験がまだ少ない。
22 经验贫乏 jīngyàn pínfá 経験に乏しい。
23 缺少经验 quēshǎo jīngyàn 経験に乏しい。
24 缺乏经验 quēfá jīngyàn 経験を欠く。未熟である。
25 经验不足 jīngyàn bùzú 経験不足。
26 经验不够 jīngyàn bùgòu 経験不足。
27 还欠缺经验 hái qiànquē jīngyàn まだ経験が足りない。
28 积累经验 jīlěi jīngyàn 経験を積む。
29 经验的积累 jīngyàn de jīlěi 経験の積み重ね。
30 摸索出经验 mōsuǒ chū jīngyàn 経験を積む。
31 汲取经验 jíqǔ jīngyàn 経験を吸収して自分のものとする。経験をくみ取る。
32 吸取经验 xīqǔ jīngyàn 経験を吸収して自分のものとする。経験をくみ取る。
33 活用经验 huóyòng jīngyàn 経験を生かす。
34 运用经验 yùnyòng jīngyàn 経験を生かす。
35 发挥老经验 fāhuī lǎo jīngyàn 昔の経験を生かす。
36 有经验的人 yǒu jīngyàn de rén 経験者。経験がある人。年季が入った人。
37 有经验者 yǒu jīngyàn zhě 経験者。経験がある人。
38 有多年经验的人 yǒu duōnián jīngyàn de rén ⻑年、経験を積んだ人。
39 有⻓年经验的人 yǒu chángnián jīngyàn de rén ⻑年、経験を積んだ人。
40 经验丰富的人 jīngyàn fēngfù de rén 経験豊富な人。
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41 没有经验的人 méiyǒu jīngyàn de rén 未経験者。経験がない人。
42 不论有无经验 bùlùn yǒu wú jīngyàn 経験を問わない。
43 不问经验多寡 bù wèn jīngyàn duōguǎ 経験の多少を問わない。
44 经验之谈 jīngyàn zhī tán 経験談。
45 凭借经验 píngjiè jīngyàn 経験に基づく。
46 凭我的经验 píng wǒ de jīngyàn 私の経験では。
47 根据我的经验 gēnjù wǒ de jīngyàn 私の経験からすると。
48 新经验 xīn jīngyàn 新しい経験。
49 新鲜经验 xīnxiān jīngyàn 今までにない経験。
50 实际经验 shíjì jīngyàn 実際経験。
51 人生经验 rénshēng jīngyàn 人生経験。
52 点滴经验 diǎndī jīngyàn わずかな経験。
53 首次经验 shǒucì jīngyàn 初めての経験。
54 宝贵的经验 bǎoguì de jīngyàn 貴重な経験。
55 有益的经验 yǒuyì de jīngyàn 役立つ経験。
56 正面的经验 zhèngmiàn de jīngyàn 好ましい経験。
57 全部经验 quánbù jīngyàn すべての経験。
58 一条经验 yī tiáo jīngyàn 一つの経験。
59 一套经验 yī tào jīngyàn 一通りの経験。
60 他有经验 tā yǒu jīngyàn 彼は経験がある。
61 很有经验 hěn yǒu jīngyàn 経験が多くある。場数を踏んでいる。
62 只有一点经验 zhǐyǒu yīdiǎn jīngyàn 少ししか経験がありません。
63 我有那个经验 wǒ yǒu nàge jīngyàn 私にはその経験があります。
64 根据经验提出己⻅ gēnjù jīngyàn tíchū jǐjiàn 経験を踏まえて自分の意見を示す。
65 获得宝贵经验 huòdé bǎoguì jīngyàn 貴重な経験を得る。
66 这个经验非常宝贵 zhège jīngyàn fēicháng bǎoguì この経験はとても貴重だ。
67 我有了非常好的经验 wǒ yǒu le fēicháng hǎo de jīngyàn 私はとても良い経験をした。
68 那是非常好的经验 nà shì fēicháng hǎo de jīngyàn それはとても良い経験でした。
69 至今为止没有过的经验 zhìjīn wéizhǐ méiyǒu guo de jīngyàn 今までにない経験でした。
70 这是第一次的经验 zhè shì dì yī cì de jīngyàn これは初めての経験です。
71 我觉得积累了很好的经验 wǒ juéde jīlěi le hěn hǎo de jīngyàn いい経験ができたと思います。
72 那个成为了很好的经验 nàge chéngwéi le hěn hǎo de jīngyàn それはとても良い経験になりました。
73 这对我来说成为了很好的经验 zhè duì wǒ lái shuō chéngwéi le hěn hǎo de jīngyàn これは私にとってとても良い経験になりました。
74 我也有了一样的经验 wǒ yě yǒu le yīyàng de jīngyàn 私も同じような経験をしました。
75 我会利用这个经验 wǒ huì lìyòng zhège jīngyàn 私はこの経験を活かす。
76 我想要活用这个经验 wǒ xiǎng yào huóyòng zhège jīngyàn 私はこの経験を活かしていきたい。
77 我想在今后有效利用这个经验 wǒ xiǎng zài jīnhòu yǒuxiào lìyòng zhège jīngyàn 私はこの経験をこれからに活かしたい。
78 我想将来有效利用这个经验 wǒ xiǎng jiānglái yǒuxiào lìyòng zhège jīngyàn 私はこの経験を将来に活かしたいです。
79 谈体验 tán tǐyàn 体験を語る。
80 体验之谈 tǐyàn zhī tán 体験談。

経験、体験   2/4

2



No 中国語 ピンイン 日本語

81 新体验 xīn tǐyàn 新しい体験。
82 第一次体验 dì yī cì tǐyàn 初めての体験。
83 痛苦的体验 tòngkǔ de tǐyàn つらい体験。
84 珍贵的体验 zhēnguì de tǐyàn 尊い経験。
85 战争体验 zhànzhēng tǐyàn 戦争体験。
86 自己体验 zìjǐ tǐyàn 自身で体験する。
87 体验国外生活 tǐyàn guówài shēnghuó 外国での生活を体験する。
88 虚拟体验 xū nǐ tǐyàn 疑似体験。
89 假设体验 jiǎshè tǐyàn 疑似体験。
90 疑似体验 yísì tǐyàn 疑似体験。
91 进行疑似体验 jìnxíng yísì tǐyàn 疑似体験をする。
92 想体验 xiǎng tǐyàn 経験したい。
93 体验过了 tǐyàn guo le 経験した。
94 我没有体验过那种事情 wǒ méiyǒu tǐyàn guo nà zhǒng shìqíng 私にはそのような経験はない。
95 那个对我来说是初体验 nàge duì wǒ lái shuō shì chū tǐyàn それは私にとって初めての経験でした。
96 有了宝贵的体验 yǒu le bǎoguì de tǐyàn 貴重な体験をした。
97 经历丰富 jīnglì fēngfù 豊富なキャリアがある。
98 积累经历 jīlěi jīnglì 経験を積む。
99 经历过了 jīnglì guo le 経験をした。
100 有很好的经历 yǒu hěn hǎo de jīnglì いい経験をする。
101 从未经历过 cóngwèi jīnglì guo これまで経験したことがない。
102 从来没有经历过 cónglái méiyǒu jīnglì guo いまだ体験したことがない。
103 我没有经历过那个 wǒ méiyǒu jīnglì guo nàge 私はそれを経験したことがありません。
104 经历新的事情 jīnglì xīn de shìqíng 新しい経験をする。
105 至今没有过那种经历 zhìjīn méiyǒu guo nà zhǒng jīnglì これまでにその経験がない。
106 难忘的经历 nánwàng de jīnglì 忘れがたい経験。
107 痛苦的经历 tòngkǔ de jīnglì 苦い経験。
108 人生经历 rénshēng jīnglì 人生経験。
109 生活经历 shēnghuó jīnglì 生活上の体験。
110 自身的经历 zìshēn de jīnglì 自分自身の体験。
111 经历辛酸 jīnglì xīnsuān ひどい目にあう。
112 切身经历 qièshēn jīnglì みずから経験する。
113 是个很好的经历 shì ge hěn hǎo de jīnglì いい経験になりました。
114 那是非常好的经历 nà shì fēicháng hǎo de jīnglì それはとてもいい経験だ。
115 那个是非常好的经历 nàge shì fēicháng hǎo de jīnglì それは良い経験になりました。
116 那个对于我来说是难忘的经历 nàge duìyú wǒ lái shuō shì nánwàng de jīnglì それは私にとって忘れられない経験となった。
117 经历多次比赛 jīnglì duō cì bǐsài 数々の試合を経験する。試合の場数を踏む。
118 有了宝贵的经历 yǒu le bǎoguì de jīnglì 貴重な経験をした。
119 我在那里经历了很多 wǒ zài nàli jīnglì le hěn duō そこで私は多くの経験をしました。
120 这种经历我是第一次 zhè zhǒng jīnglì wǒ shì dì yī cì 私はこの様な経験は初めてでした。
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121 阅历很浅 yuèlì hěn qiǎn 経験が浅い。
122 阅历很丰富 yuèlì hěn fēngfù 経験豊かである。
123 阅历过不少事 yuèlì guo bu shǎo shì 少なくないことを体験した。多くを体験した。
124 体会辛苦 tǐhuì xīnkǔ 苦労を知る。
125 深刻的体会 shēnkè de tǐhuì 身にしみる体験。
126 切身的体会 qièshēn de tǐhuì 痛切な体験。
127 点滴体会 diǎndī tǐhuì ちょっとした体験。
128 体会到了大自然的伟大 tǐhuì dào le dà zìrán de wěidà 自然のすばらしさを体感した。
129 这个痛不体会的话不会知道 zhège tòng bù tǐhuì de huà bù huì zhīdào この痛さは経験しなければわからない。
130 生活感受 shēnghuó gǎnshòu 生活体験。
131 得到教训 dédào jiàoxùn 教訓を得る。
132 失败的教训 shībài de jiàoxùn 失敗の教訓。
133 痛切的教训 tòngqiè de jiàoxùn 身にしみる教訓。
134 汲取教训 jíqǔ jiàoxùn 教訓をくみ取る。
135 吸取教训 xīqǔ jiàoxùn 教訓をくみ取る。
136 接受教训 jiēshòu jiàoxùn 教訓をくみ取る。
137 当做教训 dàngzuò jiàoxùn 教訓とする。
138 亲身体验 qīnshēn tǐyàn 身をもって体験する。
139 切身体验 qièshēn tǐyàn 身をもって体験する。
140 亲身经历 qīnshēn jīnglì 身をもって経験する。
141 亲身体会 qīnshēn tǐhuì 身をもって感じる。
142 亲身感受 qīnshēn gǎnshòu 実感する。身につまされる。
143 切身感受 qièshēn gǎnshòu 実感する。身につまされる。
144 过来人讲讲经验 guòláirén jiǎng jiǎng jīngyàn 経験者が経験を語る。
145 历尽甘苦 lìjìn gānkǔ 苦楽をなめ尽くす。
146 历尽千辛万苦 lìjìn qiān xīn wàn kǔ あらゆる辛さと苦しみをなめ尽くす。
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