
No 中国語 ピンイン 日本語

1 意义 yìyì 意義。価値。ことばや合図のあらわす意味。
2 有意义 yǒu yìyì 意義がある。
3 我生存的意义 wǒ shēngcún de yìyì 私の生存する意義。私の生きがい。
4 我活着的意义 wǒ huó zhe de yìyì 私の生きる意義。私の生きがい。
5 感到活着的意义 gǎndào huó zhe de yìyì 生きがいを感じる。
6 感到活得有意义 gǎndào huó de yǒu yìyì 生きがいを感じる。
7 有意义的生活 yǒu yìyì de shēnghuó 有意義な生活。生きがいのある生活。
8 效果 xiàoguǒ 効果。よい結果。演劇などの音響や照明の効果。
9 他的努力有了效果 tā de nǔlì yǒu le xiàoguǒ 彼の努力は効果があった。彼は努力の甲斐があった。
10 我的努力没有效果 wǒ de nǔlì méiyǒu xiàoguǒ 私の努力は効果がない。私は努力の甲斐がない。
11 显出努力的效果 xiǎnchū nǔlì de xiàoguǒ 努力の効果が見てとれる。努力の甲斐が見られる。
12 成效 chéngxiào 効果。ききめ。
13 努力⻅成效 nǔlì jiàn chéngxiào 努力の効果が見られる。努力の甲斐が見られる。
14 没有成效 méiyǒu chéngxiào 効果がない。甲斐がない。
15 成果 chéngguǒ 成果。良い結果。
16 经过努力获得成果 jīngguò nǔlì huòdé chéngguǒ 努力を経て成果を得る。努力の甲斐がある。
17 收获 shōuhuò 収穫。成果。作物を取り入れる。
18 多年的辛苦有了收获 duōnián de xīnkǔ yǒu le shōuhuò ⻑年の苦労で成果が出る。⻑年の苦労の甲斐がある。
19 去一趟有了收获 qù yī tàng yǒule shōuhuò 行って見て成果があった。行った甲斐があった。
20 价值 jiàzhí 価値。値打ち。
21 有价值的人生 yǒu jiàzhí de rénshēng 価値ある人生。生きがいのある人生。
22 我的人生价值 wǒ de rénshēng jiàzhí 私の人生の価値。私の生きがい。
23 那个有做的价值 nàge yǒu zuò de jiàzhí それはする価値がある。それはやりがいがある。
24 感觉自己工作没有价值 gǎnjué zìjǐ gōngzuò méiyǒu jiàzhí 自分の仕事に価値がないと感じる。自分の仕事にやりがいがないと思う。

25 值得 zhíde 〜するに値する。⾦額に見合う。
26 值得依赖 zhíde yīlài 頼るに値する。頼り甲斐がある。
27 值得依靠 zhíde yīkào 頼るに値する。頼り甲斐がある。
28 不值得做的事 bù zhíde zuò de shì するに値しない事。やりがいのない事。
29 有干头 yǒu gàntou やりがいがある。働き甲斐がある。
30 有干头儿 yǒu gàntour やりがいがある。働き甲斐がある。
31 没有干头 méiyǒu gàntou やりがいがない。働き甲斐がない。
32 没有干头儿 méiyǒu gàntour やりがいがない。働き甲斐がない。
33 这个工作有干头 zhège gōngzuò yǒu gàntou この仕事はやりがいがある。
34 没有干头的工作 méiyǒu gàntou de gōngzuò やりがいのない仕事。
35 劲头 jìntóu 力。意気込み。気合い。
36 劲头儿 jìntóur 力。意気込み。気合い。
37 有劲头 yǒu jìntóu 張り合いがある。
38 有劲头儿 yǒu jìntóur 張り合いがある。
39 没有劲头 máiyǒu jìntóu 張り合いがある。
40 没有劲头儿 máiyǒu jìntóur 張り合いのない。
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41 打篮球很有劲头 dǎ lánqiú hěn yǒu jìntóu バスケットボールはやりがいがある。
42 最近工作没有劲头 zuìjìn gōngzuò méiyǒu jìntóu 最近、仕事に張り合いがない。
43 失去了工作劲头 shīqù le gōngzuò jìntóu 仕事の張り合いを失う。
44 没劲 méijìn 元気がない。面白くない。張り合いがない。
45 没劲儿 méijìnr 元気がない。面白くない。張り合いがない。
46 下棋没劲 xiàqí méijìn 将棋を指すのは面白くない。囲碁はやりがいがない。
47 干劲 gànjìn 意気込み。
48 干劲儿 gànjìnr 意気込み。
49 有干劲 yǒu gànjìn 張り合いがある。
50 有干劲儿 yǒu gànjìnr 張り合いがある。
51 没有干劲 máiyǒu gànjìn 張り合いのない。
52 没有干劲儿 máiyǒu gànjìnr 張り合いのない。
53 工作有干劲 gōngzuò yǒu gànjìng 仕事に張り合いがある。
54 没有干劲的工作 méiyǒu gànjìng de gōngzuò 張り合いのない仕事。
55 失去干劲 shīqù gànjìng やる気が失せる。
56 回报 huíbào 報いる。仕返しする。仕事の状況などを報告する。
57 努力得到回报 nǔlì dédào huíbào 努力は報いを得る。努力は報われる。努力の甲斐がある。
58 我的努力没有得到回报 wǒ de nǔlì méiyǒu dédào huíbào 私の努力は報われない。努力の甲斐がない。
59 努力的结果有了回报 nǔlì de jiéguǒ yǒu le huíbào 努力の結果、報われた。努力の甲斐があった。
60 无效 wúxiào 効果や効力がない。無効だ。
61 医治无效 yīzhì wúxiào 治療の効果がない。治療の甲斐がない。
62 白 bái むだに。むなしく。色が白い。明らかだ。明るい。何も加えない。無料で。述べる。

63 没有白努力 méiyǒu bái nǔlì 努力は無駄でない。努力する甲斐がある。
64 白费劲了 bái fèijìng le 手間をかけた甲斐がなかった。
65 白费 báifèi むだに使う。
66 努力白费了 nǔlì báifèi le 努力を無駄にした。努力した甲斐がなかった。
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