
No 中国語 ピンイン 日本語

1 力度 lìdù 力の強さ。音の強弱。文学や芸術などの内容の深さ。
2 按摩力度不错 ànmó lìdù bùcuò 按摩の力の加減がよい。
3 力气 lìqi 力。
4 他的力气很大 tā de lìqi hěn dà 彼の力は強い。
5 力量 lìliang 力。能力。作用。効き目。
6 肌肉力量弱 jīròu lìliàng ruò 筋力が弱い。
7 劲 jìn 力。意欲。〜なようす。おもしろみ。
8 劲儿 jìnr 力。意欲。〜なようす。
9 使出大劲 shǐ chū dà jìn 大きな力を出す。大いに力を入れる。
10 使得上劲 shǐdeshàng jìn 力が入る。力を入れることができる。力を入れただけの効果がある。

11 使不上劲 shǐbushàng jìn 力が入らない。いくら力を入れてもむだである。
12 再加一把劲 zài jiā yī bǎ jìn もうひとふんばり。
13 再加把劲儿 zài jiā bǎ jìnr もうひとふんばり。
14 泄了劲儿 xiè le jìnr 力が抜けた。
15 劲松了 jìn sōng le 力が抜けた。
16 劲松 jìngsōng 力強くそびえ立つ松。
17 没有劲儿 méiyǒu jìnr 力がない。
18 有劲 yǒujìn 力がある。おもしろい。
19 有劲儿 yǒujìnr 力がある。
20 这个人真有劲 zhège rén zhēn yǒujìn この人は実に力が強い。
21 没劲 méijìn 力がない。元気がない。やる気がない。面白くない。
22 没劲儿 méijìnr 力がない。元気がない。やる気がない。
23 全身没劲 quánshēn méijìn 全身に力がない。体に元気がない。
24 浑身没劲 húnshēn méijìn 全身に力がない。体に元気がない。
25 劲头 jìntóu 力。意気込み。気合。
26 劲头儿 jìntóur 力。意気込み。気合。
27 劲头大 jìntóu dà 力がある。威勢がよい。
28 劲头十足 jìntóu shízú 力がみなぎる。意気込みがよい。
29 腕力 wànlì 腕力。うでまえ。手腕。
30 腕力强 wànlì qiáng 腕力が強い。
31 臂力 bìlì 腕力。
32 有臂力 yǒu bìlì 腕力がある。
33 握力 wòlì 握力。
34 握力小 wòlì xiǎo 握力が弱い。握りが弱い。
35 人力 rénlì 人力。人手。人の労働力。
36 大量的人力 dàliàng de rénlì 大量の人力。大量の人手。
37 ⻢力 mǎlì 馬力。
38 ⻢力大 mǎlì dà 馬力が大きい。パワーがある。
39 大力士 dàlìshì 力持ち。
40 他是个大力士 tā shì ge dàlìshì 彼は力持ちです。
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41 大力 dàlì 大きな力。大いに力をこめて〜する。
42 出大力 chū dàlì 力を出す。
43 下大力 xià dàlì 力を尽くす。
44 大力种稻 dàlì zhòngdào 米の栽培に力を入れる。
45 大力支持 dàlì zhīchí 強力に支持する。大いにサポートする。
46 强力 qiánglì 強い力。抵抗力。
47 强力洗衣粉 qiánglì xǐyīfěn 強力な洗濯用粉洗剤。強力洗剤。
48 强力夺取 qiánglì duóqǔ 強引に奪う。
49 全力 quánlì 全力。
50 尽全力 jìn quánlì 全力を尽くす。
51 竭尽全力 jiéjìn quánlì 全力を尽くす。
52 全力以赴 quánlì yǐ fù 全力を尽くす。
53 全力投入 quánlì tóurù 全力を尽くす。
54 全力支持 quánlì zhīchí 全力を挙げて支持する。フルサポートする。
55 集中全力 jízhōng quánlì 全力を集中する。
56 用力 yònglì 力を入れる。力を入れて〜する。
57 用力推 yònglì tuī 力を入れて押す。ぐっと押す。
58 用力按 yònglì àn 力を入れて押さえる。しっかり押さえる。
59 用力拧 yònglì níng 力を入れてひねる。ぎゅっとしぼる。
60 少用力 shǎo yònglì 力を控える。
61 不要用力 bùyào yònglì 力を入れないで。力を抜いて。
62 用劲 yòngjìn 力を入れる。
63 用劲儿 yòngjìnr 力を入れる。
64 用劲拉 yòngjìn lā 力を入れて引く。
65 用劲一拉 yòngjìn yī lā ぐいと引く。
66 用尽 yòngjìn 使い尽くす。
67 用尽力气 yòngjìn lìqì 力を使い尽くす。
68 用尽全身力气 yòngjìn quánshēn lìqì 全身の力を込める。
69 力气用尽 lìqì yòngjìn 力が尽きる。
70 用尽气力 yòngjìn qìlì 気力を尽くす。力を出し尽くす。
71 使劲 shǐjìn 力を入れる。
72 使劲儿 shǐjìnr 力を入れる。
73 使劲推 shǐjìn tuī 力を入れて押す。ぐっと押す。
74 使劲拉 shǐjìn lā 強く引く。
75 使劲忍住 shǐjìn rěnzhù ぐっとこらえる。
76 出力 chūlì 力を出す。骨を折る。
77 有钱出钱, 有力出力 yǒu qián chū qián, yǒulì chūlì 金のある者は金を出し。力のある者は力を出す。
78 尽力 jìnlì 尽力する。力を尽くす。
79 尽过力 jìnguò lì 全力を出し尽くす。
80 尽不了力 jìn buliǎo lì 力を充分出せない。
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81 尽力而为 jìnlì ér wéi 全力を尽くしてやる。
82 尽力工作 jìnlì gōngzuò 一生懸命仕事をする。
83 竭力 jiélì 力を尽くして。
84 尽心竭力 jìnxīn jiélì できる限りのことをする。
85 竭力帮助他 jiélì bāngzhù tā 精一杯彼を援助する。
86 极力 jílì 力の限りを尽くして。極力。懸命に。
87 极力设法 jílì shèfǎ できる限りの手を尽くす。
88 悉力 xīlì 全力を尽くす。
89 悉力以赴 xīlì yǐ fù 全力で事にあたる。
90 悉力进行 xīlì jìnxíng 力の限り仕事を進める。
91 有力 yǒulì 力強い。
92 有利 yǒulì 有利だ。有益だ。
93 有力支持 yǒulì zhīchí 強力に支持する。大いにサポートする。
94 有力的打击 yǒulì de dǎjí 力強い打撃。
95 强有力 qiángyǒulì 力強い。優れた能力を持っている。
96 强有力的人 qiángyǒulì de rén 優れた力のある人。
97 强有力支援 qiángyǒulì zhīyuán 強力な支援。
98 强劲 qiángjìng 強力だ。強靭(きょうじん)だ。
99 强劲有力 qiángjìng yǒulì 力強い。
100 强劲的对手 qiángjìng de duìshǒu 強力な相手。手ごわい相手。
101 微弱 wēiruò 弱々しい。かすかだ。
102 声音很微弱 shēngyīn hěn wéiruò 声がとても弱々しい。音に力がない。
103 紧 jǐn きつく締める。しっかり固定している。ぴんと張る。ひっきりなしだ。差し迫っている。

104 紧紧 jǐnjǐn 固くしまっている。しっかり固定している。はりつめている。

105 拉紧 lājǐn ぴんと張る。
106 绑紧 bǎngjǐn きつく縛る。
107 拧紧 nǐngjǐn きつくひねる。締め付ける。
108 把绳子紧一紧 bǎ shéngzi jǐn yī jǐn 縄をぎゅっと締める。
109 再捆得紧一点 zài kǔn de jǐn yīdiǎn もっときつく縛る。
110 紧紧握手 jǐnjǐn wòshǒu しっかりと握手する。
111 轻 qīng 動作にかける力が小さい。軽い。数や量が少ない。重要でない。

112 轻轻 qīngqīng 動作が軽くゆるやかだ。そっとやさしい。
113 轻抬轻放 qīng tái qīng fàng そっと持ち上げ、そっと下ろす。
114 轻拿轻放 qīng ná qīng fàng そっと持ち、そっと下ろす。取り扱い注意。
115 轻轻地打 qīngqīng de dǎ 軽くたたく。
116 轻轻握手 qīngqīng wòshǒu 手を軽く握る。
117 轻打 qīng dǎ 軽く打つ。スロースパイク。アプローチショット。
118 轻轻吊球 qīngqīng diàoqiú ゆるいドロップショット。
119 松 sōng 力や気持ちをゆるめる。ゆるい。締まりがない。松。
120 松松 sōngsōng 力や気持ちをゆるめる。ゆるい。締まりがない。
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121 拧松 níng sōng ねじってゆるめる。
122 松螺丝 sōng luósī ねじをゆるめる。
123 松一松腰带 sōng yī sōng yāodài ベルトを少しゆるめる。
124 放松 fàngsōng 注意や圧力をゆるめる。
125 放松肌肉 fàngsōng jīròu 筋肉をゆるめる。
126 把领带放松 bǎ lǐngdài fàngsōng ネクタイをゆるめる。
127 请放松点儿 qǐng fàngsōng diǎnr どうぞ楽にしてください。
128 松弛 sōngchí 筋肉や気持ちがゆるんでいる。制度や規律などが厳しくない。ゆるめる。ほぐす。

129 肌肉松弛 jīròu sōngchí 筋肉がたるんでいる。
130 腰带松弛 yāodài sōngchí ベルトがゆるい。
131 无力 wúlì 力がない。無力だ。
132 四肢无力 sìzhī wúlì 四肢(しし)に力がない。手足に力がない。
133 瘫软 tānruǎn 手足や体がぐったりして動かせない。
134 手脚瘫软 shǒujiǎo tānruǎn 手足に力がない。
135 瘫软地坐 tānruǎn de zuò ぐったりと座る。
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