
No 中国語 ピンイン 日本語

1 自己 zìjǐ 自分。身内の。親しい。
2 本人 běnrén 本人。当人。自分。私。
3 自个儿 zìgěr 自分。
4 自身 zìshēn 自分。
5 自我 zìwǒ 自我。自己。自分。
6 亲自 qīnzì 自(みずか)ら。
7 亲身 qīnshēn 自分の身で。自らの。
8 亲手 qīnshòu 自分の手で。
9 自助 zìzhù セルフサービス。
10 躬亲 gōngqīn 自分でする。
11 独立 dúlì 単独で立つ。自分の力で。独立する。
12 自行 zìxíng 進んで〜する。自らする。自主的にする。
13 自理 zìlǐ 自分で負担する。自分で処理する。
14 自述 zìshù 自ら述べる。自伝。
15 任性 rènxìng 勝手気まま。自分勝手。わがまま。
16 自私 zìsī 自分勝手だ。
17 以自我为中心的人 yǐ zìwǒ wéi zhōngxīn de rén 自己中心的な人。
18 自己做 zìjǐ zuò 自分でやる。
19 自己干 zìjǐ gàn 自分でやる。
20 自己的事自己做 zìjǐ de shì zìjǐ zuò 自分のことは自分でやる。
21 自己的事情自己做 zìjǐ de shìqíng zìjǐ zuò 自分のことは自分でやる。
22 我亲自去 wǒ qīnzì qù 私が自分で行きます。
23 你自己一个人做 nǐ zìjǐ yī ge rén zuò あなた自分一人でやれ。
24 自己的事自己办吧 zìjǐ de shì zìjǐ bàn ba 自分のことは自分でやって。
25 你亲自去一趟 nǐ qīnzì qù yī tàng あなたが自分で一度行って。
26 你自己去就行了 nǐ zìjǐ qù jiù xíng le あなたが自分で行けばよい。
27 你自己看看去 nǐ zìjǐ kànkan qù あなたが自分で見に行って。
28 你亲手做一做 nǐ qīnshǒu zuò yī zuò あなた自分でやってみて。
29 你自己去试试 nǐ zìjǐ qù shìshi あなた自分でやってみろ。
30 事必躬亲 shì bì gōng qīn 何事も必ず自分でやる。
31 让我自己来 ràng wǒ zìjǐ lái 自分にやらせてください。
32 自己也行 zìjǐ yě xíng 自分でもできる。
33 我自己来吧 wǒ zìjǐ lái ba 自分でやるから。
34 我自己拿 wǒ zìjǐ ná 自分で持ちます。
35 我自己拿这个包 wǒ zìjǐ ná zhège bāo このカバンは自分で持ちます。
36 你自己决定吧 nǐ zìjǐ juédìng ba あなた自分で決めてよ。
37 你自己定吧 nǐ zìjǐ dìng ba あなた自分で決めてよ。
38 你自己来选一下吧 nǐ zìjǐ lái xuǎn yīxià ba ご自分でお選びください。
39 喜欢哪个, 自己挑 xǐhuan nǎge, zìjǐ tiāo 好きなものを自分で選んで。
40 自己去想办法 zìjǐ qù xiǎng bànfǎ 自分で考えてみることだ。
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41 自己决定的 zìjǐ juédìng de 自分で決めた。
42 自决 zìjué 自ら決める。
43 自绝 zìjué 自ら関係を絶つ。
44 自觉 zìjué 自覚する。自覚している。
45 我自己解决 wǒ zìjǐ jiějué 私は自分で解決します。
46 自己想办法解决 zìjǐ xiǎng bànfǎ jiějué 自分でどうにか解決する。
47 我既敢做, 就敢当 wǒ jì gǎn zuò, jiù gǎndāng 自分でやったことは自分で責任とる。
48 自己保护自己 zìjǐ bǎohù zìjǐ 自分の身は自分で守る。
49 自己折磨自己 zìjǐ zhémo zìjǐ 自分で自分を苦しめる。
50 自己做菜 zìjǐ zuò cài 自分で料理する。
51 自卖自夸 zì mài zì kuā 自画自賛する。
52 自以为 zì yǐwéi 自分一人で〜と思う。
53 自以为了不起 zì yǐwéi liǎobuqǐ 自分でたいしたものだと思う。
54 只好亲自处理 zhǐhǎo qīnzì chǔlǐ 自分でやるしかない。
55 自行处理 zìxíng chǔlǐ 自分で処理する。
56 自行办理 zìxíng bànlǐ 自分で手続きする。
57 费用自理 fèiyòng zìlǐ 費用は自分で負担する。
58 自助服务 zìzhù fúwù セルフサービス。
59 自己服务 zìjǐ fúwù セルフサービス。
60 顾客自选 gùkè zìxuǎn 客が自分で選ぶ。セルフサービス。
61 自助餐 zìzhùcān セルフサービスの食事。ビュッフェ料理。バイキング形式の食事。

62 自助餐馆 zìzhù cānguǎn ビュッフェ形式のレストラン。バイキング形式のレストラン。

63 自助餐厅 zìzhù cāntīng 客が自由に選ぶ形式のレストラン。カフェテリア。
64 吃完后自己清理桌面退还餐具 chī wán hòu zìjǐ qīnglǐ zhuōmiàn tuìhuán cānjù 食べたあと、自分でテーブルをきれいにして食器を返却する。

65 自助护理 zìzhù hùlǐ セルフケア。
66 自拍 zìpāi カメラの自動シャッター。セルフタイマー撮影。
67 自拍器 zìpāi qì カメラの自動シャッター。セルフタイマー撮影。
68 自拍机 zìpāi jī カメラの自動シャッター。セルフタイマー撮影。
69 自动控制时间 zìdòng kòngzhì shíjiān 時間の自動制御。時間のセルフタイマー機能。
70 自动控制温度 zìdòng kòngzhì wēndù 温度の自動制御。温度のセルフ調節機能。
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