
No 中国語 ピンイン 日本語

1 只 zhǐ ただ。単に。
2 净 jìng ただそのひとつだけ。きれいだ。何も残らない。すべて〜ばかり。

3 仅 jǐn ただ〜だけ。
4 仅 jìn わずかに〜だ。数が〜に近い。
5 光 guāng ただそれだけ。光。輝き。つるつるしてる。少しも残っていない。

6 就 jiù たった〜だけ。ただ〜だけ。近づく。〜について。たとえ〜でも。

7 才 cái わずかに。たった。ただ。たった今。ようやく。もう〜だ。

8 惟 wéi ただ〜だけ。ただ。しかし。
9 唯 wéi ただ〜だけ。(返事の)はい。
10 惟独 wéidú ただ〜だけ。
11 唯独 wéidú ただ〜だけ。
12 单单 dāndān ただ〜だけ。
13 只有 zhǐyǒu 〜するしかない。〜してはじめて。
14 只有 zhǐ yǒu ただ〜だけ。
15 只是 zhǐshì ただ〜にすぎない。〜だけだ。だが。
16 只能 zhǐnéng ただ〜できるだけだ。〜しかできない。
17 只好 zhǐhǎo 〜するよりほかない。やむなく〜する。
18 只得 zhǐdé 〜するよりほかない。やむなく〜する。
19 只要 zhǐyào 〜しさえすれば。
20 仅只 jǐnzhǐ ただ〜だ。わずかに〜だ。
21 仅仅 jǐnjǐn ただ〜なだけだ。わずかに〜だ。
22 不过 bùguò ただ〜にすぎない。ただし。でも。この上なく〜だ。
23 只不过 zhǐbuguò ただ〜にすぎない。
24 唯一 wéiyī ただ一つの。唯一の。
25 惟一 wéiyī ただ一つの。唯一の。
26 惟有 wéiyǒu ただ〜だけ。
27 无非 wúfēi ただ〜にすぎない。〜にほかならない。
28 而已 éryǐ 〜だけ。〜ばかり。〜にすぎない。
29 罢了 bàle ただ〜に過ぎない。〜しただけ。
30 不外 bùwài 〜にほかならない。
31 不外乎 bùwàihu 〜にほかならない。
32 只是打听了一下 zhǐshì dǎting le yīxià ただ聞いてみただけです。
33 只是问问而已 zhǐshì wèn wèn éryǐ ただ尋ねてみただけです。
34 我只不过问了问 wǒ zhǐ bùguò wèn le wèn ただ尋ねてみただけです。
35 我不过是随便问问 wǒ bùguò shì suíbiàn wèn wèn ただ尋ねてみただけです。
36 只⻅过一面 zhǐ jiànguò yī miàn ただ１度会っただけです。
37 我只不过是偶然在场 wǒ zhǐ bùguò shì ǒurán zàichǎng 私はただ偶然そこにいただけです。
38 钱只有这些 qián zhǐ yǒu zhèxiē 金はこれだけしかない。
39 钱就剩这一些了 qián jiù shèng zhè yīxiē le 金はこれだけしか残っていない。
40 余款只有这些 yú kuǎn zhǐyǒu zhèxiē 残金はこれだけだ。
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41 只剩下这些钱 zhǐ shèng xià zhèxiē qián 残りはこれだけの金。
42 只剩下这些了 zhǐ shèng xià zhèxiē le もうこれだけしか残っていない。
43 只剩下一点了 zhǐ shèng xià yīdiǎn le 少ししか残っていない。
44 只剩下十块钱 zhǐ shèng xià shí kuài qián １０元しか残ってない。
45 只剩下一百日元 zhǐ shèng xià yī bǎi rìyuán １００円しか残っていない。
46 我只有四十块钱 wǒ zhǐyǒu sì shí kuài qián 私はたった４０元しか持っていない。
47 只有那么些了 zhǐ yǒu nàme xiē le それだけしかない。
48 只有这个方法 zhǐ yǒu zhège fāngfǎ これしか方法はない。
49 只有这个办法 zhǐ yǒu zhège bànfǎ これしか方法はない。
50 只有他一个人知道 zhǐ yǒu tā yī gè rén zhīdào 彼ひとりしか知らない。
51 只有我不知道 zhǐ yǒu wǒ bù zhīdào 私だけ知らなかった。
52 单单我不知道 dāndān wǒ bù zhīdào 私だけ知らなかった。
53 惟有他没来 wéiyǒu tā méi lái 彼だけ来ていない。
54 只有你一个人吗? zhǐ yǒu nǐ yī ge rén ma あなた一人だけですか。
55 屋子里只有三四个人 wūzi lǐ zhǐ yǒu sān sì ge rén 部屋には３、４人しかいない。
56 只有我们这三个人 zhǐ yǒu wǒmen zhè sān ge rén われわれ３人しかいない。
57 我只要一个 wǒ zhǐ yào yī ge 私はひとつしか要らない。
58 北京只去过一次 Běijīng zhǐ qù guò yī cì 北京は１度しか行ったことない。
59 只喝茶 zhǐ hē chá お茶しか飲まない。
60 只喝两口 zhǐ hē liǎng kǒu ほんの一口だけ飲む。
61 我只会说一点中文 wǒ zhǐ huì shuō yīdiǎn zhōngwén 私はすこしだけ中国語が話せます。
62 我只会读一点中文 wǒ zhǐ huì dú yīdiǎn zhōngwén 私はすこしだけ中国語が読めます。
63 我只会说日语 wǒ zhǐ huì shuō rìyǔ 私は日本語しか話せません。
64 我只会说一点点英语 wǒ zhǐ huì shuō yīdiǎndiǎn yīngyǔ 私は英語が少しだけ話せます。
65 只有五分钟了 zhǐ yǒu wǔ fēnzhōng le あと５分しかない。
66 只能忍耐 zhǐnéng rěnnài がまんするしかない。
67 只能用现金 zhǐnéng yòng xiànjīn 現金しか使えません。
68 只能用现金支付 zhǐnéng yòng xiànjīn zhīfù 支払いは現金のみです。
69 本店只收现金 běndiàn zhǐ shōu xiànjīn 当店は現金払いしか扱えません。
70 只能走路 zhǐnéng zǒulù 歩くしかない。
71 只好走路 zhǐhǎo zǒulù 歩くしかない。
72 只好做 zhǐhǎo zuò やるしかない。
73 只得自己干 zhǐdé zìjǐ gàn 自分でやるしかない。
74 只得退回 zhǐdé tuìhuí 引き返すしかない。
75 他心中只有工作 tā xīnzhōng zhǐ yǒu gōngzuò 彼の頭には仕事のことしかない。
76 只有一点点区别 zhǐ yǒu yī diǎndiǎn qūbié わずかな違いしかない。
77 只能得到一个 zhǐnéng dédào yī ge 一つしか手に入らない。
78 只好顺其自然 zhǐhǎo shùnqízìrán 成るようにしかならない。
79 只好你去了 zhǐhǎo nǐ qù le あなたが行くしかない。
80 我每天只睡四个小时 wǒ měitiān zhǐ shuì sì ge xiǎoshí 私は毎日４時間しか眠らない。
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81 离限期只有三天了 lí xiànqí zhǐ yǒu sān tiān le 期限まで三日しかなくなった。
82 不外两种可能 bù wài liǎng zhǒng kěnéng 二つの可能性しかない。
83 只好重新开始 zhǐhǎo chóngxīn kāishǐ はじめからやり直すしかない。
84 我了解的只有这些 wǒ liǎojiě de zhǐ yǒu zhèxiē 私の知っているのはそれだけです。
85 净说不干 jìng shuō bù gàn 言うだけでやらない。
86 只说不做 zhǐ shuō bù zuò 言うだけでやらない。
87 光说不做 guāng shuō bù zuò 言うだけでやらない。
88 光说不干的人 guāng shuō bù gàn de rén 口だけの人。
89 他才比我高一公分 tā cái bǐ wǒ gāo yī gōngfēn 彼は私より１cm高いだけです。
90 我只是开个玩笑 wǒ zhǐshì kāi ge wánxiào 私は冗談を言っただけです。
91 我只是开玩笑说说而已 wǒ zhǐshì kāi wánxiào shuō shuō éryǐ 私は冗談を言っただけです。
92 我只不过是随便说说而已 wǒ zhǐ bùguò shì suíbiàn shuō shuō éryǐ 私はただちょっと言ってみただけです。
93 只剩下我一个人 zhǐ shèng xià wǒ yī ge rén 私ひとりだけが残った。
94 只有我一个人在家 zhǐ yǒu wǒ yī ge rén zàijiā 私だけが家にいた。
95 只你一个人去行吗? zhǐ nǐ yī ge rén qù xíng ma あなた一人だけで行って大丈夫か。
96 只两个人去 zhǐ liǎng ge rén qù 二人だけで行く。
97 只来了一个人 zhǐ lái le yī ge rén たった一人しか来なかった。
98 只要一杯水 zhǐyào yī bēi shuǐ ただ一杯の水がほしい。
99 我只有这一本书没看过 wǒ zhǐ yǒu zhè yī běn shū méi kàn guò 私はこの本だけは読んだことがない。
100 你的意⻅就是这些吗? nǐ de yìjiàn jiù shì zhèxiē ma あなたの意見はそれだけですか。
101 你想说的就这些吗? nǐ xiǎng shuō de jiù zhèxiē ma あなたが言いたいことはそれだけですか。
102 我只想说这个 wǒ zhǐ xiǎng shuō zhège これだけは言いたい。
103 只有这些是确定的 zhǐ yǒu zhèxiē shì quèdìng de これだけは確かだ。
104 惟有这是真的 wéiyǒu zhè shì zhēn de これだけは本当だ。
105 唯独这个无论如何不行 wéidú zhège wúlùn rúhé bùxíng それだけはやめて。
106 只填写一面 zhǐ tiánxiě yī miàn 片面だけ記入。
107 只有他单独活动 zhǐyǒu tā dāndú huódòng 彼だけ別行動した。
108 唯独他反对 wéidú tā fǎnduì 彼だけ反対している。
109 惟有这个不能给你 wéiyǒu zhège bùnéng gěi nǐ これだけはあげられない。
110 只有这么点? zhǐ yǒu zhème diǎn たったこれだけか。
111 光这些吗? guāng zhèxiē ma たったこれだけか。
112 我需要的只有这个 wǒ xūyào de zhǐyǒu zhège 私がほしいのはこれだけだ。
113 有这些就够了 yǒu zhèxiē jiù gòu le これだけあれば足りる。
114 有这么多就够了 yǒu zhème duō jiù gòu le これだけあれば足りる。
115 只通知亲友 zhǐ tōngzhī qīnyǒu 親しい友人にだけ知らせる。
116 只告诉你 zhǐ gàosù nǐ あなただけに話す。
117 光吃菜不吃饭 guāng chī cài bù chī fàn おかずだけ食べてご飯を食べない。
118 只在夏天开店 zhǐ zài xiàtiān kāidiàn 夏の間だけ店を開く。
119 可以依靠的只有你 kěyǐ yīkào de zhǐ yǒu nǐ 頼れるのはあなただけ。
120 才十块钱 cái shí kuài qián たった１０元。

ただ、しか、だけ、だけしか、しかない   3/4

3



No 中国語 ピンイン 日本語

121 只要五块钱就够了 zhǐyào wǔ kuài qián jiù gòu le たった５元でいいです。
122 才三天 cái sān tiān たった三日。
123 才七岁 cái qī suì たった七歳。
124 一共才九个 yīgòng cái jiǔ ge 全部でたった９個。
125 仅仅三个月 jǐnjǐn sān ge yuè たった３カ月。
126 仅仅一个人 jǐnjǐn yī ge rén たった一人。
127 只有一次 zhǐ yǒu yī cì たった一度。
128 只有一个人 zhǐ yǒu yī ge rén たった一人。
129 仅有的一日元 jǐn yǒu de yī rìyuán たった１円。
130 只差一分钟没赶上火⻋ zhǐ chà yī fēnzhōng méi gǎn shàng huǒchē たった１分の差で列車に間に合わなかった。
131 我唯一的自豪 wǒ wéiyī de zìháo 私の唯一の誇り。
132 唯一的希望 wéiyī de xīwàng ただひとつの希望。
133 无非是做了该做的事罢了 wúfēi shì zuò le gāi zuò de shì bàle やるべきことをやっただけです。
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