
No 中国語 ピンイン 日本語

1 各 gè それぞれ。各。
2 各人 gèrén 各人。
3 各自 gèzì 各自。それぞれ。
4 各各 gègè それぞれ。おのおの。
5 各各儿 gègèr それぞれ。おのおの。
6 各个 gègè それぞれの。一つずつ。
7 各个人 gègerén それぞれの人。
8 每个 měige 一つ一つ。一人一人。
9 每个人 měigerén 一人一人。みんな。
10 人人 rénrén 一人一人。みんな。人々。
11 个个 gègè それぞれ。みな。
12 个个儿 gègèr それぞれ。みな。
13 个别 gèbié 個々の。個別の。ごく少ない。
14 分别 fēnbié それぞれ。別れる。区別する。違い。
15 自备 zìbèi 自分で用意する。
16 人各不相同 rén gè bù xiāngtóng 人それぞれだ。
17 各有特色 gè yǒu tèsè それぞれ特色がある。
18 大家各有⻓处各有短处 dàjiā gè yǒu chángchu gè yǒu duǎnchu 皆それぞれ⻑所があれば短所もある。
19 人各有⻓短 rén gè yǒu chángduǎn 人それぞれ⻑所短所がある。
20 各有各的打算 gè yǒu gè de dǎsuan 人それぞれ思わくがある。
21 他们各有各的打算 tāmen gè yǒu gè de dǎsuan 彼らはそれぞれに思わくをもっている。
22 各有各的爱好 gè yǒu gè de àihào おのおのが趣味を持っている。
23 各有好尚 gè yǒu hàoshàng それぞれ好みがある。
24 人各有所好 rén gè yǒu suǒ hào 人にはそれぞれ好みがある。
25 人都各有所好 rén dōu gè yǒu suǒ hào 人は皆それぞれ好みがある。
26 人各有所⻓ rén gè yǒu suǒ cháng 人にはそれぞれ優れたところがある。
27 各地叫法各不相同 gèdì jiào fǎ gè bù xiāngtóng 各地で呼び方がそれぞれ違う。
28 各给一份 gè gěi yī fèn それぞれに一つずつ配る。
29 各项工作 gè xiàng gōngzuò それぞれの仕事。それぞれの活動。
30 各就各位 gè jiù gè wèi 各自位置につきなさい。位置について。
31 各述己⻅ gè shù jǐ jiàn 各自が自分の意見を述べる。
32 各抒⼰⻅ gè shū jǐ jiàn 各自が自分の意見を述べる。
33 各抒⼰怀 gè shū jǐ huái 各自が自分の思うところを述べる。
34 各人想法不同 gèrén xiǎngfǎ bùtóng 人それぞれ考え方が違う。
35 发挥各⼈的专⻓ fāhuī gèrén de zhuāncháng それぞれの得意分野を発揮する
36 向各人同等分配 xiàng gèrén tóngděng fēnpèi それぞれに等しく分配する。
37 决定各人的职责 juédìng gèrén de zhízé 各人の職責を決める。
38 人各自想法不同 rén gèzì xiǎngfǎ bùtóng 人それぞれ考え方が違う。
39 各自陈述不同的意⻅ gèzì chénshù bùtóng de yìjiàn 各自が異なる意見を述べる。
40 各自随便行动 gèzì suíbiàn xíngdòng それぞれが勝手な行動をする。
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41 发挥各自的特点 fāhuī gèzì de tèdiǎn それぞれの特徴を発揮する。
42 各自选择节目 gèzì xuǎnzé jiémù 各自でプログラムを選択する。
43 要各自携带盒饭 yào gèzì xiédài héfàn 各自弁当持参のこと。
44 请各自吃午饭 qǐng gèzì chī wǔfàn 昼食は各自で取ってください。
45 请各自做 qǐng gèzì zuò 各自で行ってください。
46 请各自做出投资判断 qǐng gèzì zuò chū tóuzī pànduàn 各自で投資判断を行ってください。
47 ⻋费各自负担 chē fèi gèzì fùdān 交通費は各自で負担。
48 费用各自负担 fèiyòng gèzì fùdān 費用は各自で負担。
49 各自买票 gèzì mǎi piào 各自で切符を買う。
50 各个方面 gègè fāngmiàn 各方面。
51 各个部门 gègè bùmén 各部門。
52 每个路口 měige lùkǒu 交差点ごと。各交差点。
53 每个家庭 měige jiātíng 各家庭。
54 每个人三个 měigerén sān gè 各人三個。それぞれに３つ。
55 每个人的责任 měigerén de zérèn 一人一人の責任。それぞれみんなの責任。
56 发挥每个人的特⻓ fāhuī měigerén de tècháng 各人の持ち味を発揮する。
57 人人都要注意安全 rénrén dōu yào zhùyì ānquán それぞれみんなで安全に気をつけること。
58 他们个个儿都是好人 tāmen gègèr dōu shì hǎorén 彼らそれぞれ皆いい人だ。
59 个别行动 gèbié xíngdòng 個別に行動する。
60 个别处理 gèbié chǔlǐ 個別に処理する。
61 分别对待 fēnbié duìdài それぞれに対処する。
62 他们分别回去了 tāmen fēnbié huí qù le 彼らはそれぞれに帰って行った。
63 茶水自备 cháshuǐ zìbèi 飲み物は各自で用意する。
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