
No 中国語 ピンイン 日本語

1 一味 yīwèi ひたすら。
2 一心 yīxīn 一心に。ひたすら。心が一つだ。
3 一心一意 yī xīn yī yì 一意専心。
4 专心 zhuānxīn 専念している。
5 一个劲儿 yīgejìnr 休みなく。ひたすら。
6 只顾 zhǐgù ただ〜するばかり。ひたすら〜する。
7 只顾 zhǐ gù 〜ばかりを気にかける。
8 惟恐 wéikǒng 〜をひたすら恐れる。
9 唯恐 wéikǒng 〜をひたすら恐れる。
10 一直 yīzhí とぎれることなくずっと。まっすぐに。〜までみな。
11 总是 zǒngshì いつも。ずっと。
12 始终 shǐzhōng 終始。始めから終わりまでずっと。全過程。
13 不断 bùduàn 絶え間なく。とぎれない。絶えない。
14 不休 bùxiū やまない。
15 不止 bùzhǐ 止まらない。〜にとどまらない。
16 不停 bùtíng 止まらない。
17 无休止 wúxiūzhǐ 休むことがない。いつまでも続く。
18 〜个没完 〜 gè méiwán 〜が止まらない。
19 〜起来没完没了 〜 qǐlai méiwán méiliǎo 〜しだすと止まらない。
20 很久 hěn jiǔ ⻑くの時間。ずっと。⻑びく。
21 久久 jiǔjiǔ ⻑くの時間。⻑い間。
22 老 lǎo ⻑くの時間。ずっと。老いた。古くからの。いつも。とても。

23 从不 cóngbù 今まで〜していない。
24 从来 cónglái 現在に至るまでずっと。これまで。
25 到什么时候 dào shénme shíhòu いつまで。
26 到什么时候也 dào shénme shíhòu yě いつまでも。
27 永 yǒng ⻑く。いつまでも。
28 永远 yǒngyuǎn 永遠に。いつまでも。
29 永世 yǒngshì 永遠に。永久に。一生。
30 永久 yǒngjiǔ 永久の。
31 永存 yǒngcún 永久に存在する。⻑く後世に残る。
32 永生 yǒngshēng 永遠に。死後も魂は永遠に生きる。
33 永恒 yǒnghéng 永久に変わらない。
34 恒久 héngjiǔ 永久。
35 万年 wànnián 万年。永遠。
36 不朽 bùxiǔ 永遠に命を持ち続ける。不朽(ふきゅう)。不滅。
37 不灭 bù miè 不滅。
38 只是一味道歉 zhǐshì yīwèi dàoqiàn ひたすら謝るのみ。
39 一味地为自己辩解 yīwèi de wéi zìjǐ biànjiě ひたすら自己弁解する。
40 一心追求真理 yīxīn zhuīqiú zhēnlǐ ひたすら真理を追究する。ひたむきに真理を追究する。

ひたすら、ずっと、いつまでも、永遠に   1/3

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 一心一意学习 yīxīnyīyì xuéxí ひたすら勉強する。ひたむきに勉強する。
42 专心工作 zhuānxīn gōngzuò ひたすら仕事する。仕事に打ち込む。
43 学习很专心 xuéxí hěn zhuānxīn 勉強にひたすら打ち込む。
44 一个劲儿地哭 yīgejìnr de kū ひたすら泣く。
45 一个劲儿地恳求 yīgejìnr de kěnqiú ひたすら頼み込む。
46 只顾跑 zhǐgù pǎo ひたすら走る。
47 只顾玩儿 zhǐgù wánr ひたすら遊ぶ。遊んでばかりいる。
48 惟恐错过班⻋ wéikǒng cuòguò bānchē 運行車に乗り損なうことをひたすら恐れる。
49 一直在等着 yīzhí zài děng zhe ずっと待っている。
50 我一直在等你 wǒ yīzhí zài děng nǐ 私はずっとあなたを待つ。
51 你一直在哪里? nǐ yīzhí zài nǎli あなたはずっとどこにいたのですか。
52 我一直在家 wǒ yīzhí zài jiā 私はずっと家にいる。
53 一直住在东京 yīzhí zhù zài Dōngjīng ずっと東京に住んでいる。ずっと東京に宿泊してる。
54 我一直以为他是日本人 wǒ yīzhí yǐwéi tā shì rìběnrén 私はずっと彼は日本人だと思っていた。
55 一直是寒冷的天气 yīzhí shì hánlěng de tiānqì ずっと寒い天気が続く。
56 从早上开始一直很忙 cóng zǎoshang kāishǐ yīzhí hěn máng 朝からずっと忙しい。
57 他总是坚持锻炼 tā zǒngshì jiānchí duànliàn 彼はずっとトレーニングを続けている。
58 她总是笑眯眯的 tā zǒngshì xiàomīmī de 彼女はいつもにこにこしている。
59 我始终信任他 wǒ shǐzhōng xìnrèn tā 私はずっと彼を信用する。
60 始终不渝的友情 shǐzhōng bù yú de yǒuqíng 終始変わらない友情。
61 时代不断地变化 shídài bùduàn de biànhuà 時代はずっと変化する。
62 不断努力 bùduàn nǔlì 絶えず努力する。
63 说个不休 shuō ge bùxiū 話しがやまない。
64 大笑不止 dà xiào bùzhǐ 大笑いが止まらない。
65 笑个不停 xiào ge bùtíng 笑いが止まらない。
66 无休止地争论 wúxiūzhǐ de zhēnglùn いつまでも論争する。
67 说个没完 shuō ge méiwán 話しが止まらない。
68 说起来没完没了 shuō qǐlai méiwán méiliǎo 話し出したら止まらない。
69 他等了很久 tā děng le hěnjiǔ 彼はずっと待った。
70 很久没有⻅面了 hěnjiǔ méiyǒu jiànmiàn le ずっと会っていない。
71 久久不能离去 jiǔjiǔ bùnéng líqù いつまでも立ち去ることができない。
72 久久难忘 jiǔjiǔ nánwàng いつまでも忘れられない。
73 老没⻅面了 lǎo méi jiànmiàn le ずっと会っていなかった。
74 他老不来 tā lǎo bù lái 彼はずっと来ない。
75 他从不迟到 tā cóngbù chídào 彼はこれまでずっと遅れたことがない。
76 我从不喝酒抽烟 wǒ cóngbù hējiǔ chōuyān 私は今まで酒もタバコもやりません。
77 他从来没迟到过 tā cónglái méi chídào guò 彼はこれまでずっと遅れたことがない。
78 我从来没病过 wǒ cónglái méi bìng guò 私はこれまでずっと病気をしたことがない。
79 到什么时候也不能忘记 dào shénme shíhòu yě bùnéng wàngjì いつまでも忘れることができない。
80 我永不会忘记这天 wǒ yǒng bù huì wàngjì zhè tiān 私はいつまでもこの日を忘れることがない。
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81 我会永远爱你 wǒ huì yǒngyuǎn ài nǐ あなたを永遠に愛しています。
82 想永远在一起 xiǎng yǒngyuǎn zài yīqǐ いつまでもずっと一緒にいたい。
83 永世不忘 yǒngshì bù wàng 未来永劫忘れない。
84 永久的恋人 yǒngjiǔ de liànrén 永遠の恋人。
85 永存不泯 yǒngcún bù mǐn 永久不滅である。
86 永生难忘 yǒngshēng nánwàng 永遠に忘れ難い。
87 永恒的真理 yǒnghéng de zhēnlǐ 永久不変の真理。
88 恒久不变 héngjiǔ bù biàn 永久不変。
89 遗臭万年 yí chòu wàn nián 悪名を後世に残す。
90 不朽之作 bùxiǔ zhī zuò 不朽の名作。
91 永垂不朽 yǒng chuí bùxiǔ 朽ちることなく永遠に伝わる。
92 永恒不灭 yǒnghéng bù miè 永久不滅。
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