
No 中国語 ピンイン 日本語

1 总觉得 zǒng juéde なんとなく。どことなく。
2 总有些 zǒng yǒuxiē どこかしら。
3 总有点 zǒng yǒudiǎn どこかしら。
4 不由得 bùyóude 思わず。なんだか。許さない。
5 不知为什么 bù zhī wèi shénme なぜだかわからない。どことなく。
6 不知道为什么 bù zhīdào wèi shénme なぜだかわからない。どことなく。
7 不知为何 bù zhī wèihé なぜだかわからない。どことなく。
8 不可名状 bùkě míngzhuàng なんとも形容しがたい。どことなく。
9 无意中 wúyì zhōng つい。無意識に。
10 无意之中 wúyì zhī zhōng つい。無意識に。
11 无意间 wúyìjiān つい。無意識に。
12 无意识 wúyìshí 無意識の。
13 下意识 xiàyìshí 無意識。潜在意識。
14 不自觉 bù zìjué 自覚していない。
15 不知不觉 bùzhī bùjué 知らず知らずのうちに。
16 总觉得身体不舒服 zǒng juéde shēntǐ bú shūfú どうも体の具合がよくない。
17 总觉得很累 zǒng juéde hěn lèi 何だか疲れる。
18 总觉得和那人合不来 zǒng juéde hé nà rén hébulái どうもあの人とはあわない。
19 总觉得不好意思 zǒng juéde bù hǎoyìsi 何だかきまりが悪い。
20 我总觉得很幸福 wǒ zǒng juéde hěn xìngfú 私は何だか幸せ。
21 我总觉得很不安 wǒ zǒng juéde hěn bù'ān 私は何だか不安。
22 总觉得好像有好事 zǒng juédé hǎoxiàng yǒu hǎoshì なんとなくいいことがありそう。
23 一个人生活总有些寂寞 yī ge rén shēnghuó zǒng yǒuxiē jìmò 一人の生活はどこかしら寂しい。
24 那个人总有点古怪 nàge rén zǒng yǒudiǎn gǔguài あの人はどこかしら変。
25 不由得笑了 bùyóude xiào le 思わず笑った。
26 不由得流泪 bùyóude liúlèi 思わず涙を流す。
27 不由得走了嘴 bùyóude zǒu le zuǐ つい口走った。
28 不由得感到发冷 bùyóude gǎndào fā lěng なんだか寒気がする。
29 不知为什么突然很想你 bù zhī wèi shénme tūrán hěn xiǎng nǐ なぜだか突然あなたに思いを馳(は)せる。
30 不知为什么我讨厌他 bù zhī wèi shénme wǒ tǎoyàn tā なんとなく私は彼がきらい。
31 不知为什么感到心慌 bù zhī wèi shénme gǎndào xīnhuāng なんとなく胸騒ぎがする。
32 不知道为什么人们不喜欢他 bù zhīdào wèishéme rénmen bù xǐhuān tā なぜだか人々は彼を好きではない。
33 不知为何感到心酸 bù zhī wèihé gǎndào xīnsuān なぜだか悲しみがこみあげてくる。
34 感到不可名状的寂寞 gǎndào bùkě míngzhuàng de jìmò 何とも言い難い寂しさを感じる。
35 无意中说走了嘴 wúyì zhōng shuō zǒu le zuǐ つい口をすべらせた。
36 无意中说的话 wúyì zhōng shuō de huà 何気なく言った話。
37 无意中打开了电视 wúyì zhōng dǎkāi le diànshì 何気なくテレビをつけた。
38 工厂工人无意之中说漏嘴 gōngchǎng gōngrén wúyì zhī zhōng shuō lòu zuǐ 工場労働者がつい口をすべらせる。
39 他无意间泄露了消息 tā wúyìjiān xièlòu le xiāoxi 彼は無意識に情報を漏らした。
40 无意识的动作 wúyìshí de dòngzuò 無意識の動作。
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41 无意识的举动 wúyìshí de jǔdòng 無意識の行動。
42 无意识摸脸 wúyìshí mō liǎn 無意識に顔に触れる。
43 下意识地摸摸自己的脸 xiàyìshí de mō mō zìjǐ de liǎn 無意識に自分の顔にさする。
44 不自觉的行动 bù zìjué de xíngdòng 無自覚な行動。
45 不自觉地哭了 bù zìjué de kū le 無自覚に泣いた。思わず泣いた。
46 不知不觉地睡着了 bùzhī bùjué de shuì zhe le 知らず知らずのうちに寝てしまった。
47 不知不觉地已经过了四年 bùzhī bùjué de yǐjīng guò le sì nián 知らないうちに四年がたった。
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