
No 中国語 ピンイン 日本語

1 欲望 yùwàng 欲望。
2 私欲 sīyù 個人の欲望。私欲。
3 自私自利 zì sī zì lì 私利私欲に走る。自己本位だ。
4 欲念 yùniàn 欲望。欲求。
5 欲求 yùqiú 欲求。欲望。
6 嗜欲 shìyù 好みや欲望。
7 奢望 shēwàng 高望みする。高望み。
8 贪心 tānxīn あくなき欲望。欲が深い。
9 贪婪 tānlán 貪欲(どんよく)だ。
10 贪欲 tānyù 貪欲(どんよく)だ。
11 贪黩 tāndú 貪欲(どんよく)だ。
12 烦恼 fánnǎo 煩悩(ぼんのう)。悩み。思いわずらう。悩む。
13 七情六欲 qī qíng liù yù 人間のさまざまな感情と欲望。煩悩(ぼんのう)。
14 禁欲 jìnyù 禁欲する。
15 禁欲的 jìnyù de 禁欲的。
16 节欲 jiéyù 欲望を抑制する。
17 无欲 wúyù 無欲。
18 无私 wúsī 無私だ。私心がない。
19 无私欲 wú sīyù 無欲。
20 无私无欲 wúsī wúyù 無私無欲。
21 大公无私 dà gōng wú sī 公正無私。
22 不贪婪 bù tānlán 無欲。
23 淡薄 dànbó 無欲だ。
24 澹泊 dànbó 無欲だ。
25 恬淡 tiándàn 私欲がなく淡白だ。
26 清心寡欲 qīng xīn guǎ yù 欲が少ない。無私無欲。
27 利令智昏 lì lìng zhì hūn 欲に目がくらむ。
28 利欲熏心 lì yù xūn xīn 欲に目がくらむ。
29 惟利是图 wéi lì shì tú ひたすら利益のみを追究する。
30 唯利是图 wéi lì shì tú ひたすら利益のみを追究する。
31 贪得无厌 tān dé wú yàn 貪欲(どんよく)で飽くことを知らない。欲の皮が突っ張る。
32 贪心不足 tānxīn bùzú 貪欲(どんよく)で満足を知らない。欲のかたまり。
33 金钱欲 jīnqiányù 金銭欲。
34 占有欲 zhànyǒuyù 所有欲。
35 购买欲 gòumǎiyù 購買欲。
36 物欲 wùyù 物欲。
37 往上爬欲 wǎngshàngpáyù 出世欲。
38 发迹欲 fājìyù 出世欲。
39 出名欲 chūmíngyù 名誉欲。
40 名利心 mínglìxīn 名誉欲。

欲と煩悩   1/2

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 权力欲 quánlìyù 権力欲。
42 权欲 quányù 権力欲。
43 求知欲 qiúzhīyù 知識欲。
44 创作激情 chuàngzuò jīqíng 創作欲。
45 劳动热情 láodòng rèqíng 労働意欲。
46 学习热情 xuéxí rèqíng 学習意欲。
47 食欲 shíyù 食欲。
48 胃口 wèikǒu 食欲。好み。趣味。嗜好。
49 开胃 kāiwèi 食欲が増す。からかう。
50 情欲 qíngyù 情欲。性欲。
51 色欲 sèyù 情欲。性欲。
52 性欲 xìngyù 性欲。
53 爱欲 àiyù 愛欲。
54 肉欲 ròuyù 肉欲。
55 纵欲 zòngyù 肉欲を欲しいままにする。
56 欲望很强 yùwàng hěn qiáng 欲望が強い。
57 很强的欲望 hěn qiáng de yùwàng 強い欲求。強い意欲。
58 欲望强烈 yùwàng qiángliè 欲が強烈。欲が深い。
59 满足欲望 mǎnzú yùwàng 欲望を満たす。
60 抑制欲望 yìzhì yùwàng 欲望を抑える。
61 食欲旺盛 shíyù wàngshèng 食欲旺盛。
62 引起食欲 yǐnqǐ shíyù 食欲をそそる。
63 激起性欲 jīqǐ xìngyù 性欲をそそる。
64 人的欲望是没有界限的 rén de yùwàng shì méiyǒu jièxiàn de 人間の欲には際限がない。
65 欲望无止境 yùwàng wú zhǐjìng 欲には限りがない。
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