
No 中国語 ピンイン 日本語

1 一人 yīrén ひとり。
2 一个人 yīgerén ひとり。
3 只身 zhīshēn 単身。独り。
4 单身 dānshēn 独身。単身で。一人で。
5 独身 dúshēn 単身。独身。
6 孤独 gūdú 一人ぼっちだ。孤独だ。
7 孤独感 gūdúgǎn 孤独感。
8 孤单 gūdān 一人きりで寂しい。力がとぼしい。
9 孤单单 gūdāndān 一人きりで寂しい。
10 孤孤单单 gūgudāndān 一人きりで寂しい。
11 孤零零 gūlínglíng 一人きりで寂しい。
12 无依无靠 wú yī wú kào 頼りにする人がいない。
13 形单影只 xíng dān yǐng zhī 孤独なようす。ひとりぼっちだ。
14 形只影单 xíng zhī yǐng dān 孤独なようす。ひとりぼっちだ。
15 形影相吊 xíng yǐng xiāng diào 孤独なようす。ひとりぼっちだ。
16 单独 dāndú 単独で。一人で。
17 独自 dúzì 一人で〜する。独自で。
18 我一人 wǒ yīrén 私一人。
19 我一个人 wǒ yī ge rén 私一人。
20 我一个人出门 wǒ yī ge rén chūmén 私は一人で出掛ける。
21 我一个人玩 wǒ yī ge rén wán 私は一人で遊ぶ。
22 我一个人住 wǒ yī ge rén zhù 私は一人で住む。
23 你不是一个人 nǐ bùshì yī ge rén あなたは一人ではない。
24 一个人能去吗? yī ge rén néng qù ma 一人で行けますか。
25 只身赴任 zhīshēn fùrèn 単身赴任。
26 单身赴任 dānshēn fùrèn 単身赴任。
27 只身在外 zhīshēn zài wài 一人他郷に暮らす。
28 单身在外 dānshēn zài wài 一人他郷に暮らす。
29 只身去外地工作 zhīshēn qù wàidì gōngzuò 一人で地方へ仕事に行く。
30 寂寞的只身生活 jìmò de zhīshēn shēnghuó 寂しい一人暮らし。
31 单身生活 dānshēn shēnghuó シングルライフ。
32 独身生活 dúshēn shēnghuó シングルライフ。
33 单身出行 dānshēn chūxíng 単身でよそに出かける。
34 他独身一人 tā dúshēn yīrén 彼は独りぼっち。
35 独身老人 dúshēn lǎorén 一人身の老人。
36 感到孤独 gǎndào gūdú 孤独を感じる。
37 感到孤单 gǎndào gūdān 孤独を感じる。
38 忍受孤独 rěnshòu gūdú 孤独に耐える。
39 我很孤独 wǒ hěn gūdú 私は孤独です。
40 喜欢孤独的人 xǐhuan gūdú de rén 孤独を好む人。

一人、独りぼっち、孤独   1/3

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 鳏寡孤独 guānguǎ gūdú 身寄りのない人。
42 天涯孤独 tiānyá gūdú 天涯孤独。
43 没有孤独感 méiyǒu gūdúgǎn 孤独感はない。
44 孤单单一个人 gūdāndān yī ge rén 一人ぼっち。
45 一个人孤单单地坐着 yī ge rén gūdāndān de zuò zhe 一人ぽつんと座っている。
46 她孤孤单单地站在河边 tā gūgudāndān de zhàn zài hé biān 彼女はぽつんと川辺に立つ。
47 成为孤零零一人 chéngwéi gūlínglíng yī rén 一人ぼっちになる。
48 无依无靠的儿童 wúyīwúkào de értóng 身寄りのない児童。
49 形单影只的老人 xíngdānyǐngzhī de lǎorén 孤独な老人。
50 形只影单地过日子 xíngzhīyǐngdān de guòrìzi 寂しく日々を過ごす。
51 过着形影相吊的日子 guò zhe xíngyǐngxiāngdiào de rìzi 孤独な日々を送る。
52 采取单独行动 cǎiqǔ dāndú xíngdòng 単独行動をとる。
53 单独一个人吃饭 dāndú yī ge rén chīfàn 一人で食事する。
54 单独采访 dāndú cǎifǎng 単独インタビュー。
55 独自一身 dúzì yīshēn 自分一人。一人ぼっち。
56 独自生活 dúzì shēnghuó 一人で生活する。
57 独自一个人高兴 dúzì yī ge rén gāoxìng 一人でうれしがる。
58 他喜欢独自一人散步 tā xǐhuan dúzì yī rén sànbù 彼は一人で散歩するのが好きです。
59 我独自一人的时候 wǒ dúzì yī rén de shíhou 私が一人のとき。
60 独居 dújū 独り暮らしをする。
61 单身生活 dānshēn shēnghuó 独り暮らしをする。
62 只身旅行 zhīshēn lǚxíng 一人旅。
63 自言自语 zì yán zì yǔ 独り言を言う。
64 独角戏 dújiǎoxì 一人芝居。仲間なしに自分一人で事を進めること。
65 独脚戏 dújiǎoxì 一人芝居。仲間なしに自分一人で事を進めること。
66 唱独角戏 chàng dújiǎoxì 一人相撲する。自分勝手な行動をする。
67 自是 zìshì 一人よがりだ。独善的だ。当然。
68 自以为是 zì yǐwéi shì 独りよがりになる。独り合点する。
69 自以为懂 zì yǐwéi dǒng 独りよがりになる。独り合点する。
70 自以为明白 zì yǐwéi míngbái 独りよがりになる。独り合点する。
71 自以为理解 zì yǐwéi lǐjiě 独りよがりになる。独り合点する。
72 沾沾自喜 zhān zhān zì xǐ ひとりで得意になる。うぬぼれる。
73 自命不凡 zì mìng bù fán 自分は非凡であると思う。うぬぼれる。
74 自立 zìlì 自立する。独り立ちする。
75 独立 dúlì 単独で立つ。独立する、独り立ちする。
76 自食其力 zì shí qí lì 自活する。
77 人均 rénjūn 一人当たり。
78 平均每人 píngjūn měirén 一人当たり。
79 独占 dúzhàn 独占する。独り占めする。
80 垄断 lǒngduàn 独占する。独り占めする。
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81 吃独食 chī dúshí 独り占めにする。利益を独占する。
82 独胜 dúshèng 一人勝ち。
83 独自取胜 dúzì qǔshèng 一人勝ち。
84 一个人一个人地 yī ge rén yī ge rén de 一人ずつ。
85 每人限购一个 měi rén xiàn gòu yī ge 一人購入１点に限る。
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