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1 亲自 qīnzì 自ら。
2 亲自动手 qīnzì dòngshǒu 自ら手を下す。自ら実行する。
3 只好亲自处理 zhǐhǎo qīnzì chǔlǐ 自分でやるしかない。
4 最好你亲自去一次 zuì hǎo nǐ qīnzì qù yī cì 一度、あなたは自分で行ったほうがいい。
5 总经理亲自带头 zǒngjīnglǐ qīnzì dàitóu 実務のトップが自ら陣頭に立つ。
6 她亲自做的饭菜 tā qīnzì zuò de fàncài 彼女が自ら作った食事。彼女の手作り料理。
7 亲身 qīngshēn 自分の身で。自らの。
8 他亲身体验过战争 tā qīnshēn tǐyàn guò zhànzhēng 彼は身をもって戦争を体験した。
9 这是作者亲身经历的 zhè shì zuòzhě qīnshēn jīnglì de これは作者自らの経験です。
10 亲身感受自然 qīnshēn gǎnshòu zìrán 自然を肌で感じる。
11 亲手 qīnshǒu 自分の手で。
12 亲手做菜 qīnshǒu zuò cài 自分の手で料理する。手料理。
13 亲手做的菜 qīnshǒu zuò de cài 手料理。
14 亲手做的蛋糕 qīnshǒu zuò de dàngāo 手作りのケーキ。
15 你亲手做一做 nǐ qīnshǒu zuò yī zuò あなた、自分でやってみて。
16 亲手解决 qīnshǒu jiějué 自ら解決する。
17 自愿 zìyuàn 自ら望む。
18 自愿者 zìyuànzhě 志願者。ボランティア。
19 出于自愿 chūyú zìyuàn 自ら望んで。自分の意志による。
20 出于自愿的行动 chūyú zìyuàn de xíngdòng 自発的な行動。
21 他做这事是出于自愿 tā zuò zhè shì shì chūyú zìyuàn 彼がこの事をしたのは自ら望んだことです。
22 自愿献血 zìyuàn xiànxuè 進んで献血する。
23 志愿 zhìyuàn 志願する。希望。願望。
24 志愿者 zhìyuànzhě 志願者。ボランティア。
25 出于志愿 chūyú zhìyuàn 自ら望んで。自分の意志による。
26 她志愿服务村⺠ tā zhìyuàn fúwù cūnmín 彼女は村人に奉仕することを志願する。
27 自己 zìjǐ 自分。親しい。身内の。
28 自己做便当 zìjǐ zuò biàndang 自分でお弁当を作る。
29 你不一定自己去 nǐ bù yīdìng zìjǐ qù あなたは必ずしも自分でいかなくてもよい。
30 自我 zìwǒ 自分。自我。
31 自我介绍 zìwǒ jièshào 自己紹介する。
32 自我表现 zìwǒ biǎoxiàn 自己顕示する。
33 自我表现能力 zìwǒ biǎoxiàn nénglì 自己表現力。
34 自我批评 zìwǒ pīpíng 自己批判する。
35 自我检查 zìwǒ jiǎnchá 自らを検査する。自己点検する。
36 自我反省 zìwǒ fǎnxǐng 自省する。内省する。
37 自我惩罚 zìwǒ chéngfá 自らを罰する。
38 自我陶醉 zìwǒ táozuì 自己陶酔する。
39 自我欣赏 zìwǒ xīnshǎng 自己満足する。
40 自我暗示 zìwǒ ànshì 自己暗示をかける。
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41 自食其果 zì shí qí guǒ 自業自得。身から出たさび。
42 自食恶果 zì shí è guǒ 自業自得。身から出たさび。
43 自食苦果 zì shí kǔ guǒ 自業自得。身から出たさび。
44 自作自受 zì zuò zì shòu 自業自得。身から出たさび。
45 必将自食其果 bìjiāng zìshíqíguǒ 必ずや報いを受けるだろう。
46 这是自作自受 zhè shì zìzuòzìshòu これは自業自得です。
47 自食其力 zì shí qí lì 自活する。
48 她自食其力 tā zìshíqílì 彼女は自活する。彼女は自力で生活する。
49 自食其言 zì shí qí yán 自分で言ったことを実行しない。
50 他自食其言 tā zìshíqíyán 彼は自分で言ったことを実行しない。
51 以身作则 yǐ shēn zuò zé 身をもって範を示す。自らが手本となる。率先垂範。
52 家⻓以身作则 jiāzhǎng yǐshēnzuòzé 家⻑が模範を示す。一家の主が率先垂範する。
53 自问 zìwèn 自問する。自分で判断する。
54 反躬自问 fǎn gōng zì wèn 我が身を振り返って自問する。反省する。
55 抚躬自问 fǔ gōng zì wèn 我が身を振り返って自問する。反省する。
56 反躬自省 fǎn gōng zì xǐng 我が身を振り返って自問する。反省する。
57 我反躬自问 wǒ fǎngōngzìwèn 私は自分自身に問う。
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