
No 中国語 ピンイン 日本語

1 惟一 wéiyī ただ一つの。唯一の。
2 唯一无二 wéiyī wú èr 一つしかない。唯一無二だ。
3 惟一的方法 wéiyī de fāngfǎ 唯一の方法。
4 惟一的乐趣 wéiyī de lèqù 唯一の楽しみ。
5 唯一 wéiyī ただ一つの。唯一の。
6 唯一的方法 wéiyī de fāngfǎ 唯一の方法。
7 唯一的优点 wéiyī de yōudiǎn 唯一の優れた点。
8 纯一 chúnyī ただ一つ。
9 纯一不二 chún yī bù èr 一つしかない。唯一無二だ。純粋で混じりけがない。
10 目标纯一 mùbiāo chúnyī 目標はただ一つ。
11 感情纯一 gǎnqíng chúnyī 感情が一途である。
12 独一无二 dú yī wú èr 一つしかない。唯一無二だ。
13 独一无二的方法 dúyīwúèr de fāngfǎ 唯一無二の方法。
14 有一无二 yǒu yī wú èr 一つしかない。唯一無二だ。
15 有一无二的经典语录 yǒuyīwú'èr de jīngdiǎn yǔlù 唯一無二の古典語録。
16 不二法门 bù èr fǎ mén 唯一無二の方法。
17 只有一个 zhǐ yǒu yī ge ただ一つ。
18 真相只有一个 zhēnxiàng zhǐ yǒu yī ge 真相はただ一つ。
19 只有一个孩子 zhǐ yǒu yī ge háizi 子供は一人だけです。
20 只有一个可能的办法 zhǐ yǒu yī ge kěnéng de bànfǎ 取り得る方法は一つしかない。
21 只有 zhǐyǒu 〜してはじめて。〜するしかない。しかたなく〜する。
22 只有劳动才有吃饭 zhǐyǒu láodòng cái yǒu chīfàn 働いてこそご飯が食べられる。
23 只有在旁边干看看 zhǐyǒu zài pángbiān gàn kàn kàn そばで見ているしかない。
24 绝无仅有 jué wú jǐn yǒu 後にも先にもただ一つ。きわめてまれだ。
25 那种事绝无仅有 nà zhǒng shì juéwújǐnyǒu そのような事は他に類がない。
26 替代 tìdài 取って代わる。
27 无人替代 wú rén tìdài 誰も取って代われない。
28 无可替代的 wú kě tìdài de かけがえのない。
29 不可替代的 bùkě tìdài de かけがえのない。
30 无法替代的 wúfǎ tìdài de かけがえのない。
31 无可替代的人 wú kě tìdài de rén かけがえのない人。
32 无可替代的存在 wú kě tìdài de cúnzài かけがえのない存在。
33 代替 dàitì 代わりをつとめる。交代する。
34 没有代替的 méiyǒu dàitì de かけがえのない。
35 没有谁能代替你 méiyǒu shéi néng dàitì nǐ 誰もあなたの代わりはできない。
36 替换 tìhuàn 人員や服などを取り替える。交替させる。
37 无可替换的 wúkě tìhuàn de かけがえのない。
38 不可替换的 bùkě tìhuàn de かけがえのない。
39 无法替换的 wúfǎ tìhuàn de かけがえのない。
40 无可替换的才能 wú kě tìhuàn de cáinéng かけがえのない才能。
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41 换 huàn 互いに交換する。今までのものを換える。取り替える。両替をする。

42 难换的 nán huàn de 代えがたい。
43 难换的喜乐 nán huàn de xǐlè 代えがたい喜び。
44 宝贵 bǎoguì 貴重で得難い。価値のあるものとして重視する。
45 宝贵的生命 bǎoguì de shēngmìng 貴い命。貴重な命。かけがえのない命。
46 无上宝贵的 wú shàng bǎoguì de かけがえのない。
47 宝⻉ bǎobèi 珍しくて貴重なもの。かわいい子供や恋人。無能な人や変な人を皮肉って呼ぶことば。

48 宝⻉疙瘩 bǎobèi gēda いとおしい子供や品物。
49 宝⻉的女儿 bǎobèi de nǚ'ér いとおしい娘。
50 至高无上 zhì gāo wú shàng 最高だ。この上ない。
51 至高无上的幸福时光 zhìgāowúshàng de xìngfú shíguāng この上なく幸せなひととき。
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