
No 中国語 ピンイン 解説

1 你很好看 nǐ hěn hǎokàn 見た目がいいね。(きれいだね。かっこいいね。)

2 你真可爱 nǐ zhēn kěʼài かわいいね。

3 小孩挺可爱 xiǎohái tǐng kě'ài かわいらしいお子さんですね。

4 真是乖孩子 zhēnshi guāi háizi 本当にいい子ですね。

5 好孩子 hǎo háizi よい子。立派なお子さん。

6 你很漂亮 nǐ hěn piàoliang きれいだね。

7 你很帅 nǐ hěn shuài かっこいいね。

8 真帅 zhēn shuài 本当にかっこいい。

9 你很酷 nǐ hěn kù (クールで)かっこいい。

10 你个子很高啊 nǐ gèzi hěn gāo a 背が高いですね。

11 身材雄壮 shēncái xióngzhuàng 体格がたくましい。

12 体格很好 tǐgé hěn hǎo 体格がいい。

13 你身材真好 nǐ shēncái zhēn hǎo スタイル(体形)がいいね。

14 你很苗条 nǐ hěn miáotiao あなたはスマートです。スレンダーです。

15 你的腿好⻓ nǐ de tuǐ hǎo cháng 足が⻑いね。

16 你很性感 nǐ hěn xìnggǎn セクシーだ。

17 你是我喜欢的类型 nǐ shì wǒ xǐhuān de lèixíng あなたは私のタイプです。

18 你真时尚 nǐ zhēn shíshàng (流行を踏まえていて)おしゃれだね。

19 你很有品位 nǐ hěn yǒu pǐnwèi センスがいいね。おしゃれだね。

20 你今天的衣服真好看 nǐ jīntiān de yīfu zhēn hǎokàn 今日の服、いいね。

21 很合适哦 hěn héshì ó 似合ってるよ。

22 很配啊 hěn pèi a 似合ってるよ。

23 对你很合适 duì nǐ hěn héshì あなたに似合ってます。

24 这件衣服很适合你 zhè jiàn yīfú hěn shìhé nǐ この服はあなたに似合う。

25 你的眼睛很美丽 nǐ de yǎnjīng hěn měilì 目がきれいだね。
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26 你的声音真好听 nǐ de shēngyīn zhēn hǎotīng 声がきれいだね。

27 好气味 hǎo qìwèi いい匂い。

28 你的笑容很棒啊 nǐ de xiàoróng hěn bàng a 君の笑顔は素敵だね。

29 你笑起来真好看 nǐ xìao qǐ lái zhēn hǎo kān 笑顔が本当いいね。

30 你真的厉害 nǐ zhēn de lìhài あなた、ほんとすごいね。

31 你人真好 nǐ rén zhēn hǎo 本当にいい人だね。

32 你显得很年轻啊 nǐ xiǎn de hĕn niánqīng a お若く見えますね。

33 你看起来很年轻 nǐ kànqilai hěn niánqīng あなたは若く見え ます。

34 你比实际上看着年轻 nǐ bǐ shíjì shang kànzhe niánqīng 実際よりも若く見えますね。

35 你很聪明 nǐ hěn cōngmíng 頭がいいね。

36 你很有天赋 nǐ hěn yǒu tiānfù 才能があるね。

37 你真是个有趣的人 nǐ zhēnshi gè yǒuqù de rén あなた本当に面白い人です。楽しい人です。

38 你真逗 nǐ zhēn dòu あなた面白いね。

39 你好温柔啊 nǐ hǎo wēnróu a 優しいね。

40 真体贴啊 zhēn tǐtiē a 優しいね。

41 你真细心啊 nǐ zhēn xìxīn a 気がきくね。

42 你很亲切 nǐ hěn qīnqiè あなたはとても親切です。

43 你很开朗 nǐ hěn kāilǎng あなたは明るいね。陽気だね。

44 你总是很精神呢 nǐ zǒng shì hěn jīngshén ne いつも元気ですね。

45 你非常绅士 nǐ fēicháng shēnshì とても紳士ですね。

46 你真是认真啊 nǐ zhēnshi rènzhēn a あなたほんとうに真面目だね。

47 你是个憨厚的人 nǐ shì gè hānhòu de rén あなたは温厚誠実な人です。

48 我被你治愈了 wǒ bèi nǐ zhìyù le あなたに癒されました。

49 我会打起精神 wǒ huì dǎ qǐ jīngshén 元気が出る。

50 好听 hǎotīng 耳に心地よい。歌うまい。
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51 房子很棒呢 fángzi hěn bàng ne よいお住まいですね。

52 你做菜真好吃 nǐ zuò cài zhēn hào chī あなたの料理は本当に美味しいです。

53 你一直在努力啊 nǐ yīzhí zài nǔlì a よく頑張ってるね。

54 你能行的 nǐ néng xíng de 君はできるね。

55 你的意⻅太好了 nǐ de yìjiàn tài hǎo le あなたの意見はすごく良いです。

56 好棒了 hǎo bàng le (能力や成果が)すばらしい。

57 你真棒 nǐ zhēn bàng あなたは本当すごい。

58 你太棒了 nǐ tài bang le あなた、とてもすごい。

59 你的表现很棒 nǐ de biǎoxiàn hěn bàng あなたのパフォーマンスは素晴らしいです。

60 好极了 hǎo jí le 極めてすばらしい。

61 太精彩了 tài jīngcǎile とてもすばらしい。

62 太完美了 tài wánměile 素晴らしい。完璧。

63 相当好 xiāngdāng hǎo かなりいいですよ。

64 很好 hěn hǎo いいね。よい。

65 干得不错啊 gànde bùcuò a よくやった。

66 做得好 zuò dé hǎo よくやった。

67 做得很好 zuò dé hǎo よくできました。

68 干得好 gàn dé hǎo グッジョブ 。

69 干得漂亮 gàn dé piàoliang お見事 。

70 你真了不起啊 nǐ zhēn liǎobuqǐ a 立派だ。すごいですね。

71 不愧是你啊 bùkuì shì nǐ a さすがだ。

72 超过期待 chāoguò qídài 期待以上。

73 超出预计 chāochū yùjì 見込み以上。予想以上。

74 你做事真快啊 nǐ zuòshì zhēn kuài a あなた、することが速いですね 。

75 你真能干 nǐ zhēn nénggàn 仕事ができるなぁ。君は本当に有能だ。
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76 我知道你一定能做到 wǒ zhīdào nǐ yīdìng néng zuò dào きみなら、きっとできると思っていた。

77 你的日语说得很好啊 nǐ de rìyǔ shuō dé hěn hǎo a あなたの日本語はとても良いです。

78 你是天才 nǐ shì tiāncái あなた天才。

79 你很有才干 nǐ hěn yǒu cáigàn あなたは仕事する能力がある。

80 你尽力了 nǐ jìnlìle あなたはベストを尽くしました。よく頑張った。

81 你努力了 nǐ nǔlìle あなたは頑張った。

82 你忍耐力很强 nǐ rěnnài lì hěn qiáng あなたは我慢強いです。

83 努力的效果出来了 nǔlì de xiàoguǒ chūláile 努力した甲斐があったね。

84 你是很有礼貌的人 nǐ shì hěn yǒu lǐmào de rén あなたは礼儀正しい人です。

85 你值得信任 nǐ zhídé xìnrèn あなたは信頼できる。

86 我信任你 wǒ xìnrèn nǐ 私はあなたを信頼します。

87 你是可以信赖的人 nǐ shì kěyǐ xìnlài de rén あなたは信頼できる人です。

88 你是稳健的人 nǐ shì wěnjiàn de rén あなたはしっかりした人です。

89 你真有眼光 nǐ zhēn yǒu yǎnguāng お目が高い。

90 好选择 hǎo xuǎnzé 良い選択。

91 太优秀了 tài yōuxiùle ご立派です。とても優秀です。

92 到底是专家啊 dàodǐ shì zhuānjiā a さすがプロですね。

93 很精彩的作品啊 hěn jīngcǎi de zuòpǐn a 見事な作品ですね。

94 我尊重你的意⻅。 wǒ zūnzhòng nǐ de yìjiàn あなたの意見を尊重します。

95 我尊敬你 wǒ zūnjìng nǐ 私はあなたを尊敬しています。

96 我很佩服你 wǒ hěn pèifú nǐ あなたに感心します。

97 好球 hǎo qiú ナイスボール。ナイスショット。

98 漂亮 piàoliang ナイスプレー。
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