
No 中国語 ピンイン 日本語

1 我们一起去逛街吧 wǒmén yīqǐ qù guàngjiē ba 私たち一緒に街をぶらつこうよ。
2 下次去吃饭吧 xiàcì qù chīfàn ba 今度ごはん食べにいこう。
3 我们一起去吃饭吧 wǒmen yīqǐ qù chīfàn ba 私たちいっしょに食事に行きましょう。
4 请我的客 qǐng wǒ de kè 私にごちそうしてください。
5 请您请客 qǐng nín qǐngkè おごってください。
6 好啊 hǎo a いいよ。
7 我请客 wǒ qǐngkè 私がおごります。
8 我请客吃饭 wǒ qǐngkè chīfàn 私が食事をおごります。
9 你今天有空吗？ nǐ jīntiān yǒu kòng ma あなたは今日、ひまがありますか。
10 今天没有空 jīntiān méiyǒu kòng 今日はひまがありません。
11 我有事 wǒ yǒu shì 私は用事があります。
12 我有安排了 wǒ yǒu ānpái le 私は予定があります。
13 今天没有时间 jīntiān méiyǒu shíjiān 今日は時間がありません。
14 忙不忙? máng bumáng 忙しいか忙しくないか。
15 我很忙 wǒ hěn máng 私は忙しい。
16 比较忙 bǐjiào máng 比較的忙しい。
17 不忙 bù máng 忙しくない。
18 不太忙 bù tài máng あまり忙しくない。それほど忙しくない。
19 你什么时候合适？ nǐ shénme shíhòu héshì あなたはいつがいい感じ。
20 你明天有空吗？ nǐ míngtiān yǒu kòng ma あなたは明日、ひまがありますか。
21 我明天有空 wǒ míngtiān yǒu kòng 私は明日、ひまがあります。
22 明天休息吗？ míngtiān xiūxi ma 明日、休みですか。
23 明天工作 míngtiān gōngzuò 明日、仕事。
24 明天上班 míngtiān shàngbān 明日、出勤。
25 明天不上班 míngtiān bù shàngbān 明日、出勤しない。
26 明天请假 míngtiān qǐngjià 明日、休みもらう。
27 明天是休息日 míngtiān shì xiūxi rì 明日は休日です。
28 我们什么时候⻅面︖ wǒmen shénme shíhòu jiànmiàn 私たち、いつ会いますか。
29 星期天的话随时都可以 xīngqítiān dehuà suíshí dōu kěyǐ 日曜日ならいつでもいいですよ。
30 除了星期一以外都可以 chú le xīngqí yī yǐwài dōu kěyǐ 月曜を除けば、いつでもいいですよ。
31 什么时候都行 shénme shíhòu dōu xíng いつでもＯＫ。
32 方不方便？ fāng bu fāngbiàn 都合はどうですか。
33 方便 fāngbiàn 都合がいい。
34 不方便 bù fāngbiàn 都合が悪い。
35 不去了 bù qù le 行きません。
36 去不了 qù buliǎo 行けません。
37 下次再叫我吧 xiàcì zài jiào wǒ ba また今度誘って。
38 明天几点⻅面？ míngtiān jǐdiǎn jiànmiàn 明日何時に会いますか？
39 几点⻅面方便吗？ jǐdiǎn jiàn miàn fāngbiàn ma 何時に会うのが都合がいいですか。
40 下午两点左右怎么样？ xiàwǔ liǎng diǎn zuǒyòu zěnme yàng 午後二時くらいはどうですか。
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41 下午两点钟怎么样？ xiàwǔ liǎng diǎn zhōng zěnmeyàng 午後二時はどうですか。
42 下午三点比较好 xiàwǔ sān diǎn bǐjiào hǎo 午後三時が比較的いいです。
43 早一点比较好 zǎo yīdiǎn bǐjiào hǎo ちょっと早めが比較的いい。
44 晚一点比较好 wǎn yīdiǎn bǐjiào hǎo ちょっと遅めが比較的いい。
45 下午五点以后我有时间 xiàwǔ wǔ diǎn yǐhòu wǒ yǒu shíjiān 午後五時以降、私は時間があります。
46 几点都可以 jǐdiǎn dōu kěyǐ 何時でもいいですよ。
47 几点都没问题 jǐdiǎn dōu méi wèntí 何時でも問題ないです。
48 什么时候都可以 shénme shíhòu dōu kěyǐ いつなんどきでもいいですよ。
49 我配合你的时间 wǒ pèihé nǐ de shíjiān あなたの時間に合わせます。
50 看你方便 kàn nǐ fāngbiàn あなたの都合にあわせます。
51 我随你 wǒ suí nǐ あなたにあわせます。
52 我们十点⻅面吧 wǒmen shí diǎn jiànmiàn ba 私たち、十時に会いましょう。
53 我想改时间 wǒ xiǎng gǎi shíjiān 私は時間を変更したい。
54 可以改时间吗？ kěyǐ gǎi shíjiān ma 時間を変えていいですか。
55 我们在哪里⻅面？ wǒmen zài nǎlǐ jiànmiàn どこで会いましょうか？
56 在大华美食城入口怎样？ zài dàhuá měishíchéng rùkǒu zěnyàng 大華グルメ街の入り口でどうですか。
57 在⻘⼭咖啡店怎么样？ zài qīngshān kāfēidiàn zěnmeyàng ⻘⼭コーヒー店でどうですか。
58 哪里都可以 nǎlǐ dōu kěyǐ どこでもいい。
59 老地方 lǎodìfāng いつものところ。
60 我不知道那个地方 wǒ bù zhīdào nàgè dìfang 私はそこを知りません。
61 你能不能来接我？ nǐ néng bunéng lái jiē wǒ 迎えにきてくれませんか︖
62 我去接你 wǒ qù jiē nǐ 迎えにいきます。
63 几点能来？ jǐdiǎn néng lái 何時に来れる。
64 什么时候能到？ shénme shíhòu néng dào いつ到着できる。
65 好 hǎo よし。はい。
66 明白了 míngbái le わかりました。
67 那就这样吧 nà jiù zhèyàng ba じゃあそういうことで。
68 一言为定 yī yán wéi dìng 約束だよ。
69 不⻅不散 bùjiàn bù sàn 会えるまで待つ。
70 喂, 到了吗？ wèi, dàole ma もしもし、着きましたか。
71 已经到了 yǐjīng dàole すでに着きました。
72 我在店里等你 wǒ zài diàn lǐ děng nǐ 私は店内であなたを待っています。
73 我找不到你 wǒ zhǎo bù dào nǐ あなたが見つかりません。
74 你现在在哪里？ nǐ xiànzài zài nǎlǐ あなたは、今、どこにいますか。
75 我还没到 wǒ hái méi dào 私はまだ到着していません。
76 稍微晚一点 shāowéi wǎn yīdiǎn 少し遅れます。
77 可能会稍微晚一点 kěnéng huì shāowéi wǎn yīdiǎn 少し遅くなるかもしれません。
78 我正在坐公共汽⻋ wǒ zhèngzài zuò gōnggòng qìchē 私は今、バスに乗っています。
79 堵⻋了 dǔchē le 渋滞です。
80 还要多久? hái yào duōjiǔ あとどれくらいかかる。
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81 需要多⻓时间? xūyào duō cháng shíjiān どれくらい時間がかかる。
82 要几分钟？ yào jǐ fēnzhōng 何分かかる。
83 要十分钟左右 yào shí fēnzhōng zuǒyòu 10分くらいかかります。
84 再等十分钟 zài děng shí fēnzhōng あと10分待ってください。
85 ⻢上, 等一下 mǎshàng, děng yīxià もうすぐ、ちょっと待って。
86 我⻢上就到了 wǒ mǎshàng jiù dào le 私はもうすぐ着きます。
87 我看到了 wǒ kàn dàole 見えた。
88 我找到了 wǒ zhǎo dào le 見つけた。
89 久等了 Jiǔ děng le お待たせ。
90 让您久等了 ràng nín jiǔ děng le お待たせいたしました。
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