
No 中国語 ピンイン 日本語

1 你好! nǐhǎo Hi！やあ！
2 初次⻅面 chūcì jiànmiàn はじめまして。
3 我姓吉田 wǒ xìng Jítián 吉田と申します。私の姓は吉田です。
4 我叫吉田三郎 wǒ jiào Jítián Sānláng 私は吉田三郎といいます。
5 我的名字是吉田三郎 wǒ de míngzi shì Jítián Sānláng 私の名前は吉田三郎です。
6 我是太阳工业的吉田 wǒ shì Tàiyáng Gōngyè de Jítián 私は太陽工業の吉田です。
7 这是我的名片 zhè shì wǒ de míngpiàn これは私の名刺です。
8 请多关照 qǐng duō guānzhào どうぞよろしくお願いします。
9 ⻅到您很高兴 jiàn dào nín hěn gāoxìng お目にかかれてうれしいです。
10 认识你很高兴 rènshi nǐ hěn gāoxìng あなたと知り合えてうれしいです。
11 这是送给您的 zhè shì sòng gěi nín de これはあなたに贈ります。
12 这是我的小意思 zhè shì wǒ de xiǎoyìsi これは私のほんの気持ちです。
13 这是我们的小意思 zhè shì wǒmen de xiǎoyìsi これは私たちのほんの気持ちです。
14 这是一点心意 zhè shì yìdiǎn xīnyì これはほんの気持ちです。
15 这是我的一点儿心意 zhè shì wǒ de yìdiǎnr xīnyì これは私のほんの気持ちです。
16 这是日本的点心 zhè shì rìběn de diǎnxīn これは日本のお菓子です。
17 请收下 qǐng shōu xià お受け取りください。

19 我来自我介绍一下 wǒ lái zìwǒ jièshào yīxià すこし自己紹介させてもらいます。
20 让我来自我介绍一下 ràng wǒ lái zìwǒ jièshào yīxià すこし自己紹介させてください。
21 大家好! dàjiā hǎo みなさん、こんにちは！
22 我叫大桥美奈子 wǒ jiào Dàqiáo Měinàizi 私は大橋美奈子といいます。
23 我是从日本来的 wǒ shì cóng rìběn lái de 私は日本から来ました。
24 我来自东京 wǒ láizì dōngjīng 私は東京から来ました。
25 我的性格很开朗 wǒ de xìnggé hěn kāilǎng 私の性格は明るいです。
26 我的性格比较活泼开朗 wǒ de xìnggé bǐjiào huópō kāilǎng 私の性格は比較的に活発で明るいです。
27 我性格外向 wǒ xìnggé wàixiàng 私の性格は外向的です。
28 请随时跟我说 qǐng suíshí gēn wǒ shuō 気軽に話し掛けて下さい。
29 但是我不太会说中文 dànshì wǒ bù tài huì shuō zhōngwén 但し、私は中国語をあまり話せません。

31 大家一起学习吧 dàjiā yīqǐ xuéxí ba 皆さん一緒に勉強しましょう。
32 能和大家一起学习我很开心 néng hé dàjiā yīqǐ xuéxí wǒ hěn kāixīn 皆さんと一緒に勉強できて嬉しいです。
33 能⻅到大家我非常高兴 néng jiàn dào dàjiā wǒ fēicháng gāoxìng 皆さんにお会いできてとても嬉しいです。
34 我很高兴能和大家成为朋友 wǒ hěn gāoxìng néng hé dàjiā chéngwéi péngyǒu 皆さんと友達になれてとてもうれしいです。
35 我代表公司衷心的感谢大家 wǒ dàibiǎo gōngsī zhōngxīn de gǎnxiè dàjiā 会社を代表して皆さんに心からの感謝を申し上げます。
36 和睦相处吧 hémù xiāngchǔ ba 仲良くしましょう。仲良くお付き合いしましょう。
37 请友好相处 qǐng yǒuhǎo xiāngchǔ 仲良くしてください。 友好的なお付き合いをしてください。

38 我很高兴认识大家 wǒ hěn gāoxìng rènshi dàjiā 私は皆さんと知り合えてとてもうれしいです。
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39 今后请多多关照 jīnhòu qǐng duōduō guānzhào 今後、お世話になります。
40 请多多指教 qǐng duōduō zhǐjiào いろいろとご指導ください。
41 谢谢 xièxiè ありがとうございました。
42 你好! nǐhǎo Hi！やあ！
43 早上好 zǎoshanghǎo おはよう。
44 晚上好 wǎnshanghǎo こんばんは。
45 你叫什么名字? nǐ jiào shénme míngzi あなたの名前は何といいますか。
46 你贵姓? nín guì xìng 姓をお教えいただけますか。名前を頂戴してよろしいですか。

47 我姓⻩ wǒ xìng Huáng 姓は⻩です。
48 我叫⻩丽美 wǒ jiào Huáng Lìměi 私は⻩麗美といいます。
49 你呢？ nǐ ne あなたは？
50 我叫山村正 wǒ jiào Shāncūn Zhèng 私は山村正です。
51 怎么写？ zěnme xiě どう書きますか。
52 用汉字怎么写? yòng hànzì zěnme xiě 漢字ではどう書きますか？
53 山水画的山 shānshuǐhuà de shān 山水画の山。
54 村落的村 cūnluò de cūn 村落の村。
55 正确的正 zhèngquè de zhèng 正しいの正。
56 这样的 zhèyàng de このようです。そうなんだ。
57 请写一下 qǐng xiě yīxià ちょっと書いて下さい。
58 请写汉字和拼音 qǐng xiě hànzi hé pīnyīn 漢字とピンインを書いてください。
59 很好听的名字 hěn hǎotīng de míngzi 素敵なお名前 ですね。
60 你的名字很好 nǐ de míngzì hěn hǎo あなたの名前はとてもいいですね。
61 好名字呀 hǎo míngzi ya いい名前だ。
62 我怎么称呼你？ wǒ zěnme chēnghu nǐ あなたのことを何て呼べばいいですか。
63 我应该怎么称呼你呢？ wǒ yīnggāi zěnme chēnghu nǐ ne あなたのことをどう呼べばいいでしょうか？
64 你可以叫我小丽 nǐ kěyǐ jiào wǒ xiǎo lì あなたは私を麗ちゃんと呼んでいいですよ。
65 你多大？ nǐ duō dà あなた、何歳ですか。
66 你多大了？ nǐ duō dà le あなた、何歳になりますか。
67 你今年多大了？ nǐ jīnnián duō dà le あなた、今年、何歳になりますか。
68 您今年多大年纪了？ nín jīnnián duō dà niánjì le 今年おいくつになられましたか。
69 我可以问问你的年龄吗？ wǒ kěyǐ wèn wèn nǐ de niánlíng ma あなたの年齢を聞いてもよろしいですか。
70 我二十四岁 wǒ èrshi'sì suì 私は二十四歳です。※中国は数え年。

71 我今年二十四岁 wǒ jīnnián èrshi'sì suì 私は今年、二十四歳です。※中国は数え年。

72 我的年龄是秘密 wǒ de niánlíng shì mìmì 私の年齢は秘密です。
73 我看起来多大年纪？ wǒ kànqilai duō dà niánjì 私は何歳に見えますか。
74 你觉得我看起来像多大年纪? nǐ juéde wǒ kànqilai xiàng duō dà niánjì 私は何歳のようだとあなたは感じますか。
75 你看起来很年轻 nǐ kànqilaii hěn niánqīng あなたは若く見えますよ。
76 你猜猜 nǐ cāicai ちょっと当ててみて。
77 你猜猜看 nǐ cāicai kàn ちょっと当ててみて。
78 答对了 dá duì le 正解した。
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79 你猜对了 nǐ cāi duì le あなたの推測どおりです。
80 答错了 dá cuò le 不正解。答えを間違えた。
81 对不起，我说错了 duìbuqǐ, wǒ shuō cuò le ごめんなさい、私は言い間違えしました。
82 你是哪一年出生的？ nǐ shì nǎ yī nián chūshēng de あなたは何年生まれですか？
83 你是哪年出生的？ nǐ shì nǎ nián chūshēng de あなたは何年生まれですか？
84 我是一九九五年生的 wǒ shì yī jiǔ jiǔ wǔ nián shēng de 私は1995年生まれです。
85 你属什么? nǐ shǔ shénme あなたはなに年生まれですか。
86 我属猪 wǒ shǔ zhū 私はブタ年です。※中国はイノシシ年がなくブタ年になる。

87 你的生日是几月几号? nǐ de shēngrì shì jǐ yuè jǐ hào あなたの誕生日は何月何日ですか。
88 我的生日是八月八号 wǒ de shēngrì shì bā yuè bā hào 私の誕生日は８月８日です。※中国ではふつう、誕生日は旧暦の月日で答える。

89 你属于什么星座? nǐ shǔyú shénme xīngzuò あなたが属す星座は何ですか。
90 你是什么星座的？ nǐ shì shénme xīngzuò de あなたは何座ですか。
91 我是狮子座 wǒ shì shīzǐzuò 私は獅子座です。
92 我的星座是狮子座 wǒ de xīngzuò shì shīzǐzuò 私の星座は獅子座です。
93 你是什么血型？ nǐ shì shénme xuèxíng? あなたは血液型何型ですか。
94 我的血型是A型 wǒ de xuèxíng shì A xíng 私の血液型はＡ型です。
95 我不知道 wǒ bù zhīdào 私は知りません。
96 我们性情相投 wǒmen xìngqíng xiāngtóu 私たちは相性が良い。気性が合う。
97 我们很合得来 wǒmen hěn hédelái 私たちは相性が良い。馬が合う。
98 我们有缘分呢 wǒmen yǒu yuánfèn ne 私達は縁がありますね。
99 你是哪里人? nǐ shì nǎlǐ rén あなたはどちらの出身の方ですか。
100 我是湖南人 wǒ shì húnán rén 私は湖南出身です。
101 我是河南人 wǒ shì hénán rén 私は河南出身です。
102 你家有几口人? nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén あなたは何人家族ですか。
103 我家有四口人 wǒ jiā yǒu sì kǒu rén 私は四人家族です。
104 你有兄弟姐妹吗? nǐ yǒu xiōngdì jiěmèi ma あなたは兄弟姉妹がいますか？
105 我有一个哥哥 wǒ yǒu yī gè gēge わたしには兄が一人います。
106 我是独生女 wǒ shì dúshēngnǚ 私は一人娘です。
107 我是独生子 wǒ shì dúshēngzǐ 私は一人子です。
108 你住在哪里？ nǐ zhù zài nǎlǐ あなたはどこに住んでいますか。どこに泊まっていますか。

109 我住在上海南站附近 wǒ zhù zài shànghǎinánzhàn fùjìn 私は上海南駅の近くに住んでいます。
110 跟家人住在一起吗？ gēn jiārén zhù zài yīqǐ ma 家族と一緒に住んでいますか。
111 我和⽗⺟住在一起 wǒ hé fùmǔ zhù zài yīqǐ 私は両親と一緒に住んでいます。
112 我一个人住 wǒ yīgè rén zhù 一人暮らしです。
113 你的爱好是什么？ nǐ de àihào shì shénme あなたの趣味は何ですか？
114 我的爱好是看电视剧 wǒ de àihào shì kàn diànshìjù 私の趣味はテレビドラマを見ることです。
115 特别喜欢看抗日电视剧 tèbié xǐhuān kàn kàngrì diànshìjù 特に抗日ドラマを見るのが好きです。
116 你有一个良好的爱好 nǐ yǒu yī gè liánghǎo de àihào あなたは良い趣味をお持ちですねぇ。。
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