
No 中国語 ピンイン 日本語

8 明天你必须来 míngtiān nǐ bìxū lái 明日、必ず来なさい。
9 明天你必须准时到 míngtiān nǐ bìxū zhǔnshí dào 明日、必ず遅れずに来ること。
10 你必须⻢上行动 nǐ bìxū mǎshàng xíngdòng すぐに行動せよ。
11 必须叫他来 bìxū jiào tā lái 彼に来てもらわなければならない。
12 必须等到她来 bìxū děng dào tā lái 彼女が来るまで待たなければならない。
13 必须⻢上去 bìxū mǎshàng qù すぐ行かなければならない。
14 必须改变 bìxū gǎibiàn 改めなければならない。
15 必须还 bìxū huán 返さなければならない。
16 必须系上安全带 bìxū xì shàng ānquándài 安全ベルトを締めなければならない。
17 必须本人到场 bìxū běnrén dàochǎng 本人が出席しなければならない。
18 必须付罚款 bìxū fù fákuǎn 罰金を払わなければならない。
19 今年以内必须完成 jīnnián yǐnèi bìxū wánchéng 年内に完成させなければならない。
20 必须在五点之前赶到 bìxū zài wǔ diǎn zhīqián gǎn dào ５時までに着かなければならない。
21 必须要做的事 bìxū yào zuò de shì やらなければいけない事。
22 必须解决的问题 bìxū jiějué de wèntí 解決すべき問題。
23 我必须在今天晚上出发 wǒ bìxū zài jīntiān wǎnshàng chūfā 私は今日の晩に出発しなければならない。
24 必须购买三瓶红酒 bìxū gòumǎi sān píng hóngjiǔ ワインを3本購入しなければならない。

25 我该走了 wǒ gāi zǒu le そろそろ行かなければ。
26 你该休息一下了 nǐ gāi xiūxi yīxià le あなたは少し休むべきです。
27 该说的就要说 gāi shuō de jiù yào shuō 言うべきことは言わなければならない。
28 你不该吃 nǐ bù gāi chī 食べてはいけません。
29 我该怎么办? wǒ gāi zěnme bàn 私はどうすべきか。

4 得 děi やむをえず、
"〜しなければならない。" "〜せざるを得ない。"

6 要 yào
〜したい。〜するつもり。の意味以外に、
"〜しなければならない。" "〜すべきである。" "〜する必要がある。"
など必要や義務を表す意味がある。

bìxū1
強制的なニュアンス含む、
"必ず〜しなければならない。" "必ず〜せよ。"
※必需 "必要とする。" "欠くことができない。"と発音が同じ。

3 应该 yīnggāi
常識、道理、人情から言って、
"〜でなければいけない。" "〜べきである。"
状況からして〜のはず。の意味もある。

必须

2 该 gāi
常識、道理、人情から言って、
"〜しなければいけない。" "〜すべきである。"
状況からして〜のはず。の意味もある。
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5 不得不 bùdébù やむをえず、
"〜しなければならない。" "〜せざるを得ない。"

7 非 〜 不可 fēi 〜 bùkě
"〜でなければいけない。"
"ぜひとも〜しなければならない。"
"必ず〜する。"

1 必须 bìxū
強制的なニュアンス含む、
"必ず〜しなければならない。" "必ず〜せよ。"
※必需 "必要とする。" "欠くことができない。"と発音が同じ。

2 该 gāi
常識、道理、人情から言って、
"〜しなければいけない。" "〜すべきである。"
状況からして〜のはず。の意味もある。
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30 你应该参加 nǐ yīnggāi cānjiā あなたは出席するべきです。
31 我们应该遵守规则 wǒmen yīnggāi zūnshǒu guīzé 私たちは規則を守らなければならない。
32 现在应该行动 xiànzài yīnggāi xíngdòng 今、行動を起こすべきだ。
33 你应该立刻道歉 nǐ yīnggāi lìkè dàoqiàn あなたは、すぐに謝るべきです。
34 你们应该正直 nǐmen yīnggāi zhèngzhí あなたたちは正直でなければならない。
35 房子是应该经常打扫的 fángzi shì yīnggāi jīngcháng dǎsǎo de 部屋はいつも掃除しなければならない。
36 应该改进 yīnggāi gǎijìn 改善すべきだ。
37 早就应该这么办 zǎojiù yīnggāi zhème bàn 早くからこうすべきだった。
38 应该做的事 yīnggāi zuò de shì やるべき事。
39 不应该说 bù yīnggāi shuō 言うべきではない。
40 应该怎么办? yīnggāi zěnme bàn どうするべきか。

41 你得小心一点 nǐ děi xiǎoxīn yīdiǎn あなたは、もう少し注意しなければならない。
42 你得减肥 nǐ děi jiǎnféi あなたはダイエットしなければならない。
43 你得努力 nǐ děi nǔlì あなたは努力しなければならない。
44 你得表个态 nǐ děi biǎo gè tài あなたは立場を明確にすべきだ。
45 今天七点得到公司 jīntiān qī diǎn děi dào gōngsī 今日は七時に会社に着かないといけない。
46 你必得去 nǐ bìděi qù あなたはどうしても行かなければならない。
47 我得去一趟 wǒ děi qù yī tàng 私は一度行かなければならない。
48 我得走了 wǒ děi zǒu le もう行かなければ。
49 我得早点回去 wǒ děi zǎodiǎn huíqù 私は早く帰らなければならない。
50 我得打工 wǒ děi dǎgōng 私はアルバイトをしなければならない。
51 明天得去上海 míngtiān děi qù shànghǎi 明日、上海に行かなければならない。
52 我得买衣服 wǒ děi mǎi yīfú 私は服を買わなければなりません。
53 我得回去了 wǒ děi huíqù le 私は帰らなければなりません。

54 不得不去 bùdébù qù 行かざるを得ない。
55 明天不得不早起 míngtiān bùdébù zǎo qǐ 明日は早起きしなければならない。
56 不得不承认 bùdébù chéngrèn 認めざるを得ない。
57 不得不那么说 bùdébù nàme shuō そう言わざるを得ない。
58 我不得不同意了 wǒ bùdébù tóngyìle 私は同意せざるを得なかった。
59 不得不怀疑 bùdébù huáiyí 疑わざるを得ない。
60 不得不那么想 bùdébù nàme xiǎng そのように思えてならない。
61 运动会不得不延期 yùndònghuì bùdébù yánqí 運動会は延期しなければならない。
62 他不得不养家 tā bùdébù yǎngjiā 彼は家族を養わなければならない。
63 我们不得不在这里下⻋ wǒmen bùdébù zài zhèlǐ xiàchē 私達はここで下車しなければならない。

得 děi やむをえず、
"〜しなければならない。" "〜せざるを得ない。"
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5 不得不 bùdébù やむをえず、
"〜しなければならない。" "〜せざるを得ない。"

3 应该 yīnggāi
常識、道理、人情から言って、
"〜でなければいけない。" "〜べきである。"
状況からして〜のはず。の意味もある。
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64 你要早一点睡觉 nǐ yào zǎo yīdiǎn shuìjiào あなたは、早く寝ないといけない。
65 你要小心 nǐ yào xiǎoxīn あなたは、気を付けるべきです。
66 你要注意 nǐ yào zhùyì あなたは、注意すべきです。
67 要先做 yào xiān zuò 先にやらなければならない。
68 要洗 yào xǐ 洗わなければ。
69 你们要好好工作 nǐmen yào hǎohǎo gōngzuò あなたたちはちゃんと仕事をしなければならない。
70 要进行大扫除 yào jìnxíng dàsǎochú 大掃除をしなければならない。
71 饭前要洗手 fàn qián yào xǐshǒu 食事前、手を洗わなければならない。
72 机器要检查 jīqì yào jiǎnchá 機械は検査しないとならない。
73 快要修理 kuài yào xiūlǐ 早く修理しなければならない。
74 门窗要关好 ménchuāng yào guān hǎo ⼾や窓はちゃんと閉めなければならない。
75 我要参加会议吗? wǒ yào cānjiā huìyì ma 私は会議に参加しなければなりませんか︖

76 你非去不可 nǐ fēi qù bùkě あなたは行かなければなりません。
77 我们非赢不可 wǒmen fēi yíng bùkě 私たちは勝たなければならない。
78 非买不可 fēi mǎi bùkě 買わなければならない。
79 非爱不可 fēi ài bùkě 愛さなければならない。
80 你非要戒烟不可 nǐ fēi yào jièyān bùkě あなたは禁煙しなければならない。
81 我看非下雨不可 wǒ kàn fēi xià yǔ bùkě 私は必ず、雨が降るとみている。

6

〜なければいけない。 3/3

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

7 非 〜 不可 fēi 〜 bùkě
"〜でなければいけない。"
"ぜひとも〜しなければならない。"
"必ず〜する。"

要 yào
〜したい。〜するつもり。の意味以外に、
"〜しなければならない。" "〜すべきである。" "〜する必要がある。"
など必要や義務を表す意味がある。
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