
No 中国語 ピンイン 日本語

1 还是 háishi 〜か、それとも〜か。(疑問⽂的な使い⽅。)
2 或 huò あるいは。それとも。たぶん。
3 或者 huòzhě あるいは。それとも。もしかしたら。
4 或是 huòshì あるいは。
5 或则 huòzé あるいは。それとも。もしかしたら。
6 要么 yàome そうでなければ。〜するか、それとも。
7 抑 yì それとも。
8 抑或 yìhuò それとも。
9 这是你的还是她的? zhè shì nǐ de háishi tā de これはあなたのですか、又は、彼女のですか。
10 你去还是我去? nǐ qù háishi wǒ qù あなたが行くか、私が行くか。
11 去还是不去 qù háishi bù qù 行くか行かないか。
12 你上午去, 还是下午去? nǐ shàngwǔ qù, háishi xiàwǔ qù あなたは午前に行くのか、それとも、午後に行くのか。
13 赞成还是反对明确表态 zànchéng háishi fǎnduì míngquè biǎotài 賛成か反対かをはっきりする。
14 你是开玩笑还是说正经的 nǐ shì kāi wánxiào háishi shuō zhèngjing de あなた、冗談なのか、本気なのか。
15 是梦想还是现实 shì mèngxiǎng háishi xiànshí 夢なのか現実なのか。
16 是成功还是失败 shì chénggōng háishi shībài 成功するか失敗するか。
17 是真还是假 shì zhēn háishi jiǎ 誠かうそか。
18 吃日餐还是吃中餐? chī rì cān háishi chī zhōngcān 和食にしますか、それとも中華にしますか。
19 你吃米饭还是面条? nǐ chī mǐfàn háishi miàntiáo あなたはご飯を食べますか、麺にしますか。
20 你是喝茶还是喝咖啡？ nǐ shì hē chá háishi hē kāfēi お茶にしますか、コーヒーにしますか。
21 你是坐⻋去, 还是走着去? nǐ shì zuò chē qù, háishi zǒu zhe qù 車で行きますか、歩いていきますか。
22 是先有鸡还是先有蛋 shì xiān yǒu jī háishi xiān yǒu dàn ニワトリが先か、卵が先か。
23 请回答是或不是 qǐng huídá shì huò bù shì イエスかノーでお答えください。
24 你来或我去都行 nǐ lái huò wǒ qù dōu xíng あなたが来るか、私が行くかどちらでもよい。
25 或早或晚 huò zǎo huò wǎn 遅かれ早かれ。
26 或好或坏 huò hǎo huò huài 良くも悪くも。
27 明天或者后天可以到达 míngtiān huòzhě hòutiān kěyǐ dàodá 明日かあさってに到着できる。
28 我想这个月底或者下个月初去桂林 wǒ xiǎng zhège yuèdǐ huòzhě xià ge yuèchū qù guìlín 私は今月末か来月初旬に桂林に行きたい。
29 或者你来, 或者我去, 都行 huòzhě nǐ lái, huòzhě wǒ qù, dōu xíng あなたが来るか、私が行くか、どちらでもよい。
30 我和家人或者朋友一起去吃饭 wǒ hé jiārén huòzhě péngyǒu yīqǐ qù chīfàn 家族もしくは友達と食事へ行きます。
31 用户名或者密码错误 yònghù míng huòzhě mìmǎ cuòwù ユーザー名またはパスワードが間違っています。
32 请抓紧身边的扶手或者吊环 qǐng zhuājǐn shēnbiān de fúshou huòzhě diàohuán お近くの手すりもしくは吊り革にしっかりおつかまり下さい。

33 步行或者骑⻋上下班 bùxíng huòzhě qí chē shàngxiàbān 徒歩か自転車で通勤する。
34 或者打篮球, 或者打乒乓球 huòzhě dǎ lánqiú, huòzhě dǎ pīngpāngqiú バスケットボールをするか、卓球をするか。

36 人们或是赞成, 或是反对 rénmen huòshì zànchéng, huòshì fǎnduì 人々は或いは賛成し、或いは反対した。
37 或是你去, 或是他去, 都可以 huòshì nǐ qù, huòshì tā qù, dōu kěyǐ あなたが行こうが彼が行こうが、どちらでもよい。
38 或则天裂,或则地动 huòzé tiān liè, huòzé dì dòng あるいは天が裂け、あるいは地が動く。
39 要么你来, 要么我去 yàome nǐ lái, yàome wǒ qù あなたが来るか、私が行くか。
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早上八点以前或是
晚上五点以后的时间的话有空

zǎoshang bā diǎn yǐqián huòshì
wǎnshàng wǔ diǎn yǐhòu de shíjiān
dehuà yǒu kòng

朝８時前、もしくは、晩５時以降なら時間があります。35

1



No 中国語 ピンイン 日本語

40 要么合作, 要么去死 yàome hézuò, yàome qù sǐ 協力するか死ぬか。
41 求之欤，抑与之欤? qiú zhī yú, yì yǔ zhī yú 自ら求めたのか，それとも人が持ちかけたのか。
42 天堂抑或是地狱 tiāntáng yìhuò shì dìyù 天国か地獄か。
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