
No 中国語 ピンイン 日本語

1 也 yě 〜も。
2 我也是 wǒ yě shì 私もそうです。
3 我也这样想 wǒ yě zhèyàng xiǎng 私もそう思う。
4 我也要一个 wǒ yě yào yī gè 私もひとつ要る。
5 我也知道 wǒ yě zhīdào 私も知ってる。
6 我也不知道 wǒ yě bù zhīdào 私も知らない。
7 我也不认识 wǒ yě bù rènshi 私も認識がない。
8 他也是日本人 tā yě shì rìběnrén 彼も日本人です。
9 我也爱你 wǒ yě ài nǐ 私もあなたを愛しています。
10 我也一起去 wǒ yě yīqǐ qù 私も一緒に行く。
11 什么也不知道 shénme yě bù zhīdào 何も知らない。
12 什么也不干 shénme yě bù gàn 何もしない。
13 什么也不想干 shénme yě bù xiǎng gàn 何もする気にならない。
14 什么也不会 shénme yě bù huì 何もできない。
15 什么也没吃 shénme yě méi chī 何も食べていない。
16 什么也不想吃 shénme yě bù xiǎng chī 何も食べたくない。
17 什么也不能买 shénme yě bù néng mǎi 何も買えない。
18 谁也不知道 shéi yě bù zhīdào 誰も知らない。
19 谁也没注意 shéi yě méi zhùyì 誰も気づかない。
20 谁也不来 shéi yě bù lái 誰も来ない。
21 哪里也不去 nǎlǐ yě bù qù どこにも行かない。
22 哪里也没有 nǎlǐ yě méiyǒu どこにもない。
23 怎么说也不行 zěnme shuō yě bùxíng どう言ってもだめだ。
24 怎么也不懂 zěnme yě bù dǒng どうしてもわからない。
25 他怎么也不肯 tā zěnme yě bù kěn 彼はどうしても承知しない。
26 一点也没有错 yīdiǎn yě méiyǒu cuò 少しも間違いがない。
27 一会儿也没有休息 yīhuìr yě méiyǒu xiūxi 少しも休憩がない。
28 一次也没去 yī cì yě méi qù 一度も行かなかった。
29 我去过华盛顿, 也去过纽约 wǒ qù guò huáshèngdùn, yě qù guò niǔyuē 私はワシントンに行ったことがある。ニューヨークにも行ったことがある。

30 去也行, 不去也行 qù yě xíng, bù qù yě xíng 行ってもいいし、行かなくてもいい。
31 看也不看 kàn yě bù kàn 見ようともしない。
32 洗也洗不干净 xǐ yě xǐ bù gānjìng 洗っても洗ってもきれいにならない。
33 都 dōu みんな。すべて。
34 两个人都很喜欢我 liǎng ge rén dōu hěn xǐhuan wǒ 二人とも、私のことがとても好き。
35 你来不来都可以 nǐ lái bù lái dōu kěyǐ あなたは来ても来なくてもよい。
36 什么都知道 shénme dōu zhīdào 何でも知っている。
37 什么时候都可以 shénme shíhou dōu kěyǐ いつでもいい。
38 什么都没吃 shénme dōu méi chī 何も食べていない。
39 哪里都不想去 nǎlǐ dōu bù xiǎng qù どこにも行きたくない。
40 谁都知道 shéi dōu zhīdào 誰でも知っている。
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41 谁都不在吗? shéi dōu bùzài ma 誰もいませんか。
42 她对谁都很热情 tā duì shéi dōu hěn rèqíng 彼女は誰にでも情が熱い。
43 怎么都行 zěnme dōu xíng なんでもよし。
44 怎么说都不行 zěnme shuō dōu bùxíng どう言ってもだめ。
45 连小孩子都知道 lián xiǎo háizi dōu zhīdào 子供でも分かる。
46 一点都不热 yīdiǎn dōu bù rè ちっとも熱くない。
47 一点儿良心都没有 yīdiǎnr liángxīn dōu méiyǒu すこしの良心もない。
48 又 yòu また。その上。
49 天很黑, 又下着雨 tiān hěn hēi, yòu xià zhe yǔ 空は暗く、雨も降っている。
50 又下雨又刮⻛ yòu xià yǔ yòu guā fēng 雨も降り、風邪も吹く。
51 又便宜又好吃 yòu piányi yòu hǎochī 安くもあり、おいしくもある。安くておいしい。
52 又简单又实惠 yòu jiǎndān yòu shíhuì 簡単でもあるし、実用的でもある。
53 花了整整 huā le zhěngzhěng まるまるいくら費やした。
54 花了整整十年 huā le zhěngzhěng shí nián １０年もかかった。
55 花了整整一个晚 huā le zhěngzhěng yī gè wǎn 一晩も費やした。
56 花了整整三万块钱 huā le zhěngzhěng sān wàn kuài qián ３万元もかかった。
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