
No 中国語 ピンイン 日本語

1 你的笑容很好看 nǐ de xiàoróng hěn hǎokàn あなたの笑顔はとても良いです。
2 你的笑容很有魅力 nǐ de xiàoróng hěn yǒu mèilì あなたの笑顔はとても魅力的です。
3 笑容是美好的 xiàoróng shì měihǎo de 笑顔が素晴らしい。
4 你很可爱 nǐ hěn kě'ài あなたはかわいい。
5 你真可爱 nǐ zhēn kě'ài あなたは、ほんとかわいい。
6 你很漂亮 nǐ hěn piàoliang あなたはきれいです。
7 你真漂亮 nǐ zhēn piàoliang あなたは、ほんときれいです。
8 你很帅 nǐ hěn shuài あなたはカッコいい。
9 你真帅 nǐ zhēn shuài あなたは、ほんとカッコいい。
10 我喜欢你的笑容 wǒ xǐhuān nǐ de xiàoróng 私はあなたの笑顔が好きです。
11 你的眼睛真好看 nǐ de yǎnjing zhēn hǎokàn 目が綺麗ですね。
12 你身材真好 nǐ shēncái zhēn hǎo スタイルがいいね。
13 你的声音真好听 nǐ de shēngyīn zhēn hǎotīng 声が素敵です。
14 你好温柔 nǐ hǎo wēnróu 優しいね。
15 你真细心 nǐ zhēn xìxīn 気がきくね。
16 好性感啊 hǎo xìnggǎn a セクシーだ。
17 你很可靠 nǐ hěn kěkào あなたは頼もしい。
18 你值得信赖 nǐ zhí de xìnlài あなたは信頼できます。
19 像个男子汉啊 xiàng ge nánzǐhàn a 男らしいですね。
20 你个子很高很帅 nǐ gèzi hěn gāo hěn shuài あなたは背が高くてカッコいい。
21 健身帅哥 jiànshēn shuàigē マッチョなイケメン。
22 健壮帅哥 jiànzhuàng shuàigē マッチョなイケメン。
23 可以触摸吗? kěyǐ chùmō ma 触っていいですか。
24 对你的感觉不错 duì nǐ de gǎnjué bùcuò あなたイイ感じ。
25 我喜欢你这样的人 wǒ xǐhuān nǐ zhèyàng de rén あなたみたいな人がタイプ。
26 你是我喜欢的类型 nǐ shì wǒ xǐhuān de lèixíng あなたは私のタイプです。
27 我想更了解你 wǒ xiǎng gèng liǎojiě nǐ あなたのことをもっと知りたい。
28 我想更加了解你 wǒ xiǎng gèngjiā liǎojiě nǐ あなたのことをもっと知りたい。
29 我想更懂你 wǒ xiǎng gèng dǒng nǐ あなたのことをもっと理解したい。
30 你结婚了吗? nǐ jiéhūn le ma あなたは結婚していますか。
31 有男朋友吗? yǒu nán péngyǒu ma 彼氏がいますか。
32 有女朋友吗? yǒu nǚ péngyǒu ma 彼女がいますか。
33 正在招募女朋友 zhèngzài zhāomù nǚpéngyǒu 彼女募集中。
34 正在招募男朋友 zhèngzài zhāomù nánpéngyǒu 彼氏募集中。
35 我们先当朋友吧 wǒmen xiān dāng péngyǒu ba まずは友達になりましょう。
36 我想和你交朋友 wǒ xiǎng hé nǐ jiāo péngyǒu 私はあなたと友達になりたいです。
37 我能⻅到你真是太好了 wǒ néng jiàn dào nǐ zhēnshi tài hǎo le あなたに会えてほんとうによかった。
38 我想跟你约会 wǒ xiǎng gēn nǐ yuēhuì あなたとデートしたいです
39 下一次约会吧 xià yīcì yuēhuì ba 今度、デートしようよ。
40 我好像喜欢上你了 wǒ hǎoxiàng xǐhuān shàng nǐ le あなたのことが好きになったみたい。
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41 我好像要喜欢上你了 wǒ hǎoxiàng yào xǐhuān shàng nǐ le あなたのことが好きになりそうです。
42 对你一⻅钟情了 duì nǐ yī jiàn zhōng qíng le あなたに一目ぼれしました。
43 从很久以前就喜欢你了 cóng hěnjiǔ yǐqián jiù xǐhuān nǐ le ずっと前からあなたが好きでした。
44 其实我从很久以前就喜欢你了 qíshí wǒ cóng hěnjiǔ yǐqián jiù xǐhuān nǐ le 実は、ずっと前からあなたが好きでした。
45 从很久以前就一直喜欢你 cóng hěnjiǔ yǐqián jiù yīzhí xǐhuān nǐ 前からずっと、あなたが好き。
46 我喜欢你 wǒ xǐhuān nǐ 私はあなたが好きです。I like you。
47 我很喜欢你 wǒ hěn xǐhuān nǐ 私はあなたがとても好きです。
48 我真的喜欢你 wǒ zhēn de xǐhuān nǐ 本当にあなたが好き。
49 我特别喜欢你 wǒ tèbié xǐhuān nǐ あなたがすごく好き。
50 我一直喜欢你 wǒ yīzhí xǐhuān nǐ あなたをずっと好き。
51 一直很喜欢你 yīzhí hěn xǐhuān nǐ あなたをずっと好き。
52 我爱你 wǒ ài nǐ 愛しています。I love you。
53 我非常爱你 wǒ fēicháng ài nǐ すごく愛してる。
54 我愛上你了 wǒ ài shàng nǐ le 好きになってしまいました。
55 我想你 wǒ xiǎng nǐ あなたを想う。恋しい。
56 我很想你 wǒ hěn xiǎng nǐ あなたを想う。あなたが恋しい。
57 我很想念你 wǒ hěn xiǎngniàn nǐ あなたを想う。あなたが恋しい。
58 我现在很想你 wǒ xiànzài hěn xiǎng nǐ 今あなたのことが恋しいです。
59 我想⻅你 wǒ xiǎng jiàn nǐ あなたに会いたい。
60 我很想⻅你 wǒ hěn xiǎng jiàn nǐ あなたに会いたい。
61 想早点⻅你 xiǎng zǎodiǎn jiàn nǐ 早くあなたに会いたい。
62 我想尽早⻅到你 wǒ xiǎng jǐnzǎo jiàn dào nǐ 早くあなたに会いたい。
63 我想快点⻅到你 wǒ xiǎng kuài diǎn jiàn dào nǐ 早くあなたに会いたい。
64 我真的需要你 wǒ zhēn de xūyào nǐ ほんと、私にはあなたが必要です。
65 和你在一起很快乐 hé nǐ zài yīqǐ hěn kuàilè あなたと一緒いると楽しいです。
66 和你在一起很幸福 hé nǐ zài yīqǐ hěn xìngfú あなたと一緒いると幸せ。
67 想要一直在一起 xiǎng yào yīzhí zài yīqǐ ずっと一緒にいたい。
68 我想跟你在一起 wǒ xiǎng gēn nǐ zài yīqǐ 私はあなたと一緒に居たいです。
69 我想跟你一直在一起 wǒ xiǎng gēn nǐ yīzhí zài yīqǐ 私はあなたとずっと一緒に居たいです。
70 我想一直陪着你 wǒ xiǎng yīzhí péi zhe nǐ ずっとあなたと一緒にいたいです。
71 我想要一直待在你身边 wǒ xiǎng yào yīzhí dài zài nǐ shēnbiān ずっとあなたのそばにいたい。
72 做我女朋友吧 zuò wǒ nǚpéng you ba 彼女になってよ。
73 做我男朋友吧 zuò wǒ nánpéngyǒu ba 彼氏になってよ。
74 你愿意当我女朋友吗? nǐ yuànyì dāng wǒ nǚpéngyǒu ma 彼女になってくれる？
75 你愿意当我男朋友吗? nǐ yuànyì dāng wǒ nánpéngyǒu ma 彼氏になってくれる？
76 可以做我女朋友吗? kěyǐ zuò wǒ nǚpéngyǒu ma 私の彼女になるのはいいですか？
77 可以做我男朋友吗? kěyǐ zuò wǒ nánpéngyǒu ma 私の彼氏になるのはいいですか？
78 你能做我女朋友吗? nǐ néng zuò wǒ nǚpéngyǒu ma 私の彼女になれますか。
79 你能做我男朋友吗? nǐ néng zuò wǒ nánpéngyǒu ma 私の彼氏になれますか。
80 你觉得我怎么样? nǐ juéde wǒ zěnme yàng 私のことをどう思いますか。
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81 Yes还是No? Yes háishi No Yes それとも No。
82 请用Yes或No回答 qǐng yòng Yes huò No huídá Yes か No でお答えください。
83 今晚过夜吗? jīnwǎn guòyè ma 今夜ひとばん、一緒にいますか。今晩、一夜を過ごしますか。

84 今天不想回去 jīntiān bù xiǎng huíqù 今日は帰りたくない。
85 来我房间吗? lái wǒ fángjiān ma 部屋に来ますか。
86 我要抱紧你 wǒ yào bàojǐn nǐ 抱きしめたい。
87 我想抱你 wǒ xiǎng bào nǐ 抱きしめたい。
88 我想抱抱你 wǒ xiǎng bào bào nǐ ハグしたい。
89 抱抱我吧 bào bào wǒ ba ハグして。
90 来抱抱吧 lái bào bào ba ハグしよう。
91 我想拥抱你 wǒ xiǎng yōngbào nǐ 抱きしめたい。
92 过来 guòlái おいで。きて。
93 我想亲你 wǒ xiǎng qīn nǐ キスしたい。
94 让我吻你 ràng wǒ wěn nǐ キスさせて。
95 想让你亲我 xiǎng ràng nǐ qīn wǒ キスしてほしい。
96 我可以吻你吗? wǒ kěyǐ wěn nǐ ma キスしていいですか。
97 能吻你吗? néng wěn nǐ ma キスしていいですか。
98 吻我 wěn wǒ キスして。
99 亲我 qīn wǒ キスして。
100 想要你 xiǎng yào nǐ あなたがほしい。
101 想做爱了 xiǎng zuòài le Hしたい。
102 做爱吧 zuòài ba Hしよ。
103 有避孕套吗? yǒu bìyùntào ma コンドームありますか。
104 月经期 yuèjīng qī 生理日。
105 例假 lìjià 定例休暇。婉曲表現で生理。
106 来例假了 lái lìjià le 生理なの。
107 去洗澡吗? qù xǐzǎo ma シャワーを浴びますか。
108 我去洗澡 wǒ qù xǐzǎo 私はシャワーを浴びに行く。
109 你先去吧 nǐ xiān qù ba 先に行って。
110 关灯 guān dēng 電気を消して。
111 我不想离开你 wǒ bù xiǎng líkāi nǐ 離れたくない。
112 不要离开我 bùyào líkāi wǒ 離れないで。
113 今后也想和你在一起 jīnhòu yě xiǎng hé nǐ zài yīqǐ これからもあなたと一緒にいたい。
114 我不想離開你的身辺 wǒ bù xiǎng líkāi nǐ de shēnbiān あなたのそばから離れたくない。
115 心头小鹿乱撞 xīntóu xiǎolù luàn zhuàng 胸キュン。
116 我心头小鹿乱撞 wǒ xīntóu xiǎolù luàn zhuàng 私は胸がキュンとなる。
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