
No 中国語 ピンイン 日本語

1 喝酒 hējiǔ 酒を飲む。
2 一起喝酒吧 yīqǐ hējiǔ ba 一緒にお酒を飲みましょう。
3 去喝酒吧 qù hējiǔ ba 飲みに行きましょう。
4 你爱喝酒吗? nǐ ài hējiǔ ma あなたはお酒が好きですか。
5 你喜欢喝酒吗? nǐ xǐhuan hējiǔ ma? あなたはお酒が好きですか。
6 我喜欢喝酒 wǒ xǐhuan hējiǔ 私はお酒を飲むのが好きです。
7 我不喜欢喝酒 wǒ bù xǐhuan hējiǔ 私はお酒を飲むのが好きではありません。
8 我不喝酒 wǒ bù hējiǔ 私はお酒を飲みません。
9 我不会喝酒 wǒ bù huì hējiǔ 私はお酒を飲めません。
10 我从来不会喝酒 wǒ cónglái bu huì hējiǔ 私はもとからお酒が飲めません。
11 我戒了酒 wǒ jiè le jiǔ 私は禁酒しました。
12 只能喝一点点 zhǐ néng hē yīdiǎndiǎn 少ししか飲めない。
13 我只喝一点啤酒 wǒ zhǐ hē yīdiǎn píjiǔ 私は少しだけビールを飲む。
14 我不胜酒力 wǒ bù shèng jiǔlì 私はお酒に弱い。
15 你很能喝酒 nǐ hěn néng hējiǔ あなたはお酒に強い。
16 你酒力很强 nǐ jiǔlì hěn qiáng あなたはお酒に強い。
17 我酒量很好 wǒ jiǔliàng hěn hǎo 私は酒がいける口です。
18 喝酒有海量的人 hējiǔ yǒu hǎiliàng de rén 底なしに飲める人。酒豪。
19 那个酒很烈 nàgè jiǔ hěn liè あのお酒はとても強い。
20 我一喝酒就醉 wǒ yī hē jiǔ jiù zuì 私は飲んだらすぐに酔う。
21 我一喝酒就上脸 wǒ yī hē jiǔ jiù shàng liǎn 私は飲んだらすぐに顔に出る。
22 一喝酒就脸红的人 yī hē jiǔ jiù liǎnhóng de rén 飲んだらすぐに顔が赤くなる人。
23 变脸 biànliǎn 顔が変わる。
24 不变脸 bù biànliǎn 顔が変わらない。
25 烈酒 lièjiǔ 強い酒。
26 烈的酒 liè de jiǔ 強い酒。
27 烈性的酒 lièxìng de jiǔ 強い酒。
28 酒精度是多少? jiǔjīngdù shì duōshǎo アルコール度数はいくら。
29 这个酒多少度的? zhège jiǔ duōshǎo dù de このお酒は何度のものですか。
30 干杯 gānbēi 乾杯。杯を飲みほす。
31 干一杯 gān yī bēi 一杯やる。乾杯する。
32 先干一杯吧 xiān gān yī bēi ba まずは乾杯しよう。
33 来, 我们干一杯 lái, wǒmen gān yī bēi さあ、私たち乾杯しましょう。
34 为我们的友谊干杯 wèi wǒmen de yǒuyì gānbēi 私たちの友情のため乾杯。
35 为各位身体健康和发展干杯 wèi gèwèi shēntǐ jiànkāng hé fāzhǎn gānbēi 各位の体の健康と発展のため乾杯。
36 再干一杯 zài gān yī bēi もう一杯やりましょう。
37 我敬你一杯 wǒ jìng nǐ yī bēi 敬意を表して一杯。
38 我敬您一杯白酒 wǒ jìng nín yī bēi báijiǔ バイジュウで一杯飲みましょう。
39 好, 都干了 hǎo, dōu gān le よし、一気に飲み干しましょう。
40 意思一下吧 yìsi yīxià ba 気持ち程度で。
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41 喝一口 hē yīkǒu 一口飲む。
42 以茶代酒, 不成敬意 yǐ chá dài jiǔ, bù chéng jìngyì お酒の代わりにお茶で、失礼。
43 随意, 随意 suíyì, suíyì マイペースでいきましょう。
44 一直地喝酒 yīzhí de hējiǔ お酒がすすむ。ずっと飲んでる。
45 我为您倒酒 wǒ wèi nín dào jiǔ お酒をおつぎします。
46 灌醉 guànzuì 酒を飲ませて酔わせる。
47 被朋友灌醉了 bèi péngyǒu guànzuì le 友達に酔わされた。
48 他把我灌醉了 tā bǎ wǒ guànzuì le 彼は私に酒を飲ませて酔わせた。
49 喝饱了 hē bǎo le 飲んで腹いっぱいになる。
50 醉了 zuì le 酔っぱらった。
51 喝醉了 hē zuì le 酔っぱらった。
52 已经喝醉了 yǐjīng hē zuì le すでに酔っぱらった。
53 晕了 yūn le くらくらする。めまいがする。
54 喝晕了 hē yūn le 酔っぱらってくらくらする。
55 困了 kùn le 眠くなった。
56 恶心 ěxin 胸がむかつく。吐き気がする。
57 不舒服 bù shūfu 気分が悪い。具合が良くない。
58 我有点不舒服 wǒ yǒudiǎn bù shūfú 私はすこし気分が悪い。
59 想呕吐 xiǎng ǒutù 吐きたい。
60 呕吐了 ǒutù le 吐いた。
61 我喝不了了 wǒ hēbuliǎo le もう飲めません。
62 不觉喝多了 bùjué hē duō le つい飲みすぎてしまった。うっかり深酒した。
63 醒酒 xǐngjiǔ 酔いざめする。酔いをさます。
64 醒醒酒吧 xǐng xǐng jiǔ ba 酔いを醒まそう。
65 解酒 jiějiǔ 酔い覚まし。
66 解醉 jiězuì 酔いをさます。
67 宿醉 sùzuì 二日酔い。
68 宿醉未醒 sùzuì wèi xǐng 二日酔いが抜けない。
69 从今以后我不喝酒了 cóng jīn yǐhòu wǒ bù hējiǔ le これからは酒を飲みません。
70 从今以后不再喝酒 cóng jīn yǐhòu bù zài hējiǔ これからは酒を飲みません。
71 酒很好喝 jiǔ hěn hǎo hē 酒は美味しい。
72 不要饮酒过量 bùyào yǐnjiǔ guòliàng 飲みすぎないで。
73 小心喝多 xiǎoxīn hē duō 飲みすぎに注意。
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