
No 中国語 ピンイン 日本語

1 真 zhēn 真実だ。本当だ。
2 假 jiǎ いつわりである。にせである。仮定する。
3 伪 wěi いつわりである。にせである。偽の。
4 真的假的? zhēn de jiǎ de マジで。本当ですか。
5 真假? zhēn jiǎ マジで。本当ですか。
6 真的? zhēn de 本当か。
7 真的吗? zhēn de ma 本当ですか。
8 真的 zhēn de 本当です。マジです。本当の。
9 这是真的 zhè shì zhēn de これは本当です。
10 是真的吗? shì zhēn de ma ほんとか。
11 这是真的吗? zhè shì zhēn de ma これ本当ですか。これ本物ですか。
12 我真的很爱你 wǒ zhēn de hěn ài nǐ 私は本当にあなたを愛しています。
13 假的 jiǎ de うそです。にせものです。にせものの。
14 像是假的 xiàng shì jiǎ de うそみたい。うっそー。
15 其实是假的 qíshí shì jiǎ de 実はうそです。実はにせものです。
16 不是假的 bù shì jiǎ de うそではありません。にせものではない。
17 那眼泪是假的 nà yǎnlèi shì jiǎ de あの涙はみせかけだ。
18 我刚才说的话是假的 wǒ gāngcái shuō de huà shì jiǎ de 私がさっき話したことはうそです。
19 真实 zhēnshí 真実だ。本当だ。
20 这是真实的 zhè shì zhēnshí de これは真実だ。
21 真实情况 zhēnshí qíngkuàng 本当の様子。実態。
22 虚假 xūjiǎ ごまかしである。うそである。
23 这是虚假的 zhè shì xūjiǎ de これはうそです。
24 虚假新闻 xūjiǎ xīnwén フェイクニュース。
25 虚伪 xūwěi みせかけの。にせの。虚偽。
26 他的话虚伪的成分太多 tā de huà xūwèi de chéngfèn tài duō 彼の話はうその部分が多すぎる。
27 虚伪的人 xūwèi de rén 偽善者。
28 真话 zhēnhuà ほんとの話。
29 他才说了真话 tā cái shuōle zhēnhuà 彼はようやく本当のことをしゃべった。
30 我不敢说真话 wǒ bù gǎn shuō zhēnhuà 私はほんとのことをしゃべれない。
31 假话 jiǎhuà うその話。
32 说假话 shuō jiǎhuà うそをつく。
33 你跟他说假话 nǐ gēn tā shuō jiǎhuà あなたは彼にうそをつく。
34 的确 díquè 確かに。
35 刚才, 你的确说了 gāngcái, nǐ díquè shuō le さっき、あなたは確かに言った。
36 的确是这样 díquè shì zhèyàng 確かにそう。
37 的的确确 dídíquèquè 確かに。
38 的的确确是灾难 dídíquèquè shì zāinàn 確かに災害です。
39 确实 quèshí 確かだ。確かに。
40 确实吗? quèshí ma 確かですか。
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41 确实是这样 quèshí shì zhèyàng 確かにそう。
42 确实的消息 quèshí de xiāoxi 確かな情報。
43 确实, 我昨天说了 quèshí, wǒ zuótiān shuō le 確かに、私は昨日言った。
44 确确实实 quèquèshíshí 確かだ。確かに。
45 它确确实实存在 tā quèquèshíshí cúnzài それは確かに存在する。
46 千真万确 qiānzhēnwànquè まちがいなく確実である。
47 这是千真万确的 zhè shì qiānzhēnwànquè de これは絶対確実です。
48 一真二实 yī zhēn èr shí まちがいなく確実である。
49 都是一真二实的啊 dōu shì yī zhēn èr shí de a 全てまちがいなくほんとのことだ。
50 实在 shízài 本当に。確かに。実際は。
51 实在不知道 shízài bù zhīdào 本当に知りません。
52 他说话很实在 tā shuōhuà hěn shízài 彼の話はほんとうのことだ。
53 实话 shíhuà 本当の話。
54 这是实话 zhè shì shíhuà これはほんとの話です。
55 实意 shíyì 本当の気持ち。真心。
56 我的真情实意 wǒ de zhēnqíng shíyì 私のいつわらざる気持ち。
57 真心 zhēnxīn 本心。真心。
58 我真心想让你幸福 wǒ zhēnxīn xiǎng ràng nǐ xìngfú 私は本当にあなたが幸せになることを望みます。
59 真正的 zhēnzhèng de 本当の。真の。
60 真正的目的 zhēnzhèng de mùdì 本当の目的。
61 其实 qíshí その実。実は。本当のところ。
62 其实我不懂 qíshí wǒ bù dǒng 本当のところ、私はわかっていない。
63 谎 huǎng うそ。偽り。
64 说谎 shuōhuǎng うそを言う。でたらめを言う。
65 别说谎 bié shuōhuǎng うそをつくな。
66 没说谎吗? méi shuōhuǎng ma うそついてないか。
67 说谎了 shuōhuǎng le うそをついた。
68 对你说谎了 duì nǐ shuōhuǎng le あなたにうそをついた。
69 我不说谎 wǒ bù shuōhuǎng 私はうそつかない。
70 你为什么要说谎? nǐ wèishéme yào shuōhuǎng 何故嘘をつくのですか。
71 谎话 huǎnghuà うその話。
72 别说谎话 bié shuō huǎng huà うそをつくな。
73 不要说谎 bùyào shuōhuǎng うそをつくな。
74 她不会说谎话 tā bù huì shuō huǎnghuà 彼女はうそをつかない。
75 谎言 huǎngyán うそ。でたらめ。デマ。
76 那些是谎言 nàxiē shì huǎngyán それらは嘘です。
77 瞎话 xiāhuà いい加減な話。でたらめ。
78 我不说瞎话 wǒ bù shuō xiāhuà 私はいいかげんな話はしない。
79 撒谎 sāhuǎng うそをつく。
80 别撒谎 bié sāhuǎng うそをつくな。
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81 骗子 piànzi うそつき。
82 你是骗子 nǐ shì piànzi あなたはうそつきです。
83 骗人 piànrén 人をだます。うそぉ。
84 骗人的吧 piànrén de ba うそでしょ。
85 那个是骗人的 nàge shì piànrén de それはうそだ。
86 作伪 zuòwěi 偽物をつくる。いんちきする。
87 绘画作伪 huìhuà zuòwěi 絵画の偽物。
88 伪造 wěizào 偽物をつくる。偽造する。
89 伪造证据 wěizào zhèngjù アリバイをでっちあげる。
90 假造 jiǎzào 偽造する。でっちあげる。
91 假造理由 jiǎzào lǐyóu 理由をでっちあげる。
92 编造 biānzào 偽造する。でっちあげる。作り出す。編集する。
93 编造故事 biānzào gùshi 作りごとを言う。
94 捏造 niēzào 捏造する。でっちあげる。
95 捏造事实 niēzào shìshí 事実を捏造する。
96 假币 jiǎbì にせ札。
97 真是 zhēnshi ほんとにまあ。まったくもう。
98 真是的 zhēnshide ほんとにまあ。まったくもう。
99 测谎器 cèhuǎngqì うそ発見器。
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