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1 先调查确认 xiān diàochá quèrèn まず調査して確認する。
2 我先去吃饭然后上班 wǒ xiān qù chīfàn ránhòu shàngbān 私はまず食事に行って、そのあと出勤する。
3 首先改革政府其次高薪养廉 shǒuxiān gǎigé zhèngfǔ qícì gāoxīn yǎnglián まずは政府を改革し、次に高給をもって清廉を養う。
4 我捡到一个钱包交给警察 wǒ jiǎn dào yī ge qiánbāo jiāo gěi jǐngchá 私はひとつ財布を拾って、警察に渡した。
5 先来一瓶啤酒 xiān lái yī píng píjiǔ まずはビールひと瓶もってきて。
6 你把筷子递给我吧 nǐ bǎ kuàizi dìgěi wǒ ba お箸取って。
7 你把窗户关上吧 nǐ bǎ chuānghù guānshàng ba 窓を閉めて。
8 请教给我 qǐng jiāo gěi wǒ 私に教えてください。
9 请安静 qǐng ānjìng 静かにしてください。
10 请帮我一下 qǐng bāng wǒ yīxià 手伝ってください。
11 请给我看一下菜单 qǐng gěi wǒ kàn yīxià càidān メニューを見せてください。
12 请让我看一下您的机票 qǐng ràng wǒ kàn yīxià nín de jīpiào 航空チケットを見せてください。
13 我希望你去 wǒ xīwàng nǐ qù あなたに行ってほしいです。
14 我希望你给我打电话 wǒ xīwàng nǐ gěi wǒ dǎ diànhuà あなたから私に電話してほしいです。
15 他给我介绍了打工 tā gěi wǒ jièshào le dǎgōng 彼は私にアルバイトを紹介してくれた。
16 让他给我打个电话 ràng tā gěi wǒ dǎ gè diànhuà 彼に電話してもらう。
17 让你请客 ràng nǐ qǐngkè あなたにおごってもらう。
18 我请你再考虑 wǒ qǐng nǐ zài kǎolǜ もう一度考えてもらいたい。
19 我想请你帮忙 wǒ xiǎng qǐng nǐ bāngmáng あなたに手伝ってほしい。
20 他给我解释一下 tā gěi wǒ jiěshì yīxià 彼は私に説明してくれる。
21 他帮助我学习 tā bāngzhù wǒ xuéxí 彼は私の学習を手助けしてくれる。
22 你在干什么？ nǐ zài gàn shénme? 何してますか。
23 你在做什么？ nǐ zài zuò shénme 何してますか。
24 我在吃饭 wǒ zài chīfàn 私はごはんを食べています。
25 他在接电话 tā zài jiē diànhuà 彼は電話に出ています。
26 她在睡觉 tā zài shuìjiào 彼女は寝ています。
27 我现在在工作 wǒ xiànzài zài gōngzuò 私は今、仕事しています。
28 他正在学习 tā zhèngzài xuéxí 彼は勉強しているところです。
29 她正在做菜 tā zhèngzài zuò cài 彼女は料理しているところです。
30 经济正在改善 jīngjì zhèngzài gǎishàn 経済は改善しているところです。
31 现在正在吃饭 xiànzài zhèngzài chīfàn 今食事中です。
32 现在正在开会 xiànzài zhèngzài kāihuì 只今会議中。
33 现在正在准备中 xiànzài zhèngzài zhǔnbèi zhōng 只今準備中。
34 门开着 mén kāi zhe ドアが開いている。
35 他们站着吃饭 tāmen zhàn zhe chīfàn 彼らは立って食事する。
36 他戴着眼镜 tā dài zhe yǎnjìng 彼は眼鏡をかけています。
37 一边唱歌一边跳舞 yībiān chànggē yībiān tiàowǔ 歌いながら踊る。
38 一边听一边记 yībiān tīng yībiān jì 聞きながら記す。
39 一边看电视一边吃饭 yībiān kàn diànshì yībiān chīfàn テレビを見ながら食事する。
40 我一边工作一边学习 wǒ yībiān gōngzuò yībiān xuéxí 私は仕事をしながら勉強している。
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41 试试看 shì shi kàn 試してみる。やってみる。
42 请试试看 qǐng shì shi kàn 試してみてください。
43 试一试 shì yī shì 試してみる。
44 试着站在他们的立场 shì zhe zhàn zài tāmen de lìchǎng 彼らの立場に立ってみる。
45 去看看 qù kàn kan 行ってみる。
46 用用看 yòng yong kàn 使ってみる。
47 尝尝看 cháng chang kàn 食べてみる。
48 穿穿看 chuān chuan kàn 着てみる。
49 穿上试试 chuān shàng shì shi 着てみる。
50 那样放着 nàyàng fàng zhe そのままにしておく。
51 保留现状 bǎoliú xiànzhuàng 現状のままにしておく。
52 保留着传统 bǎoliú zhe chuántǒng 伝統を残している。
53 留下信 liúxià xìn 手紙を残しておく。
54 完成工作 wánchéng gōngzuò 仕事をし終える。
55 结束会议 jiéshù huìyì 会議を終える。
56 工作结束了 gōngzuò jiéshù le 仕事が終わった。
57 她说完就走了 tā shuō wán jiù zǒu le 彼女は話終わるとすぐ行った。
58 不许吸烟 bùxǔ xīyān 喫煙してはならない。
59 不该一个人去 bù gāi yī ge rén qù 一人で行ってはならない。
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