
No 中国語 ピンイン 日本語

1 你是日本人吗? nǐ shì rìběnrén ma あなたは日本人ですか。あなた=日本人？
2 你是不是日本人? nǐ shìbushì rìběnrén あなた日本人ですか。あなた=日本人？
3 是 shì そうです。イコールの関係です。
4 不是 bù shì いいえ、違います。イコールの関係ではありません。
5 你是中国人 , 对不对? nǐ shì zhōngguórén, duì buduì あなた中国人、あってますか？
6 对 duì そのとおりです。
7 不对 bù duì そうではありません。
8 下午六点⻅面, 好吗? xiàwǔ liùdiǎn jiànmiàn, hǎo ma 午後六時に会う、いいですか。
9 下午六点⻅面, 好不好? xiàwǔ liùdiǎn jiànmiàn, hǎo buhǎo 午後六時に会う、いいかな。
10 好 hǎo よろしいです。ＯＫ。
11 不好 bù hǎo よくないです。
12 你要袋子吗? nǐ yào dàizi ma あなたは袋が要りますか。
13 要不要袋子? yào buyào dàizi 袋、要りますか。
14 要 yào 要ります。
15 不要 bù yào 要りません。
16 谢谢, 不要 xièxie, bù yào ありがとう、要りません。
17 加热吗? jiārè  ma 加熱しますか。
18 要 yào する必要あります。
19 不用 bù yòng するに及びません。
20 我也去, 行不行? wǒ yě qù, xíng buxíng 私も行く、いいですか。
21 行 xíng していいです。
22 不行 bù xíng してはだめです。 
23 能便宜一点吗? néng piányi yīdiǎn ma すこし安くすることはできますか。
24 能不能便宜一点? néng bunéng piányi yīdiǎn すこし安くできますか。
25 能 néng できます。
26 不能 bù néng できません。 
27 你会说中文吗? nǐ huì shuō zhōngwén ma あなたは中国語が話せますか。
28 你会不会说中文? nǐ huì buhuì shuō zhōngwén あなたは中国語が話せますか。
29 我会说 wǒ huì shuō 私は話すことができます。
30 我不会说 wǒ bùhuì shuō 私は話すことができません。
31 这里可以照相吗? zhèlǐ kěyǐ zhàoxiàng ma ここで写真をとってもいいですか。
32 这里可不可以拍照? zhèlǐ kěbùkěyǐ pāizhào ここで写真をとってもいいですか。
33 可以 kě yǐ 許可します。いいです。
34 不可以 bù kě yǐ 許可しません。だめです。
35 你想去北京吗? nǐ xiǎng qù běijīng ma あなたは北京に行きたいですか。
36 你想不想去北京? nǐ xiǎng buxiǎng qù běijīng あなたは北京に行きたいですか。
37 想 xiǎng そう思います。
38 不想 bù xiǎng そう思いません。
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※不bùの声調変化に注意。 「不」の次に第四声がきている場合、「不」は第二声に変化する。
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39 有空吗? yǒu kòng ma 空き時間がありますか。
40 有没有空? yǒu méiyǒu kòng 空き時間がありますか。
41 有 yǒu 有ります。
42 没有 méi yǒu 有りません。
43 李先生在吗? Lǐ xiānsheng zài ma リさんはいますか。
44 李先生在不在? Lǐ xiānsheng zài buzài リさんはいますか。
45 在 zài います。
46 不在 bù zài いません。
47 疼吗? téng ma 痛いですか。
48 疼不疼? téng buténg 痛いですか。
49 疼 téng 痛いです。
50 不疼 bù téng 痛くないです。
51 冷吗? lěng ma 寒いですか。
52 冷不冷? lěng bulěng 寒いですか。
53 冷 lěng 寒いです。
54 不冷 bù lěng 寒くないです。
55 忙吗? máng ma 忙しいですか。
56 忙不忙? máng bumáng 忙しいですか。
57 忙 máng 忙しいです。
58 不忙 bù máng 忙しくないです。
59 那是你的吗？ nà shì nǐ de ma あれはあなたのですか。
60 是你的吗? shì nǐ de ma あなたのですか。
61 是不是你的? shì bushì nǐ de あなたのですか。
62 谁的? shéi de 誰の。
63 是我的 shì wǒ de 私のです。
64 我的 wǒ de 私の。
65 不是我的 bùshì wǒ de 私のではありません。
66 他的 tā de 彼の。
67 好的 hǎo de いいですよ。わかりました。
68 好吧 hǎo ba いいですよ。そうしましょう。
69 明白了 míngbai le 理解しました。内容や意味が分かりました。
70 不明白 bùmíngbai わからない。内容や意味が理解できない。
71 知道了 zhīdào le 知りました。情報として分かりました。了解した。
72 不知道 bùzhīdào 情報として知りません。分かりません。
73 懂了 dǒng le (より難しい内容のことを)理解できました。
74 不懂 bùdǒng 理解できません。
75 嗯 ng /ｎ 頷きの“うん”。
76 嗯嗯 ng ng /ｎｎ 頷きの“うん、うん。”
77 好 hǎo いいよ。OK。よし！。
78 好啊 hǎo a いいよ。OK。
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79 不 bù いいえ。だめ。
80 在 zài 施設の受付で名前を呼ばれたときの、はい。
81 到 dào 集団で点呼をとる際の、はい。
82 来了 lái le ノックや呼び鈴で訪問を告げられた場合の、はい。
83 来 lái 人を即す“さあ”。
84 是吗? shì ma そうなの。
85 是吧 shì ba そうでしょ。
86 是这样子 shì zhèyàngzi そうなんですね。
87 原来是这样 yuánlái shì zhèyàng そうだったんだ。
88 就这样 jiù zhèyàng そういうこと。そういうことで。
89 什么? shénme 何。なんで。
90 为什么 wèishénme どうして。なんで。
91 真的? zhēn de まじで。
92 真的吗? zhēn de ma 本当ですか。
93 然后呢? ránhòu ne それから。
94 我也一样 wǒ yě yīyàng わたしも同じ。
95 能理解 néng lǐjiě わかるよ。
96 你说的对 nǐ shuō de duì あなたの言うとおり。ごもっとも。
97 那倒是 nà dào shì それもそうだ。
98 可不是 kě bùshì なるほどそうです。そうなんです。
99 就是 jiùshì そうだ。そうです。
100 当然 dāngrán もちろん。
101 厉害 lìhai すごい。
102 真厉害 zhēn lìhai ほんとすごい。
103 不会的 bù huì de そんなはずがない。
104 不会吧 bù huì ba ありえない。そんなことない。
105 不可能 bù kěnéng まったくありえない。
106 开玩笑吧 kāiwánxiào ba 冗談でしょ。
107 真奇怪 zhēn qíguài 変だな。
108 没有兴趣 méiyǒu xìngqù 興味ない。
109 我正在犹豫 wǒ zhèngzài yóuyù 考えに迷ってます。
110 再说把 zài shuō ba また話ししましょう。またにしよう。
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