
No 中国語 ピンイン 日本語

1 许久 xǔjiǔ 久しい。⻑い間。
2 好久 hǎojiǔ 久しい。⻑い間。
3 良久 liángjiǔ 久しい。⻑い間。
4 久远 jiǔyuǎn 久しい。時間がずいぶん経っている。ずっと昔。
5 少⻅ shǎojiàn ひさしく会わない。あまり見かけない。めったにない。
6 好久不⻅ hǎojiǔ bùjiàn お久しぶりです。
7 好久不⻅了 hǎojiǔ bùjiàn le お久しぶりです。
8 好久没⻅了 hǎojiǔ méi jiàn le しばらくぶりです。
9 好久没⻅到您了 hǎojiǔ méi jiàn dào nín le ご無沙汰しております。
10 少⻅少⻅ shǎojiàn shǎojiàn しばらくぶりです。
11 你记得我吗? nǐ jì de wǒ ma わたしのこと覚えてますか。
12 还记得我吗? hái jì de wǒ ma まだ私を覚えていますか。
13 我记得 wǒ jì de 覚えている。
14 当然记得 dāngrán jì de もちろん覚えている。
15 不记得 bù jì de 覚えていません。
16 很高兴又⻅到你了 hěn gāoxìng yòu jiàn dào nǐ le またお会いできてうれしいです。
17 怎么老没⻅你呀 zěnme lǎo méi jiàn nǐ ya ⻑いこと会わなかったですね。
18 有日子没⻅你了 yǒu rìzi méi jiàn nǐ le ⻑いこと会わなかったですね。
19 我们几年没⻅面了 wǒmen jǐ nián méi jiànmiàn le 私たち、何年ぶりでしょう。
20 我们有三年没⻅了 wǒmen yǒu sān nián méi jiàn le 私たち３年会ってなかったですね。
21 十年不⻅ shí nián bùjiàn １０年会ってない。
22 二十多年了 èrshí duō nián le ２０年あまりです。
23 我非常想⻅你 wǒ fēicháng xiǎng jiàn nǐ あなたにとても会いたかったです。
24 我们又⻅面了 wǒmen yòu jiànmiàn le また会えましたね。
25 你还好吗? nǐ hái hǎo ma 元気ですか。
26 挺好 tǐng hǎo とてもいいです。
27 你好吗? nǐ hǎo ma お元気ですか。
28 我很好 wǒ hěn hǎo 私は元気です。
29 你怎么样? nǐ zěnme yàng あなたはどうですか。
30 你呢? nǐ ne あなたはどう。
31 最近怎么样? zuìjìn zěnmeyàng 最近、どう。
32 日子过得怎么样? rìzi guò de zěnmeyàng 最近、どう。
33 你过得怎么样? nǐ guò de zěnmeyàng どう過ごしていますか。
34 工作顺利吗? gōngzuò shùnlì ma 仕事は順調ですか。
35 买卖怎么样 mǎimai zěnmeyàng 商売はどうですか。
36 你一切都好吗? nǐ yīqiè dōu hǎo ma あなたは順調ですか。
37 一切都好 yīqiè dōu hǎo うまくいってます。
38 还行 hái xíng まずまずです。
39 还可以 hái kěyǐ まあまあです。
40 还算不错 hái suàn bùcuò まあまあです。
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41 ⻢⻢⻁⻁ mǎmǎhūhū まあまあです。
42 还是老样子 háishi lǎo yàngzi 相変わらずです。
43 凑合吧 còuhe ba なんとかまずまず。
44 一般 yībān 普通です。
45 不怎么样 bù zěnmeyàng 大したことはないです。さっぱりです。
46 你现在在哪儿呢? nǐ xiànzài zài nǎr ne 今どこにいるのですか。
47 你在什么地方? nǐ zài shénme dìfang 今どこにいるのですか。
48 你现在干什么呢? nǐ xiànzài gàn shénme ne 今なにしてるの。
49 你现在做什么工作? nǐ xiànzài zuò shénme gōngzuò 今どんな仕事してるの。
50 你家里人都好吗? nǐ jiālirén dōu hǎo ma ご家族の皆さんはお元気ですか。
51 都很好 dōu hěn hǎo みんないいです。
52 你爱人好吗? nǐ àiren hǎo ma 奥さんはお元気ですか。ご主人はお元気ですか。
53 托您的福, 很好 tuō nín de fú, hěn hǎo おかげさまで、いいです。
54 你看上去挺精神的 nǐ kàn shangqù tǐng jīngshén de 見たところあなたは元気そうですね。
55 你看上去不错 nǐ kàn shsngqù bùcuò 見たところあなたは元気そうですね。
56 你没怎么变 nǐ méi zěnme biàn あなた変わってないですね。
57 你没什么变化 nǐ méi shénme biànhuà あなた何も変わってないですね。
58 和以前没什么变化 hé yǐqián méi shénme biànhuà 以前と何も変わりない。
59 你一点儿也没变 nǐ yīdiǎnr yě méi biàn あなたはすこしも変わりませんね。
60 你一点儿都没变 nǐ yīdiǎnr dōu méi biàn あなたはぜんぜん変わりませんね。
61 你变化不大 nǐ biànhuà bù dà あなたはあまり変わっていませんね。
62 你没怎么变 nǐ méi zěnme biàn あなたはあまり変わっていませんね。
63 根本没变 gēnběn méi biàn ぜんぜん変わってない。
64 你还是老样子 nǐ háishì lǎo yàngzi あなたは昔のままですね。
65 你变样了 nǐ biànyàng le あなた、変わったね。
66 你变化挺大的 nǐ biànhuà tǐng dà de あなた、ずいぶん変わったね。
67 和以前不太一样了 hé yǐqián bù tài yīyàng le 以前とずいぶん変わったね。
68 你变好看了 nǐ biàn hǎokàn le あなた見た目が良くなった。きれいになった。かっこよくなった。

69 你变漂亮了 nǐ biàn piàoliang le あなたはきれいになった。
70 变得更加漂亮了 biàn de gèngjiā piàoliang le さらにきれいになった。
71 你越来越漂亮了 nǐ yuè lái yuè piàoliang le あなたはますますきれいになった。
72 你变帅了 nǐ biàn shuài le あなたはかっこよくなった。
73 你还是那么年轻 nǐ háishi nàme niánqīng 相変わらず、お若いですね。
74 你比以前更年轻了 nǐ bǐ yǐqián gēng niánqīng le 前よりも若くなりましたね。
75 你很会说话 nǐ hěn huì shuōhuà お口がお上手ですね。お口が達者ですね。
76 你真会说话 nǐ zhēn huì shuōhuà お口がお上手ですね。お口が達者ですね。
77 你胖了 nǐ pàng le あなた、太ったね。
78 你发福了 nǐ fāfú le ふくよかになられましたね。かっぷく良くなりましたね。
79 你胖了吗? nǐ pàng le ma あなた太りましたか。
80 你⻓胖了吗? nǐ zhǎng pàng le ma あなた太りましたか。
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81 你⻓胖了一点 nǐ zhǎng pàng le yīdiǎn あなたは少し太った。
82 我胖了 wǒ pàng le 私は太った。
83 我⻓胖了 wǒ zhǎng pàng le 私は太った。
84 你瘦了呢 nǐ shòu le ne あなた痩せましたね。
85 你瘦了吗？ nǐ shòu le ma あなた痩せましたか。
86 瘦了点 shòu le diǎn 少し痩せました。
87 瘦了四公斤 shòu le sì gōngjīn ４キロ痩せた。
88 我很老了 wǒ hěn lǎo le 年をとりすぎました。
89 我已经上年纪了 wǒ yǐjīng shàng niánjì le 私はもう年です。
90 年紀大了 niánjì dà le 年とった。
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