
No 中国語 ピンイン 日本語

1 还 hái 依然として。まだなお。もっと。さらに。なおかつ。やはり。

2 还没 hái méi まだ〜ない。
3 还是 háishi 依然として。意外にも。〜するほうがよい。〜か〜。
4 未 wèi まだ〜していない。〜でない。
5 未了 wèiliǎo まだ終わっていない。まだ完結してない。
6 依然 yīrán 依然として。元のままだ。
7 仍然 réngrán 相変わらず。元どおりに。
8 才 cái まだ〜したばかり。やっと。たった。才能。
9 还没好吗? hái méi hǎo ma まだですか。
10 还没好 hái méi hǎo まだです。
11 还没 hái méi まだです。
12 还没有 hái méiyǒu まだです。
13 还不知道 hái bù zhīdào まだわからない。
14 还说不定 hái shuō budìng まだなんとも言えない。
15 还不一定 hái bù yīdìng まだ定かではない。
16 还没说定 hái méi shuō dìng まだ言い切れない。
17 现在还不知道 xiànzài hái bù zhīdào 今はまだわからない。
18 现在还没决定 xiànzài hái méi juédìng 今はまだ決定していない。
19 还没定 hái méi dìng まだ決まっていない。
20 还不清楚 hái bù qīngchǔ まだはっきりしない。
21 还没来 hái méi lái まだ来ない。
22 他还没来 tā hái méi lái 彼はまだ来ない。
23 他还不来 tā hái bù lái 彼はまだ来ない。
24 他还不定来不来 tā hái bùdìng lái bulái 彼はまだ来るか来ないかわからない。
25 他怎么还不来? tā zěnme hái bù lái 彼はなぜまだ来ない。
26 他还没有回来 tā hái méiyǒu huílái 彼はまだ帰ってきていない。
27 他还在图书馆 tā hái zài túshūguǎn 彼はまだ図書館にいる。
28 怎么他还不出来? zěnme tā hái bù chūlái どうして彼はまだ出てこないのか。
29 到点了还不来 dào diǎn le hái bù lái 時間になったのにまだこない。
30 ⻋还不来 chē hái bù lái 車はまだ来ない。
31 还没有回信 hái méiyǒu huíxìn まだ返信がない。
32 我还没有收到你的回复 wǒ hái méiyǒu shōu dào nǐ de huífù まだあなたから返答をもらえてません。
33 雨还在下 yǔ hái zài xià 雨がまだ降ってる。
34 还在下雨 hái zài xiàyǔ まだ雨が降っています。
35 还没找到 hái méi zhǎodào まだ見つからない。
36 还没做完 hái méi zuò wán まだやり終えていない。
37 我还在考虑 wǒ hái zài kǎolǜ 私はまだ考え中。
38 还在犹豫 hái zài yóuyù まだためらってる。まだ迷っている。
39 还没有完成 hái méiyǒu wánchéng まだ完成してない。
40 你怎么还没开始呀? nǐ zěnme hái méi kāishǐ ya あなた、どうしてまだ始めてないのか。
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41 怎么还没干完? zěnme hái méi gàn wán まだやり終えていないのか。
42 还没结束吗? hái méi jiéshù ma まだ終わりませんか。
43 还没结束 hái méi jiéshù まだ終わっていない。
44 还不行 hái bùxíng まだだめ。
45 还没修好 hái méi xiūhǎo まだ修理し終わってない。
46 饭还没做好 fàn hái méi zuò hǎo ご飯はまだできていない。
47 我还没吃饭 wǒ hái méi chīfàn 私はまだ食事をしていない。
48 还没说完 hái méi shuō wán まだ言い終わっていない。
49 还没起床 hái méi qǐchuáng まだ起床してない。
50 还没睡醒 hái méi shuìxǐng まだ目覚めていない。
51 还不习惯 hái bù xíguàn まだ慣れてない。
52 我还没看过 wǒ hái méi kàn guò 私はまだ見たことがない。
53 我还没去过 wǒ hái méi qù guò 私はまだ行ったことがない。
54 我还没做过 wǒ hái méi zuò guò 私はまだやったことがない。
55 他还不明白 tā hái bù míngbai 彼はまだわかっていない。
56 你还不懂? nǐ hái bù dǒng まだわからないの。
57 还来得及吗? hái láidejí ma まだ間に合いますか。
58 还来得及 hái láidejí まだ間に合う。
59 还赶得及 hái gǎndejí まだ間に合う。
60 时间还早 shíjiān hái zǎo 時間はまだある。
61 时间还来得及 shíjiān hái láidejí 時間はまだある。
62 还有足够的时间 hái yǒu zúgòu de shíjiān まだ時間は十分ある。
63 离开⻋还有五分钟 líkāi chē hái yǒu wǔ fēnzhōng 発車までまだ５分ある。
64 外边还亮着 wàibian hái liàng zhe 外はまだ明るい。
65 放弃还太早 fàngqì hái tài zǎo あきらめるのはまだ早い。
66 还能用 hái néng yòng まだ使える。
67 还没轮到我 hái méi lún dào wǒ まだ私の番にならない。
68 你还记得吧? nǐ hái jìde ba あなたはまだ覚えているでしょう。
69 我还记着 wǒ hái jì zhe 私はまだ覚えている。
70 那时候还年轻 nà shíhòu hái niánqīng あの頃はまだ若い。
71 你还年轻 nǐ hái niánqīng あなたはまだ若い。
72 还没煮熟 hái méi zhǔshú まだ煮えてない。
73 还没煮透 hái méi zhǔtòu まだ煮えてない。
74 还没有烤熟 hái méiyǒu kǎoshú まだ焼けてない。
75 还是生的 háishi shēng de まだ生だ。
76 还没熟 hái méi shú まだ熟れてない。
77 点的菜还没来 diǎn de cài hái méi lái 注文した料理がまだ来ない。
78 离限期还有三天 lí xiànqí hái yǒu sān tiān 期限までまだ３日ある。
79 还有边儿 hái yǒu biānr まだ見込みがありそうだ。
80 你的病还没好吗? nǐ de bìng hái méi hǎo ma あなたの病気はまだよくなりませんか。
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81 病还没好 bìng hái méi hǎo 病気がまだ治らない。
82 他的病还没有好 tā de bìng hái méiyǒu hǎo 彼の病気はまだよくなっていない。
83 伤还没有好 shāng hái méiyǒu hǎo けががまだ治らない。
84 还不能出院 hái bùnéng chūyuàn まだ退院できない。
85 合同还有效 hétóng hái yǒuxiào 契約はまだ有効。
86 还没有付钱 hái méiyǒu fù qián まだお金を払っていない。
87 货款还没有付 huòkuǎn hái méiyǒu fù 商品代金をまだ払っていない。
88 还没给我找钱 hái méi gěi wǒ zhǎoqián まだ釣銭をもらっていない。
89 这个商品还有吗? zhège shāngpǐn hái yǒu ma この商品はまだありますか。
90 还有别的吗? hái yǒu biéde ma まだほかにありますか。
91 还要别的吗? hái yào biéde ma まだほかにお求めですか。
92 还有旁的事儿吗? hái yǒu páng de shìr ma ほかにまだ何かありますか。
93 还有问题吗? hái yǒu wèntí ma まだ問題がありますか。
94 还有什么问题吗? hái yǒu shénme wèntí ma まだ何か質問がありますか。
95 还差一个 hái chà yī gè まだひとつ足りない。
96 还差一个人 hái chà yī ge rén まだ一人足りない。
97 世界还很大 shìjiè hái hěn dà 世界はまだまだ広い。
98 油漆未干 yóuqī wèi gān ペンキがまだ乾いていない。ペンキ塗りたて。
99 约期未满 yuēqī wèi mǎn 期日がまだきていない。
100 胜负未分 shèngfù wèi fēn 勝負はまだついてない。
101 手续未了 shǒuxù wèiliǎo 手続きがまだ終わっていない。
102 依然是一个谜 yīrán shì yīgè mí 依然としてなぞである。まだ謎。
103 依然下落不明 yīrán xiàluò bùmíng まだ行方がわからない。
104 我仍然不放心 wǒ réngrán bù fàngxīn わたしはまだ安心できない。
105 这些规定仍然有效 zhèxiē guīdìng réngrán yǒuxiào これらの規制はまだ有効です。
106 他才八岁 tā cái bā suì 彼はまだ８歳。
107 才四点他就回家了 cái sì diǎn tā jiù huí jiā le まだ４時なのに彼は帰宅した。
108 出生才一个星期 chūshēng cái yī ge xīngqī 生まれてまだ一週間。
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