
No 中国語 ピンイン 日本語

1 都可以 dōu kěyǐ すべてＯＫ。
2 什么都可以 shénme dōu kěyǐ なんでもＯＫ。
3 什么都行 shénme dōu xíng なんでもいい。
4 什么都干 shénme dōu gàn なんでもやる。
5 我什么都喜欢 wǒ shénme dōu xǐhuān 私はなんでも好き。私はどれも好き。
6 我什么都吃 wǒ shénme dōu chī 私は何でも食べます。
7 什么都会 shénme dōu huì 何でもできる。
8 什么都能做 shénme dōu néng zuò 何でもできる。
9 不管是什么都会回答 bùguǎn shì shénme dūhuì huídá どんなことであろうと答えます。
10 不管什么都有 bùguǎn shénme dōu yǒu 何であろうとある。
11 这里什么都有 zhèlǐ shénme dōu yǒu ここになんでもある。
12 想什么说什么 xiǎng shénme shuō shénme 思ったことは何でも言う。
13 想什么吃什么 xiǎng shénme chī shénme 食べたいものは何でも食べる。
14 没什么 méi shénme 何でもない。
15 钱能买到一切 qián néng mǎi dào yīqiè 金はすべてを買える。金で何でも買える。
16 任何事情都灵活对应 rènhé shìqíng dōu línghuó duìyìng 何事にも柔軟に対応する。
17 哪个都可以 nǎge dōu kěyǐ どれでもＯＫです。どちらでもＯＫです。
18 哪个都行 nǎge dōu xíng どれでもいい。どちらでもいい。
19 哪个也好 nǎge yě hǎo どれでもいい。どちらでもいい。
20 哪个都好 nǎge dōu hǎo どれでも良いです。どちらでも良いです。
21 我哪个都喜欢 wǒ nǎge dōu xǐhuān 私はどれも好き。私はどちらも好き。
22 哪个都不喜欢 nǎge dōu bù xǐhuān どれも好きでない。どちらも好きでない。
23 哪个都一样 nǎge dōu yīyàng どれでも同じ。どちらも同じ。
24 哪个都不是 nǎge dōu bùshì どれでもない。どちらでもない。
25 请任意挑选一个 qǐng rènyì tiāoxuǎn yī ge どれでも一つお選びください。
26 怎么都行 zěnme dōu xíng どうでもいい。どっちでもいい。
27 怎么都好 zěnme dōu hǎo なんでもいい。
28 怎样都好 zěnyàng dōu hǎo どのようでもいい。どうでもいい。
29 无所谓 wúsuǒwèi どうでもよい。〜とはかぎらない。
30 哪个我都无所谓 nǎge wǒ dōu wúsuǒwèi 私はどちらでも構いません。
31 什么时候都可以 shénme shíhòu dōu kěyǐ いつでもいいです。
32 几点都行 jǐ diǎn dōu xíng 何時でもいいです。
33 明天什么时候来都可以 míngtiān shénme shíhòu lái dōu kěyǐ 明日、いつきてもいいです。
34 请随时来 qǐng suíshí lái いつでも来てください。
35 请随时来电话 qǐng suíshí lái diànhuà いつでも電話ください。
36 任何时候都可以 rènhé shíhòu dōu kěyǐ いつでもいいです。
37 任何时间都可以 rènhé shíjiān dōu kěyǐ いつでもいいです。
38 任何时候都欢迎来我家 rènhé shíhòu dōu huānyíng lái wǒjiā いつでも私の家にいらっしゃい。
39 锻炼在任何时候开始都不晚 duànliàn zài rènhé shíhòu kāishǐ dōu bù wǎn トレーニングはいかなるときに始めても遅くはない。
40 他总是非常客气 tā zǒngshì fēicháng kèqì 彼はいつでも遠慮深い。

なんでも、どれでも、どうでも、いつでも、どこでも、だれでも、何度でも   1/2

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 总是笑一笑 zǒngshì xiào yīxiào いつも笑顔。
42 无论何时我都会帮助你的 wúlùn hé shí wǒ dōu huì bāngzhù nǐ de いつでもあなたを助けます。
43 随时随处 suíshí suíchù いつでもどこでも。
44 哪里都可以 nǎlǐ dōu kěyǐ どこでもいい。
45 哪儿都可以 nǎr dōu kěyǐ どこでもいい。
46 坐哪儿都可以 zuò nǎr dōu kěyǐ どこに座るのもいい。
47 座位无所谓 zuòwèi wúsuǒwèi 座席はどこでもいい。
48 在哪儿都能看到的光景 zài nǎr dōu néng kàn dào de guāngjǐng どこにでも見られる光景。
49 到处可⻅ dàochù kějiàn 至るところで見られる。どこでも見られる。
50 到处都有 dàochù dōu yǒu 至るところにある。
51 不要随地扔东⻄ bùyào suídì rēng dōngxi ところかまわずモノを放ってはいけない。
52 谁都可以 shéi dōu kěyǐ 誰でもいい。
53 谁都可以登录 shéi dōu kěyǐ dēnglù 誰でも登録することができる。
54 谁都知道 shéi dōu zhīdào 誰でも知っている。
55 谁都不能知道 shéi dōu bùnéng zhīdào 誰も知ることができない。
56 人都是孤独的 rén dōu shì gūdú de 人は誰しも孤独だ。
57 任何人都有自尊心 rènhé rén dōu yǒu zìzūnxīn いかなる人も皆、自尊心がある。
58 多少次都可以 duōshǎo cì dōu kěyǐ 何度でもいい。
59 无论多少次我都会重来 wúlùn duōshǎo cì wǒ dōu huì chónglái 何度でも私は来る。
60 无论多少次我都会挑战 wúlùn duōshǎo cì wǒ dōu huì tiǎozhàn 何度でも私は挑戦する。
61 多挑战几次 duō tiǎozhàn jǐ cì 何度も挑戦する。
62 没有任何次数 méiyǒu rènhé cìshù 何度もない。
63 什么都可以吗? shénme dōu kěyǐ ma なんでもいいですか。
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