
No 中国語 ピンイン 日本語

1 当 dāng 〜を担う。〜になる。ふさわしい。〜すべきだ。〜のときに。

2 成 chéng 〜になる。〜に変わる。成す。成⻑する。よろしい。有能だ。

3 ⻓得 zhǎng de (育って)〜という状態になっている。
4 ⻓成 zhǎngchéng (育って)〜になる。〜に成⻑する。
5 变得 biàn de 〜に変化する。〜になる。
6 变成 biànchéng 〜に変わる。〜になる。
7 变为 biànwéi 〜に変える。〜となる。
8 成为 chéngwéi 〜になる。
9 你将来想做什么? nǐ jiānglái xiǎng zuò shénme あなたは将来何がしたいですか。
10 你将来想做什么工作? nǐ jiānglái xiǎng zuò shénme gōngzuò あなたは将来何の仕事がしたいですか。
11 未来你想做什么? wèilái nǐ xiǎng zuò shénme あなたは将来何がしたいですか。
12 你将来想成为什么? nǐ jiānglái xiǎng chéngwéi shénme あなたは将来何になりたいですか。
13 ⻓大想当什么? zhǎngdà xiǎng dāng shénme 大きくなったら何になりたいですか。
14 不清楚自己未来想干什么 bù qīngchu zìjǐ wèilái xiǎng gàn shénme 将来自分は何がしたいかはっきりしない。
15 我想成为科学家 wǒ xiǎng chéngwéi kēxuéjiā 私は科学者になりたい。
16 我想成为一名科学家 wǒ xiǎng chéngwéi yī míng kēxuéjiā 私は科学者になりたい。
17 我想当科学家 wǒ xiǎng dāng kēxuéjiā 私は科学者になりたい。
18 未来想做科学家 wèilái xiǎng zuò kēxuéjiā 将来科学者になりたい。
19 ⻓大要当科学家 zhǎngdà yào dāng kēxuéjiā 大きくなったら科学者になりたい。
20 我将成为科学家 wǒ jiāng chéngwéi kēxuéjiā 私は科学者になります。
21 我成为了科学家 wǒ chéngwéi le kēxuéjiā 私は科学者になった。
22 ⽗⺟希望我将来当医⽣ fùmǔ xīwàng wǒ jiānglái dāng yīshēng 両親は私に将来医者になってもらいたい。
23 成为⺟亲 chéngwéi mǔqīn ⺟になる。
24 成为⽗亲 chéngwéi fùqīn ⽗になる。
25 当上妈妈 dāng shàng māma ⺟になる。
26 我成了⽗亲 wǒ chéng le fùqīn 私は⽗親になった。
27 我也当上了孩子的爸爸 wǒ yě dāng shàng le háizi de bàba 私も子供の⽗親になりました。
28 当上科⻓ dāng shàng kēzhǎng 課⻑になる。
29 我升为科⻓ wǒ shēng wéi kēzhǎng 私は課⻑に昇進する。
30 被任为科⻓ bèi rèn wéi kēzhǎng 課⻑に任命される。
31 她变得好漂亮了 tā biàn de hǎo piàoliang le 彼女はとてもきれいになった。
32 她⻓得很漂亮 tā zhǎng de hěn piàoliang 彼女はきれいだ。
33 成为有钱人 chéngwéi yǒuqiánrén お金持ちになる。
34 我想成为富人 wǒ xiǎng chéngwéi fùrén 私は金持ちになりたい。
35 当保人 dāng bǎoren 保証人になる。
36 做保证人 zuò bǎozhèngrén 保証人になる。
37 当身份保证人 dāng shēnfèn bǎozhèngrén 身元保証人になる。
38 狐狸变成人 húli biànchéng rén キツネが人に化ける。
39 我⻓大成人了 wǒ zhǎngdà chéngrén le 私は大人になった。
40 孩子⻓大了 háizi zhǎngdà le 子供は大きくなった。
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41 ⻓成高个子 zhǎngchéng gāo gèzi 背が高くなる。
42 我想早日成人 wǒ xiǎng zǎorì chéngrén 私は早く大人になりたい。
43 我想快点⻓成大人 wǒ xiǎng kuài diǎn zhǎngchéng dàrén 私は早く大人になりたい。
44 成为初中⽣ chéngwéi chūzhōngshēng 中学⽣になる。
45 我想做个好人 wǒ xiǎng zuò gè hǎorén 私はいい人になりたい。
46 变性做女人 biànxìng zuò nǚrén 性を変え女になる。
47 加入日本国籍 jiārù rìběn guójí 日本国籍になる。
48 入日本国籍 rù rìběn guójí 日本国籍になる。
49 我想和你变成好朋友 wǒ xiǎng hé nǐ biànchéng hǎo péngyou あなたと仲良くなりたいと思う。
50 我们成了好朋友 wǒmen chéng le hǎo péngyou 私たちはいい友達になった。
51 交朋友 jiāo péngyou 友達になる。友達ができる。
52 做朋友 zuò péngyou 友達になる。
53 我做你的朋友 wǒ zuò nǐ de péngyou 私はあなたの友達になります。
54 做朋友吧 zuò péngyou ba 友達になりましょう。
55 轧朋友 gá péngyou 友達になる。
56 搿朋友 gé péngyou 友達になる。
57 结姻缘 jié yīnyuán 夫婦になる。
58 做夫妻 zuò fūqī 夫婦になる。
59 匹配成亲 pǐpèi chéngqīn 結ばれて夫婦となる。
60 他变得老实了 tā biàn de lǎoshí le 彼はまじめになった。
61 从坏学⽣变为好学⽣ cóng huài xuéshēng biànwèi hào xuéshēng 悪い学⽣から良い学⽣となる。
62 取得冠军 qǔdé guànjūn チャンピオンになる。
63 就任大臣 jiùrèn dàchén 大臣に就任する。
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