
No 中国語 ピンイン 日本語

1 我说 wǒ shuō あのね〜。
2 我跟你说 wǒ gēn nǐ shuō あのね〜。
3 我跟你讲 wǒ gēn nǐ jiǎng あのね〜。
4 听我说 tīng wǒ shuō 聞いてよ。
5 你听我说 nǐ tīng wǒ shuō 聞いてよ。
6 我跟你说一件事 wǒ gēn nǐ shuō yī jiàn shì 話しがあります。
7 我可以讲两句吗? wǒ kěyǐ jiǎng liǎng jù ma お話ししてよろしいですか。
8 请听我说 qǐng tīng wǒ shuō 聞いてください。
9 请听我说话 qǐng tīng wǒ shuōhuà 私の言うことを聞いて下さい。
10 请听一下我的话 qǐng tīng yīxià wǒ de huà 私の話を聞いて下さい。
11 能听我说吗? néng tīng wǒ shuō ma 聞いてくれますか。
12 请好好听 qǐng hǎohǎo tīng よく聞いてください。
13 你听 nǐ tīng 聞いて。
14 请让我说 qǐng ràng wǒ shuō 私に言わせてください。
15 请让我说一句 qǐng ràng wǒ shuō yījù 私にひとつ言わせてください。
16 容我说一句 róng wǒ shuō yījù 一言私に言わせてください。
17 请大家静听 qǐng dàjiā jìng tīng 皆さん静かに聞いてください。
18 请大家用心听 qǐng dàjiā yòngxīn tīng 皆さん注意して聞いてください。
19 为什么不听我说话? wèi shénme bù tīng wǒ shuōhuà 何で話を聞いてくれない。
20 我对你说了 wǒ duì nǐ shuō le 私はあなたに言った。
21 跟你说了多少次了 gēn nǐ shuō le duōshǎo cì le 何度も言ったでしょう。
22 我不是说了吗? wǒ bùshì shuō le ma 言ったでしょう。
23 我不是说过了吗? wǒ bùshì shuō guò le ma 言ったでしょう。
24 刚才不是说了吗? gāngcái bùshì shuō le ma さっき言ったでしょう。
25 我告诉你那个了 wǒ gàosù nǐ nàge le 私はあなたにそれを伝えました。
26 那个昨天说过了吧 nàge zuótiān shuō guò le ba そのこと昨日も言ったでしょ。
27 之前也跟你说过啊 zhīqián yě gēn nǐ shuō guò a 前にもあなたに言ったでしょ。
28 你以前说过 nǐ yǐqián shuō guò あなたは以前話しました。
29 你之前不是跟我说过吗? nǐ zhīqián bùshì gēn wǒ shuō guò ma あなたは前に私に言ったでしょ。
30 我确实说过 wǒ quèshí shuōguò 私は確かに言った。
31 我确实和你说了 wǒ quèshí hé nǐ shuō le 確かにあなたに言った。
32 对你说谎了 duì nǐ shuōhuǎng le あなたにウソをついた。
33 我没那么说 wǒ méi nàme shuō そんなこと言ってない。
34 不这么说 bù zhème shuō そのように言ってない。
35 我没说过 wǒ méi shuō guò 私は言ったことない。
36 不说 bù shuō 言わん。
37 不会对你说的哦 bù huì duì nǐ shuō de ò 君には言わないよ。
38 你别说 nǐ bié shuō 言わないで。
39 请你不要说谎 qǐng nǐ bùyào shuōhuǎng 嘘言わないで下さい。
40 现在还不要说 xiànzài hái bùyào shuō 今はまだ言わないで。
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41 你怎么不早说? nǐ zěnme bù zǎo どうして早く言わない。
42 请不要把这件事告诉任何人 qǐng bùyào bǎ zhè jiàn shì gàosù rènhé rén このことは誰にも言わないでください。
43 我不能说 wǒ bùnéng shuō 私は言えない。
44 我不能说话 wǒ bùnéng shuōhuà 私は話せない。
45 什么都说不出来 shénme dōu shuō bu chūlái 何も言えない。
46 什么都说不了 shénme dōu shuō buliǎo 何も言えない。
47 那件事, 我不会告诉你 nà jiàn shì, wǒ bù huì gàosù nǐ それについて、あなたにお話ししません。
48 怎么可能说那种话嘛 zěnme kěnéng shuō nà zhǒng huà ma そんなこと言えるわけないでしよ。
49 我不想说话 wǒ bùxiǎng shuōhuà 私は話したくない。
50 为什么不能说? wèi shéme bùnéng shuō なぜ言えない。
51 不能说的秘密 bùnéng shuō de mìmì 言えない秘密。
52 没有资格说别人 méiyǒu zīgé shuō biérén 人のこと言えない。
53 那个不能一概而论 nàge bùnéng yīgài ér lùn それは一概にそうとは言えない。
54 我现在只能说那个 wǒ xiànzài zhǐ néng shuō nàge 今はそれしか言えないです。
55 我只能说这种事 wǒ zhǐ néng shuō zhè zhǒng shì 私はこんな事しか言えない。
56 不知道该怎么说 bù zhīdào gāi zěnme shuō 何と言うべきか分からない。
57 不知道要怎么说 bù zhīdào yào zěnme shuō 何と言うべきか分からない。
58 那不能说定了 nà bùnéng shuō dìng le それは断言できない。
59 你在听我讲吗? nǐ zài tīng wǒ jiǎng ma 私の話、聞いてるの。
60 我在听啊 wǒ zài tīng a 聞いてるよ。
61 听着呢 tīng zhe ne 聞いているよ。
62 没听那些话 méi tīng nàxiē huà そんな話は聞いてない。
63 我没听过 wǒ méi tīng guò 聞いたことない。
64 我没听说过 wǒ méi tīngshuō guò 私は聞いたことがありません。
65 我没听说过那个 wǒ méi tīngshuō guò nàge それを聞いた事がない。
66 我听说过那件事 wǒ tīngshuō guò nà jiàn shì そのことを私は聞いたことがある。
67 你应该听说过吧 nǐ yīnggāi tīngshuō guò ba あなた聞いたことあるでしょ。
68 听说过几次 tīngshuō guò jǐ cì 何度か聞いたことがある。
69 听到那个真好 tīng dào nàge zhēn hǎo それを聞いてよかったです。
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