
No 中国語 ピンイン 日本語

1 有 yǒu ある。いる。持っている。ある〜。
2 在 zài 〜にある。〜にいる。〜に。〜で。〜によって決まる。
3 有人吗? yǒu rén ma だれかいますか。人がいますか。
4 这里有人吗? zhèlǐ yǒu rén ma ここにだれかいますか。
5 没人吗? méi rén ma 誰もいませんか。
6 谁都不在吗? shéi dōu bù zài ma 誰もいませんか。
7 这个座位有人吗? zhège zuòwèi yǒu rén ma この席はだれかいますか。
8 这个坐位有人吗? zhège zuòwèi yǒu rén ma この席はだれかいますか。
9 里边有人吗? lǐbian yǒu rén ma 中に人がいますか。
10 房间里有人吗? fángjiānli yǒurén ma 部屋の中には誰かいますか。
11 在吗? zài ma 居ますか。居るの。
12 你在哪里? nǐ zài nǎli あなたはどこにいますか。
13 你现在在哪里? nǐ xiànzài zài nǎli あなたは今どこにいますか。
14 你在不在家? nǐ zài buzài jiā あなたは家に居ますか居ませんか。
15 王先生在吗? Wáng xiānshēng zài ma 王さん居ますか。
16 他在哪儿? tā zài nǎr 彼はどこにいますか。
17 你⺟亲在家吗? nǐ mǔqīn zàijiā ma あなたのお⺟さんは家にいますか。
18 有反对的没有? yǒu fǎnduì de méiyǒu 反対の人いませんか。
19 有多少人? yǒu duōshǎo rén 何人いますか。
20 你们公司有多少人? nǐmen gōngsī yǒu duōshǎo rén あなたの会社は何人いますか。
21 你家有几口人? nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén あなたの家族は何人いますか。
22 你有兄弟姐妹吗? nǐ yǒu xiōngdì jiěmèi ma 兄弟姉妹はいますか。
23 几个人? jǐ ge rén 何人ですか。
24 几位? jǐ wèi 何名様ですか。
25 通共有几位? tōnggòng yǒu jǐ wèi 全部で何名様ですか。
26 还有多少人? hái yǒu duōshǎo rén あと何人いますか。
27 你有对象吗? nǐ yǒu duìxiàng ma つきあってる異性はいますか。
28 你有喜欢的人吗? nǐ yǒu xǐhuan de rén ma あなたは好きな人がいますか。
29 这里面有医生吗? zhè lǐmiàn yǒu yīshēng ma この中にお医者様はいますか。
30 这里面有没有医生? zhè lǐmiàn yǒu méiyǒu yīshēng この中にお医者様はいますかいませんか。
31 没有人 méiyǒu rén 人がいません。
32 没有别人 méiyǒu biérén ほかに人はいません。
33 他不在 tā bù zài 彼はいません。
34 他不在这儿 tā bù zài zhèr 彼はここにいません。
35 房间里没有人 fángjiānli méiyǒu rén 部屋の中には人がいません。
36 谁都不在家 shéi dōu bù zài jiā 誰も家にいない。
37 那时我不在家 nà shí wǒ bù zài jiā そのとき私は家にいない。
38 我明天下午不在家 wǒ míngtiān xiàwǔ bù zài jiā 私は明日の午後に家にいない。
39 我没有兄弟姐妹 wǒ méiyǒu xiōngdì jiěmèi 私は兄弟姉妹がいません。
40 没有孩子 méiyǒu háizi 子どもはいません。
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41 ⽗⺟不在世了 fùmǔ bù zài shì le 両親はもういません。
42 这里面没有医生 zhè lǐmiàn méiyǒu yīshēng この中に医者はいません。
43 他不在东京 tā bù zài Dōngjīng 彼は東京にいません。
44 我有两个女儿 wǒ yǒu liǎng ge nǚ'ér 私には二人の娘います。
45 我家有四口人 wǒjiā yǒu sì kǒu rén 家族は4人です。
46 我有对象了 wǒ yǒu duìxiàng le つきあう異性ができました。
47 我有女朋友 wǒ yǒu nǚpéngyou 私は彼女がいます。
48 我有男朋友 wǒ yǒu nánpéngyou 私は彼氏がいます。
49 我有妻子 wǒ yǒu qīzi 私は妻がいます。
50 我有丈夫 wǒ yǒu zhàngfu 私は夫がいます。
51 我现在在东京 wǒ xiànzài zài Dōngjīng 私は今、東京にいます。私は今、東京に住んでいます。
52 我现在住在东京 wǒ xiànzài zhùzài Dōngjīng 私は今、東京に住んでいます。
53 星期天我在家 xīngqītiān wǒ zài jiā 日曜日、私は家にいます。
54 我晚上在家 wǒ wǎnshàng zài jiā 私は夜、家にいます。
55 我在这里 wǒ zài zhèlǐ 私はここにいる。
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