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1 困 kùn 眠くなる。苦しむ。取り囲む。
2 困倦 kùnjuàn 疲れて眠い。
3 发困 fākùn 眠くなる。
4 犯困 fànkùn 眠くなる。
5 昏昏欲睡 hūn hūn yù shuì 眠くてたまらない。眠気を催す。
6 睡意 shuìyì 眠気。
7 睡眠 shuìmián 睡眠する。睡眠。
8 睡觉 shuìjiào 眠る。
9 我困了 wǒ kùn le 私は眠くなった。
10 我很困 wǒ hěn kùn 眠いです。
11 有点困 yǒudiǎn kùn 少し眠い。
12 好困 hǎo kùn すごく眠い。
13 困得受不了 kùn de shòubuliǎo 眠くてたまらない。
14 困得不得了 kùn de bùdéliǎo 眠くてたまらない。
15 困得慌 kùn de huāng 眠くてたまらない。
16 困得要命 kùn de yàomìng やたら眠い。
17 困得要死 kùn de yàosǐ 眠くて死にそう。
18 困死了 kùn sǐ le 死ぬほど眠い。
19 困死我了 kùn sǐ wǒ le 死ぬほど眠い。
20 我困得不行 wǒ kùn dé bùxíng 私は眠くてしょうがない。
21 我想睡觉 wǒ xiǎng shuìjiào 私は眠りたい。
22 我想睡觉了 wǒ xiǎng shuìjiào le 私は眠りたくなった。
23 我想睡午觉 wǒ xiǎng shuì wǔjiào 私は昼寝したい。
24 我要睡觉了 wǒ yào shuìjiào le 私は寝ます。
25 我就要睡觉了 wǒ jiù yào shuìjiào le 私はそろそろ寝ます。
26 今天有些发困 jīntiān yǒuxiē fākùn 今日はすこし眠い。
27 我还很困 wǒ hái hěn kùn 私はまだ眠い。
28 发起困来 fāqǐ kùn lái 眠気を催してきた。
29 睡意袭来 shuìyì xí lái 眠気が襲ってくる。
30 我还不困 wǒ hái bù kùn 私はまだ眠たくない。
31 没有一些睡意 méiyǒu yīxiē shuìyì 少しも眠くない。
32 消除困倦 xiāochú kùnjuàn 眠気を覚ます。
33 饿 è 腹をすかす。ひもじい。飢えさせる。
34 饥饿 jī'è 飢餓。空腹。飢えている。ひもじい。
35 空腹 kōngfù 空腹。
36 空肚子 kōngdùzi 空腹。
37 我很饿 wǒ hěn è 私はお腹が空いています。
38 我有点儿饿 wǒ yǒudiǎnr è 私はすこしお腹が空いています。
39 有点儿饿了 yǒudiǎnr è le すこしお腹が空いた。
40 饿了 è le お腹空いた。腹減った。
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41 我饿了 wǒ è le お腹空いた。腹減った。
42 肚子饿了 dùzi è le お腹空いた。腹減った。
43 我肚子饿了 wǒ dùzi è le お腹空いた。腹減った。
44 饿死了 è sǐ le 死ぬほどお腹空いた。
45 饿死我了 è sǐ wǒ le 死ぬほどお腹空いた。
46 我快饿死了 wǒ kuài è sǐ le 私はお腹が空いて死にそうです。
47 我快要饿死了 wǒ kuàiyào è sǐ le 私は餓死しそうだ。
48 饿坏了 è huài le とてもお腹が空いた。
49 肚子非常饿 dùzi fēicháng è とてもお腹が空いている。
50 肚子饿极了 dùzi è jí le 腹ぺこになった。
51 想吃点什么 xiǎng chī diǎn shénme 何か食べたい。
52 你想吃点什么? nǐ xiǎng chī diǎn shénme 何か食べたいですか。
53 你想吃什么? nǐ xiǎng chī shénme 何食べたいですか。
54 想吃饭 xiǎng chī fàn ご飯が食べたい。
55 渴 kě のどが渇いている。
56 口渴 kǒukě のどが渇く。
57 干渴 gānkě 口がからからに渇く。
58 解渴 jiěkě 渇きをいやす。用が足りる。
59 我渴了 wǒ kě le 私はのどが渇いた。
60 我很渴 wǒ hěn kě 私はのどが渇いている。
61 口渴了 kǒukě le のどが渇いた。
62 我口渴了 wǒ kǒukě le 私はのどが渇いた。
63 好渴啊 hǎo kě a とてものどが渇いた。
64 喉咙很干 hóulóng hěn gān のどが渇いてる。
65 嗓子干 sǎngzi gān のどが渇いてる。
66 口渴得很 kǒukě de hěn ひどくのどが渇く。
67 渴得要命 kě de yàomìng のどが渇いてたまらない。
68 渴死了 kě sǐ le 死ぬほどのどが渇いた。
69 渴死我了 kě sǐ wǒ le 死ぬほどのどが渇いた。
70 嗓子渴得冒烟了 sǎngzi kě de màoyān le のどがからから。
71 我想喝点什么 wǒ xiǎng hē diǎn shénme 私は何か飲みたい。
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