
No 中国語 ピンイン 日本語

1 回答 huídá 答える。
2 答复 dáfù 回答する。返事を書く。解答。返事。
3 答案 dá'àn 答案。解答。
4 答卷 dájuàn 答案。試験問題を解く。
5 卷子 juànzi 試験の答案。巻き物式の古い写本。
6 卷儿 juànr 試験の答案。
7 答应 dāying 返事をする。承諾する。同意する。うんと言う。
8 应答 yìngdá 応答する。回答する。
9 应对 yìngduì 受け答える。応対する。
10 答对 dáduì 受け答えする。
11 解答 jiědá 質問に答える。解答。
12 回话 huíhuà 質問に答える。目上の人に申し上げる。返事。
13 回话儿 huíhuàr 返事。
14 响应 xiǎngyìng 呼びかけや提案に応じる。
15 反响 fǎnxiǎng 反響。反応。
16 反应 fǎnyìng 反応。化学反応。反響。
17 复信 fùxìn 返信する。返信。
18 回信 huíxìn 返事を出す。返信。返事。
19 回音 huíyīn 返信。反響。こだま。
20 回电 huídiàn 返電を打つ。返信電報。
21 复电 fùdiàn 返信電報。
22 请回答 qǐng huídá 答えてください。
23 回答问题 huídá wèntí 質問に回答する。
24 回答提问 huídá tíwèn 質問に応じる。
25 回答询问 huídá xúnwèn 尋ねに応じる。
26 对问题的回答 duì wèntí de huídá 質問に対する回答。
27 回答错了 huídá cuò le 答えが間違っている。
28 正确的回答 zhèngquè de huídá 正しい答え。
29 正确地回答 zhèngquè de huídá 正確に答える。
30 认真地回答 rènzhēn de huídá まじめに答える。
31 我等你的回答 wǒ děng nǐ de huídá あなたの回答を待つ。
32 我等着你的回答 wǒ děng zhe nǐ de huídá あなたの回答を待っている。
33 回答者 huídázhě 回答者。
34 请答复 qǐng dáfù 答えてください。
35 请尽快答复 qǐng jǐnkuài dáfù 至急回答ください。
36 至今没有答复 zhìjīn méiyǒu dáfù いまだに返事がない。
37 答复提问 dáfù tíwèn 質問に応じる。
38 她的答案 tā de dá'àn 彼女の答え。
39 标准答案 biāozhǔn dá'àn 模範解答。
40 试题的答案 shìtí de dá'àn 試験問題の答え。
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41 答案错了 dá'àn cuò le 答えを間違った。
42 答案不对 dá'àn bùduì 答えが違う。
43 标准答卷 biāozhǔn dájuàn 模範解答。
44 判卷子 pàn juànzi 答案を見る。答案を採点する。
45 交卷儿 jiāo juànr 答案を出す。
46 白卷儿 bái juànr 白紙答案。
47 答应他的要求 dāying tā de yāoqiú 彼の要求を聞き入れる。
48 我不答应 wǒ bù dāying 私は承知しない。
49 没人答应 méi rén dāying 誰も答える者がいない。
50 应答得很巧妙 yìngdá dé hěn qiǎomiào 受け答えがうまい。
51 没有应答 méiyǒu yìngdá 応答がない。
52 应对如流 yìngduì rú liú よどみなく受け答えする。
53 答对如流 dáduì rú liú よどみなく答える。
54 答对了 dá duì le 正解だ。
55 解答问题 jiědá wèntí 問題の解答をする。
56 做解答 zuò jiědá 解答する。
57 错误的解答 cuòwù de jiědá まちがった解答。
58 解答人 jiědárén 解答者。
59 解答者 jiědázhě 解答者。
60 明天再给你回话 míngtiān zài gěi nǐ huíhuà 明日また返事します。
61 他一句回话也不给 tā yījù huíhuà yě bù gěi 彼は一言の返事もよこさない。
62 响应要求 xiǎngyìng yāoqiú 要望に応じる。
63 响应号召 xiǎngyìng hàozhào 呼びかけにこたえる。
64 反响很大 fǎnxiǎng hěn dà 反響が大きい。
65 引起反响 yǐnqǐ fǎnxiǎng 反響を呼ぶ。
66 没有反应 méiyǒu fǎnyìng 反応がない。
67 没反应 méi fǎnyìng 無反応。
68 有反应 yǒu fǎnyìng 反応がある。
69 收到复信 shōu dào fùxìn 返信を受け取る。
70 写回信 xiě huíxìn 返事を書く。
71 等回音 děng huíyīn 返事を待つ。
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