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1 吃饭了 chī fàn le ご飯にしましょう。ご飯食べた。
2 我吃了 wǒ chī le 私は食べます。私は食べました。
3 来, 吃吧 lái, chī ba さあ、食べましょう。
4 那我们开始吃吧 nà wǒmen kāishǐ chī ba では、私たち食べ始めましょう。
5 我开动了 wǒ kāidòng le 私は始めます。
6 我要开动了 wǒ yào kāidòng le 私は始めます。
7 开饭了 kāifàn le 食事の支度ができた。食事にします。
8 我要开饭了 wǒ yào kāifàn le 私は食事にします。
9 我要领受了 wǒ yào lǐngshòu le 私はいただきます。
10 谢谢天, 谢谢食物, 谢谢厨师 xièxiè tiān, xièxiè shíwù, xièxiè chúshī 天に感謝、食べ物に感謝、料理人に感謝。
11 我吃饱了 wǒ chī bǎo le 私はお腹いっぱいです。
12 我已经吃饱了 wǒ yǐjīng chībǎo le 私はすでにお腹いっぱいです。
13 我吃不了了 wǒ chī buliǎo le 私は食べきれなくなった。
14 我吃好了 wǒ chī hǎo le 私は食べて満足した。
15 真好吃, 吃好了 zhēn hǎochī, chī hǎo le ほんとおいしかった、満足した。
16 我吃得很好, 谢谢 wǒ chī de hěn hǎo, xièxiè 私はよく食べました、ありがとう。
17 我回来了 wǒ huílái le わたしは帰ってきました。
18 现在回来了 xiànzài huílái le ただいまかえりました。
19 刚刚回来了 gānggāng huílái le ただいまかえりました。
20 我刚回来了 wǒ gāng huílái le ただいまかえりました。
21 你回来了 nǐ huílái le あなたは帰ってきた。
22 你回家了 nǐ huíjiā le あなたは家に帰ってきた。
23 欢迎回来 huānyíng huílái ようこそお戻りくださいました。
24 欢迎回家 huānyíng huíjiā ようこそお帰り。
25 该走了 gāi zǒu le そろそろ行かないと。
26 那我该走了 nà wǒ gāi zǒu le 私はそろそろ行かなくっちゃ。
27 我走了 wǒ zǒu le 私は行くよ。失礼します。
28 我先走了 wǒ xiān zǒu le お先に失礼します。
29 我出发了 wǒ chūfā le 私は出発します。私は出発しました。
30 我出门了 wǒ chūmén le 私は出かけます。私は出かけました。
31 我出去了 wǒ chūqù le 私は出て行きます。私は出て行きました。
32 我去上班了 wǒ qù shàngbān le 私は仕事に行って来ます。私は仕事に行きました。
33 我去上学了 wǒ qù shàngxué le 私は学校に行って来ます。私は学校に行きました。
34 我去玩儿了 wǒ qù wánr le 私は遊びに行って来ます。私は遊びに行きました。
35 我去买东⻄了 wǒ qù mǎi dōngxi le 私は買い物に行ってきます。私は買い物に行きました。
36 我去散步了 wǒ qù sànbù le 私は散歩に行ってきます。私は散歩に行きました。
37 去销售 qù xiāoshòu 営業に行く。
38 去出差 qù chūchāi 出張しに行く。
39 去旅行 qù lǚxíng 旅行に行く。
40 慢走 mànzǒu お気をつけて。ゆっくり行く。ちょっと待って。
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41 请慢走 qǐng mànzǒu どうぞお気をつけて。
42 多加小心 duōjiā xiǎoxīn 十分注意して。
43 请多加小心 qǐng duōjiā xiǎoxīn 十分注意してください。
44 路上小心 lùshàng xiǎoxīn 道中気をつけて。
45 路上多加小心 lùshàng duōjiā xiǎoxīn 道中十分注意して。
46 一路平安 yīlù píng'ān 道中ご無事で。
47 祝您一路平安 zhù nín yīlù píng’ān 道中のご無事をお祈りいたします。
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