
No 中国語 ピンイン 日本語

1 为什么 wèi shénme 何のために。なぜ。
2 为何 wèihé なにゆえ。どうして。
3 怎么 zěnme どのように。どのような。それほど〜でない。どれほど〜しても。

4 怎样 zènyàng どのようか。どのような。
5 怎么样 zènmeyàng どのような。どのように。それほど〜でない。
6 什么样 shénmeyàng どのような。どんな。
7 用什么方法 yòng shénme fāngfǎ 何の方法を用いて。如何に。
8 何故 hégù なぜ。なにゆえ。
9 如何 rúhé どのように。どうやって。どうですか。
10 为什么呢? wèi shéme ne どうしてなんだろう。なぜなんだ。
11 为什么没来? wèi shéme méi lái なぜ来ない。
12 为什么你没来? wèi shéme nǐ méi lái なぜあなたは来ない。
13 你为什么不去? nǐ wèi shéme bù qù あなたはなぜ行かない。
14 为什么你那么生气啊? wèi shéme nǐ nàme shēngqì a 何をあなたはそんなに怒っている。
15 象的鼻子为什么这么⻓? xiàng de bízi wèi shéme zhème cháng ゾウの花はなぜこんなに⻑いのか。
16 你说说为什么 nǐ shuōshuō wèi shéme あなた、訳を話して。
17 不知道为什么 bù zhīdào wèi shéme なぜだかわからない。
18 不知为什么, 突然很想哭 bùzhī wèi shéme, túrán hěn xiǎng kū なぜだか突然泣きたくなる。
19 你为何不来? nǐ wèihé bù lái あなたはなにゆえ来ない。
20 他为何常⻅⻜碟? tā wèihé chángjiàn fēidié 彼はなにゆえ空飛ぶ円盤をよく見るのか。
21 你怎么了? nǐ zěnme le あなた、どうしました。
22 他怎么还不来? tā zěnme hái bù lái 彼はどうしてまだ来ないのか。
23 你怎么还不去啊? nǐ zěnme hái bù qù a あなたはどうしてまだ行かないの。
24 你怎么总是迟到? nǐ zěnme zǒngshì chídào あなたはどうしていつも遅刻するのか。
25 你怎么不早跟我说呢? nǐ zěnme bù zǎo gēn wǒ shuō ne あなたはどうして私に早く言わないのか。
26 这是怎么回事? zhè shì zěnme huí shì これはどういうことですか。
27 怎么今天这么冷? zěnme jīntiān zhème lěng どうして今日はこんなに寒いのか。
28 以后怎么叫你? yǐhòu zěnme jiào nǐ 以後、あなたをどう呼べばいいですか。
29 怎么办? zěnme bàn どうする。
30 我怎么办才好呢? wǒ zěnme bàn cái hǎo ne 私はいったいどうすればよい。
31 我该怎么办呢? wǒ gāi zěnme bàn ne 私はどのようにすべきか。
32 怎么做才好呢? zěnme zuò cái hǎo ne どうしたらいいだろう。
33 怎么做的? zěnme zuò de どのようにしてやったのか。
34 怎么走? zěnme zǒu どのように行けばよい。
35 从这儿到⻋站怎么走? cóng zhèr dào chēzhàn zěnme zǒu ここから駅へはどのように行けばよい。
36 去⻋站怎么走? qù chēzhàn zěnme zǒu 駅に行くのはどのように行けばよい。
37 怎么说? zěnme shuō どのように言う。
38 这个东⻄用中⽂怎么说? zhège dōngxi yòng zhōngwén zěnme shuō この物は中国語でどのように言いますか。
39 怎么说才好呢? zěnme shuō cái hǎo ne どう言ったらいいのだろう。
40 怎么用? zěnme yòng どのように使う。
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41 这怎么用? zhè zěnme yòng これはどのように使う。
42 怎么写? zĕnme xiĕ どのように書く。
43 你的名字怎么写? nǐ de míngzi zĕnme xiĕ あなたの名前はどのように書く。
44 怎么念? zĕnme niàn どのように読む。
45 这个字怎么念? zhège zì zĕnme niàn この字はどのように読む。
46 怎么想? zĕnme xiǎng どのように思いますか。
47 对这个问题你怎么想? duì zhège wèntí nǐ zěnme xiǎng この問題に対してどのように思うか。
48 以后打算怎样? yǐhòu dǎsuàn zěnyàng これからどうするつもりですか。
49 你的身体怎样? nǐ de shēntǐ zěnyàng あなたの体はどのようですか。
50 情况怎样? qíngkuàng zěnyàng 状況はどのようですか。
51 温度怎样? wēndù zěnyàng 温度はどうですか。
52 他是怎样一个人呢? tā shì zěnyàng yī ge rén ne 彼はどのような人ですか。
53 怎样方法? zěnyàng fāngfǎ どのような方法ですか。
54 后来怎么样? hòulái zěnmeyàng その後どのようですか。
55 后来怎么样了? hòulái zěnmeyàng le その後どうなった。
56 你的意⻅怎么样? nǐ de yìjiàn zěnmeyàng あなたの意見はどうですか。
57 你的看法怎么样? nǐ de kànfǎ zěnmeyàng あなたの見方はどうですか。
58 你认为怎么样? nǐ rènwéi zěnmeyàng あなたはどう思いますか。
59 你觉得他怎么样? nǐ juéde tā zěnmeyàng あなたは彼をどう感じてますか。
60 再来一杯怎么样? zàilái yī bēi zěnmeyàng もう一杯どうですか。
61 来一点怎么样? lái yīdiǎn zěnmeyàng 少しいかがですか。おひとついかがですか。
62 日本是个什么样的国家? Rìběn shì ge shénmeyàng de guójiā 日本はどのような国ですか。
63 北海道是什么样的地方呢? Běihǎidào shì shénmeyàng de dìfang ne 北海道はどのようなところですか。
64 她是什么样的人? tā shì shénmeyàng de rén 彼女はどのような人ですか。
65 你喜欢什么样的音乐? nǐ xǐhuan shénmeyàng de yīnyuè あなたはどのような音楽が好きですか。
66 用什么方法干好呢? yòng shénme fāngfǎ gàn hǎo ne どのような方法でやれば良いのか。
67 用什么方法减肥最快? yòng shénme fāngfǎ jiǎnféi zuì kuài どのような方法でやれば減量が最速か。
68 用什么方法可以治疗冻疮? yòng shénme fāngfǎ kěyǐ zhìliáo dòngchuāng どのような方法でやれば凍傷を治療できる。
69 他何故伤心? tā hégù shāngxīn 彼はなぜ傷心する。
70 不知何故 bùzhī hégù なぜかわからない。
71 此事如何办理? cǐ shì rúhé bànlǐ この件はどのように取り扱いましょう。
72 如何保持健康? rúhé bǎochí jiànkāng 如何にして健康を保つか。
73 你的意⻅如何? nǐ de yìjiàn rúhé あなたの意見はいかがですか。
74 什么理由? shénme lǐyóu どんな理由。
75 什么借口? shénme jièkǒu どんな言い訳。
76 什么原因? shénme yuányīn どんな原因。
77 理由是什么? lǐyóu shì shénme 理由は何ですか。
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