
No 中国語 ピンイン 日本語

1 疑问 yíwèn 疑問。
2 疑点 yídiǎn 疑問点。
3 问题 wèntí 問題。トラブル。質問。
4 问 wèn 問う。尋ねる。問いただす。かかわる。〜に求める。
5 提问 tíwèn 質問する。
6 题问题 tí wèntí 質問する。
7 发问 fāwèn 質問する。
8 质疑 zhìyí 質問する。
9 问事 wènshì 問い合わせる。尋ねる。仕事に口をはさむ。
10 询问 xúnwèn 意見を求める。尋ねる。
11 答 dā 答える。
12 答应 dāying 返事をする。同意する。
13 答 dá 質問に答える。
14 问答 wèndá 質問と答え。問答をする。
15 回答 huídá 答える。
16 对答 duìdá 返答する。
17 答复 dáfù 回答する。返事を書く。回答。返事。
18 答辩 dábiàn 答弁する。弁明する。
19 答案 dá'àn 答案。解答。
20 解答 jiědá 質問に答える。
21 回话 huíhuà 質問に答える。目上の人に申し上げる。返事。
22 我有疑问 wǒ yǒu yíwèn 疑問があります。
23 我有个疑问 wǒ yǒu ge yíwèn 疑問があります。
24 我有几个疑问 wǒ yǒu jǐ ge yíwèn 私はいくつか疑問があります。
25 关于第八条款, 我有个疑问 guānyú dì bā tiáokuǎn, wǒ yǒu gè yíwèn 第８条項に関して疑問があります。
26 我对你有疑问 wǒ duì nǐ yǒu yíwèn あなたに質問があります。
27 我对你有个疑问 wǒ duì nǐ yǒu ge yíwèn あなたに質問があります。
28 我对你有一个疑问 wǒ duì nǐ yǒu yī ge yíwèn あなたに一つ質問があります。
29 一直有个疑问 yīzhí yǒu ge yíwèn ずっと疑問に思っている。
30 感到疑问 gǎndào yíwèn 疑問を感じるにいたる。疑問に思う。
31 产生疑问 chǎnshēng yíwèn 疑問が生じる。
32 疑问解决了 yíwèn jiějué le 疑問が解決した。疑問がとけた。
33 单纯的疑问 dānchún de yíwèn 素朴な疑問。
34 有一个疑点 yǒu yī ge yídiǎn ひとつ疑問点がある。
35 有两个疑点 yǒu liǎng ge yídiǎn ふたつ疑問点がある。
36 有几个疑点 yǒu jǐ ge yídiǎn いくつか疑問点がある。
37 我有个疑点 wǒ yǒu ge yídiǎn 私は疑問に思うところがある。
38 问问题 wèn wèntí 質問する。
39 我问了他几个问题 wǒ wèn le tā jǐ ge wèntí 私は彼に幾つかの問題を尋ねた。
40 我有问题 wǒ yǒu wèntí 質問があります。
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41 有一个问题 yǒu yī ge wèntí ひとつ質問がある。
42 我有几个问题 wǒ yǒu jǐ ge wèntí 私はいくつか質問があります。
43 我有一些问题 wǒ yǒu yīxiē wèntí 私はいくつか質問があります。
44 有想问的问题 yǒu xiǎng wèn de wèntí 質問したいことがあります。
45 我有问题想问你 wǒ yǒu wèntí xiǎng wèn nǐ あなたに質問があります。
46 他有问题要问你 tā yǒu wèntí yào wèn nǐ 彼からあなたに質問があります。
47 我有问题想要问你 wǒ yǒu wèntí xiǎng yào wèn nǐ 私からあなたに質問があります。
48 我有问题问大家 wǒ yǒu wèntí wèn dàjiā みなさんに質問があります。
49 有什么问题吗? yǒu shénme wèntí ma 何か質問がありますか。何か問題はありますか。
50 还有什么问题吗? hái yǒu shénme wèntí ma まだ何か質問がありますか。まだ何か問題がありますか。
51 我问他 wǒ wèn tā 私は彼に尋ねる。
52 问问他看 wèn wèn tā kàn 彼に聞いてみる。
53 我来问问他 wǒ lái wèn wèn tā 彼に聞いてみます。
54 我想问一下 wǒ xiǎng wèn yīxià ちょっとお尋ねします。
55 我提问 wǒ tíwèn 私は質問する。
56 向专家提问 xiàng zhuānjiā tíwèn 専門家に聞く。
57 请让我提问 qǐng ràng wǒ tíwèn 質問をさせて下さい。
58 我想向你提问题 wǒ xiǎng xiàng nǐ tí wèntí 私はあなたに質問したい。
59 我想对你提一个问题 wǒ xiǎng duì nǐ tí yī ge wèntí 私はあなたにひとつ質問したい。
60 我可以向你提几个问题吗? wǒ kěyǐ xiàng nǐ tí jǐ ge wèntí ma いくつかあなたに質問していいですか。
61 记者发问 jìzhě fāwèn 記者が質問する。
62 向总理发问 xiàng zǒnglǐ fāwèn 総理に聞く。
63 我对总统提出了质疑 wǒ duì zǒngtǒng tíchū le zhíyí 私は大統領に質問をした。
64 问事处 wènshìchù 案内所。受付。
65 询问处 xúnwènchù 案内所。受付。
66 询问病情 xúnwèn bìngqíng 病状を尋ねる。
67 询问理由 xúnwèn lǐyóu 理由を尋ねる。
68 他询问我关于我们工作的情况 tā xúnwèn wǒ guānyú wǒmen gōngzuò de qíngkuàng 彼は私に私たちの仕事の状況を尋ねる。
69 你能答得上来吗? nǐ néng dá deshànglái ma あなたは答えることができますか。
70 我答不上来 wǒ dá bushànglai 私は答えられない。
71 问答方式 wèndá fāngshì Ｑ＆Ａ方式。
72 回答提问 huídá tíwèn 質問に答える。
73 回答问题 huídá wèntí 質問に答える。問題に答える。
74 回答质疑 huídá zhíyí 質疑に答える。
75 你回答得上来吗? nǐ huídá deshànglái ma あなたは答えることができますか。
76 你能回答上来几个? nǐ néng huídá shànglái jǐ ge あなたはいくつ答えられますか。
77 这件事我回答不上来 zhè jiàn shì wǒ huídá bushànglái この件、私は答えられません。
78 他被问得回答不上来 tā bèi wèn de huídá bushànglái 彼は問われて答えられなかった。
79 回答不出来 huídá buchūlái 答えが出ない。
80 我⻢上回答不了 wǒ mǎshàng huídá buliǎo 私はすぐには答えられない。
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81 回答得对 huídá de duì 答えが合っている。
82 回答得不对 huídá de bùduì 答えが間違っている。
83 难于回答 nányú huídá 答えにくい。
84 知道的人请举手回答 zhīdào de rén qǐng jǔ shǒu huídá わかった人はどうぞ手を上げて答えて。
85 我对答上来了 wǒ duìdá shànglái le 私は返答しました。
86 他一时对答不上来 tā yīshí duìdá bushànglái 彼はしばらく答えられない。
87 我对答错了 wǒ duìdá cuò le 私は返答を間違えた。
88 答复提问 dáfù tíwèn 質問に答える。
89 明天给你答复 míngtiān gěi nǐ dáfù 明日あなたに返事します。
90 请尽快答复 qǐng jǐnkuài dáfù なるべく早く返事をください。
91 答复不上来 dáfù bushànglái 返答できない。
92 质疑答辩的时间 zhíyí dábiàn de shíjiān 質疑応答の時間。
93 大臣进行答辩 dàchén jìnxíng dábiàn 大臣が答弁する。
94 试题的答案 shìtí de dá'àn 試験問題の答え。
95 标准答案 biāozhǔn dá'àn 模範解答。
96 示范解答 shìfàn jiědá 模範解答。
97 做解答 zuò jiědá 解答する。
98 解答问题 jiědá wèntí 問題の解答をする。
99 解答数学题 jiědá shùxuétí 数学の問題を解く。
100 我再给你回话 wǒ zài gěi nǐ huíhuà また返事します。
101 等他回话 děng tā huíhuà 彼の返事を待つ。
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