
No 中国語 ピンイン 日本語

1 事 shì 物事。出来事。仕事。かかわり。携わる。仕える。
2 事儿 shìr 物事。出来事。仕事。
3 事情 shìqing 用事。用件。ことがら。事故。思わぬ出来事。職業。仕事。
4 正事 zhèngshì 正業。やるべき事。
5 办事 bànshì 事をする。事を処理する。仕事をする。
6 急事 jíshì 急用。急ぎの仕事。
7 急事儿 jíshìr 急用。急ぎの仕事。
8 私事 sīshì わたくしごと。
9 公事 gōngshì 公務。公用。公文書。
10 杂事 záshì 雑用。雑事。
11 杂事儿 záshìr 雑用。雑事。
12 杂务 záwù 雑務。
13 零活儿 línghuór こまごました仕事。雑用。
14 琐事 suǒshì こまごまとしたこと。
15 有事 yǒu shì 用事がある。
16 我有事 wǒ yǒu shì 私は用事があります。
17 太不巧了, 我有事 tài bù qiǎo le, wǒ yǒu shì あいにく用事があります。
18 今天不好意思我有点事 jīntiān bù hǎo yìsi wǒ yǒudiǎn shì 今日はすいません、私はちょっと用事があります。
19 今天有事不能去 jīntiān yǒushì bùnéng qù 今日は用があって行けない。
20 今天没事 jīntiān méishì 今日は用事がない。
21 我有点事得办一办 wǒ yǒudiǎn shì děi bàn yī bàn 私にはちょっとやるべき事がある。
22 有什么事吗? yǒu shénme shì ma 何か用か。何事かあるのか。
23 没有什么事 méiyǒu shénme shì 何の用もない。何事もない。
24 你有什么事吗? nǐ yǒu shénme shì ma あなたは何か用ですか。
25 出什么事了吗? chū shénme shì le ma 何かありましたか。
26 我找他有事 wǒ zhǎo tā yǒushì 私は彼に用事があります。
27 我有事跟你说 wǒ yǒu shì gēn nǐ shuō 私はあなたに言いたいことがある。
28 你还有别的事吗? nǐ hái yǒu bié de shì ma あなたはまだ何か用がありますか。
29 我还有事 wǒ hái yǒu shì 私はまだ用事があります。
30 如果没事的话, 我就先走了 rúguǒ méishì dehuà, wǒ jiù xiān zǒu le もし何事もないなら、私は先に行きます。
31 我办完事 wǒ bàn wán shì 私は用事を済ます。私は仕事を済ます。
32 我另有事情 wǒ lìng yǒu shìqing 私はほかに用事がある。
33 他事情太多 tā shìqing tài duō 彼は用事が多すぎる。
34 办完事情 bàn wán shìqíng 用を済ます。
35 事情做完了 shìqíng zuò wán le 用事を済ませた。
36 你有什么事情? nǐ yǒu shénme shìqíng 何か用件がありますか。
37 我跟你谈件正事 wǒ gēn nǐ tán jiàn zhèngshì 私はあなたに用件を話す。
38 正事做完 zhèngshì zuò wán 用件が終わる。
39 他出去办事了 tā chūqù bànshì le 彼は用事で出かけた。
40 让孩子去办事 ràng háizi qù bànshì 子供を用事しに行かす。
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41 有急事 yǒu jíshì 急用がある。
42 我有了急事 wǒ yǒu le jíshì 急用が入りました。
43 突然有急事 túrán yǒu jíshì 突然、急用ができる。
44 他有急事回家了 tā yǒu jíshì huí jiā le 彼は急用で帰宅した。
45 个人私事 gèrén sīshì 個人的な事柄。プライベート。
46 我因为私事请了一天假 wǒ yīnwèi sīshì qǐng le yītiān jià 私は私用のため一日休暇をとった。 
47 因为公事去了日本 yīnwèi gōngshì qù le Rìběn 公用のため日本に行った。
48 办公室的杂事太多 bàngōngshì de záshì tài duō オフィスの雑用が多すぎる。
49 忙于杂务 mángyú záwù 雑用に追われる。
50 做点儿零活儿 zuò diǎnr línghuór ちょっとした雑用をする。
51 忙于家庭琐事 mángyú jiātíng suǒshì 家庭の雑事に追われる。
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