
No 中国語 ピンイン 日本語

1 啊 ā ああ。驚きや称賛をあらわす。
2 啊, 下雨了 ā, xiàyǔ le ああ、雨だ。
3 啊, 真漂亮! ā, zhēn piàoliang ああ、実にきれいだ。
4 啊 á えっ。問いただししたい気持ちをあらわす。
5 啊?, 你再说一遍 á, nǐ zài shuō yī biàn えっ、もう一回言って。
6 啊, 你来不了了吗? á, nǐ láibuliǎo le ma えっ、あなた来られなくなったの。
7 啊 ǎ あ〜あ。ええっ。困惑や驚きをあらわす。
8 啊, 怎么办? ǎ, zěnme bàn あ〜あ、どうする。
9 啊, 不会吧! ǎ, bù huì ba ええっ、そんなはずない。
10 啊 à はい。ああ。こころよく応じたり、はっと気づいたときに用いる。

11 啊, 我就来 à, wǒ jiù lái はい、すぐ行きます。
12 啊, 对了 à, duì le ああ、そうだ。
13 哎 āi へえ。やれやれ。ねえ。意外や不満をあらわしたり、注意を促す。

14 哎, 谁说的啊 āi, shéi shuō de a へえ、誰がそんなこと言いました。
15 哎, 作业做完了 āi, zuòyè zuòwán le やれやれ、宿題が終わった。
16 哎, 给我这个 āi, gěi wǒ zhè ge ねえ、これちょうだい。
17 唉 āi はい。ああ。返事やため息の声をあらわす。
18 唉, 我⻢上来 āi, wǒ mǎshàng lái はい、すぐ行きます。
19 唉, 多么热呀 āi, duōme rè ya ああ、何て暑いんだ。
20 嗳 ǎi いや。おい。否定の気持ちをあらわす。
21 嗳, 不是这样的 ǎi, bùshì zhèyàng de いや、そうじゃない。
22 嗳, 别那么说 ǎi, bié nàme shuō おい、そんなこと言うなよ。
23 唉 ài ああ。感傷や嘆きをあらわす。
24 嗳 ài ああ。感傷や嘆きをあらわす。
25 唉, 真可惜 ài, zhēn kěxí ああ、実に惜しい。
26 嗳, 累死了 ài, lèi sǐ le ああ、くたびれた。
27 哎呀 āiyā あっ。おや。やれやれ。驚きやいぶかりの気持ちをあらわす。

28 唉呀 āiyā あっ。おや。やれやれ。驚きやいぶかりの気持ちをあらわす。

29 哎呀, 糟了 āiyā, zāo le あー、しまった。
30 唉呀, 原来是你啊 āiyā, yuánlái shì nǐ a おや、あなたでしたか。
31 哎呀, 难办了 āiyā, nán bàn le やれやれ、困った。
32 啊呀 āyā あれっ。おや。驚きやいぶかりの気持ちをあらわす。
33 啊呀, 怎么回事呀 āyā, zěnme huí shì あれっ、どういうこと。
34 啊呀, 又下雨了 āyā, yòu xiàyǔ le おや、また雨だ。
35 哎哟 āiyō おや。ああ。驚きや苦痛をあらわす。
36 哎唷 āiyō おや。ああ。驚きや苦痛をあらわす。
37 唉哟 āiyō おや。ああ。驚きや苦痛をあらわす。
38 唉哟, 这是怎么啦? āiyō, zhè shì zěnme la おや、これはどうしました。
39 哎唷, 痛呀! āiyō, tòng ya ああ、痛い。
40 哎呦,真好看 āiyō, zhēn hǎokàn おや、実にいい見栄え。
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41 啊哟 āyō おや。ああ。驚きや苦痛をあらわす。
42 啊唷 āyō おや。ああ。驚きや苦痛をあらわす。
43 啊哟, 吓死我了 āyō, xià sǐ wǒ le おや、びっくりした。
44 啊唷, 疼死我了 āyō, téng sǐ wǒ le ああ、死ぬほど痛い。
45 唵 ān ええ。返事をする時に用いる。
46 唵, 事情办完了 ān, shìqíng bàn wán le ええ、用事は終えました。
47 呃 è おや。おい。感嘆や注意をあらわす。
48 呃, 你还没睡吗? è, nǐ hái méi shuì ma おや、あなたまだ寝ていないですか。
49 呃, 什么情况? è, shénme qíngkuàng おい、状況はどう。
50 欸 ēi ねえ。やあ。呼びかけをあらわす。
51 欸, 你快来 ēi, nǐ kuài lái ねえ、早く来て。
52 欸, 田中 ēi, Tiánzhōng やあ、田中さん。
53 欸 éi えっ。いぶかる気持ちをあらわす。
54 欸, 真的吗? éi, zhēn de ma えっ、ほんと。
55 欸 ěi えっ。不同意の気持ちをあらわす。
56 欸, 话可不能这么说 ěi, huà kě bùnéng zhème shuō えっ、そういう言い方はないだろ。
57 欸 èi ええ。はい。承諾や同意をあらわす。
58 欸, 好吧 èi, hǎo ba ええ、いいですよ。
59 咳 hāi おや。ああ。さあ。驚き、残念な気持ち、軽蔑、呼びかけをあらわす。

60 嗨 hāi おや。ああ。さあ。驚き、残念な気持ち、軽蔑、呼びかけをあらわす。

61 咳, 是什么呢? hāi, shì shénme ne おや、何だろ。
62 咳, 麻烦了 hāi, máfan le ああ、困った。
63 嗨, 大家块来呀! hāi, dàjiā kuài lái ya さあ、みんな早く来て。
64 嗨哟 hāiyō よいしょ。力仕事のかけ声。
65 嗨哟, 嗨哟 hāiyō, hāiyō よいしょ、こらしょ。
66 哈哈 hāhā ははあ。得意なさまや満足なさまをあらわす。わははと笑う声。

67 哈哈, 我猜着了 hāhā, wǒ cāizháo le ははあ、わかったぞ。
68 呵 hē おお。わあ。驚きをあらわす。
69 嗬 hē おお。わあ。驚きをあらわす。
70 呵, 真不简单 hē, zhēn bù jiǎndān おお、実にすごい。
71 嗬, 真高兴 hē, zhēn gāoxìng わあ、うれしい。
72 嘿 hēi おい。よう。注意をうながしたり驚きをあらわす。
73 嗨 hēi おい。よう。注意をうながしたり驚きをあらわす。
74 嘿, 干哪 hēi, gàn na おい、やるぞ。
75 嗨, 你好吗? hēi, nǐ hǎo ma よう、元気か。
76 哼 hng ふん。へん。不満や不信で息をならす音。
77 哼, 真讨厌 hng, zhēn tǎoyàn ふん、実にいまいましい。
78 哼, 随你怎么说 hng, suí nǐ zěnme shuō へん、勝手に言ってろ。
79 嚄 huō ほう。驚きをあらわす。
80 嚄, 好大的⻥ huō, hào dà de yú ほう、なんて大きな魚だ。
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81 嚯 huò ほう。感心や驚きをあらわす。
82 嚯, 真棒 huò, zhēn bàng ほう、すごい。
83 嗯 ńg ええっ。疑いや疑問をあらわす。
84 嗯, 怪了 ńg, guài le ええっ、おかしいぞ。
85 嗯, 不是今天吗? ńg, bùshì jīntiān ma ええっ、今日じゃなかったの。
86 嗯 ňg おや。なんだって。意外な気持ちや不同意をあらわす。
87 嗯, 你还没干完哪? ňg, nǐ hái méi gàn wán na おや、まだやり終えてないのか。
88 嗯 ǹg うん。承諾や同意をあらわす。
89 嗯, 知道了 ǹg, zhīdào le うん、わかった。
90 嗯, 行了 ǹg, xíng le うん、いいよ。
91 噢 ō そうか。納得をあらわす。
92 噢, 我懂了 ō, wǒ dǒng le そうか、理解できたぞ。
93 哦 ó えっ。へえ。疑問や驚きをあらわす。
94 哦, 是这样的吗? ó, shì zhèyàng de ma えっ、そうなんですか。
95 哦, 是吗? ó, shì ma へえ、そうなの。
96 嚄 ǒ へえ。驚きをあらわす。
97 嚄, 他竟然也来了 ǒ, tā jìngrán yě lái le へえ、なんと彼も来ました。
98 哦 ò ああ。おお。理解や納得をあらわす。
99 哦, 我明白了 ò, wǒ míngbái le ああ、わかった。
100 哦, 有办法了 ò, yǒu bànfǎ le おお、方法があった。
101 噢唷 ōyō うわあ。まあ。驚きをあらわす。
102 噢唷, 好疼 ōyō, hǎo téng うわあ、痛い。
103 喂 wèi おい。もしもし。よびかけをあらわす。
104 喂, 你停一下 wèi, nǐ tíng yīxià おい、君、止まりなさい。
105 喂, 是李先生吗? wèi, shì Lǐ xiānshēng ma もしもし、李さんですか。
106 喔 wō おお。了解したことをあらわす。
107 喔, 是么 wō, shì ma おお、そうか。
108 喔唷 wōyō わあ。まあ。驚きをあらわす。
109 喔唷, 好痛 wōyō, hǎo tòng わあ、痛い。
110 呀 yā いやぁ。まあ。驚きやいぶかりをあらわす。
111 呀, 真可怜 yā, zhēn kělián まあ、かわいそう。
112 咦 yí いやぁ。まあ。驚きやいぶかりをあらわす。
113 咦, 不会吧 yí, bù huì ba いやぁ、まさか。
114 唷 yō おや。軽い驚きや疑問をあらわす。
115 哟 yō おや。軽い驚きや疑問をあらわす。
116 唷, 这是怎么了? yō, zhè shì zěnme le おや、これはどうした。
117 哟, 您真客气 yō, nín zhēn kèqì おや、ご親切に。
118 呦 yōu おや。軽い驚きや意外な思いをあらわす。
119 呦, 你出去啊? yōu, nǐ chūqù a おや、お出かけですか。
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