
No 中国語 ピンイン 日本語

1 啊 a 文末につけて感嘆、督促、疑問などを表す。
2 呀 ya 啊が前に来る韻⺟が a・e・i・o・ü のとき呀の音になる。
3 哇 wa 啊が前に来る韻⺟が u・ao・ou のとき哇の音になる。
4 哪 na 啊が前に来る韻⺟が -n のとき哪の音になる。
5 呢 ne 語尾や文末につけて問いかけを表す。文末に置いて事実を強調する。

6 吗 ma 語尾や文末につけて問いかけを表す。詰問する。
7 吧 ba 文末につけて相談、提案、同意、推測などを表す。
8 罢 ba 文末につけて相談、提案、同意、推測などを表す。
9 嘛 ma 当然との気分を強調する。希望を表す。
10 啦 la 文末につけて驚き、喚起、警告、疑問などを表す。語尾につけて列挙を表す。

11 了 la 既に現実の事態であること、そのように変化がなされたことを表す。

12 喽 lou 注意喚起を表す。仮定の動作を表す。
13 的 de 強調する。断定的であると言い切る。
14 呗 bei わかりきっていることを示す。本意でないが譲歩する気持ちを表す。

15 好啊! hǎo a いいよ。
16 是啊! shì a そうだよ。
17 谢谢你啊! xièxie nǐ a ありがとね。
18 好久不⻅啊! hǎojiǔ bùjiàn a 久しぶりですね。
19 多幸福啊! duō xìngfú a なんて幸せだ。
20 真漂亮啊! zhēn piàoliang a 実にきれいだ。
21 真好吃啊! zhēn hàochī a ほんとおいしい。
22 天气真好啊! tiānqì zhēn hǎo a いい天気ですね。
23 救命啊! jiùmìng a 助けてくれ〜。
24 来人啊! lái rén a 誰か来て〜。
25 快来啊 kuài lái a 早くおいで。
26 快走啊 kuàizǒu a 早く行こう。
27 大家加油啊 dàjiā jiāyóu a みんながんばろう。
28 没办法啊 méi bànfǎ a 方法がないよ。しかたないよ。
29 谁啊? shéi a 誰ですか。
30 你出去啊? nǐ chūqù a お出かけですか。
31 怎么办啊? zěnme bàn a どうする。
32 原来是你呀! yuánlái shì nǐ ya あなたでしたか。
33 快来呀 kuài lái ya 早くおいで。
34 没办法呀 méi bànfǎ ya 方法がないよ。しかたないよ。
35 谁呀? shéi ya 誰ですか。
36 天气多好哇 tiānqì duō hǎo wa いい天気ですね。
37 快走哇 kuàizǒu wa 早く行こう。
38 您好哇? nín hǎo wa お元気ですか。
39 谢谢您哪 xièxiè nín na ありがとうございます。
40 好久不⻅哪 hǎojiǔ bùjiàn na 久しぶりですね。
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41 你呢? nǐ ne あなたはどう。
42 为什么呢? wèishéme ne どうして。
43 干什么呢? gàn shénme ne 何してるの。
44 你在做什么呢? nǐ zài zuò shénme ne あなたは何をしているのですか。
45 后来呢? hòulái ne そのあとはどう。
46 以后呢? yǐhòu ne そのあとはどう。
47 怎么说呢? zěnme shuō ne どう言ったらいいのかな。
48 我的眼镜呢? wǒ de yǎnjìng ne 私の眼鏡は。
49 我才不相信呢 wǒ cái bù xiāngxìn ne 私は信じない。
50 我正想吃饭呢 wǒ zhèng xiǎng chīfàn ne ちょうど食事をしようと思っていたんだ。
51 时间还早呢 shíjiān hái zǎo ne 時間はまだ早いよ。
52 他还年轻呢 tā hái niánqīng ne 彼はまだ若いよ。
53 是吗? shì ma そうですか。
54 你好吗? nǐ hǎo ma お元気でしたか。
55 你也去吗? nǐ yě qù ma あなたも行きますか。
56 现在吗? xiànzài ma 今ですか。
57 这是你的笔吗? zhè shì nǐ de bǐ ma これはあなたのペンですか。
58 我不是跟你说了吗? wǒ bùshì gēn nǐ shuō le ma 私はあなたに言っていないというのか。あなたに言ったでしょうが。

59 救救我吧 jiù jiù wǒ ba 私を助けてください。
60 原谅我吧 yuánliàng wǒ ba 私を許して。
61 放心吧 fàngxīn ba 安心して。
62 一起去吧 yīqǐ qù ba 一緒に行こう。
63 快走吧 kuài zǒu ba 早く行こう。
64 那就这么办吧 nà jiù zhème bàn ba それではそうしましょう。
65 大概吧 dàgài ba たぶんね。おそらくね。
66 大概没问题吧 dàgài méi wèntí ba おそらく問題ないでしょう。
67 放心罢 fàngxīn ba 安心して。
68 我不是跟你说了嘛! wǒ bùshì gēn nǐ shuō le ma 私はあなたに言っていないというのか。あなたに言ったでしょうが。

69 所以不是说过了嘛 suǒyǐ bùshì shuōguò le ma だから言ったじゃないか。
70 我们是老朋友嘛 wǒmen shì lǎopéngyǒu ma 私たちは古くからの友人じゃないか。
71 你也一起去嘛 nǐ yě yīqǐ qù ma あなたも一緒に行こうよ。
72 着火啦! zháohuǒ la 火事が起きた。
73 杀人啦! shārén la 人殺し。
74 吃饭啦! chīfàn la ご飯ですよ。
75 别开玩笑啦! bié kāiwánxiào la 冗談はよせ。
76 我要叫警察啦! wǒ yào jiào jǐngchá la 警察を呼ぶぞ。
77 你怎么啦? nǐ zěnme le あなた、どうしましたか。
78 没事啦? méishì la 用はないの。
79 下雨了 xiàyǔ le 雨降りだ。
80 吃饱了 chī bǎo le お腹いっぱいだ。
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81 他来了 tā lái le 彼が来た。
82 好久不⻅了 hǎojiǔ bùjiàn le 久しぶりです。
83 开饭喽! kāifàn lou ご飯ですよ。
84 客人来喽! kèrén lái lou お客さんだよ。
85 生活一定会好的 shēnghuó yīdìng huì hǎo de 暮らしはきっとよくなる。
86 青春是美丽的 qīngchūn shì měilì de ⻘春とは美しきものだ。
87 不懂就问呗 bù dǒng jiù wèn bei 分からなければ聞けばいいじゃないか。
88 去就去呗 qù jiù qù bei 行くなら行ってもいい。
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