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1 看起来 kànqǐlai ⾒てみると。⾒たところ〜のようだ。
2 听起来 tīngqǐlai 聞いてみると。聞いたところ〜のようだ。
3 看来 kànlái ⾒たところ〜らしい。
4 听来 tīnglái 聞いてくる。小耳に挟む。
5 看样子 kàn yàngzi ⾒たところ〜だ。
6 可能 kěnéng たぶん〜だろう。〜かもしれない。起こりうる。あり得る。
7 就要 jiùyào すぐに。
8 好像 hǎoxiàng まるで。まるで〜のようだ。〜に似ている。
9 要 yào 〜するだろう。〜しそうだ。〜のようだ、欲しい。すべきだ。したい。

10 好像要 hǎoxiàng yào 〜しそうである。〜しかかる。
11 快 kuài もうすぐ。速度が速い。急ぐ。刃物がよく切れる。
12 快要 kuàiyào もうすぐ。間もなく。
13 将要 jiāngyào まもなく〜する。
14 看起来很好吃 kànqǐlai hěn hào chī ⾒たところおいしそう。
15 他看起来很高兴 tā kànqǐlai hěn gāoxìng 彼は⾒たところうれしそうだ。
16 看起来要下雨 kànqǐlai yào xià yǔ ⾒たところ雨になりそう。
17 看起来了不起 kànqǐlai liǎobuqǐ 偉そうに⾒える。
18 看起来很简单 kànqǐlai hěn jiǎndān 簡単そうに⾒える。
19 这种运动看起来好像很容易 zhè zhǒng yùndòng kànqǐlai hǎoxiàng hěn róngyì この種の運動は⾒たところ簡単そうだ。
20 这个问题看起来很严重 zhège wèntí kànqǐlai hěn yánzhòng この問題は⾒たところ深刻そうだ。
21 他看起来好像很健康 tā kànqǐlai hǎoxiàng hěn jiànkāng 彼は⾒たところ健康そうだ。
22 你看起来很年轻 nǐ kànqǐlai hěn niánqīng あなたは若く⾒える。
23 听起来不错 tīngqǐlai bu cuò 良さそうに聞こえる。いいですね。
24 听起来像借口 tīngqǐlai xiàng jièkǒu 言い訳みたいに聞こえる。
25 听起来很难 tīngqǐlai hěn nán 聞いたところ難しそう。
26 看来没有受伤 kànlái méiyǒu shòushāng ⾒たところけがはなさそう。
27 看来明天要下雨 kànlái míngtiān yào xiàyǔ 明日は雨になりそうだ。
28 看来还没完 kànlái hái méiwán まだ終わりそうにない。
29 看来一切都很顺利 kànlái yīqiè dōu hěn shùnlì どうやらすべて順調そうだ。
30 看来没希望 kànlái méi xīwàng 脈がなさそうだ。
31 看样子要晴 kàn yàngzi yào qíng どうやら晴れそうだ。
32 看样子情况要严重 kàn yàngzi qíngkuàng yào yánzhòng どうやら状況は厳しくなりそうだ。
33 看样子他们好像互相认识 kàn yàngzi tāmen hǎoxiàng hùxiāng rènshi ⾒たところ彼らは互いに知り合っているようだ。
34 看样子可能要下雨 kàn yàngzi kěnéng yào xiàyǔ どうも雨が降りそうだ。
35 明年可能是酷暑 míngnián kěnéng shì kùshǔ 来年は酷暑かもしれない。来年は酷暑になりそうだ。
36 今天可能也会很热 jīntiān kěnéng yě huì hěn rè 今日も暑くなりそう。
37 看来可能是事实 kànlái kěnéng shì shìshí どうやら事実そうだ。
38 确有可能 què yǒu kěnéng 確かにありそうなことだ。
39 看样子⻢上就要结束了 kàn yàngzi mǎshàng jiùyào jiéshù le もうすぐ終わりそうだ。
40 看样子⻢上就要起⻜了 kàn yàngzi mǎshàng jiù yào qǐfēi le まもなく離陸しそうだ。
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41 ⻢上就要下雨了 mǎshàng jiùyào xiàyǔ le もうすぐ雨が降りそうだ。
42 火⻋就要开了 huǒchē jiùyào kāi le 列車はすぐに発車します。
43 很快就要起⻜了 hěn kuài jiùyào qǐfēi le まもなく離陸します。
44 就要到时间了 jiùyào dào shíjiān le そろそろ時間になりそうだ。
45 一会儿就要到东京了 yīhuìr jiùyào dào Dōngjīng le まもなく東京に着きそうだ。
46 ⻢上就要到十二点了 mǎshàng jiùyào dào shí'èr diǎn le まもなく十二時になりそうだ。
47 肚子就要撑破了 dùzi jiùyào chēngpò le おなかがはち切れそうだ。
48 看样子好像要下雨 kàn yàngzi hǎoxiàng yào xiàyǔ どうも雨が降りそうだ。
49 好像要下雨似的 hǎoxiàng yào xiàyǔ shìde 雨が降りそうだ。
50 我好像要拉肚子了 wǒ hǎoxiàng yào lā dùzi le 私は下痢になりそうだ。
51 我好像要吐 wǒ hǎoxiàng yào tǔ 私は吐きそうだ。
52 他们好像要输了 tāmen hǎoxiàng yào shū le 彼らは負けそうだ。
53 我要哭了 wǒ yào kū le 私は泣きそうだ。
54 我差点要哭了 wǒ chàdiǎn yào kū le 私は少し泣きそうになった。
55 她好像⻢上就要哭出来了 tā hǎoxiàng mǎshàng jiù yào kū chūlái le 彼女は今にも泣きだしそうだ。
56 好像没有自信 hǎoxiàng méiyǒu zìxìn 自信がないようだ。自信なさそうだ。
57 要迟到了 yào chídào le 遅刻しそうだ。
58 我快吐了 wǒ kuài tǔ le 私は吐きそうだ。
59 他快哭了 tā kuài kū le 彼は泣きそうだ。
60 快尿出来了 kuài niào chūlái le おしっこでそう。
61 快要下雨了 kuàiyào xiàyǔ le 雨が降りそうだ。
62 天快要黑了 tiān kuàiyào hēi le もうすぐ日が暮れる。日が暮れそうだ。
63 ⻢上快要过年了 mǎshàng kuàiyào guònián le もうすぐ年越しだ。もうすぐ新年だ。
64 今天的工作快要结束了 jīntiān de gōngzuò kuàiyào jiéshù le 今日の仕事は間もなく終わりそうだ。
65 花儿将要开了 huār jiāngyào kāi le 花が咲きそうだ。
66 春天将要到了 chūntiān jiāngyào dào le 春がもうじきやってくる。
67 饿死我了 è sǐ wǒ le 私はお腹すいて死にそう。
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