
No 中国語 ピンイン 日本語

1 托福 tuōfú おかげをこうむる。英語試験のTOEFL。
2 托福托福 tuōfú tuōfú おかげさまで。
3 托你的福 tuō nǐ de fú あなたのおかげです。おかげ様です。
4 托您的福 tuō nín de fú あなた様のおかげです。おかげ様です。
5 托他的福 tuō tā de fú 彼のおかげ。
6 托她的福 tuō tā de fú 彼女のおかげ。
7 托老师的福 tuō lǎoshī de fú 先生のおかげ。
8 托科学的福 tuō kēxué de fú 科学のおかげ。
9 托您的福, 很好 tuō nín de fú, hěn hǎo おかげ様で、良いです。おかげ様で、元気です。
10 托您的福, 得救了 tuō nín de fú, déjiù le おかげ様で助かりました。
11 托您的福, 一切都很顺利 tuō nín de fú, yīqiè dōu hěn shùnlì あなた様のおかげで、すべてが順調です。
12 亏 kuī 〜のおかげだ。不⾜する。損をする。損失。背く。よくもまあ〜だ。

13 亏他帮忙才把机器修好 kuī tā bāngmáng cái bǎ jīqì xiūhǎo 彼が手伝ってくれたおかげで、機械の修理ができた。
14 我能学会技术, 亏了老师的培养 wǒ néng xuéhuì jìshù, kuī le lǎoshī de péiyǎng 私が技術を修得できたのも、先生の教育のおかげだ。
15 亏得 kuīde おかげで。よくもまあ〜だ。
16 亏得有你帮助, 我才有今天 kuīde yǒu nǐ bāngzhù, wǒ cái yǒu jīntiān あなたの助けがあったおかげで、今日の私がある。
17 亏得你们帮忙, 我们才提前完成了任务 kuīde nǐmen bāngmáng, wǒmen cái tíqián wánchéng le rènwù あなたがたの助けのおかげで、私たちは予定より早く任務を終えました。

18 多亏 duōkuī 〜のおかげをこうむる。
19 多亏了你 duōkuī le nǐ あなたのおかげです。
20 多亏你的帮助 duōkuī nǐ de bāngzhù あなたの助けのおかげです。
21 多亏了老师 duōkuī le lǎoshī 先生のおかげです。
22 多亏了老师您 duōkuī le lǎoshī nín 先生のおかげです。
23 多亏了老师, 我汉语提高了 duōkuī le lǎoshī, wǒ hànyǔ tígāo le 先生のおかげで中国語のレベルが上がりました。
24 多亏了前辈您的帮助 duōkuī le qiánbèi nín de bāngzhù 先輩のお力添えのおかげです。
25 我的成功多亏了他 wǒ de chénggōng duōkuī le tā 私の成功は彼のおかげです。
26 多亏睡得好, 醒来感到很舒服 duōkuī shuì dé hǎo, xǐnglái gǎndào hěn shūfu ぐっすり寝たおかげで目覚めがいい。
27 幸亏 xìngkuī 幸いにも。〜のおかげ。
28 幸亏下雨了, 人不太多 xìngkuī xià yǔ le, rén bù tài duō 雨が降ったおかげで、人はあまり多くありません。
29 幸而 xìng'ér 幸いにも。運よく。
30 幸而天气晴朗, 驱散了不少抑郁 xìng'ér tiānqì qínglǎng, qū sàn le bù shǎo yìyù 天気が晴れたおかげで、多くの憂鬱がまぎれた。
31 幸好 xìnghǎo 幸いにも。運よく。
32 幸好人不太多, 能坐上座 xìnghǎo rén bù tài duō, néng zuòshàng zuò 人が多くなかったおかげで、座れる。
33 沾光 zhānguāng おかげをこうむる。恩恵を受ける。
34 沾你的光 zhān nǐ de guāng あなたのお陰にあやかる。あなたからおかげをこうむる。
35 沾您的光 zhān nín de guāng あなた様のお陰にあやかる。あなた様からおかげをこうむる。

36 沾别人的光 zhān biérén de guāng 人の恩恵にあずかる。
37 大家都沾了他的光了 dàjiā dōu zhān le tā de guāng le 誰もかれも彼のお陰にあやかった。
38 沾了那个人的光, 我也被表扬了 zhān le nàge rén de guāng, wǒ yě bèi biǎoyáng le あの人のおかげで私までほめられた。
39 借光 jièguāng おかげをこうむる。人に頼み事するときの呼びかけの言葉。
40 借你的光 jiè nǐ de guāng あなたのおかげ。
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41 承蒙 chéngméng 〜していただく。〜にあずかる。
42 关照 guānzhào 面倒を見る。世話をする。口頭で知らせる。
43 照顾 zhàogù 面倒を見る。世話をする。考慮する。気を配る。
44 承蒙关照 chéngméng guānzhào お世話になっております。お世話になりました。お世話様です。

45 承蒙照顾 chéngméng zhàogù お世話になっております。お世話になりました。お世話様です。

46 承蒙您的关照 chéngméng nín de guānzhào お世話さまです。
47 非常承蒙关照 fēicháng chéngméng guānzhào 大変お世話になりました。
48 承蒙您照顾了 chéngméng nín zhàogù le 大変お世話になりました。
49 一直以来承蒙照顾 yīzhí yǐlái chéngméng zhàogù いつもお世話になっております。
50 一直承蒙您照顾了 yīzhí chéngméng nín zhàogù le いつもお世話になっております。
51 一直以来受你照顾了 yīzhí yǐlái shòu nǐ zhàogù le  今までお世話になりました。
52 归功 guīgōng 功績が個人や集団に帰する。〜の手柄だ。〜のたまものだ。
53 这次的成功归功于他 zhè cì de chénggōng guīgōng yú tā 今回の成功は彼のおかげだ。
54 保佑 bǎoyòu 神仏が保護する。
55 上帝保佑 shàngdì bǎoyòu 神のご加護。神様のおかげ。
56 由于 yóuyú 〜により。〜なので。
57 由于大雪列⻋晚点 yóuyú dàxuě lièchē wǎndiǎn 大雪のおかげで列車が遅れる。
58 因为 yīnwèi 〜なので。〜だから。〜のため。
59 因为穿着救生衣, 我从水中浮了起来 yīnwéi chuān zhe jiùshēngyī, wǒ cóng shuǐzhōng fú le qǐlái ライフジャケットを着ていたおかげで私は水中から浮かぶ上がりました。

60 怪 guài 〜のせいにする。とがめる。とても。たいへん。
61 都怪你不好 dōu guài nǐ bù hǎo みんなあなたが悪いのだ。みんなあなたのせいだ。
62 全怪他, 计划落空了 quán guài tā, jìhuà luòkōng le 彼のおかげで計画が台無しになった。
63 原因 yuányīn 原因。
64 这场火灾的原因是喷雾罐 zhè chǎng huǒzāi de yuányīn shì pēnwùguàn 今回の火災の原因はスプレー缶です。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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