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中国語中国語中国語中国語    挨拶挨拶挨拶挨拶・・・・一般一般一般一般・・・・質問質問質問質問    

    

こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは    

你好你好你好你好    

nnnnǐǐǐǐ h h h hǎǎǎǎoooo    

    

会会会会えてえてえてえて嬉嬉嬉嬉しいですしいですしいですしいです。。。。    

很高很高很高很高兴认识兴认识兴认识兴认识你你你你。。。。    

hěn gāo xìng rèn shi nhěn gāo xìng rèn shi nhěn gāo xìng rèn shi nhěn gāo xìng rèn shi nǐǐǐǐ。。。。    

    

こちらこそおこちらこそおこちらこそおこちらこそお会会会会いできてうれしいですいできてうれしいですいできてうれしいですいできてうれしいです。。。。    

我也很高我也很高我也很高我也很高兴认识兴认识兴认识兴认识你你你你。。。。    

wwwwǒǒǒǒ yě hěn gāo xìng rèn shi n yě hěn gāo xìng rèn shi n yě hěn gāo xìng rèn shi n yě hěn gāo xìng rèn shi nǐǐǐǐ。。。。    

    

あなたのあなたのあなたのあなたの名前名前名前名前はははは何何何何ですかですかですかですか????    

你叫什你叫什你叫什你叫什么么么么名字名字名字名字????    

nnnnǐǐǐǐ jiào shé jiào shé jiào shé jiào shén me míng zì?n me míng zì?n me míng zì?n me míng zì?    

    

私私私私のののの名前名前名前名前はははは............ですですですです。。。。    

我的名字是我的名字是我的名字是我的名字是............    

wwwwǒǒǒǒ de míng zì shì... de míng zì shì... de míng zì shì... de míng zì shì...    

    

おおおお元気元気元気元気ですかですかですかですか????    

你好你好你好你好吗吗吗吗????    

nnnnǐǐǐǐ h h h hǎǎǎǎo ma?o ma?o ma?o ma?    

    

元気元気元気元気ですですですです。。。。    

我很好我很好我很好我很好。。。。    

wwwwǒǒǒǒ hěn h hěn h hěn h hěn hǎǎǎǎoooo。。。。    

    

元気元気元気元気ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。    

我不太好我不太好我不太好我不太好。。。。    

wwwwǒǒǒǒ bú tài h bú tài h bú tài h bú tài hǎǎǎǎoooo。。。。    

    

あなたはあなたはあなたはあなたは????    

你呢你呢你呢你呢????    

nnnnǐǐǐǐ ne? ne? ne? ne?    
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おいくつですかおいくつですかおいくつですかおいくつですか????    

你今年多大了你今年多大了你今年多大了你今年多大了????    

ni jinnián duōdàle?ni jinnián duōdàle?ni jinnián duōdàle?ni jinnián duōdàle?    

    

私私私私はははは... ... ... ... 歳歳歳歳ですですですです。。。。    

我今年我今年我今年我今年............岁岁岁岁。。。。    

wo jinnián ... suì.wo jinnián ... suì.wo jinnián ... suì.wo jinnián ... suì.    

    

どちらからどちらからどちらからどちらから来来来来ましたかましたかましたかましたか????    

你来自哪里你来自哪里你来自哪里你来自哪里????    

ni láizì nni láizì nni láizì nni láizì nǎǎǎǎ li? li? li? li?    

    

............からからからから来来来来ましたましたましたました。。。。    

我来自我来自我来自我来自............    

wo láizì ...wo láizì ...wo láizì ...wo láizì ...    

    

どこにどこにどこにどこに住住住住んでいますかんでいますかんでいますかんでいますか？？？？    

你住在哪里你住在哪里你住在哪里你住在哪里？？？？    

nnnnǐǐǐǐ zhù zài n zhù zài n zhù zài n zhù zài nǎǎǎǎ li li li li？？？？    

    

わたしはわたしはわたしはわたしは............にににに住住住住んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

我住在我住在我住在我住在............    

wwwwǒǒǒǒ zhù zài... zhù zài... zhù zài... zhù zài...    

    

最近最近最近最近はははは忙忙忙忙しいですかしいですかしいですかしいですか？？？？    

最近忙最近忙最近忙最近忙吗吗吗吗？？？？    

zuì jìn máng mazuì jìn máng mazuì jìn máng mazuì jìn máng ma？？？？    

    

どこにどこにどこにどこに行行行行くんですかくんですかくんですかくんですか？？？？    

你要去哪里你要去哪里你要去哪里你要去哪里？？？？    

nnnnǐǐǐǐ yào qù n yào qù n yào qù n yào qù nǎǎǎǎ li li li li？？？？    

    

さようならさようならさようならさようなら    

再再再再见见见见    

zài jiànzài jiànzài jiànzài jiàn    

    

またまたまたまた会会会会いましょういましょういましょういましょう    

回回回回头见头见头见头见    

huí tóu jiànhuí tóu jiànhuí tóu jiànhuí tóu jiàn    
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またまたまたまた明日明日明日明日ねねねね    

明天明天明天明天见见见见。。。。    

míng tiān jiànmíng tiān jiànmíng tiān jiànmíng tiān jiàn。。。。    

    

幸運幸運幸運幸運をををを祈祈祈祈りますりますりますります    

祝你好运祝你好运祝你好运祝你好运    

zhù nzhù nzhù nzhù nǐǐǐǐ h h h hǎǎǎǎo yùno yùno yùno yùn    

    

気気気気をつけてをつけてをつけてをつけて    

保重保重保重保重    

bbbbǎǎǎǎo zhòngo zhòngo zhòngo zhòng    

    

おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう    

恭喜你恭喜你恭喜你恭喜你    

gōng xgōng xgōng xgōng xǐǐǐǐ n n n nǐǐǐǐ    

    

おはおはおはおはようようようよう    

早安早安早安早安    

zzzzǎǎǎǎo āno āno āno ān    

    

こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは    

下午好下午好下午好下午好    

xià wxià wxià wxià wǔǔǔǔ h h h hǎǎǎǎoooo    

    

こんばんはこんばんはこんばんはこんばんは    

晚晚晚晚上好上好上好上好    

wwwwǎǎǎǎn shàng hn shàng hn shàng hn shàng hǎǎǎǎoooo    

    

誕生日誕生日誕生日誕生日おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう    

生日快生日快生日快生日快乐乐乐乐    

shēng rì kuài lèshēng rì kuài lèshēng rì kuài lèshēng rì kuài lè    

    

明明明明けましておめでとうけましておめでとうけましておめでとうけましておめでとう    

新年快新年快新年快新年快乐乐乐乐    

xīn nián kuài lèxīn nián kuài lèxīn nián kuài lèxīn nián kuài lè    

    

イースターイースターイースターイースターおめでとうおめでとうおめでとうおめでとう    

复复复复活活活活节节节节快快快快乐乐乐乐    

fù huó jié kuài lèfù huó jié kuài lèfù huó jié kuài lèfù huó jié kuài lè    
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メリークリスマスメリークリスマスメリークリスマスメリークリスマス    

圣圣圣圣诞节诞节诞节诞节快快快快乐乐乐乐    

shèng dàn jié kuài lèshèng dàn jié kuài lèshèng dàn jié kuài lèshèng dàn jié kuài lè    

    

    

一般一般一般一般    

    

はいはいはいはい    

是的是的是的是的    

shì deshì deshì deshì de    

    

いいえいいえいいえいいえ    

不是不是不是不是    

bú shìbú shìbú shìbú shì    

    

ありがとうありがとうありがとうありがとう    

谢谢谢谢谢谢谢谢    

xiè xièxiè xièxiè xièxiè xiè    

    

どうぞどうぞどうぞどうぞ    

请请请请    

qqqqǐǐǐǐngngngng    

    

問題問題問題問題ありませんありませんありませんありません    

没没没没问题问题问题问题    

méi wèn tíméi wèn tíméi wèn tíméi wèn tí    

    

すみませんすみませんすみませんすみません    

对对对对不起不起不起不起    

duì bù qduì bù qduì bù qduì bù qǐǐǐǐ    

    

ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい    

对对对对不起不起不起不起, , , , 很抱歉很抱歉很抱歉很抱歉    

duì bù qduì bù qduì bù qduì bù qǐǐǐǐ, hěn bào qiàn, hěn bào qiàn, hěn bào qiàn, hěn bào qiàn    

    

分分分分かりませんかりませんかりませんかりません。。。。    

我不知道我不知道我不知道我不知道。。。。    

wwwwǒǒǒǒ bù zhī dào bù zhī dào bù zhī dào bù zhī dào。。。。    
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私私私私のののの言言言言っていることがわかりますかっていることがわかりますかっていることがわかりますかっていることがわかりますか????    

你明白你明白你明白你明白吗吗吗吗????    

nnnnǐǐǐǐ míng bái ma? míng bái ma? míng bái ma? míng bái ma?    

    

はいはいはいはい、、、、わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。。。。    

我明白我明白我明白我明白。。。。    

wwwwǒǒǒǒ míng bái míng bái míng bái míng bái。。。。    

    

いいえいいえいいえいいえ、、、、わかりませんわかりませんわかりませんわかりません。。。。    

我不明白我不明白我不明白我不明白。。。。    

wwwwǒǒǒǒ bù míng bái bù míng bái bù míng bái bù míng bái。。。。    

    

もうもうもうもう一度言一度言一度言一度言ってくださいってくださいってくださいってください。。。。    

可再可再可再可再说说说说一遍一遍一遍一遍吗吗吗吗????    

kě zài shuō yí biàn ma?kě zài shuō yí biàn ma?kě zài shuō yí biàn ma?kě zài shuō yí biàn ma?    

    

少少少少々々々々おおおお待待待待ちくださいませちくださいませちくださいませちくださいませ。。。。    

稍等一下稍等一下稍等一下稍等一下。。。。    

shāo děng yí xiàshāo děng yí xiàshāo děng yí xiàshāo děng yí xià。。。。    

    

どういたしましてどういたしましてどういたしましてどういたしまして。。。。    

别别别别客气客气客气客气。。。。    

bié kè qìbié kè qìbié kè qìbié kè qì。。。。    

    

    

質問質問質問質問    

    

何何何何ですかですかですかですか????    

什什什什么么么么????    

shén me?shén me?shén me?shén me?    

    

どちらですかどちらですかどちらですかどちらですか????    

哪一个哪一个哪一个哪一个????    

nnnnǎǎǎǎ yí gè? yí gè? yí gè? yí gè?    

    

いつですかいつですかいつですかいつですか????    

什什什什么时么时么时么时候候候候????    

shén me shí hòu?shén me shí hòu?shén me shí hòu?shén me shí hòu?    
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どこですかどこですかどこですかどこですか????    

在哪儿在哪儿在哪儿在哪儿????    

zài nzài nzài nzài nǎǎǎǎ er? er? er? er?    

    

なぜですかなぜですかなぜですかなぜですか????    

为为为为什什什什么么么么呢呢呢呢????    

wèi shén me ne?wèi shén me ne?wèi shén me ne?wèi shén me ne?    

    

誰誰誰誰ですかですかですかですか????    

是是是是谁谁谁谁????    

shì shuí?shì shuí?shì shuí?shì shuí?    

    

いくつですかいくつですかいくつですかいくつですか????    

有多少有多少有多少有多少????    

yyyyǒǒǒǒu duō shu duō shu duō shu duō shǎǎǎǎo?o?o?o?    

    

どのくらいですかどのくらいですかどのくらいですかどのくらいですか????    

多少多少多少多少钱钱钱钱????    

duō shduō shduō shduō shǎǎǎǎo qiáno qiáno qiáno qián????    

    

    

    

    

2015/022015/022015/022015/02/15/15/15/15    明壁浩信明壁浩信明壁浩信明壁浩信    

    

    

    

    

    


