
    

1111.... 麻麻麻麻烦烦烦烦你你你你了了了了! ! ! ! mmmmááááfan nfan nfan nfan nǐǐǐǐle!le!le!le!    おおおお手数手数手数手数かけましたかけましたかけましたかけました。。。。    

2222.... 厕厕厕厕所在所在所在所在哪哪哪哪儿儿儿儿？？？？ccccèèèèsusususuǒǒǒǒ z z z zàààài ni ni ni nǎǎǎǎrrrr？？？？トイレトイレトイレトイレはどこにありますかはどこにありますかはどこにありますかはどこにありますか？？？？    

3333.... 请请请请写一下写一下写一下写一下吧吧吧吧    。。。。qqqqǐǐǐǐng ng ng ng xixixixiěěěě    yyyyīīīīxixixixiàààà    ba.ba.ba.ba.    ちちちちょょょょっとっとっとっと書書書書いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。    

4444.... 我想住一天我想住一天我想住一天我想住一天。。。。WWWWǒǒǒǒ    xixixixiǎǎǎǎng zhng zhng zhng zhùùùù y y y yīīīītitititiāāāān.n.n.n.    私私私私はははは一泊一泊一泊一泊したいしたいしたいしたい。。。。    

5555.... 请给请给请给请给我看看我看看我看看我看看。。。。qqqqǐǐǐǐng gng gng gng gěěěěi wi wi wi wǒǒǒǒ k k k kààààn kn kn kn kààààn.n.n.n.    どうぞどうぞどうぞどうぞ私私私私にににに見見見見せてせてせてせて下下下下さいさいさいさい。。。。    

6666.... 什什什什么时么时么时么时候候候候关门关门关门关门???? SSSShhhhéééénmenmenmenme    shshshshííííhou guhou guhou guhou guāāāānmnmnmnméééénnnn？？？？いついついついつ閉閉閉閉まりますかまりますかまりますかまりますか？？？？    

7777.... 真好吃真好吃真好吃真好吃！！！！zhzhzhzhēēēēn n n n hhhhǎǎǎǎochochochochīīīī!!!!    本当本当本当本当においしいにおいしいにおいしいにおいしい！！！！    

8888.... 请请请请再再再再说说说说一遍一遍一遍一遍。。。。qqqqǐǐǐǐng zng zng zng zààààishuishuishuishuōōōō y y y yīīīī bi bi bi biààààn.n.n.n.    もうもうもうもう一度言一度言一度言一度言ってってってって下下下下さいさいさいさい。。。。    

9999.... 远远远远 远远远远不不不不 ？？？？yuyuyuyuǎǎǎǎn bn bn bn bùùùù yu yu yu yuǎǎǎǎnnnn？？？？遠遠遠遠いですかいですかいですかいですか？？？？    

10101010.... 预预预预预预预预 辆辆辆辆辆辆辆辆我要我要我要我要 一一一一 。。。。WWWWǒǒǒǒ    yyyyàààào yo yo yo yùùùùddddììììng yng yng yng yīīīī    lilililiààààng chng chng chng chēēēē....    車車車車をををを一台予約一台予約一台予約一台予約したいしたいしたいしたい。。。。    

11111111.... 多多多多少少少少钱钱钱钱？？？？    DDDDuuuuōōōōshaoshaoshaoshao    qiqiqiqiáááán n n n ？？？？いくらですかいくらですかいくらですかいくらですか？？？？    

12121212.... 别别别别有没有有没有有没有有没有 的的的的？？？？yyyyǒǒǒǒu mu mu mu mééééiyiyiyiyǒǒǒǒu biu biu biu biéééédededede？？？？ほかのはありますかほかのはありますかほかのはありますかほかのはありますか？？？？    

13131313.... 这这这这 么么么么是什是什是什是什 ？？？？ zh zh zh zhèèèè sh sh sh shìììì sh sh sh shéééénmenmenmenme？？？？これはこれはこれはこれは何何何何ですかですかですかですか？？？？    

14141414.... 时时时时时时时时我想改我想改我想改我想改 。。。。wwwwǒǒǒǒ xi xi xi xiǎǎǎǎng gng gng gng gǎǎǎǎi shi shi shi shííííjijijijiāāāān.n.n.n.    私私私私はははは時間時間時間時間をををを変更変更変更変更したしたしたしたいいいい。。。。    

15151515.... 我要面条我要面条我要面条我要面条。。。。wwwwǒǒǒǒ y y y yàààào mio mio mio miààààntintintintiááááo.o.o.o.    うどんをくださいうどんをくださいうどんをくださいうどんをください。。。。    

16161616.... 护护护护 丢丢丢丢我的我的我的我的 照照照照 了了了了。。。。wwwwǒǒǒǒ de h de h de h de hùùùùzhzhzhzhàààào dio dio dio diūūūū le. le. le. le.    パスポートパスポートパスポートパスポートをををを落落落落としたとしたとしたとした。。。。    

17171717.... 我找李先生我找李先生我找李先生我找李先生。。。。wwwwǒǒǒǒ zh zh zh zhǎǎǎǎo lo lo lo lǐǐǐǐ xi xi xi xiāāāānsheng.nsheng.nsheng.nsheng.    李李李李さんをおさんをおさんをおさんをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

18181818.... 请请请请等一会儿等一会儿等一会儿等一会儿。。。。qqqqǐǐǐǐng dng dng dng děěěěng yng yng yng yīīīīhuhuhuhuììììr.r.r.r.    しばらくおしばらくおしばらくおしばらくお待待待待ちくださいちくださいちくださいちください。。。。    

19191919.... 我有点儿不舒服我有点儿不舒服我有点儿不舒服我有点儿不舒服。。。。WWWWǒǒǒǒ    yyyyǒǒǒǒudiudiudiudiǎǎǎǎnr bnr bnr bnr bùùùù sh sh sh shūūūūfu.fu.fu.fu.    少少少少しししし気分気分気分気分がががが悪悪悪悪いいいい。。。。    

20202020.... 么么么么么么么么怎怎怎怎 ？？？？    ZZZZěěěěnnnn    memememe    yyyyààààngngngng？？？？いかがですかいかがですかいかがですかいかがですか？？？？    

21212121.... 电电电电电电电电 码码码码号号号号 是多少是多少是多少是多少？？？？didididiàààànnnn    huhuhuhuàààà h h h hààààomomomomǎǎǎǎ sh sh sh shìììì du du du duōōōōshaoshaoshaoshao？？？？電話番号電話番号電話番号電話番号はははは何番何番何番何番ですかですかですかですか？？？？    

22222222.... 还还还还左拐左拐左拐左拐 是右拐是右拐是右拐是右拐？？？？zuzuzuzuǒǒǒǒ gu gu gu guǎǎǎǎi hi hi hi hááááishishishishìììì y y y yòòòòu guu guu guu guǎǎǎǎiiii？？？？左折左折左折左折それともそれともそれともそれとも右折右折右折右折？？？？    

23232323.... 试试试试 吗吗吗吗可以可以可以可以 一下一下一下一下 ？？？？ k k k kěěěěyyyyǐǐǐǐ sh sh sh shìììì y y y yīīīīxixixixiàààà ma ma ma ma？？？？試試試試してもいいですかしてもいいですかしてもいいですかしてもいいですか？？？？    

24242424.... 们们们们 块块块块我我我我 一一一一 儿去儿去儿去儿去吧吧吧吧。。。。wwwwǒǒǒǒmen ymen ymen ymen yīīīīkukukukuààààir qir qir qir qùùùù ba. ba. ba. ba.    私私私私たちたちたちたち一緒一緒一緒一緒にににに行行行行きましょうきましょうきましょうきましょう。。。。    

25252525.... 时时时时时时时时大概要多少大概要多少大概要多少大概要多少 ？？？？ddddààààggggàààài yi yi yi yàààào duo duo duo duōōōōshao shshao shshao shshao shííííjijijijiāāāānnnn？？？？大体大体大体大体どれくらいのどれくらいのどれくらいのどれくらいの時間時間時間時間がかかりますかがかかりますかがかかりますかがかかりますか？？？？    

26262626.... 时时时时 发发发发吗吗吗吗按按按按 出出出出 ？？？？    àààànshnshnshnshíííí ch ch ch chūūūūffffāāāā ma ma ma ma？？？？定刻定刻定刻定刻にににに出発出発出発出発しますかしますかしますかしますか？？？？    

27272727.... 贵贵贵贵太太太太 了了了了。。。。ttttàààài gui gui gui guìììì le. le. le. le.    高高高高すぎるすぎるすぎるすぎる。。。。    

28282828.... 请请请请帮帮帮帮帮帮帮帮忙忙忙忙吧吧吧吧。。。。qqqqǐǐǐǐng bng bng bng bāāāānnnng bg bg bg bāāāāngmngmngmngmáááángngngng    ba.ba.ba.ba.    ちょっとおちょっとおちょっとおちょっとお助助助助けくださいけくださいけくださいけください。。。。    

29292929.... 这这这这儿疼儿疼儿疼儿疼。。。。zhzhzhzhèèèèr tr tr tr tééééng.ng.ng.ng.    ここがここがここがここが痛痛痛痛いいいい。。。。    

30303030.... 我是日本人我是日本人我是日本人我是日本人。。。。wwwwǒǒǒǒ sh sh sh shìììì r r r rììììbbbběěěěnrnrnrnréééén.n.n.n.    私私私私はははは日本人日本人日本人日本人ですですですです。。。。    

31313131.... 我想取消我想取消我想取消我想取消。。。。wwwwǒǒǒǒ xi xi xi xiǎǎǎǎng qng qng qng qǔǔǔǔxixixixiāāāāo.o.o.o.    キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルしたいしたいしたいしたい。。。。    

32323232.... 为为为为 么么么么什什什什 ？？？？  w  w  w  wèèèèishishishishéééénmenmenmenme？？？？なぜですかなぜですかなぜですかなぜですか？？？？        

33333333.... 觉觉觉觉我我我我 得很累得很累得很累得很累。。。。wwwwǒǒǒǒ ju ju ju juééééde hde hde hde hěěěěn ln ln ln lèèèèi.i.i.i.    とてもとてもとてもとても疲疲疲疲れていますれていますれていますれています。。。。    

34343434.... 欢欢欢欢这这这这我喜我喜我喜我喜 个个个个。。。。wwwwǒǒǒǒ x x x xǐǐǐǐhuhuhuhuāāāān zhn zhn zhn zhèèèège.ge.ge.ge.    私私私私はこれがはこれがはこれがはこれが好好好好きですきですきですきです。。。。    

35353535.... 再便宜一点儿再便宜一点儿再便宜一点儿再便宜一点儿吧吧吧吧。。。。zzzzàààài bii bii bii biàààànynynynyíííí y y y yīīīīdidididiǎǎǎǎnr ba.nr ba.nr ba.nr ba.    もっとまけてくださいもっとまけてくださいもっとまけてくださいもっとまけてください。。。。    

36363636.... 么么么么去王府井怎去王府井怎去王府井怎去王府井怎 走走走走？？？？qqqqùùùù w w w wááááng fng fng fng fǔǔǔǔ j j j jǐǐǐǐng zng zng zng zěěěěnme znme znme znme zǒǒǒǒuuuu？？？？王府井王府井王府井王府井へはどうへはどうへはどうへはどう行行行行きますかきますかきますかきますか？？？？        

37373737.... 刚刚刚刚 说说说说 么么么么才广播才广播才广播才广播 什什什什 ？？？？ggggāāāāngcngcngcngcáááái gui gui gui guǎǎǎǎngbngbngbngbōōōō shu shu shu shuōōōō sh sh sh shéééénmenmenmenme？？？？今今今今のののの放送放送放送放送はははは何何何何？？？？    

38383838.... 请请请请开开开开发发发发票票票票。。。。qqqqǐǐǐǐng kng kng kng kāāāāifa piifa piifa piifa piàààào.o.o.o.    領収書領収書領収書領収書をくださいをくださいをくださいをください。。。。    

39393939.... 我我我我 这这这这这这这这这这这这想知道想知道想知道想知道 的吃法的吃法的吃法的吃法。。。。wwwwǒǒǒǒ xi xi xi xiǎǎǎǎng zhng zhng zhng zhīīīīddddàààào zho zho zho zhèèèèzhzhzhzhǒǒǒǒng yng yng yng yàààào de cho de cho de cho de chīīīīffffǎǎǎǎ....このこのこのこの薬薬薬薬のののの用法用法用法用法をををを知知知知りたいりたいりたいりたい。。。。    

40404040.... 太好了太好了太好了太好了!!!!    ttttàààài hi hi hi hǎǎǎǎo le !o le !o le !o le !    すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい！！！！    
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