生活短句１００ 応用編

【課程內容】
① 先唸中文
② 接著唸日語（禮貌）
③ 接著唸日語（直接）
【學習方法】
① 先理解短句的意思
② 跟著唸（速度/音調）
③ 散步/睡覺前 可多聽
【聯絡事項】
① 如果喜歡請幫我按讚
② 歡迎留言
③ YOTTA 線上課程

謝謝大家的收看！！
如喜歡請按讚及訂閱頻道
井上老師

１．怎麼沒跟我說 どうして言ってくれなかったんですか なんで言ってくれなかったの
２．對不起害你們擔心了 心配かけてすみません 心配かけてごめん
３．是誰說的 誰が言ったんですか？ 誰が言ったの？
４．不要管我 ほっといてください ほっといて
５．你在發什麼呆 何ぼーっとしてるんですか？ 何ぼーっとしてるの？
６．很適合你喔 お似合いですよ 似合ってるよ
７．好像有道理 確かにそうですね 確かにそうだね
８．我哪有 そんなことないですよ そんなことないよ
９．夠了沒 いい加減にしてください いい加減にして
１０．說說而已 言ってみただけです 言ってみただけ
１１．好主意!! いいアイデアですね ナイスアイデア
１２．你有沒有仔細的找過

ちゃんと探しましたか？ ちゃんと探した？

１３．不要再說了 もう言わないでください もう言わないで
１４．那這樣好了 じゃこうしましょう じゃこうしよう
１５．身體覺得怎麼樣 体の具合はどうですか？ 体の具合はどう？
１６．我懂我懂 分かります分かります 分かる分かる
１７．那又怎樣 だから何ですか？ だから何？
１８．你在生什麼氣？ なにを怒ってるんですか？

何怒ってるの？

１９．說的也是 確かにそうですね 確かに
２０．你幹嘛要問這個啦 なんでそんなこと聞くんですか？ なんでそんなこと聞くの？
２１．不愧是田中 さすが田中さん さすが田中
２２．你決定就好 決めてくれていいですよ 決めてくれていいよ
２３．打起精神來喔 元気出してください 元気出して
２４．你想太多了啦 考えすぎですよ 考えすぎだって
２５．你真是難得 めずらしいですね めずらしいね
２６．出了什麼事嗎？ 何かあったんですか？ 何かあったの？
２７．我有不好的預感 なんか悪い予感がします なんか悪い予感がする
２８．這沒什麼啦 たいしたことないですよ たいしたことないよ
２９．你們在聊什麼 何を話してるんですか？ 何話してるの？
３０．不要這樣說嘛 そんなこと言わないでくださいよ そんなこと言わないでよ

３１．你有換髮型嗎 髪型変えました？ 髪型変えた？
３２．我想起來了 思い出しました 思い出した
３３．結果怎麼樣 それでどうなったんですか？ それでどうなったの？
３４．振作一點 しっかりしてください しっかりして
３５．你穿這樣不會冷喔 そんなかっこうで寒くないんですか？
そんなかっこうで寒くないの？
３６．你喜歡什麼類型？ どんなタイプが好きですか？ どんなタイプが好き？
３７．正經一點好不好 ちょっとまじめにしてくださいよ ちょっとまじめにしてよ
３８．不要管他啦 ほっときましょうよ ほっときなって
３９．我也是這麼覺得 私もそう思います 私（俺）もそう思う
４０．已經受不了了 もう我慢できません もう我慢できない
４１．不要跟我講話 話しかけないでください 話しかけないで
４２．大家都是這樣啊 みんなそうですよ みんなそうだって
４３．你該不會是吃醋了吧？ もしかしてやきもち焼いてます？
もしかしてやきもち焼いてる？
４４．對不起給你添麻煩 迷惑かけてすみません 迷惑かけてごめん
４５．不要不理我嘛 無視しないでくださいよ 無視しないでよ
４６．我明明放在這 ここに置いたんですが… ここに置いたのに…
４７．玩得開心一點喔 楽しんでくださいね 楽しんでね
４８．我是在讚美你呢 褒めてるんですよ 褒めてるんだって
４９．好羨慕喔哦 うらやましいですね いいなあ
５０．那又怎麼樣？ だったらなんですか？ だったらなに？
５１．差不多就好 大体でいいですよ 大体でいいよ
５２．對不起,是我的錯 すみません、私のせいです。 ごめん、私（俺）のせい
５３．你看我就說嘛 だから言ったじゃないですか だから言ったのに
５４．讓我想一下 ちょっと考えさせてください ちょっと考えさせて
５５．你該不會還在睡覺吧?
５６．聽到這個我就放心了

まさかまだ寝てるんですか？ まさかまだ寝てるの？
それを聞いて安心しました それを聞いて安心したよ

５７．你不覺得嗎？ そう思いませんか？ そう思わない？
５８．感覺怪怪的喔 なんか怪しいですね なんかあやしいなあ
５９．你還不回家喔 まだ帰らないんですか？ まだ帰らないの？
６０．祝你順利囉 うまくいくといいですね うまくいくといいね

６１．隨便你 勝手にしてください 勝手にしたら
６２．請你當作沒聽到 聞かなかったことにしてください 聞かなかったことにして
６３．我不理你了 もう知りません もう知らない
６４．事情就是這樣 実はこうなんですよ 実はこうなんだ
６５．你有喜歡的嗎 好きなのありますか？ 好きなのある？
６６．饒了我吧 勘弁してくださいよ 勘弁してよ
６７．不要問我啦 聞かないでくださいよ 聞かないでよ
６７．不要怪我喔 どうなっても知りませんよ どうなっても知らないよ
６８．絕對不會原諒你 絶対に許しません 絶対許さない
６９．要不要試試看 試してみますか？ 試してみる？
７０．不要太勉強喔 無理しないでくださいね 無理しないでね
７１．為什麼你看起來那麼開心？ なんでそんなに嬉しそうなんですか？
なんでそんなに嬉しそうなの？
７２．還不自覺喔 まだ気づかないんですか？ まだ気づかないの？
７３．那個人真的有病 あの人絶対頭おかしいですよ あの人絶対頭おかしい
７４．你絕對會後悔哦 絶対後悔しますよ 絶対後悔するよ
７５．剛剛的不算喔 今のなしでお願いします 今のなしで
７６．對不起!!不是惡意的 すみません、悪気はなかったんです
ごめん、悪気はなかったんだ
７７．那什麼得意的表情啊？ なんなんですかその得意げな顔？
なにそのドヤ顔？
７８．多管閒事 余計なお世話です 余計なお世話だって
７９．我們趁熱吃吧 あたたかいうちに食べましょう あったかいうちに食べよう
８０．好了嗎？ できましたか？ できた？
８１．你是什麼態度？ 何ですかその態度は？ なにその態度？
８２．下次就好 今度でいいですよ 今度でいいよ
８３．什麼跟什麼嘛 何なんですかそれ なにそれ
８４．對不起下次再找我 すみません、また誘ってください ごめん、また今度誘って
８５．隨便問一下而已 ちょっと聞いてみただけです ちょっと聞いてみただけ
８６．我都可以 どっちでもいいですよ どっちでもいいよ
８７．去哪裡好呢？ どこへ行きましょうか？ どこ行こうかな？
８８．你是認真的嗎? 本気ですか？ 本気？
８９．你會胖哦 太りますよ 太るよ！
９０．原來是這樣 そうだったんですね そうだったんだ～

９１．到底是怎麼回事 一体どういうことですか？

一体どういうこと？

９２．對不起！！我說的太過分了 すみません、言いすぎました ごめん、言いすぎた
９３．怎麼不講話？ なんで何も言わないんですか？ なんで何も言わないの？
９４．絕對沒有人會想到的

絶対誰も思いつきませんよ 絶対誰も思いつかないって

９５．這只是湊巧而已吧 たまたまじゃないですか？ たまたまでしょ
９６．我好像可以體會那種心情 なんとなくその気持ちわかります
なんとなくその気持ちわかる
９７．果然沒錯 やっぱり、そうだと思いました やっぱりそうだ
９８．你有上鎖嗎 鍵はかけましたか？ 鍵かけた？
９９．你走開啦你 どっかいってくださいよ どっかいってよ
１００．剛剛說到哪裡 どこまで話しましたっけ？

どこまで話したっけ？

