
１．早安 おはようございます  おはよう  

２．晚安 おやすみなさい おやすみ  

３．要不要一起去？（邀約） 一緒に行きませんか？ 一緒に行かない？ 一 

４．你在做什麼？ 何をしているんですか？ 何してるの？  

５．吃過了嗎？ ご飯は食べましたか？ ご飯食べた？  

６．我可以問你嗎？ 聞いてもいいですか？ 聞いてもいい？  

７．你有聽過嗎？ 聞いたことがありますか？ 聞いたことある？  

８．不用擔心 心配しないでください 心配しないで  

９．肚子好餓 お腹が空きました お腹空いた  

１０．你好嗎？ お元気ですか？ 元気？  

 

１１．最近怎麼樣？ 最近どうですか？ 最近どう？  

１２．你在看什麼？ 何を見ているんですか？ 何見てるの？  

１３．推薦你喔 おすすめですよ おすすめだよ  

１４．你知道嗎？ 知っていますか？ 知ってる？  

１５．沒事嗎？ 大丈夫ですか？ 大丈夫？  

１６．你明天要做什麼？ 明日は何をするんですか？ 明日何するの？  

１７．好吃嗎？ おいしいですか？ おいしい？  

１８．要加辣嗎？ 辛くしますか？ 辛くする？  

１９．早一點休息哦 早く休んでくださいね 早く休んでね  

２０．可以借一下廁所嗎？ お手洗いを借りてもいいですか？ トイレ借りてもいい？  

 

２１．要不要送你？ 送りましょうか？ 送ろうか？  

２２．為什麼？ どうしてですか？ なんで？  

２３．不要說喔 言わないでくださいね 言わないでね  

２４．你平常做什麼？ 普段何をしているんですか？ いつも何してるの？  

２５．怎麼用？ どうやって使うんですか？ どうやって使うの？  

２６．這個給你？ これさしあげます これあげる  

２７．請你不要在意 気にしないでください 気にしないで  

２８．你會喝酒嗎？ お酒は飲めますか？ お酒飲める？  

２９．好厲害喔 すごいですね すごいね  

３０．多吃一點喔 いっぱい食べてくださいね いっぱい食べてね  

 

 

 

 



３１．我會晚到一點喔 少し遅れますね ちょっと遅れるね  

３２．用日文怎麼說？ 日本語で何と言いますか？ 日本語でなんて言うの？  

３３．不要這樣 やめてください やめて  

３４．你敢吃臭豆腐嗎？ 臭豆腐を食べられますか？ 臭豆腐たべ（ら）れる？  

３５．你要放糖嗎？ 砂糖を入れますか？ 砂糖入れる？  

３６．什麼時候回來？ いつ帰ってきますか？ いつ帰ってくるの？  

３７．你有在聽嗎？ 聞いていますか？ 聞いてる？  

３８．好渴喔 のどが渇きましたね のど渇いたね  

３９．可以看嗎？ 見てもいいですか？ 見てもいい？  

４０．可以跟你借雨傘嗎？ 傘を借りてもいいですか？ 傘貸して？  

 

４１．等我一下 ちょっと待ってください ちょっと待って  

４２．你有養貓嗎？ 猫を飼っていますか？ 猫飼ってる？  

４３．感冒好了嗎？ 風邪は治りましたか？ 風邪は治った？  

４４．你喜歡哪一個？ どっちが好きですか？ どっちが好き？  

４５．請你快點 はやくしてください はやく  

４６．你有抽菸嗎？ タバコは吸いますか？ タバコ吸う？  

４７．懂了嗎？ 分かりましたか？ 分かった？  

４８．請你再說一遍 もう一度言ってください もう一回言って  

４９．辛苦了 お疲れ様です おつかれ  

５０．交給我吧 まかせてください まかせて  

 

５１．睡得好嗎？ よく寝られましたか？ よく寝（ら）れた？  

５２．味道如何？ 味はどうですか？ 味はどう？  

５３．你有來過嗎？ 来たことはありますか？ 来たことある？  

５４．幫我拿一下下 ちょっと持っていてください ちょっと持ってて  

５５．要約什麼時候？ いつにしますか？ いつにする？  

５６．要幫忙嗎？ 手伝いましょうか？ 手伝おうか？  

５７．準備好了嗎？ 準備はできましたか？ 準備できた？  

５８．差不多走吧 そろそろ行きましょう そろそろ行こう  

５９．要不要交換 LINE よかったら LINE 交換しませんか？ LINE 交換しよ  

６０．要等多久 どのくらいかかりますか？ どのくらいかかる？  

 

 

 

 



６１．你幾歲？ おいくつですか？ 何歳？  

６２．你覺得呢？ どう思いますか？ どう思う？  

６３．你不覺得嗎？ そうは思いませんか？ そう思わない？  

６４．請你小心 気を付けてください 気を付けて  

６５．請你不要忘記喔 忘れないでくださいね 忘れないでね   

６６．要在一點回來喔 早く帰ってきてくださいね 早く帰ってきてね  

６７．對不起 すみませんでした ごめんね  

６８．這是誰的？ これは誰のですか？ これ誰の？  

６９．你會嗎？ できますか？ できる？  

７０．吃飽了嗎？ お腹はいっぱいになりましたか？ お腹いっぱいになった？  

 

７１．怎麼了？ どうしたんですか？ どうしたの？  

７２．我先走了  先に行きますね 先行くね  

７３．裡面有什麼？ 中に何が入っているんですか？ 中に何が入ってるの？  

７４．你的包包沒有關好 かばん開いていますよ かばん開いてるよ  

７５．別客氣 遠慮しないでください 遠慮しないで  

７６．有不敢吃的嗎？ 食べられないものはありますか？ 食べられないのある？  

７７．都可以喔 どちらでもいいですよ どっちでもいいよ  

７８．有人在嗎？ 誰かいますか？ 誰かいる？  

７９．今天好玩嗎？ 今日は楽しかったですか？ 今日楽しかった？  

８０．好久不見 おひさしぶりです ひさしぶり  

 

８１．不要太累喔 無理をしないでくださいね 無理しないでね  

８２．你有帶雨傘嗎？ 傘は持っていますか？ 傘持ってる？  

８３．告訴我好嗎？ 教えてよ 教えてください  

８４．你在哪裡上班？ どこで働いているんですか？ どこで働いてるの？  

８５．你住哪裡？ どこに住んでいるんですか？ どこに住んでるの？  

８６．懂中文嗎？ 中国語は分かりますか？ 中国語分かる？  

８７．加油 がんばってください がんばって  

８８．明天有空嗎？ 明日はお時間ありますか？ 明日暇？  

８９．你累了嗎？ 疲れましたか？ 疲れた？  

 

 

 

 

 



９０．幫我顧一下 ちょっと見ててもらえませんか ちょっとみてて  

９１．你已經睡了嗎？ もう寝ましたか？ もう寝た？  

９２．下次一起去吧 今度一緒に行きましょう 今度一緒に行こう  

９３．現在幾點？ いま何時ですか？ いま何時？  

９４．冷靜一點 落ち着いてください 落ち着いて  

９５．知道了 わかりました わかったよ  

９６．開玩笑啦 冗談ですよ 冗談だよ  

９７．你剛說什麼 今なんて言いました？ 今なんて言った？  

９８．這是什麼？ これは何ですか？ これ何？  

９９．請多指教 よろしくお願いします よろしく  

１００．謝謝 ありがとうございます ありがとう  


