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かぜ

ふ
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き

１．きょうはどういう 風 の吹き 回 しで来たんですか。
(今天是什麼風把你吹來的？)

應用場合
當久未見面的親朋好友突然來訪時，我們就可以用這句「きょうはどうい
う風の吹き回しで来たんですか」來向對方打招呼，並表示我們的訝異之情。

相關用語
・ようこそいらっしゃいました

。(歡迎！歡迎！)

・ようこそ。

(歡迎！歡迎！)

・よくいらっしゃいました。

(歡迎！歡迎！)

き

・よく来てくれた。
かぜ

ふ

(歡迎！)
まわ

き

・どういう 風 の吹き 回 しで来たの。(是什麼風把你吹來的？)

・どういう〔連體〕
：什麼樣的、怎麼樣的。
・吹き回し：風向。

會話Ⅰ
いはら

伊原：ごめんください。(有人在嗎？)
いつき

いはら

五木：はい。……、おや、伊原じゃないか。さあ、どうぞ。
かぜ

ふ

まわ

き

きょうはどういう 風 の吹き 回 しで来たの。びっくりしたなあ。
(來了！來了！……、咦～，原來是伊原啊！？請進。今天是
什麼風把你吹來的？真嚇了我一跳)
いはら

伊原：ええ、ちょっと……。(嗯，有點事情，所以……)

會話Ⅱ
まつだ

松田：ただいま。
つま

妻

(我回來了！)

かえ

きゃく

き

：お 帰 りなさい。お 客 さんが来ていますよ。
(回來了！？……有客人來哦！)

まつだ

きゃく

だれ

さ の くん

き

松田：お 客 さんって、 誰 ……。佐 野 君 、来てたの。
かぜ

ふ

まわ

き

ひさ

ぶ

きょうはどういう 風 の吹き 回 しで来たの。 久 し振りだなあ。
(客人？誰啊？……、佐野！什麼時候來的！？今天是什麼風把
你吹來的？好久沒來了啊！)
さ の

まつだせんせい

ひさ

ぶ

佐野：松 田 先 生 、お 久 し振りです。
(松田老師，好久不見了)

