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1 到现在为止 dào xiànzài wéizhǐ 今まで。
2 到现在为止谢谢了 dào xiànzài wéizhǐ xièxiè le 今までありがとう。
3 到目前为止 dào mùqián wéizhǐ 今のところ。
4 到目前为止, 还未收到任何消息 dào mùqián wéizhǐ, hái wèi shōudào rènhé xiāoxī 今のところ、何の知らせも受け取っていない。
5 至今 zhìjīn 今まで。
6 我至今没有女朋友 wǒ zhìjīn méiyǒu nǚpéngyou 私は今まで彼女がいない。
7 至今都很感谢 zhìjīn dōu hěn gǎnxiè 今まで全てにおいて感謝しています。
8 至今为止真的非常感谢 zhìjīn wéizhǐ zhēn de fēicháng gǎnxiè これまで本当にありがとうございました。
9 于今 yújīn 今まで。今では。
10 于今不忘 yújīn bù wàng 今まで忘れない。
11 于今三十年 yújīn sānshí nián すでに３０年。
12 这里于今已大不一样了 zhèlǐ yújīn yǐ dà bù yīyàng le ここは、今ではすでに大きく変わった。
13 维持现状 wéichí xiànzhuàng 今まで通り。現状維持。
14 我们维持现状继续做朋友 wǒmen wéichí xiànzhuàng jìxù zuò péngyǒu 私たちは今まで通り、友人であり続ける。
15 保持现状 bǎochí xiànzhuàng 今まで通り。現状維持。
16 中美关系将基本保持现状 zhōng měi guānxi jiāng jīběn bǎochí xiànzhuàng 米中関係は基本的に今までどおりであろう。
17 以往 yǐwǎng かつて。以前。
18 以往至今, 还没有成功过 yǐwǎng zhìjīn, hái méiyǒu chénggōng guò 未だかつて、成功したことがない。
19 从前 cóngqián かつて。以前。
20 从前没有这样的例子 cóngqián méiyǒu zhèyàng de lìzi このような例はかつてなかった。
21 从来 cónglái これまで。
22 我从来没看过这么电影 wǒ cónglái méi kàn guo zhème diànyǐng 私は、これまでこのような映画をみたことがない。
23 曾经 céngjīng かつて。以前。
24 我曾经很瘦 wǒ céngjīng hěn shòu かつて私は痩せていました。
25 当初 dāngchū 最初。当時。かつて。
26 想当初我也这样想 xiǎng dāngchū wǒ yě zhèyàng xiǎng 当時は私もそう思いました。
27 以前 yǐqián 以前。〜以前。
28 以前我不了解他 yǐqián wǒ bù liǎojiě tā 以前、私は彼をよく知りませんでした。
29 一直 yīzhí ずっと。まっすぐに。
30 一直在等着 yīzhí zài děng zhe ずっと待っている。
31 我一直等到十二点 wǒ yīzhí děng dào shí'èr diǎn 私は１２時までずっと待った。
32 明天我一直在家 ｍíngtiān wǒ yīzhí zài jiā 明日、私はずっと家にいます。
33 感谢你一直以来的关照 gǎnxiè nǐ yīzhí yǐlái de guānzhào 今までずっとお世話になり感謝しています。
34 总是 zǒngshì いつも。
35 他总是迟到 tā zǒng shì chídào 彼はいつも遅れてくる。
36 经常 jīngcháng しょっちゅう。
37 他经常去洗手间 tā jīngcháng qù xǐshǒujiān 彼はしょっちゅうトイレに行く。
38 平时 píngshí いつも。普段。
39 我平时骑自行⻋上班 wǒ píngshí qí zìxíngchē shàngbān 私は普段、自転車で出勤する。
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40 平常 píngcháng 普段。普通だ。
41 我感觉和平常不一样 wǒ gǎnjué hé píngcháng bù yīyàng 普段と違うように感じる。
42 往常 wǎngcháng 日ごろ。
43 今天比往常起得早 jīntiān bǐ wǎngcháng qǐ de zǎo 今日、日ごろより早く起きる。
44 屡次 lǚcì 度々。しばしば。
45 公交司机屡次被打 gōngjiāo sījī lǚcì bèi dǎ バスの運転手はしばしば殴られる。
46 再三 zàisān 再三。何度も。
47 他再三请求帮助 tā zàisān qǐngqiú bāngzhù 彼は何度も助けを求める。
48 多次 duōcì 数度。繰り返し。
49 她多次拒绝 tā duōcì jùjué 彼女は何度も断る。
50 希罕 / 稀罕 xīhan / xīhan 珍しい。めったにない。
51 真是希罕啊 zhēnshi xīhan a まったく珍しいね。
52 罕⻅ hǎnjiàn めったにない。
53 罕⻅的机会 hǎnjiàn de jīhuì めったにない機会。
54 希有 / 稀有 xīyǒu / xīyǒu めったにない。
55 稀有的事 xīyǒu de shì めったにないこと。
56 不常 bù cháng あまり。
57 我们不常⻅面 wǒmen bù cháng jiànmiàn 私たちはあまり顔を合わさない。
58 不常⻅的水果 bù cháng jiàn de shuǐguǒ あまり見ない果物。
59 寻常 xúncháng よくある。普通だ。
60 这很寻常 zhè hěn xúncháng これはよくあることだ。
61 习⻅ xíjiàn よく見かける。
62 习⻅故事 xíjiàn gùshi よくあるお話。
63 以后 yǐhòu 以後。
64 以后有事请叫我 yǐhòu yǒushì qǐng jiào wǒ 以後、用事があれば、私を呼んでください。
65 今后 jīnhòu これから。
66 今后请多多关照 jīnhòu qǐng duō duō guānzhào これから、よろしく。
67 今后的日程 jīnhòu de rìchéng 今後の日程。
68 在这之后 zài zhè zhī hòu この後。
69 在这之后怎么办？ zài zhè zhī hòu zěnme bàn これからどうする。
70 往后 wǎnghòu 今後。
71 往后还请你指教 wǎnghòu hái qǐng nǐ zhǐjiào これからも引き続きご指導ください。
72 这会儿 zhèhuìr 今のところ。ここにきて。今頃。
73 这会儿正要出去 zhèhuìr zhèng yào chūqù これから出かけるところです。
74 怎么这会儿出来了? zěnme zhèhuìr chūlái le なんで今頃出てきた。
75 这会儿雨下大了 zhèhuìr yǔ xià dà le ここにきて、雨がはげしくなった。
76 前途 qiántú 前途。
77 经济前途看好 jīngjì qiántú kànhǎo 経済の先行きは明るい。
78 前程 qiánchéng 前途。
79 前程远大 qiánchéng yuǎndà 前途洋々。
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80 还在后头 hái zài hòutou まだこれから。のちほど。
81 好戏还在后头呢 hǎo xì hái zài hòutou ne 見せ場はこれからですよ。
82 好日子还在后头呢 hǎo rìzi hái zài hòutou ne 良い暮らしはこれからですよ。
83 从现在起 cóng xiànzài qǐ 今から。これから。
84 从现在起十年后 cóng xiànzài qǐ shí nián hòu 今から１０年後。
85 从现在起我们就是朋友 cóng xiànzài qǐ wǒmen jiùshì péngyou 今から私たちは友人だ。
86 从现在开始 cóng xiànzài kāishǐ いまから始める。
87 从现在开始写作业 cóng xiànzài kāishǐ xiě zuòyè 今から宿題する。
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