
No 中国語 ピンイン 日本語

1 有时 yǒushí ある時は。ときどき。
2 有时候 yǒushíhòu ある時は。ときどき。
3 有的时候 yǒu de shíhòu ある時は。ときどき。
4 偶尔 ǒu'ěr たまに。ときどき。まれな。
5 偶然 ǒurán たまたま。偶然。思いがけなく。
6 难得 nándé 得難い。めったにない。
7 希罕 xīhan 珍しい。めったにない。ありがたがる。
8 稀罕 xīhan 珍しい。めったにない。ありがたがる。
9 希少 xīshǎo 少ない。まれだ。
10 稀少 xīshǎo 少ない。まれだ。
11 罕⻅ hǎnjiàn まれだ。めったにない。
12 希有 xīyǒu 稀有(けう)だ。めったにない。
13 稀有 xīyǒu 稀有(けう)だ。めったにない。
14 少有 shǎoyǒu めったにない。
15 少⻅ shǎojiàn めったにない。久しく見ない。
16 不常 bù cháng よくあることではない。たまに。
17 不经常 bù jīngcháng よくあることではない。たまに。
18 不常⻅ bù chángjiàn 見かけない。珍しい。
19 好久 hǎojiǔ ⻑い間。
20 很久 hěnjiǔ ⻑い間。
21 良久 liángjiǔ ⻑い間。
22 许久 xǔjiǔ ⻑い間。
23 久违 jiǔwéi お久しぶりです。ごぶさたしてます。
24 不定期 bù dìngqī 不定期の。期日を決めていない。
25 不定时 bù dìngshí 時間が定まらない。時間を決めていない。
1 有时 yǒushí ある時は。ときどき。
26 有时也需要松口气 yǒushí yě xūyào sōng kǒuqì たまには息抜きが必要だ。
27 我有时一个人去看电影 wǒ yǒushí yīgè rén qù kàn diànyǐng 私は一人で映画を見に行くことがある。
2 有时候 yǒushíhòu ある時は。ときどき。
28 有时候咱们去外面吃饭吧 yǒushíhòu zánmen qù wàimiàn chīfàn ba たまには外で食事しよう。
29 有时候也要为自己想想 yǒushíhòu yě yào wèi zìjǐ xiǎng xiǎng 自分のことを想いやるのも、ときには必要です。
30 有时候一天去几次有时候几天不去一次 yǒushíhòu yītiān qù jǐ cì yǒushíhòu jǐ tiān bù qù yīcì ある時は１日に数度行き、ある時は数日１度も行かない。

3 有的时候 yǒu de shíhòu ある時は。ときどき。
31 有的时候真的很累 yǒu de shíhòu zhēn de hěn lèi 本当に疲れているときがある。
4 偶尔 ǒu'ěr たまに。ときどき。まれな。
32 偶尔头晕 ǒu'ěr tóuyūn 時折めまいがする。
33 偶尔也想要一个人 ǒu'ěr yě xiǎng yào yī ge rén たまに一人になりたいことがある。
34 偶尔去游泳馆 ǒu'ěr qù yóuyǒng guǎn ときどき、屋内プールに行く。
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5 偶然 ǒurán たまたま。偶然。思いがけなく。
35 偶然碰⻅了 ǒurán pèngjiàn le たまたま出くわした。
36 偶然遇到你 ǒurán yùdào nǐ 偶然、あなたに出会った。
37 偶然遇⻅某人 ǒurán yùjiàn mǒu rén ある人を偶然見た。
6 难得 nándé 得難い。めったにない。
38 这是一个难得的好机会 zhè shì yī gè nándé de hǎo jīhuì これはめったにないチャンスです。
39 难得喝多了 nándé hē duō le 珍しく飲み過ぎた。
7 希罕 xīhan 珍しい。めったにない。ありがたがる。
8 稀罕 xīhan 珍しい。めったにない。ありがたがる。
40 真是稀罕物 zhēnshi xīhan wù ほんとに珍しいモノです。
41 大学毕业生已经不希罕了 dàxué bìyè shēng yǐjīng bù xīhan le 大学卒業生はもはやまれではなくなりました。
9 希少 xīshǎo 少ない。まれだ。
10 稀少 xīshǎo 少ない。まれだ。
42 这种古钱币已很稀少了 zhè zhǒng gǔ qiánbì yǐ hěn xīshǎo le この種の古銭はとてもまれです。
43 路上行人稀少 lùshàng xíngrén xīshǎo 路上は通行人がまばらだ。
11 罕⻅ hǎnjiàn まれだ。めったにない。
44 罕⻅的奇迹 hǎnjiàn de qíjī たぐいまれな奇跡。
45 罕⻅的历史老照片 hǎnjiàn de lìshǐ lǎo zhàopiàn 珍しい歴史上の古い写真。
12 希有 xīyǒu 稀有(けう)だ。めったにない。
13 稀有 xīyǒu 稀有(けう)だ。めったにない。
46 稀有金属 xīyǒu jīnshǔ レアメタル。
47 稀有投资机会 xīyǒu tóuzī jīhuì めったにない投資機会。
14 少有 shǎoyǒu めったにない。
48 近年来少有的佳作 jìnnián lái shǎoyǒu de jiāzuò 近年まれに見る佳作。
49 这种人是少有的 zhè zhǒng rén shì shǎoyǒu de この種の人は滅多にいない。
15 少⻅ shǎojiàn めったにない。久しく見ない。
50 生活中很少⻅ shēnghuó zhōng hěn shǎojiàn 生活上めったにない。
51 在中国很少⻅ zài zhōngguó hěn shǎojiàn 中国では珍しい。
16 不常 bù cháng よくあることではない。たまに。
52 平时不常生病 píngshí bù cháng shēngbìng 普段、そんなに病気にかからない。
53 不常联系的朋友 bù cháng liánxì de péngyǒu めったに連絡しない友達。
17 不经常 bù jīngcháng よくあることではない。たまに。
54 不经常闹病 bù jīngcháng nàobìng 病気なることはまれである。
55 不经常晒被子 bù jīngcháng shài bèizi 掛け布団を干すのはまれである。
18 不常⻅ bù chángjiàn 見かけない。珍しい。
56 在中国不常⻅的东⻄ zài zhōngguó bù chángjiàn de dōngxī 中国ではあまり見かけないモノ。
57 不常⻅字 bù chángjiàn zì 珍しい文字。
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19 好久 hǎojiǔ ⻑い間。
58 好久不⻅ hǎojiǔ bùjiàn 久しく見かけていない。お久しぶりです。
59 好久没⻅ hǎojiǔ méi jiàn 久しく見かけていない。お久しぶりです。
60 好久没来了 hǎojiǔ méi lái le 久しく来てない。
61 好久不回家 hǎojiǔ bù huí jiā ⻑い間、家に帰らない。
20 很久 hěnjiǔ ⻑い間。
62 很久以前 hěnjiǔ yǐqián ずっと前。
63 我们认识很久了 wǒmen rènshì hěnjiǔle 私たちは知り合ってから⻑くなる。
64 很久没有象这样学习 hěnjiǔ méiyǒu xiàng zhèyàng xuéxí こうやって勉強するのは久しぶりだ。
21 良久 liángjiǔ ⻑い間。
65 沉思良久 chénsī liángjiǔ しばらく考え込む。
66 默然良久 mòrán liángjiǔ ⻑い間、押し黙っている。
22 许久 xǔjiǔ ⻑い間。
67 他许久没来了 tā xǔjiǔ méi lái le 彼は⻑い間、来ていない。
68 争论了许久 zhēnglùn le xǔjiǔ ⻑い間討論した。
23 久违 jiǔwéi お久しぶりです。ご無沙汰してます。
69 久违久违 jiǔwéi jiǔwéi お久しぶりです。
70 久违了, 王先生 jiǔwéi le, wáng xiānsheng 王さん、ご無沙汰してます。
24 不定期 bù dìngqī 不定期の。期日を決めていない。
71 工作是不定期的 gōngzuò shì bù dìngqī de 仕事は不定期です。
72 不定期更新 bù dìngqī gēngxīn 不定期更新。
25 不定时 bù dìngshí 時間が定まらない。時間を決めていない。
73 不定时工作制 bù dìngshí gōngzuòzhì フレックスタイム制。
74 不定时更新 bù dìngshí gēngxīn 不定期更新。
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