
No 中国語 ピンイン 日本語

1 预定 yùdìng 予定する。あらかじめ決める。
2 预订 yùdìng 予約する。
3 安排 ānpái 段取り。手配。予定。
4 计划 jìhuà 計画。計画する。
5 预备 yùbèi 用意する。予定する。計画する。
6 准备 zhǔnbèi 準備する。〜するつもり。
7 打算 dǎsuan 〜するつもり。考え。
8 拟 nǐ 〜するつもりだ。
9 将 jiāng もうすぐ〜する。
10 定于 dìngyú 〜する予定。
11 按时 ànshí 時間どおり。予定どおり。
12 安排很满 ānpái hěn mǎn 予定が混んでいる。
13 预定打乱 yùdìng dǎluàn 予定が狂う。
14 预定有变动 yùdìng yǒu biàndòng 予定がずれる。
15 提早预定 tízǎo yùdìng 予定を早める。
16 将预定提前 jiāng yùdìng tíqián 予定を繰り上げる。
17 推迟预定 tuīchí yùdìng 予定を繰り下げる。
18 改变预定 gǎibiàn yùdìng 予約を変更する。
19 改变计划 gǎibiàn jìhuà 計画を変更する。
20 改变计划去医院 gǎibiàn jìhuà qù yīyuàn 予定変更して病院に行く。
21 计划没有改变 jìhuà méiyǒu gǎibiàn 計画に変更なし。
22 计划不变 jìhuá bù biàn 予定は変わらない。
23 列入预定 lièrù yùdìng 予定に組み入れる。
24 留出时间 liú chū shíjiān 時間を確保する。予定をあける。
25 预定时间 yùdìng shíjiān 予定時間。
26 超过预定时间 chāoguò yùdìng shíjiān 予定時間をオーバーする。
27 比预定的时间早到三十分钟 bǐ yùdìng de shíjiān zǎo dào sānshí fēnzhōng 予定時刻より３０分早く着く。
28 预定计划 yùdìng jìhuà 予定の計画。スケジュール。
29 当初的计划 dāngchū de jìhuà 当初の計画。元の予定。
30 计划表 jìhuà biǎo 計画表。スケジュール表。予定表。
31 下一步的计划 xià yībù de jìhuà 次の計画。今後の予定。
32 你有什么打算? nǐ yǒu shéme dǎsuan 何か予定がありますか。
33 你有什么安排吗? nǐ yǒu shéme ānpái ma 何か予定がありますか。
34 你打算做什么? nǐ dǎsuan zuò shénme どうするつもりですか。
35 你打算怎么办? nǐ dǎsuan zěnme bàn どのようにするつもりですか。
36 你打算去哪里? nǐ dǎsuan qù nǎlǐ どこに行くつもりですか。
37 我打算去你那里 wǒ dǎsuan qù nǐ nàlǐ 私はあなたのいるそちらに行くつもりです。
38 我打算去贵处 wǒ dǎsuan qù guìchù 私はあなたのところにお伺いするつもりです。
39 暑假有安排吗? shǔjià yǒu ānpái ma 夏休みは予定がありますか。
40 暑假准备去旅游 shǔjià zhǔnbèi qù lǚyóu 夏休みは旅行に行くつもり。
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41 寒假你预备到哪里去玩? hánjià nǐ yùbèi dào nǎlǐ qù wán 冬休みはどこに行って遊ぶ予定ですか？
42 预定星期三的早上出发 yùdìng xīngqísān de zǎoshang chūfā 水曜日の朝に出発する予定。
43 预定四月十二号晚上到达 yùdìng sì yuè shí'èr hào wǎnshàng dàodá ４月１２日の夜に到着予定。
44 我们计划下周出发 wǒmen jìhuà xià zhōu chūfā 私たちは来週出発予定です。
45 我准备明天走 wǒ zhǔnbèi míngtiān zǒu 私はあす発つ予定です。
46 安原定计划进行 àn yuándìng jìhuà jìnxíng 予定通り計画を進める。
47 预定逗留一个星期 yùdìng dòuliú yī ge xīngqī 一週間滞在予定。
48 预定月末完成 yùdìng yuèmò wánchéng 月末完成予定。
49 预定在五点钟结束 yùdìng zài wǔ diǎn zhōng jiéshù ５時に終わる予定。
50 预定明天到货 yùdìng míngtiān dào huò 明日入荷予定。
51 预定下周发售 yùdìng xià zhōu fāshòu 来週発売予定。
52 明天的计划 míngtiān de jìhuà 明日の計画。
53 明天的安排 míngtiān de ānpái 明日の予定。
54 你明天有空吗? nǐ míngtiān yǒu kòng ma あなた、明日ヒマありますか。
55 你明天有时间吗? nǐ míngtiān yǒu shíjiān ma あなた、明日時間がありますか。
56 你明天有事码? nǐ míngtiān yǒushì ma あなた、明日用事がありますか。
57 有时间 yǒu shíjiān 時間あります。
58 没有时间 méiyǒu shíjiān 時間ありません。
59 已经有计划了 yǐjīng yǒu jìhuà le 既に予定がある。
60 没有计划 méiyǒu jìhuà 予定はない。
61 我没有什么安排 wǒ méiyǒu shéme ānpái 私は特に予定はない。
62 明天已经有事了 míngtiān yǐjīng yǒushì le 明日はすでに用事がある。
63 明天我打算在家 míngtiān wǒ dǎsuan zài jiā 明日は家にいるつもり。
64 贸易会议拟于六月九号举行 màoyì huìyì nǐ yú liù yuè jiǔ hào jǔxíng 貿易会議は６月９日に実施の予定。
65 将于近期上映 jiāng yú jìnqí shàngyìng 近日上映予定。
66 定于月底搬家 dìngyú yuèdǐ bānjiā 月末引っ越し予定。
67 按计划 àn jìhuà 予定通り。計画どおり。
68 没有按计划进行 méiyǒu àn jìhuà jìnxíng 予定通り進まない。
69 按照计划进行 ànzhào jìhuà jìnxíng 予定通り進める。
70 不在计划之中 bùzài jìhuà zhī zhōng 予定外。
71 按时起⻜ ànshí qǐfēi 定刻に飛行機が飛ぶ。
72 按时完成 ànshí wánchéng 予定時間どおり完成する。
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