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1 下 xià 順序が後ろであることをあらわす。
2 下一个 xià yī ge 次。
3 下一个十字路口 xià yī ge shízìlùkǒu 次の十字路。次の交差点。
4 再下一个 zài xià yī ge さらに次。
5 其次 qícì その次。その次に。副次的な。
6 航空安全第一, 其次是服务 hángkōng ānquán dì yī, qícì shì fúwù 航空の安全が第一、次がサービス。
7 第二个 dì èr ge 二つ目。
8 第二个路口 dì èr ge lùkǒu 二つ目の道の入り口。二つ目の交差点。
9 下次 xiàcì 次回。次。
10 下一次 xià yī cì 次の一回。
11 下次⻅面时 xiàcì jiànmiàn shí 次回会うとき。
12 下次机会 xiàcì jīhuì 次の機会。
13 后面 hòumian あとで。後ろ。裏。
14 后边 hòubian あとで。後ろ。裏。
15 下下 xiàxià 次の次。さらに後。翌々。
16 下下个月 xià xià ge yuè 次の次の月。翌々月。さ来月。
17 下个星期 xià ge xīngqī 次の週。来週。
18 下下个星期 xiàxià ge xīngqī 次の次の週。さ来週。
19 下下星期 xiàxià xīngqī 次の次の週。さ来週。
20 下星期一 xià xīngqīyī 次の月曜日。来週の月曜日。
21 次日 cìrì 次の日。翌日。
22 第二天 dì'èr tiān 二日目。翌日。
23 翌日 yìrì 翌日。
24 下一站 xià yī zhàn 次の駅。
25 下下个站 xiàxià ge zhàn 次の次の駅。
26 下一趟⻋ xià yī tàng chē 次の車便。
27 下一趟列⻋ xià yī tàng lièchē 次の列車。
28 下一班火⻋ xià yī bān huǒchē 次の列車。
29 下一班⻜机 xià yī bān fēijī 次の飛行機。
30 下一班航班 xià yī bān hángbān 次の航空便。
31 下一课 xià yī kè 次のレッスン。次の課。
32 下一个约会 xià yī ge yuēhuì 次の約束。次のアポイント。
33 下一个计划 xià yī ge jìhuà 次の計画。
34 下一步 xià yī bù 次のステップ。次に進む。
35 下一步行动计划 xià yībù xíngdòng jìhuà 次の行動計画。
36 下次的假期 xiàcì de jiàqī 次の休暇。
37 下一位 xià yī wèi 次のお方。次の人。
38 下一代 xià yī dài 次の世代。
39 次子 cìzǐ 次男。
40 二儿子 èr érzi 次男。
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41 次女 cìnǚ 次女。
42 二女儿 èr nǚ'er 次女。
43 下一着 xià yī zhāo 次の一手。
44 下一⻚ xià yī yè 次のページ。
45 下列 xiàliè 以下に列挙した。次に記載した。
46 如次 rúcì 次のとおりである。
47 如下 rúxià 次のとおりである。
48 下一个轮到我了 xià yī ge lún dào wǒ le 次は私の番。
49 下一个轮到谁了? xià yī ge lún dào shéi le 次はだれの番ですか。
50 接下来 jiē xialai 続いて。続きまして。これから。
51 接下来做什么? jiē xialai zuò shénme 次、何をしますか。
52 上 shàng 順序が前であることをあらわす。
53 上一个 shàng yī ge 順序が前。
54 上一个十字路口 shàng yī ge shízìlùkǒu 順序が前の交差点。
55 前一个 qián yī ge １つ前。
56 前一个设定 qián yī ge shèdìng １つ前の設定。
57 上次 shàngcì 前回。
58 上一次 shàng yī cì 前の回。
59 前面 qiánmian 前に。先に。先刻。前方。前面。
60 前边 qiánbian 前に。先に。先刻。前方。前面。
61 以前 yǐqián 以前。前に。
62 前一年 qián yī nián 前年。
63 上月 shàngyuè 前の月。先月。
64 上个月 shàng ge yuè 前の月。先月。
65 前一天 qián yī tiān 前日。
66 日前 rìqián 先日。この間。
67 上一站 shàng yī zhàn 前の駅。
68 上上 shàngshàng 前の前の。最上の。最善の。
69 上上星期 shàngshàng xīngqī 前の前の週。先々週。
70 上一步 shàng yī bù 前のステップ。前に戻る。
71 上列 shàngliè 先に列挙した。上記の。
72 如上 rúshàng 先のとおり。以上のとおり。
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