
No 中国語 ピンイン 日本語

1 有时间 yǒu shíjiān 時間がある。
2 你有时间吗? nǐ yǒu shíjiān ma あなた時間はありますか。
3 有空 yǒu kòng ひまがある。
4 今天有空吗? jīntiān yǒu kòng ma 今日、ひまがありますか。
5 没有时间 méiyǒu shíjiān 時間がない。
6 没时间 méi shíjiān 時間がない。
7 没有空 méiyǒu kòng ひまがない。
8 准时 zhǔnshí 時間通り。定刻。
9 按时 ànshí 決まった時間に。時間どおりに。
10 定时 dìngshí 定刻。定刻に。
11 迟到 chídào 時間に遅れる。遅刻する。
12 误点 wùdiǎn 時間に遅れる。遅刻する。
13 时间紧 shíjiān jǐn 時間が切迫している。時間が押している。
14 时间紧迫 shíjiān jǐnpò 時間が切迫している。時間が押している。
15 时间紧张 shíjiān jǐnzhāng 時間が切迫している。時間が押している。
16 时间匆促 shíjiān cōngcù 時間が切迫している。時間が押している。
17 时刻迫近 shíkè pòjìn 時間が切迫している。時間が押している。
18 没有富余的时间 méiyǒu fùyu de shíjiān 時間の余裕がない。
19 有充裕的时间 yǒu chōngyù de shíjiān 時間の余裕がある。
20 限定时间 xiàndìng shíjiān 時間制限。
21 时间限制 shíjiān xiànzhì 時間制限。
22 挤时间 jǐ shíjiān 時間をつくる。
23 挤出时间 jǐ chū shíjiān 時間をつくる。
24 抽时间 chōu shíjian 時間をつくる。
25 抽出时间 chōuchū shíjiān 時間をつくる。
26 抽空 chōukòng 時間をつくる。
27 找时间 zhǎo shíjiān 時間をつくる。
28 抽不出时间来 chōu bu chū shíjiān lái 時間のやりくりがつかない。
29 腾不出时间来 téng bu chū shíjiān lái 時間のやりくりがつかない。
30 调整时间 tiáozhěng shíjiān 時間を調節する。
31 变更时间 biàngēng shíjiān 時間を変更する。
32 更改时间 gēnggǎi shíjiān 時間を変更する。
33 改时间 gǎi shíjiān 時間を変更する。
34 守时间 shǒu shíjiān 時間を守る。
35 遵守时间 zūnshǒu shíjiān 時間を守る。
36 严守时间 yánshǒu shíjiān 時間厳守。
37 赶时间 gǎn shíjiān 時間に間に合わせる。時間がないので急いでいる。
38 约个时间 yuē ge shíjiān 時間を決める。時間を約束する。
39 预定时间 yùdìng shíjiān 時間を定める。予定時間。
40 约定的时间 yuēdìng de shíjiān 約束の時間。

時間表現   1/4

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 抓紧时间 zhuājǐn shíjiān 時間を有効に使う。
42 有效利用时间 yǒuxiào lìyòng shíjiān 時間を有効に使う。
43 争取时间 zhēngqǔ shíjiān 時間をなんとか得ようとする。時間を無駄にしない。
44 只要时间允许 zhǐyào shíjiān yǔnxǔ 時間の許す限り。
45 浪费时间 làngfèi shíjiān 時間の無駄。時間を無駄にする。
46 白费时间 báifèi shíjiān 時間の無駄。時間を無駄にする。
47 空耗时间 kōnghào shíjiān 時間を無駄に費やす。
48 耗费时间 hàofèi shíjiān 時間を費やす。
49 节省时间 jiéshěng shíjiān 時間を節約する。
50 节约时间 jiéyuē shíjiān 時間を節約する。
51 省时间 shěng shíjiān 時間を省く。
52 消磨时间 xiāomó shíjiān 時間をつぶす。
53 耗工夫 hào gōngfu 時間をつぶす。
54 打发时间 dǎfa shíjiān 時間をつぶす。
55 花时间 huā shíjiān 時間を食う。
56 很花时间 hěn huā shíjiān とても時間を費やす。
57 需要时间 xūyào shíjiān 時間がかかる。
58 费时间 fèi shíjiān 時間がかかる。
59 这话很费时 zhè huà hěn fèishí これには時間がかかる。
60 要花费许多时间 yào huāfèi xǔduō shíjiān 時間がたくさんかかる。
61 需要时日 xūyào shí rì ⻑い時間がかかる。
62 下工夫 xiàgōngfu 時間をかける。努力を傾ける。
63 时间短 shíjiān duǎn 時間が短い。
64 时间短促 shíjiān duǎncù 時間が短い。
65 时间短暂 shíjiān duǎnzàn 時間が短い。
66 时间⻓ shíjiān cháng 時間が⻑い。
67 短时间 duǎn shíjiān 短時間。しばらく。
68 ⻓时间 cháng shíjiān ⻑時間。⻑期間。
69 时间不多了 shíjiān bù duō le 時間は多くはない。
70 时间很多 shíjiān hěn duō 時間は多くある。
71 不能分身 bùnéng fēnshēn 時間がとれない。
72 脱不开身 tuō bu kāi shēn 暇な時間がない。
73 离不开手儿离不开身儿 lì bu kāi shǒur lì bu kāi shenr 忙しくて手が離せない。
74 时间不够 shíjiān bùgòu 時間が足りない。
75 时间不够用 shíjiān bùgòu yòng 時間が足りない。
76 剩下的时间不多 shèng xià de shíjiān bù duō 残り時間が少ない。
77 拖延时间 tuōyán shíjiān 時間を引き延ばす。
78 耽搁时间 dānge shíjiān 時間を引き延ばす。
79 挨时间 ái shíjiān 時間を引き延ばす。
80 蹭时间 cèng shíjiān 時間を引き延ばす。
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81 赢得时间 yíngdé shíjiān 時間をかせぐ。
82 腾出时间来 téng chū shíjiān lái 時間を浮かす。
83 延⻓时间 yáncháng shíjiān 時間を延⻑する。
84 时间还早 shíjiān hái zǎo 時間は未だ早い。
85 还有点儿时间 hái yǒudiǎnr shíjiān まだ時間がある。
86 时间还来得及 shíjiān hái láidejí 時間は未だ間に合う。
87 应该来得及 yīnggāi láidejí まだ間に合うはず。
88 已经来不及了 yǐjīng láibují le もう間に合いません。
89 只怕来不及了 zhǐ pà láibují le たぶんもう間に合わないだろう。
90 时间晚 shíjiān wǎn 時間が遅い。
91 到点了 dào diǎn le 時間になった。
92 时间到了 shíjiān dào le 時間になった。
93 就要到时间了 jiù yào dào shíjiān le そろそろ時間だ。
94 时光不早了 shíguāng bù zǎo le そろそろ時間だ。
95 时间快到了 shíjiān kuài dào le もうすぐ時間だ。
96 时间已经到了 shíjiān yǐjīng dào le もうすでに時間だ。
97 时间已过 shíjiān yǐguò 時間はもう過ぎた。
98 还没到时间 hái méi dào shíjiān まだ時間にならない。
99 还没到点 hái méi dào diǎn まだ時間にならない。
100 弄错时间 nòng cuò shíjiān 時間を間違える。
101 很会利用时间 hěn huì lìyòng shíjiān 時間の使い方がうまい。
102 不会利用时间 bù huì lìyòng shíjiān 時間の使い方がへた。
103 抢回失去的时间 qiǎng huí shīqù de shíjiān 時間の遅れを取り返す。失われた時間を取り戻す。
104 一会儿的工夫 yīhuìr de gōngfu 少しの時間。
105 片刻 piànkè わずかな時間。
106 要多⻓时间? yào duō cháng shíjiān どれくらい時間がかかりますか。
107 得多⻓时间? děi duō cháng shíjiān どれくらい時間がかかりますか。
108 误点 wù diǎn 時間に遅れる。
109 过时 guò shí 時間に遅れる。
110 推迟时间 tuīchí shíjiān 時間を遅らせる。遅延時間。
111 把午饭推迟三十分钟 bǎ wǔfàn tuīchí sān shí fēn zhōng 昼食を３０分遅らせる。
112 延迟时间 yánchí shíjiān 時間を遅らせる。遅延時間。
113 地铁延迟一小时 dìtiě yánchí yī xiǎoshí 地下鉄が１時間遅れる。
114 时间的损失 shíjiān de sǔnshī 時間の損失。時間のロス。
115 空耗时间 kōnghào shíjiān 時間を無駄にする。
116 提前时间 tíqián shíjiān 時間を繰り上げる。
117 提前一小时 tíqián yī xiǎoshí １時間前倒し。 
118 把时间提早一点 bǎ shíjiān tízǎo yīdiǎn 時間を早めにする。
119 分配时间 fēnpèi shíjiān 時間を割り当てる。
120 安排时间 ānpái shíjiān 時間を手配する。
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121 爱惜时间 àixī shíjiān 時間を大切にする。
122 珍惜时间 zhēnxī shíjiān 時間を惜しむ。
123 时间很可惜 shíjiān hěn kěxī 時間がもったいない。
124 时间很宽裕 shíjiān hěn kuānyù 時間に余裕がある。
125 时间很从容 shíjiān hěn cóngróng 時間に余裕がある。
126 还有足够的时间 hái yǒu zúgòu de shíjiān まだ時間は十分にある。
127 多出一点时间 duō chū yīdiǎn shíjiān 時間があまる。
128 空余时间 kòngyú shíjiān ひまな時間。
129 时间仓促 shíjiān cāngcù 時間に追われる。
130 时间所迫 shíjiān suǒ pò 時間に追われる。
131 把时间岔开 bǎ shíjiān chàkāi 時間をずらす。
132 时间的不一致 shíjiān de bù yīzhì 時間のずれ。
133 时间差 shíjiānchā 時間差。時間のずれ。
134 时间冲突了 shíjiān chōngtū le 時間が重なった。
135 没有时间观念 méiyǒu shíjiān guānniàn 時間の観念がない。時間にルーズ。
136 严格遵守时间 yángé zūnshǒu shíjiān 時間を厳守する。時間に几帳面。
137 争分夺秒 zhēng fēn duó miǎo 分秒を争う。時間との戦い。
138 忘记时间 wàngjì shíjiān 時間のたつのを忘れる。
139 时间真快 shíjiān zhēn kuài 時間はほんとに早い。
140 时间过得很快 shíjiān guò de hěn kuài 時間が過ぎるのは早い。
141 时间一晃就过去了 shíjiān yīhuàng jiù guòqù le 時間はあっという間に過ぎてしまう。
142 时光⻜逝 shíguāng fēishì 時間はあっという間に過ぎてしまう。
143 时间很宝贵 shíjiān hěn bǎoguì 時間は貴重です。
144 用不了多少时间 yòng bu liǎo duōshǎo shíjiān たいした時間はとらない。
145 希望再多给我一点儿时间 xīwàng zài duō gěi wǒ yīdiǎnr shíjiān もう少し時間がほしい。
146 希望时间停留 xīwàng shíjiān tíngliú 時間が止まってほしい。
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