
No 中国語 ピンイン 日本語

1 距离 jùlí 距離。
2 远近 yuǎnjìn 遠近。遠さ。
3 近 jìn 距離や時間が近い。〜に近い。
4 远 yuǎn 距離が遠い。時間が⻑い。差が⼤きい。
5 近距离 jìnjùlí 近距離。
6 短途 duǎntú 短距離。近距離。
7 远程 yuǎnchéng 遠距離の。
8 ⻓途 chángtú ⻑距離の。
9 很近 hěn jìn 近いです。とても近い。
10 很远 hěn yuǎn 遠いです。とても遠い。
11 很近的地方 hěn jìn de dìfang 近い場所。近い所。
12 很远的地方 hěn yuǎn de dìfang 遠い場所。遠い所。
13 接近 jiējìn 近い。近づく。親しくなる。
14 接近目的地了 jiējìn mùdìdì le 目的地に近づいた。
15 临近 línjìn 近い。近づく。
16 我们学校临近⻋站 wǒmen xuéxiào línjìn chēzhàn 私たちの学校は駅から近い。
17 相近 xiāngjìn 近い。似ている。
18 地点相近的两个学校 dìdiǎn xiāngjìn de liǎng ge xuéxiào 距離の近い二つの学校。
19 靠近 kàojìn 接近している。そばである。距離が近ずく。
20 靠近学校有一个图书馆 kàojìn xuéxiào yǒu yī ge túshūguǎn 学校のそばに図書館がある。
21 就在那儿 jiù zài nàr すぐそこです。
22 就在那里 jiù zài nàli すぐそこです。
23 路远 lù yuǎn 道は遠い。
24 老远 lǎo yuǎn 非常に遠い。
25 迢远 tiáoyuǎn はるか遠い。
26 遥远 yáoyuǎn はるか遠い。
27 远远的 yuǎnyuǎn de はるかだ。
28 遥遥 yáoyáo はるかに遠い。
29 远路 yuǎnlù 遠い道。
30 近路 jìnlù 近道。
31 近道 jìndào 近道。
32 有多远? yǒu duō yuǎn どれくらいの遠さですか。
33 远不远? yuǎn buyuǎn 遠いですか。
34 公司离这里远不远? gōngsī lí zhèlǐ yuǎn buyuǎn 会社はここから遠いですか。
35 我家离这里不远 wǒjiā lí zhèlǐ bù yuǎn 私の家はここから遠くはありません。
36 从这里到那里有多远? cóng zhèlǐ dào nàli yǒu duō yuǎn ここからそこまでどれくらいの遠さですか。
37 银行离这里有多远? yínháng lí zhèlǐ yǒu duō yuǎn 銀行はここからどれくらい離れていますか。
38 走去那里要花多⻓时间? zǒu qù nàli yào huā duō cháng shíjiān そこまで歩いてどれくらいの時間がかかりますか。
39 去那个⻋站要多久? qù nàge chēzhàn yào duōjiǔ その駅までどれくらいの時間がかかりますか。
40 从这里徒步走到那里要十分钟 cóng zhèlǐ túbù zǒu dào nàli yào shí fēnzhōng ここからそこまで徒歩１０分です。
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41 步行要十分钟左右 bùxíng yào shífēn zhōng zuǒyòu 歩いて１０分くらいです。
42 坐电⻋差不多二十分钟 zuò diànchē chàbuduō èrshí fēnzhōng 電車でおよそ２０分です。
43 坐⻋一个小时 zuò chē yī ge xiǎoshí 車で１時間。
44 ⼤概要一个小时 dàgài yào yī ge xiǎoshí だいたい１時間かかる。
45 ⼤约有二十多公里 dàyuē yǒu èrshí duō gōnglǐ およそ２０キロあまりあります。
46 有一百米的距离 yǒu yībǎi mǐ de jùlí １００メートルの距離がある。
47 前方一百米左右 qiánfāng yībǎi mǐ zuǒyòu 約１００メートル先。
48 在前面一百米的地方 zài qiánmiàn yībǎi mǐ de dìfang １００メートル先のところ。
49 不到一公里 bù dào yī gōnglǐ １キロに至らない。
50 不到十分钟 bù dào shí fēnzhōng １０分に至らない。
51 远距离恋爱 yuǎn jùlí liàn'ài 遠距離恋愛。
52 异地恋 yìdì liàn 異郷の恋。遠距離恋愛。
53 路不远 lù bù yuǎn 道は遠くない。
54 在这附近 zài zhè fùjìn この近く。この辺。近場。
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