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1 星期 xīngqī 週。星期日(日曜日)の略。
2 一个星期 yī ge xīngqī 一週間。
3 这星期 zhè xīngqī 今週。この一週間。
4 这个星期 zhè ge xīngqī 今週。この一週間。
5 这几个星期 zhè jǐ ge xīngqī この数週間。
6 每星期 měi xīngqī 毎週。
7 每个星期 měi ge xīngqī 毎週。
8 上星期 shàngxīngqī 先週。
9 下星期 xiàxīngqī 来週。
10 上个星期 shàng ge xīngqī 先週。
11 下个星期 xià ge xīngqī 来週。
12 上上星期 shàngshàng xīngqī 先先週。
13 下下星期 xiàxià xīngqī 再来週。
14 上上个星期 shàngshàng ge xīngqī 先先週。
15 下下个星期 xiàxià ge xīngqī 再来週。
16 星期几 xīngqī jǐ 何曜日。
17 今天星期几? jīntiān xīngqī jǐ 今日は何曜日。
18 今天是星期几? jīntiān shì xīngqī jǐ 今日は何曜日。
19 今天是几月几号, 星期几? jīntiān shì jǐ yuè jǐ hào, xīngqī jǐ 今日は何月何日、何曜日ですか。
20 几星期? jǐ xīngqī 何週間。
21 几个星期? jǐ ge xīngqī 何週間。
22 周 zhōu 週。周。まわり。行き届いている。
23 一周 yī zhōu 一週間。
24 这一周 zhè yī zhōu この一週間。ここ一週間。今週。
25 这周 zhè zhōu 今週。この一週間。
26 本周 běn zhōu 今週。
27 这几周 zhè jǐ zhōu この数週間。
28 每周 měi zhōu 毎週。
29 上周 shàngzhōu 先週。
30 下周 xiàzhōu 来週。
31 上上周 shàngshàng zhōu 先先週。
32 下下周 xiàxià zhōu 再来週。
33 周末 zhōumò 週末。
34 前半周 qiánbànzhōu 週前半。
35 后半周 hòubànzhōu 週後半。
36 本周内 běn zhōunèi 今週中。
37 这个周末 zhè ge zhōumò この週末。
38 本周末 běn zhōumò 今週末。
39 几周前 jǐ zhōu qián 数週間前。
40 几周后 jǐ zhōu hòu 数週間後。
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41 几周内 jǐ zhōu nèi 数週間内。
42 周几 zhōu jǐ 何曜日。
43 今天是周几? jīntiān shì zhōu jǐ 今日は何曜日。
44 第几周 dì jǐ zhōu 何週目。
45 今天是第几周? jīntiān shì dì jǐ zhōu 今日は第何週目。
46 礼拜 lǐbài 週。礼拝する。礼拜天(日曜日)の略。
47 一礼拜 yī lǐbài 一週間。
48 一个礼拜 yī ge lǐbài 一週間。
49 这礼拜 zhè lǐbài 今週。この一週間。
50 这个礼拜 zhè ge lǐbài 今週。この一週間。
51 这几个礼拜 zhè jǐ ge lǐbài この数週間。
52 每个礼拜 měi ge lǐbài 毎週。
53 上礼拜 shànglǐbài 先週。
54 下礼拜 xiàlǐbài 来週。
55 上个礼拜 shàng ge lǐbài 先週。
56 下个礼拜 xià ge lǐbài 来週。
57 上上礼拜 shàngshàng lǐbài 先先週。
58 下下礼拜 xiàxià lǐbài 再来週。
59 上上个礼拜 shàngshàng ge lǐbài 先先週。
60 下下个礼拜 xiàxià ge lǐbài 再来週。
61 礼拜几 lǐbài jǐ 何曜日。
62 今天礼拜几? jīntiān lǐbài jǐ 今日は何曜日。
63 星期一 xīngqīyī 月曜日。
64 星期二 xīngqī'èr 火曜日。
65 星期三 xīngqīsān 水曜日。
66 星期四 xīngqīsì 木曜日。
67 星期五 xīngqīwǔ 金曜日。
68 星期六 xīngqīliù 土曜日。
69 星期天 xīngqītiān 日曜日。
70 星期日 xīngqīrì 日曜日。
71 周一 zhōuyī 月曜日。
72 周二 zhōu'èr 火曜日。
73 周三 zhōusān 水曜日。
74 周四 zhōusì 木曜日。
75 周五 zhōuwǔ 金曜日。
76 周六 zhōuliù 土曜日。
77 周日 zhōurì 日曜日。
78 礼拜一 lǐbàiyī 月曜日。
79 礼拜二 lǐbài'èr 火曜日。
80 礼拜三 lǐbàisān 水曜日。
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81 礼拜四 lǐbàisì 木曜日。
82 礼拜五 lǐbàiwǔ 金曜日。
83 礼拜六 lǐbàiliù 土曜日。
84 礼拜天 lǐbàitiān 日曜日。
85 礼拜日 lǐbàirì 日曜日。
86 上星期一 shàng xīngqīyī 先週の月曜日。
87 下下星期一 xiàxià xīngqīyī 再来週の月曜日。
88 今天是星期一 jīntiān shì xīngqīyī 今日は月曜日。
89 明天是星期二 míngtiān shì xīngqī'èr 明日は火曜日。
90 后天是星期三 hòutiān shì xīngqīsān あさっては水曜日。
91 大后天是星期四 dàhòutiān shì xīngqīsì しあさっては木曜日。
92 昨天是星期天 zuótiān shì xīngqītiān 昨日は日曜日。
93 前天是星期六 qiántiān shì xīngqīliù おとといは土曜日。
94 大前天是星期五 dàqiántiān shì xīngqīwǔ さきおとといは金曜日。
95 你星期几休息? nǐ xīngqī jǐ xiūxi あなたは何曜日が休みですか。
96 我星期天休息 wǒ xīngqītiān xiūxi 私は日曜日に休みます。
97 周六和周日休息。 zhōu liù hé zhōu rì xiūxi 土曜日と日曜日は休み。
98 我星期天也有工作 wǒ xīngqītiān yě yǒu gōngzuò 私は日曜日も仕事があります。
99 星期天是工作日 xīngqítiān shì gōngzuòrì 日曜日は仕事日。
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