
No 中国語 ピンイン 日本語

1 开 kāi 〜し始める。開く。分かれる。広がる。
2 开头 kāitóu 始める。最初に始める。
3 开头儿 kāitóur 始める。最初に始める。
4 开始 kāishǐ 始まる。始める。着手する。初めの段階。
5 开端 kāiduān 始まり。
6 开局 kāijú 作業や活動が始まる。序盤戦。
7 开会 kāihuì 会を始める。会議をする。
8 开张 kāizhāng 営業を始める。開店する。物事を始める。
9 开演 kāiyǎn 芝居や映画が開演する。
10 开场 kāichǎng 芝居や映画が始まる。活動が始まる。
11 始于 shǐyú 〜から始まる。
12 着手 zhuóshǒu 着手する。取りかかる。
13 动手 dòngshǒu 開始する。とりかかる。手を触れる。手を出す。
14 下手 xiàshǒu 手を下す。着手する。下座。助手。
15 入手 rùshǒu 着手する。手に入れる。
16 发动 fādòng 行動を始める。動員する。エンジンなど始動させる。
17 开动 kāidòng 始動させる。運転する。
18 原先 yuánxiān はじめ。もともと。最初。以前の。
19 首先 shǒuxiān まず最初に。第一に。
20 起初 qǐchū 最初は。
21 最初 zuìchū 最初。初め。
22 当初 dāngchū 最初。当時。かつて。
23 初次 chūcì 初めて。
24 首次 shǒucì 最初の。初めての。
25 第一次 dì yī cì 最初の。初めての。第一回。
26 第一回 dì yī huí 第一回。一回戦。第一ラウンド。
27 头一次 tóu yī cì 初めて。第一回。
28 头一回 tóu yī huí 初めて。第一回。
29 头 tóu 第一の。最初の。頭。先端。家畜を数えることば。
30 从头 cóngtóu 最初から。改めて。もう一度。
31 打头 dǎtóu 初めから。上前をはねる。先頭に立つ。
32 打头儿 dǎtóur 初めから。上前をはねる。先頭に立つ。
33 起 qǐ 始まる。起きる。下から上にあがる。〜から。
34 起头 qǐtóu 始める。初め。
35 起头儿 qǐtóur 始める。初め。
36 起点 qǐdiǎn 出発点。競技のスタート地点。
37 起跑 qǐpǎo 競争でスタートする。走りだす。スタート。
38 起动 qǐdòng 起動する。始動する。
39 起因 qǐyīn 起因。原因。
40 起来 qǐlai 〜し始める。〜上がる。起床する。奮起する。
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41 起源 qǐyuán 起源。〜に始まる。
42 来源 láiyuán 出どころ。〜から始まる。〜から⽣まれる。
43 缘起 yuánqǐ 事の原因。起因。趣意書。
44 揭幕 jiēmù 除幕する。開幕する。
45 开幕 kāimù 幕が開く。会議や式典が始まる。
46 序幕 xùmù プロローグ。幕開け。
47 初期 chūqī 初期。
48 创 chuàng 始める。新しく作る。
49 创办 chuàngbàn 新しく事業を始める。
50 创设 chuàngshè 創設する。条件を作る。
51 开办 kāibàn 施設を開設する。
52 兴办 xīngbàn 創立する。創業する。
53 开创 kāichuàng 新しく切り開く。創始する。創立する。
54 前列 qiánliè 最前列。先頭。
55 排头 páitóu 列の先頭。
56 先头 xiāntóu 列の先頭。先。以前。前。前方。
57 结束 jiéshù 終わる。
58 结局 jiéjú 結末。
59 结尾 jiéwěi 最終的な段階。終わる。
60 了结 liǎojié 解決する。終える。
61 了却 liǎoquè 解決する。
62 末尾 mòwěi 末尾。最後。最後の段階。
63 末了 mòliǎo 最後。後ろ。おしまいの頃。
64 末了儿 mòliǎor 最後。後ろ。おしまいの頃。
65 末末了儿 mòmòliǎor 最後。
66 收尾 shōuwěi 結末をつける。終わる。文章の末尾。締めくくり。
67 过去 guòqù ある時期が過ぎ去る。他の地点に向かう。過去。
68 完 wán 終わる。完結する。終える。
69 做完 zuòwán やり終える。
70 完结 wánjié 完了する。
71 完毕 wánbì 完了する。
72 完成 wánchéng 成し遂げる。完成させる。
73 完蛋 wándàn 一巻の終わりとなる。くたばる。死ぬ。
74 终结 zhōngjié 終結する。
75 终止 zhōngzhǐ 終わらせる。停止する。
76 中止 zhōngzhǐ 途中でやめる。停止する。
77 停止 tíngzhǐ 停止する。止める。止む。
78 止 zhǐ 止まる。やめる。終わる。抑える。ただ。のみ。
79 终了 zhōngliǎo 終わる。終了する。
80 终局 zhōngjú 終わる。結局。結末。
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81 终点 zhōngdiǎn 終点。スポーツのゴール。
82 球门 qiúmén サッカーやホッケーのゴール。
83 告终 gàozhōng 終わりを告げる。終わる。
84 尾 wěi 末端。末尾。しっぽ。魚を数えることば。
85 尽头 jìntóu 果て。終わり。
86 止境 zhǐjìng 行き止まり。
87 最后 zuìhòu 最後。一番後ろ。
88 闭会 bìhuì 閉会する。
89 散会 sànhuì 会が終わる。散会する。
90 休会 xiūhuì 休会する。
91 落幕 luòmù 閉幕する。終了する。
92 闭幕 bìmù 舞台の幕が下りる。会議や催しが終わる。
93 尾声 wěishēng フィナーレ。終結部。大詰めの段階。
94 收场 shōuchǎng 結末。終わり。終わらせる。結末をつける。
95 终场 zhōngchǎng 芝居や試合が終わる。最終試験を終える。
96 关张 guānzhāng 閉店する。
97 期满 qīmǎn 満期になる。
98 已满 yǐ mǎn すでにいっぱいになる。満たす。
99 末日 mòrì 死亡、滅亡の日。世界終末の日。
100 末期 mòqī 末期。終期。
101 排尾 páiwěi 列の最後尾。
102 起迄 qǐqì 始めと終わり。
103 始终 shǐzhōng 始めから終わりまでの間。全過程。終始。始めから終わりまでずっと。

104 自始至终 zì shǐ zhì zhōng 始めから終わりまで。終始。
105 从头到尾 cóng tóu dào wěi 始めから終わりまで。終始。
106 好, 开始了 hǎo, kāishǐ le さあ、始めるぞ。
107 该开始了 gāi kāishǐ le さあ、始めるぞ。
108 来啊, 开始吧 lái a, kāishǐ ba さあ、始めよう。
109 那么, 就开始吧 nàme, jiù kāishǐ ba じゃあ、始めよう。
110 暂且开始吧 zànqiě kāishǐ ba ひとまず始めよう。
111 快开始吧 kuài kāishǐ ba さあ始めよう。早く始めよう。
112 那个还没开始 nàge hái méi kāishǐ それはまだ始まっていません。
113 那么⻢上开始好吗? nàme mǎshàng kāishǐ hǎo ma ではそろそろ始めていいですか。
114 首先做什么? shǒuxiān zuò shénme まず始めに何をする。
115 开始工作 kāishǐ gōngzuò 仕事をし始める。
116 工作还没开始 gōngzuò hái méi kāishǐ 仕事はまだ始まっていない。
117 开始活动 kāishǐ huódòng 活動を始める。
118 现在开始开会 xiànzài kāishǐ kāihuì 今から会議を始めます。
119 开始新⽣活 kāishǐ xīnshēnghuó 新⽣活を始める。
120 花儿开始开放 huār kāishǐ kāifàng 花が咲き始める。
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121 从头儿学起 cóngtóur xué qǐ 最初から学び始める。
122 由谁开始? yóu shéi kāishǐ 誰から始める。
123 从谁开始? cóng shéi kāishǐ 誰から始める。
124 始于何时? shǐyú héshí いつ始まったのか。
125 从今天开始 cóng jīntiān kāishǐ 今日から始める。
126 由今天开始 yóu jīntiān kāishǐ 今日から始める。
127 请你先开个头儿 qǐng nǐ xiān kāi ge tóur まずあなたから始めてください。
128 我从哪儿说起呢? wǒ cóng nǎr shuō qǐ ne 私は何から話し始めようか。
129 你从起头儿再说一遍 nǐ cóng qǐtóur zàishuō yībiàn 始めからもう一度話をしてください。
130 从头儿做起 cóngtóur zuò qǐ 初めからやる。
131 发动进攻 fādòng jìngōng 攻撃を始める。
132 发动战争 fādòng zhànzhēng 戦争を始める。
133 动刀兵 dòng dāobīng 戦争を始める。
134 下起雨来了 xià qǐ yǔ lái le 雨が降りだした。
135 你从一开始就知道了吧 nǐ cóng yī kāishǐ jiù zhīdào le ba あなた、始めから分かっていたんでしょう。
136 万般起头难 wànbān qǐtóu nán 何事も始めが難しい。
137 什么事都是开头最重要 shénme shì dōu shì kāitóu zuì zhòngyào 何事も始めが最も重要だ。
138 凡事开头最重要 fánshì kāitóu zuì zhòngyào 何事も始めが最も重要だ。
139 又重新开始 yòu chóngxīn kāishǐ また新たに始める。
140 开始自己新的人⽣ kāishǐ zìjǐ xīn de rénshēng 第二の人⽣を始める。
141 第一次上班 dì yī cì shàngbān 仕事始め。
142 感冒初期 gǎnmào chūqí 風邪の引き始め。
143 近代史的开端 jìndài shǐ de kāiduān 近代史の始まり。
144 事情的起因 shìqing de qǐyīn 事の始まり。
145 到此为止 dào cǐ wéizhǐ ここまでで終わりにする。
146 工作结束 gōngzuò jiéshù 仕事が終わる。
147 工作完毕 gōngzuò wánbì 仕事が終わる。
148 完成工作 wánchéng gōngzuò 仕事を終える。
149 完成任务 wánchéng rènwù 任務を終える。
150 短期就结束 duǎnqí jiù jiéshù 短期間で終わる。
151 短时间就完 duǎn shíjiān jiù wán 短時間で終わる。
152 今天到此结束 jīntiān dào cǐ jiéshù 今日はこれで終わりにする。
153 这件事到此结束 zhè jiàn shì dào cǐ jiéshù この件はこれで終わり。
154 就此结束 jiù cǐ jiéshù これで終わりとする。
155 到此结束 dào cǐ jiéshù これで終わりです。
156 今天的工作到此结束吧 jīntiān de gōngzuò dào cǐ jiéshù ba 今日の仕事はこれで終わりにしよう。
157 今天就到这儿吧 jīntiān jiù dào zhèr ba 今日はここまでにしましょう。
158 今天的工作还没终了 jīntiān de gōngzuò hái méi zhōngliǎo 今日の仕事はまだ終わっていない。
159 公司五点结束 gōngsī wǔ diǎn jiéshù 会社は５時で終わり。
160 一天过去 yītiān guòqù １日が終わる。
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161 这样早会就结束了 zhèyàng zǎohuì jiù jiéshù le これで朝礼を終わります。
162 疫情何时结束? yìqíng hé shí jiéshù 疫病の流行状況はいつ終わりますか。
163 还差一点儿就完了 hái chà yīdiǎnr jiù wán le あと少しで終わります。
164 再有一会儿就完 zài yǒu yīhuǐr jiù wán あと少しで終わります。
165 今天完不成了 jīntiān wánbuchéng le 今日終わりそうにない。
166 比赛快要结束了 bǐsài kuàiyào jiéshù le 試合はもうすぐ終わります。
167 明天休假就要结束了 míngtiān xiūjià jiù yào jiéshù le 明日で休日は終わりです。
168 我觉得一切都结束了 wǒ juéde yīqiè dōu jiéshù le 私は全てが終わったと思った。
169 旺季也要告终了 wàngjì yě yào gàozhōng le シーズンも終わりを告げる。
170 这项工程将近完成 zhè xiàng gōngchéng jiāngjìn wánchéng この工事はまもなく終わる。
171 暑假快要结束了 shǔjià kuàiyào jiéshù le 夏休みはもうすぎ終わる。
172 接近末尾 jiējìn mòwěi 終わりに近づく。
173 旅途的终点 lǚtú de zhōngdiǎn 旅の終わり。
174 学习是没有尽头的 xuéxí shì méiyǒu jìntóu de 学習に終わりはない。
175 学无止境 xué wú zhǐjìng 学びに終わりはない。
176 服役期满 fúyì qīmǎn 兵役が終わる。
177 刑期已满 xíngqí yǐ mǎn 刑期が終わる。
178 圆满完成 yuánmǎn wánchéng 成功に終わる。
179 圆满结束 yuánmǎn jiéshù 成功に終わる。
180 以失败告终 yǐ shībài gàozhōng 失敗に終わる。
181 以大团圆结束 yǐ dà tuányuán jiéshù ハッピーエンドに終わる。
182 吃完 chīwán 食べ終わる。
183 听完 tīngwán 終わりまで聞く。
184 听到最后 tīng dào zuìhòu 終わりまで聞く。
185 了结一⽣ liǎojié yīshēng 一⽣を終える。
186 结束自己的一⽣ jiéshù zìjǐ de yīshēng 一⽣を終える。
187 十五世纪末期 shíwǔ shìjì mòqí １５世紀終わり。
188 世界末日 shìjiè mòrì 世界の終わり。
189 从头到尾一直保持沉默 cóngtóudàowěi yīzhí bǎochí chénmò 始めから終わりまで沈黙を通した。
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