
No 中国語 ピンイン 日本語

1 时 shí 〜の時。時間。いつも。しばしば。
2 时间 shíjiān 時間。
3 时候 shíhou 〜の時。時。時期。
4 时刻 shíkè 〜の時。時刻。時間。いつも。常に。
5 时期 shíqī ある特定の時期。
6 时分 shífèn 〜の時。時刻。時間。
7 一时 yīshí 一時期。すこしの間。急に。時には〜。
8 一刻 yīkè 短い時間。１５分。
9 季节 jìjié 季節。シーズン。
10 时节 shíjié 季節。時節。時。時期。
11 前后 qiánhòu 〜の頃。始めから終わりまでの時間。空間の前と後ろ。
12 关头 guāntóu 山場。分かれ目。
13 这关头 zhè guāntóu この肝心なとき。
14 〜之际 〜 zhījì 〜のとき。
15 会儿 huìr しばらくの時間。
16 一会儿 yīhuìr しばらくの時間。まもなく。
17 会子 huìzi しばらくの時間。
18 一会子 yīhuìzi しばらくの時間。
19 时机 shíjī 時機。チャンス。
20 那时 nà shí その時。あの頃。当時。
21 那时候 nà shíhou その時。あの頃。当時。そのうち。
22 那时候儿 nà shíhour その時。あの頃。当時。そのうち。
23 那会儿 nà huìr その時。あの頃。当時。
24 那会子 nà huìzi その時。あの頃。当時。
25 那个时候 nàge shíhou その時。あの頃。当時。
26 那些年 nàxiē nián あの頃。
27 那些日子 nàxiē rìzi あの頃。その頃。
28 那程子 nà chéngzi あの頃。その頃。
29 其时 qíshí その時。この時。
30 尔时 ěrshí あの時。その時。
31 尔日 ěrrì あの日。その日。
32 恁时 nènshí あの時。その時。
33 当时 dāngshí 当時。その頃。
34 当时 dàngshí ちょうどその時。すぐさま。
35 当年 dāngnián 当時。壮年。
36 当年 dàngnián その年のうち。
37 当初 dāngchū 当時。かつて。最初。
38 正在那个时候 zhèngzài nàge shíhou ちょうどその時。
39 正好这个时候 zhènghǎo zhège shíhou ちょうどその時。
40 正当其时 zhèngdāng qí shí ちょうどその時。
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41 正当这时候 zhèngdāng zhè shíhou ちょうどその時。
42 就在这时 jiù zài zhè shí ちょうどその時。
43 就在这时候 jiù zài zhè shíhou ちょうどその時。
44 就在这时光 jiù zài zhè shíguāng ちょうどその時。
45 当口儿 dāngkour ちょうどその時。
46 就在当口儿 jiù zài dāngkour ちょうどその時。
47 当儿 dāngr ちょうどその時。すき間。
48 这当儿 zhè dāngr ちょうどその時。
49 此时此刻 cǐshí cǐkè ちょうどその時。今このとき。
50 到时候 dào shíhou その時になったら。
51 到了那时候 dào le nà shíhou その時になったら。
52 这时 zhè shí このとき。
53 这时候 zhè shíhou このとき。このごろ。
54 这个时候 zhège shíhou このとき。このごろ。
55 此时 cǐ shí このとき。
56 现在这个时候 xiànzài zhège shíhou 今の時点。今このとき。
57 今天这个时候 jīntiān zhège shíhou 今日このごろ。
58 最近 zuìjìn 最近。近ごろ。近々。
59 如今 rújīn 近ごろ。最近。
60 近来 jìnlái このごろ。
61 这些日子 zhèxiē rìzi このごろ。
62 这会儿 zhè huìr 今。今ごろ。今時分。この時。その時。
63 这会子 zhè huìzi 今。今ごろ。今時分。この時。その時。
64 时代 shídài 人生のある時期。歴史上の時代。
65 年代 niándài 年代。時代。時期。
66 年月 niányue 時代。年月。月日。
67 年头儿 niántóur 時代。⾜かけ〜年。⻑年。収穫。
68 年华 niánhuā 歳月。年月。年齢。
69 说话时 shuōhuà shí 話しているとき。
70 做菜时 zuòcài shí 調理のとき。
71 开会时 kāihuì shí 会議のとき。
72 生气时 shēngqì shí 腹が立つとき。
73 年轻时 niánqīng shí 若いとき。
74 年轻的时候 niánqīng de shíhou 若いとき。
75 年轻时代 niánqīng shídài 若いころ。
76 十八岁时 shíbā suì shí １８歳のとき。
77 地震时 dìzhèn shí 地震のとき。
78 有空时 yǒu kòng shí ひまがあるとき。
79 有困难时 yǒu kùnnán shí 困ったとき。
80 正午时 zhèngwǔ shí 昼どき。
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81 买电脑时 mǎi diànnǎo shí コンピューターを買うとき。
82 关键时刻 guānjiàn shíkè 肝心なとき。正念場。
83 危急关头 wéijí guāntóu 土壇場。さし迫ったとき。
84 紧急关头 jǐnjí guāntóu あわやというとき。いざというとき。
85 紧要关头 jǐnyào guāntóu 瀬⼾際。⼤事なとき。
86 最后关头 zuìhòu guāntóu 瀬⼾際。⼤事なとき。
87 一旦有时 yīdàn yǒu shì いざというとき。
88 做错事的时候 zuò cuò shì de shíhou ミスしたとき。
89 伤心的时候 shāngxīn de shíhou 心を痛めるとき。悲しいとき。
90 悲伤的时候 bēishāng de shíhou 悲しいとき。
91 忙的时候 máng de shíhou 忙しいとき。
92 火灾的时候 huǒzāi de shíhou 火災のとき。
93 三十岁的时候 sānshí suì de shíhou ３０歳のとき。
94 小时候 xiǎoshíhou 小さい頃。子供のとき。
95 儿童时代 értóng shídài 子ども時代。
96 有时候 yǒu shíhou あるとき。時には。
97 有时 yǒushí あるとき。時には。
98 开⻋的时候 kāichē de shíhou 車を運転するとき。
99 吃饭的时候 chīfàn de shíhou 食事のとき。
100 方便的时候 fāngbiàn de shíhou 都合のよいとき。
101 出门的时候 chūmén de shíhou 家を出るとき。出かけるとき。
102 正打算出门的时候 zhèng dǎsuan chūmén de shíhou ちょうど出かけようとしたとき。
103 初次⻅面时 chūcì jiànmiàn shí 初めて会う時。初めて会った時。
104 第一次⻅面时 dì yī cì jiànmiàn shí 初めて会う時。初めて会った時。
105 初次⻅面的时候 chūcì jiànmiàn de shíhou 初めて会う時。初めて会った時。
106 我们初次⻅面的时候 wǒmen chūcì jiànmiàn de shíhou 私たちが初めて会った時。
107 上次⻅面时 shàng cì jiànmiàn shí この前会った時。
108 下次⻅面时 xià cì jiànmiàn shí 今度会った時。
109 在时间许可的时候 zài shíjiān xǔkě de shíhou 時間の許す時に。
110 在意⼤利的时候 zài yìdàlì de shíhou イタリアにいたとき。
111 樱花开放的时候 yīnghuā kāifàng de shíhòu 桜の咲く頃。
112 在樱花盛开的季节 zài yīnghuā shèngkāi de jìjié 桜の咲く頃に。
113 在上高中的时候 zài shàng gāozhōng de shíhou 高校生のとき。
114 学生时代 xuésheng shídài 学生時代。
115 ⼤学时 dàxué shí ⼤学のとき。
116 临别之际 línbié zhī jì 別れのとき。
117 毕业之际 bìyè zhī jì 卒業のとき。
118 掌灯时分 zhǎngdēng shífēn 明かりがともる頃。
119 ⻩昏时分 huánghūn shífēn たそがれどき。
120 ⻘春岁月 qīngchūn suìyuè ⻘春時代。
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121 ⻘春年华 qīngchūn niánhuá ⻘春時代。
122 少年时代 shàonián shídài 少年少女時代。
123 童年时代 tóngnián shídài 子ども時代。
124 ⼤学时期 dàxué shíqí ⼤学時代。
125 新时代 xīn shídài 新しい時代。
126 未来的时代 wèilái de shídài これからの時代。
127 战争年代 zhànzhēng niándài 戦争の時代。
128 原始时代 yuánshǐ shídài 原始時代。
129 此一时, 彼一时 cǐ yī shí, bǐ yī shí あのときはあのとき、今は今。
130 什么样的场合 shénme yàng de chǎnghé どういうとき。どういう場合。どういう場面。
131 那时候还年轻 nà shíhòu hái niánqīng あの頃はまだ若かった。
132 真怀念那个时候 zhēn huáiniàn nàge shíhòu あの頃が懐かしい。
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