
No 中国語 ピンイン 日本語

1 正在 zhèngzài ちょうど〜しているところ。
2 正在〜时 zhèngzài ~shí 〜の最中。
3 正在〜时候 zhèngzài ~shíhòu 〜の最中。
4 〜中 ~zhōng 〜しているところ。まん中。中⼼。〜の内。
5 正在〜中 zhèngzài ~zhōng 〜の最中。
6 在〜中 zài ~zhōng 〜の中において。〜中。
7 中途 zhōngtú 途中。
8 途中 túzhōng 途中。
9 半途 bàntú 途中。
10 半路 bànlù 途中。
11 半路儿 bànlùr 途中。
12 路上 lùshang 途中。道中。道路の上。
13 中间 zhōngjiān 中。内側。中⼼。まん中。間。
14 当中 dāngzhōng まん中。〜の間。
15 居中 jūzhōng まん中。中間。中に立つ。
16 正中 zhèngzhōng まん中。
17 正当 zhèngdāng ちょうど〜の時期に当たる。
18 正当 zhèngdàng 正当だ。人柄が正直だ。
19 正当中 zhèngdāngzhōng ちょうど真ん中。
20 正中间 zhèngzhōngjiān ちょうど真ん中。
21 中央 zhōngyāng 中央。まん中。最高指導機関。
22 中期 zhōngqī 中期。
23 期中 qīzhōng 年度や学期の中間。
24 二者之间 èr zhě zhī jiān 両者の間。両者の中間。
25 半截 bànjié 半分。
26 半截儿 bànjiér 半分。
27 半截子 bànjiézi 中途半端なもの。
28 正在动工 zhèngzài dònggōng 工事中。
29 正在修路 zhèngzài xiūlù 道路工事中。
30 正在施工 zhèngzài shīgōng 施工中。
31 正在修复 zhèngzài xiūfù 現在復旧修理中。
32 正在装修 zhèngzài zhuāngxiū 改装中。
33 正在修建 zhèngzài xiūjiàn 建設中。
34 正在工作 zhèngzài gōngzuò 作業中。仕事の最中。
35 现在正在使用 xiànzài zhèngzài shǐyòng 只今使用中。
36 现在正在准备 xiànzài zhèngzài zhǔnbèi 只今準備中。
37 现在正在开会 xiànzài zhèngzài kāihuì 只今会議中。
38 现在正在吃饭 xiànzài zhèngzài chīfàn 只今食事中。
39 现在正在从公司回家 xiànzài zhèngzài cóng gōngsī huí jiā いま会社から家に帰っているところ。
40 会议正在进行 huìyì zhèngzài jìnxíng 会議は進行中。
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41 正在说你呢 zhèngzài shuō nǐ ne あなたのうわさをしていたところだ。
42 正在接待客人 zhèngzài jiēdài kèrén 接客中。
43 正在找对象 zhèngzài zhǎo duìxiàng 恋人を探しているところ。恋人募集中。
44 我正在忙着 wǒ zhèngzài máng zhe 私は忙しい最中だ。
45 她正在做饭 tā zhèngzài zuò fàn 彼女は食事をつくっているところ。
46 他正在住院 tā zhèngzài zhùyuàn 彼は入院中。
47 樱花正在盛开 yīnghuā zhèngzài shèngkāi 桜は満開の最中。桜はちょうど見ごろ。
48 台⻛正在向北移动 táifēng zhèngzài xiàng běi yídòng 台風は北に移動中。
49 正在越来越红 zhèngzài yuè lái yuè hóng 人気上昇中。
50 正在做 zhèngzài zuò いまやってる。
51 目前正在研究 mùqián zhèngzài yánjiū 目下検討中。
52 现在正在思考 xiànzài zhèngzài sīkǎo 今考えてる途中。
53 正在通话时电话断了 zhèngzài tōnghuà shí diànhuà duàn le 通話中に電話が切れた。
54 正在开会时候就发生了地震 zhèngzài kāihuì shíhòu jiù fāshēng le dìzhèn 会議の最中に地震が起こった。
55 我现在在工作中 wǒ xiànzài zài gōngzuò zhōng 私は今仕事中です。
56 在比赛中出了问题 zài bǐsài zhōng chū le wèntí 試合中にトラブルが発生した。
57 正在准备中 zhèngzài zhǔnbèi zhōng 準備中。
58 正在营业中 zhèngzài yíngyè zhōng 営業中。
59 正在进行中 zhèngzài jìnxíng zhōng 進行中。
60 在逆境中奋起 zài nìjìng zhōng fènqǐ 逆境の中で立ち上がる。
61 在研究中 zài yánjiū zhōng 研究中。
62 中途下⻋ zhōngtú xià chē 途中下車。
63 中途退席 zhōngtú tuìxí 途中退席。
64 中途录用 zhōngtú lùyòng 中途採用。
65 从中途返回 cóng zhōngtú fǎnhuí 途中から引き返す。
66 送到中途 sòng dào zhōngtú 途中まで見送る。
67 中途停止工作 zhōngtú tíngzhǐ gōngzuò 途中で仕事をやめる。
68 会议途中 huìyì túzhōng 会議の途中。
69 回家途中 huíjiā túzhōng 家に帰る途中。
70 去学校的途中 qù xuéxiào de túzhōng 学校へ行く途中。
71 半途而废 bàntú ér fèi やりかけて途中で投げ出す。途中でやめる。
72 在半路下⻋ zài bànlù xià chē 途中で下車する。
73 走到半路转回来 zǒu dào bànlù zhuǎn huílái 途中まで行って引き返す。
74 回家的路上 huí jiā de lùshang 帰宅の途中。
75 散步的路上 sànbù de lùshang 散歩の途中。
76 去公司的路上 qù gōngsī de lùshang 会社に行く途中。
77 工作中间 gōngzuò zhōngjiān 仕事の合間。
78 电视节目中间 diànshì jiémù zhōngjiān テレビ番組の途中。
79 中间报告 zhōngjiān bàogào 中間報告。
80 中间公报 zhōngjiān gōngbào 中間発表。
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81 河当中 hé dāngzhōng 川の真ん中。
82 弟兄三个里居中 dìxiōng sān ge lǐ jūzhōng 三人兄弟の真ん中。
83 屋子的正中 wūzi de zhèngzhōng 部屋の真ん中。
84 春花烂漫正当时 chūnhuā lànmàn zhèngdàng shí 春爛漫の花盛りの最中。
85 靶子的正当中 bǎzi de zhèngdāngzhōng 的(まと)の真ん中。
86 期间的正中间 qíjiān de zhèngzhōngjiān 期間の中日。
87 沙漠中央 shāmò zhōngyāng 砂漠の真ん中。
88 中期汇报 zhōngqí huìbào 中間答申。
89 期中考试 qízhōng kǎoshì 中間試験。
90 斡旋于二者之间 wòxuán yú èr zhě zhī jiān 両者の中間で仲介する。
91 话说到半截 huà shuō dào bànjié 途中まで話する。
92 不做半截子工作 bù zuò bànjiézi gōngzuò 中途半端な仕事をしない。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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