
No 中国語 ピンイン 日本語

1 过几天 guò jǐtiān 近日中に。近々。近いうちに。そのうち。
2 再过几天 zài guò jǐtiān あと数日で。
3 过两天 guò liǎng tiān ２日で。近日に。
4 过两三天 guò liǎng sān tiān ２〜３日で。近日に。
5 两三天内 liǎng sān tiān nèi ２〜３日のうちに。近日中に。
6 过一两天 guò yī liǎng tiān １〜２日で。
7 这几天 zhè jǐtiān この数日。ここ数日。この数日のうちに。
8 最近几天 zuìjìn jǐtiān 近々の数日で。近日に。
9 近期 jìnqī 近いうち。
10 近日 jìnrì このごろ。近日中。
11 近来 jìnlái このごろ。最近。
12 即日 jírì 近いうち。近日中。即日。当日。
13 日内 rìnèi 近日中。近いうち。
14 日后 rìhòu 将来。後日。
15 将来 jiānglái 将来。後日。
16 不久 bùjiǔ ほどなく。すぐに。そのうち。
17 前不久 qián bùjiǔ しばらく前。先ごろ。
18 不久前 bùjiǔ qián しばらく前。先ごろ。
19 不久以前 bùjiǔ yǐqián しばらく前。先ごろ。
20 一会儿 yīhuìr 短時間のうちに。まもなく。わずかな時間。
21 过一会儿 guò yīhuìr やがて。そのうち。
22 早晚 zǎowǎn 遅かれ早かれ。いずれ。朝と晩。
23 最近 zuìjìn 最近。近ごろ。近々。
24 改天 gǎitiān 日を改めて。後日。いずれまた。近日。
25 改日 gǎirì 後日。日を改めて。
26 过后 guòhòu あとで。後に。その後。
27 之后 zhīhòu あとで。その後。〜の後。〜後。〜の後ろ。
28 往后 wǎnghòu 今後。
29 往后 wǎng hòu 後ろの方向へ。
30 回头 huítóu しばらくしてから。後で。
31 过几天再会吧 guò jǐtiān zài huì ba 近いうちにまた会いましょう。
32 过几天能⻅你一面 guò jǐtiān néng jiàn nǐ yī miàn 近々あなたに会えるでしょう。
33 过几天再来吧 guò jǐtiān zài lái ba そのうちまた来て。
34 过几天就好了 guò jǐtiān jiù hǎo le そのうちよくなる。
35 过几天一起去吃饭吧 guò jǐtiān yīqǐ qù chīfàn ba そのうち食事でも行きましょう。
36 打算过几天去东京 dǎsuàn guò jǐtiān qù Dōngjīng 近日中に東京に行くつもり。
37 再过几天就是中秋节了 zài guò jǐtiān jiùshì zhōngqiūjié le 数日で中秋節になります。
38 再过几天梨树就要开花了 zài guò jǐtiān lí shù jiù yào kāihuā le 数日で梨の木は開花します。
39 过两天再来吧 guò liǎng tiān zài lái ba 近日また来て。
40 过两天再说吧 guò liǎng tiān zài shuō ba また近いうちにしよう。
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41 过两天吧 guò liǎng tiān ba また近いうちに。
42 打算再过两三天回大阪 dǎsuàn zài guò liǎng sān tiān huí Dàbǎn ２、３日で大阪に帰る予定です。
43 两三天内跟你联系 liǎng sān tiān nèi gēn nǐ liánxì ２、３日内にあなたに連絡します。
44 过一两天之后就会正常 guò yī liǎng tiān zhīhòu jiù huì zhèngcháng １、２日たてば正常になる。
45 预计中的高峰期就在这几天 yùjì zhōng de gāofēngqī jiù zài zhè jǐtiān 予想されるピーク期間はこの数日間です。
46 最近几天估计不会下雨 zuìjìn jǐtiān gūjì bù huì xiàyǔ この数日は雨は降らないと見通す。
47 近期内可以给你答复 jìnqí nèi kěyǐ gěi nǐ dáfù 近いうちに回答できます。
48 近期开业 jìnqí kāiyè 近日開店。
49 近期要结婚 jìnqí yào jiéhūn 近々結婚する。
50 近日公开 jìnrì gōngkāi 近日公開。
51 近日我将去拜访您 jìnrì wǒ jiāng qù bàifǎng nín 近いうちにお伺いいたします。
52 近日内将可以实现 jìnrì nèi jiāng kěyǐ shíxiàn 近い将来に実現する。
53 我近来工作很忙 wǒ jìnlái gōngzuò hěn máng 私は近ごろ仕事が忙しい。
54 近来天气不正常 jìnlái tiānqì bù zhèngcháng 近ごろ天気がおかしい。
55 货物即日可到 huòwù jírì kě dào 品物は近日中に到着する。
56 大会将于日内举行 dàhuì jiāng yú rìnèi jǔxíng 大会は近いうちに行なわれるであろう。
57 日后通知 rìhòu tōngzhī 追って通知する。
58 不远的将来 bù yuǎn de jiānglái 遠くない将来。
59 不久的将来 bùjiǔ de jiānglái 遠くない将来。
60 遥远的将来 yáoyuǎn de jiānglái 遠い将来。
61 将来的事拜托了 jiānglái de shì bàituō le あとの事は頼みます。
62 他不久会来吧 tā bùjiǔ huì lái ba 彼は間もなくくるだろう。
63 不久就会回来吧 bùjiǔ jiù huì huílái ba そのうち戻ってくるだろう。
64 水库不久就完工 shuǐkù bùjiǔ jiù wángōng ダムは近々完成する。
65 前不久七岁了 qián bùjiǔ qī suì le この前、七歳になりました。
66 不久前的地震 bùjiǔ qián de dìzhèn 先ごろの地震。
67 不久以前他来过这里 bùjiǔ yǐqián tā lái guò zhèli すこし前、彼はここに来たことがある。
68 等一会儿 děng yīhuìr しばらく待つ。
69 过一会儿就去 guò yīhuìr jiù qù 後から行く。しばらくしたら行く。
70 一会儿就开始 yīhuìr jiù kāishǐ まもなく始まる。
71 一会儿就完了 yīhuìr jiù wán le もう少しで終わる。
72 雨早晚会停的 yǔ zǎowǎn huì tíng de いずれ雨は上がる。
73 他早晚会知道真相的 tā zǎowǎn huì zhīdào zhēnxiàng de 彼は遅かれ早かれ真実を知るでしょう。
74 最近我忘性大 zuìjìn wǒ wàngxing dà 近ごろ私は物忘れがひどい。
75 最近就要结婚 zuìjìn jiù yào jiéhūn 近々結婚します。
76 改天⻅ gǎitiān jiàn そのうちまた。
77 改天再⻅ gǎitiān zàijiàn 近いうちにまた会いましょう。
78 改天再会吧 gǎitiān zàihuì ba そのうちお会いしましょう。
79 改天再说吧 gǎitiān zàishuō ba 又の日にしましょう。
80 改日再谈 gǎirì zài tán 日を改めてまた話ししましょう。
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81 改日再来 gǎirì zài lái 日を改めてまた来ます。
82 改日拜访 gǎirì bàifǎng 日を改めてお伺いします。
83 这个问题过后再说 zhège wèntí guòhòu zài shuō この問題は後回しにしよう。
84 过后给你打电话 guòhòu gěi nǐ dǎ diànhuà 後で電話します。
85 之后再说吧 zhīhòu zài shuō ba 後でまた話そう。
86 这之后去咖啡厅 zhè zhīhòu qù kāfēitīng このあと喫茶店に行く。
87 往后我们要加倍努力 wǎnghòu wǒmen yào jiābèi nǔlì 今後、私たちはいっそう努力しなければならない。
88 回头⻅ huítóu jiàn またあとで。
89 回头再谈吧 huítóu zài tán ba あとでまた話そう。
90 回头去拜访你 huítóu qù bàifǎng nǐ のちほどお伺いします。
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