
No 中国語 ピンイン 日本語

1 继续 jìxù 継続する。
2 接 jiē 継続する。続ける。接続する。引き継ぐ。受け取る。迎える。

3 接着 jiēzhe 続けて。続く。手でつかまえる。受け取る。
4 接续 jiēxù 継続する。
5 持续 chíxù 間断なく続く。持続する。
6 连续 liánxù 連続する。
7 延续 yánxù 延⻑する。継続する。
8 坚持 jiānchí 堅持する。
9 保持 bǎochí 保持する。現状を維持する。
10 维持 wéichí 維持する。保つ。守り支える。
11 连 lián 続けて。続けざまに。つなぐ。〜を含んで。〜さえも。
12 连着 liánzhe 続けて。続けざまに。
13 一连 yīlián 絶え間なく。続けて。軍隊の中隊。
14 一连串 yīliánchuàn 一連の。続けざまの。
15 接连 jiēlián 次々と続いて。
16 不断 bùduàn 絶え間なく。とぎれない。絶えない。
17 不停 bùtíng とまらない。
18 一直 yīzhí 途切れることなくずっと。まっすぐに。〜までみな。
19 接下来 jiēxiàlai 続いて。次に。
20 接二连三 jiē èr lián sān 次から次へと続く。立て続けに。
21 连上 liánshàng 物と物をつなぐ。
22 连接 liánjiē つながる。つなぐ。
23 衔接 xiánjiē つながる。つなぐ。
24 后 hòu 時間的に後。〜したあと。裏。奥。
25 后来 hòulái その後。後から来る。
26 然后 ránhòu その後。それから。
27 而后 érhòu その後。それから。
28 其后 qíhòu その後。
29 以后 yǐhòu 以後。
30 继续工作 jìxù gōngzuò 仕事を続ける。
31 继续学习 jìxù xuéxí 勉強を続ける。
32 继续进行交涉 jìxù jìnxíng jiāoshè 交渉を続行する。
33 沉默继续着 chénmò jìxù zhe 沈黙が続いた。
34 继续不停 jìxù bù tíng 休まず続ける。
35 请继续 qǐng jìxù どうぞ続けてください。
36 雨会再继续下几个小时吧 yǔ huì zài jìxù xià jǐ ge xiǎoshí ba 雨はあと数時間続くだろう。
37 接他的工作 jiē tā de gōngzuò 彼の仕事を引き継ぐ。
38 接下⻚ jiē xià yè 次のページに続く。
39 接着说 jiēzhe shuō 続けて話す。
40 大家接着谈 dàjiā jiēzhe tán みなさん続けて話ししてください。
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41 我到了大阪, 接着又到了京都 wǒ dào le Dàbǎn, jiēzhe yòu dào le Jīngdū わたしは大阪へ行き、つづけて京都へ行った。
42 接续前⻚ jiēxù qián yè 前ページから続く。
43 接续奋斗 jiēxù fèndòu 奮闘し続ける。
44 持续晴天 chíxù qíngtiān 晴天が続く。
45 持续下雨 chíxù xià yǔ 雨が続く。
46 经济持续发展 jīngjì chíxù fāzhǎn 経済が引き続き発展する。
47 这种情况会持续到什么时候? zhè zhǒng qíngkuàng huì chíxù dào shénme shíhòu この状況がいつまで続く。
48 连续三次 liánxù sān cì 三回連続。
49 连续电视剧 liánxù diànshìjù 連続テレビドラマ。
50 连续号码 liánxù hàomǎ 通し番号。
51 连续练习三小时 liánxù liànxí sān xiǎoshí 通しで三時間練習する。
52 连续晴天 liánxù qíngtiān 晴天が続く。
53 连续是好天气 liánxù shì hǎo tiānqì いい天気が続く。
54 至少延续到六月份 zhìshǎo yánxù dào liù yuèfèn 少なくとも６月までつづく。
55 审判延续了六天 shěnpàn yánxù le liù tiān 裁判は６日間続いた。
56 这个惯例一直延续着 zhège guànlì yīzhí yánxù zhe この習慣はずっと続いている。
57 坚持戒烟 jiānchí jièyān 禁煙をやり通す。
58 坚持到底 jiānchí dàodǐ とことんやり通す。
59 每天坚持一小时的走路 měitiān jiānchí yī xiǎoshí de zǒulù 一時間の歩行を毎日続ける。
60 保持联系 bǎochí liánxì つながりを保つ。
61 保持沉默 bǎochí chénmò だんまりを続ける。
62 维持现状 wéichí xiànzhuàng 現状を維持する。
63 维持秩序 wéichí zhìxù 秩序を保つ。
64 维持费 wéichífèi 維持費。
65 连喝三杯 lián hē sān bēi 立て続けに3杯飲む。
66 连三年入选 lián sān nián rùxuǎn ３年連続選抜。
67 连着四天下雨 liánzhe sì tiān xià yǔ 四日続けて雨降り。
68 这小路连着大路 zhè xiǎolù liánzhe dàlù この小道は広い道につづいている。
69 我一连输了三次 wǒ yīlián shū le sān cì 私は３回つづけて負けた。
70 一连三年获得丰收 yīlián sān nián huòdé fēngshōu ３年続けて豊作。
71 一连串的丑闻 yīliánchuàn de chǒuwén 一連のスキャンダル。
72 一连串发生的事情 yīliánchuàn fāshēng de shìqíng 続けざまにおこった事柄。
73 接连发生地震 jiēlián fāshēng dìzhèn 立て続けに地震が発生する。
74 接连几天上夜班 jiēlián jǐ tiān shàng yèbān 連日夜勤をする。
75 接连输了三次 jiēlián shū le sān cì 立て続けに３回負けた。
76 接连三次获胜 jiēlián sān cì huòshèng 続けて３回勝つ。
77 生活的辛劳接连不断 shēnghuó de xīnláo jiēlián bùduàn 生活の苦労が絶えない。
78 不断努力 bùduàn nǔlì 努力を絶やさない。
79 技术不断革新 jìshù bùduàn géxīn 技術は絶えず革新する。
80 窗外的景色不断变化 chuāngwài de jǐngsè bùduàn biànhuà 窓の外の景色が次々と変化する。
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81 不停地走 bùtíng de zǒu 歩き続ける。
82 笑个不停 xiào ge bùtíng 笑いが止まらない。
83 咳个不停 ké ge bùtíng 咳が止まらない。
84 雨下个不停 yǔ xià ge bùtíng 雨がやまない。
85 一直流眼泪 yīzhí liú yǎnlèi 涙を流し続ける。
86 一直在等着 yīzhí zài děng zhe ずっと待ち続けている。
87 一直都站着 yīzhí dōu zhàn zhe ずっと立ちっぱなし。
88 接下来播送天气预报 jiēxiàlai bòsòng tiānqì yùbào 引き続き天気予報を放送します。
89 接下来有快⻋通过 jiēxiàlai yǒu kuàichē tōngguò 続いて急行列車が通過します。
90 接二连三地提出质问 jiē èr lián sān de tíchū zhìwèn 次々に質問を浴びせる。
91 接二连三的失败 jiē èr lián sān de shībài 失敗に次ぐ失敗。
92 你的话和他的话连上了 nǐ de huà hé tā de huà liánshàng le あなたの話と彼の話がつながりました。
93 连接电话线 liánjiē diànhuàxiàn 電話線に接続する。
94 文章前后的衔接 wénzhāng qiánhòu de xiánjiē 文章の前後のつながり。
95 先吃饭后洗澡 xiān chīfàn hòu xǐzǎo 先にご飯を食べて、あと、体を洗う。
96 以前住在乡下, 后来搬到城里去了 yǐqián zhù zài xiāngxià, hòulái bān dào chénglǐ qù le 以前は田舎に住んでいました、その後、市内に引っ越しました。

97 首先走路去邮局,然后坐巴士去公园 shǒuxiān zǒulù qù yóujú, ránhòu zuò bāshì qù gōngyuán まず歩いて郵便局に行き、その後、バスで公園に行く。
98 先求知, 而后求思 xiān qiúzhī, érhòu qiú sī 最初に知識を求め、次に考える。
99 对二零二零年及其后的投资的影响 duì èr líng èr líng nián jí qíhòu de tóuzī de yǐngxiǎng ２０２０年及びその後の投資への影響。
100 先收集, 以后再分类 xiān shōují, yǐhòu zài fēnlèi 最初に集めて、あとで分類する。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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