
No 中国語 ピンイン 日本語

1 暂时 zànshí しばらくの間。一時。
2 临时 línshí その場になって。一時的に。一時的な。
3 暂且 zànqiě 暫時。ひとまず。
4 姑且 gūqiě しばらくの間。とりあえず。
5 暂定 zàndìng 暫定的に決める。
6 暂行 zànxíng 暫定的に施工する。
7 应急 yìngjí 急場にあわせる。応急。
8 急救 jíjiù 救急手当をする。
9 一时 yīshí 一時期。少しの間。一時的に。とっさに。時には。
10 一段时间 yī duàn shíjiān ある期間。
11 一下子 yīxiàzi 一時に。しばらくして。いきなり。１回の動作。
12 一会儿 yīhuìr わずかな時間。短時間のうちに。
13 一阵 yīzhèn ひとしきり。
14 一阵儿 yīzhènr ひとしきり。
15 一阵子 yīzhènzi ひとしきり。
16 片刻 piànkè ほんのわずかの時間。しばらくの間。
17 短暂 duǎnzàn しばしの。
18 短期 duǎnqī 短い期間。短期。
19 短时间 duǎn shíjiān 短時間。
20 某时 mǒushí あるとき。いつか。
21 某时期 mǒu shíqī あるとき。
22 某个时期 mǒu ge shíqī あるとき。
23 某一时期 mǒu yī shíqī あるとき。
24 一个时期 yī ge shíqī あるとき。
25 暂停 zàntíng 一時的に停止する。試合でタイムを取る。
26 一旦 yīdàn いったん〜すれば。〜した以上。
27 搪塞 tángsè お茶をにごす。一時しのぎをする。
28 权宜 quányí とりあえずの。急場しのぎの。
29 应付 yìngfù 間に合わせる。いいかげんにごまかす。対応する。
30 暂时中断 zànshí zhōngduàn 一時的な中断。
31 暂时停止 zànshí tíngzhǐ 一時停止。
32 暂时停⻋ zànshí tíngchē 一時停車。
33 暂时休息 zànshí xiūxi しばらく休み。
34 暂时有空 zànshí yǒu kòng しばらく暇。
35 暂时借用 zànshí jièyòng しばらく借用する。
36 请暂时不要喝酒 qǐng zànshí bùyào hē jiǔ 当分お酒は控えてください。
37 临时停业 línshí tíngyè 臨時休業。
38 临时停课 línshí tíngkè 臨時休校。
39 临时列⻋ línshí lièchē 臨時列車。
40 临时厕所 línshí cèsuǒ 仮設トイレ。
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41 临时决定 línshí juédìng 仮決定。
42 我临时有事 wǒ línshí yǒushì 私は臨時の用事がある。
43 暂且停止 zànqiě tíngzhǐ 一時停止する。
44 暂且如此 zànqiě rú cǐ しばらくこのままで。
45 暂且不说 zànqiě bù shuō ともかく。
46 暂且不谈 zànqiě bù tán ともかく。
47 暂且开始吧 zànqiě kāishǐ ba ひとまず始めてみよう。
48 暂且就这样吧 zànqiě jiù zhèyàng ba とりあえずこのままにしておこう。
49 她暂且停了手 tā zànqiě tíng le shǒu 彼女はひとまず手を止めた。
50 姑且不论 gūqiě bùlùn さておき。
51 姑且不说理由 gūqiě bù shuō lǐyóu 理由はともかく。
52 我姑且考虑一下 wǒ gūqiě kǎolǜ yīxià とりあえず考えておく。
53 姑且试一试吧 gūqiě shì yī shì ba ひとまずやってみよう。
54 暂定预算 zàndìng yùsuàn 暫定予算。
55 暂定办法 zàndìng bànfǎ 暫定方法。
56 暂定措施 zàndìng cuòshī 暫定措置。
57 暂行条列 zànxíng tiáolì 暫定条例。
58 暂行标准 zànxíng biāozhǔn 暫定基準
59 暂行合同 zànxíng hétóng 仮契約
60 应急措施 yìngjí cuòshī 応急措置。
61 应急修理 yìngjí xiūlǐ 応急修理。
62 应急处理 yìngjí chǔlǐ 応急処置。
63 急救措施 jíjiù cuòshī 救急措置。
64 急救治疗 jíjiù zhìliáo 救急治療。
65 ⻛靡一时 fēngmǐ yīshí 一世を風靡(ふうび)する。
66 ⻛行一时 fēngxíng yīshí 一世を風靡(ふうび)する。
67 轰动一时 hōngdòng yīshí 一時期世間を騒がせる。
68 荣耀一时 róngyào yīshí 一花咲かせる。
69 显耀一时 xiǎnyào yīshí いまをときめく。一時期に名が売れる。
70 红极一时 hóng jí yīshí 人気絶頂。
71 一时的现象 yīshí de xiànxiàng 一時的な現象。
72 一时的冲动 yīshí de chōngdòng 一時の衝動。出来心。
73 雨一时会不停 yǔ yīshí huì bù tíng 雨は当分やまない。
74 请忍耐一时吧 qǐng rěnnài yīshí ba しばらく辛抱してください。
75 我一时不相信自己的耳朵 wǒ yīshí bù xiāngxìn zìjǐ de ěrduǒ 私は一瞬自分の耳が信じられなかった。
76 午后的一段时间 wǔhòu de yīduàn shíjiān 午後のひととき。
77 冷处理一段时间 lěngchǔlǐ yīduàn shíjiān 冷却期間を置く。
78 一下子来了很多客人 yīxiàzi lái le hěn duō kèrén 客がいっときにやってきた。
79 天气一下子转冷了 tiānqì yīxiàzi zhuǎn lěng le 天気が急に寒くなった。
80 态度一下子就变了 tàidù yīxiàzi jiù biàn le 態度がいっぺんに変わる。
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81 一下子决出胜负 yīxiàzi jué chū shèngfù 一気に勝負をつける。
82 一下子呆住了 yīxiàzi dāizhù le しばらくぼんやりした。
83 歇一会儿 xiē yīhuìr 一休みする。ひと息つく。
84 一会儿的工夫 yīhuìr de gōngfu ちょっとの間。
85 休息一会儿吧 xiūxi yīhuìr ba しばらく休みましょう。
86 下了一阵雨 xià le yīzhèn yǔ しばらく雨が降った。
87 我有一阵没去那了 wǒ yǒu yīzhèn méi qù nà le そこへはしばらく行っていない。
88 他等了一阵儿就走了 tā děng le yīzhenr jiù zǒu le 彼はしばらく待って帰った。
89 这一阵子尽下雨 zhè yīzhènzi jǐn xià yǔ ここしばらくひたすら雨が降っている。
90 他犹豫了片刻 tā yóuyù le piànkè 彼はしばらくためらった。
91 休息的片刻 xiūxi de piànkè 憩いのひととき。
92 片刻的喜悦 piànkè de xǐyuè 束の間の喜び。
93 短暂的幸福 duǎnzàn de xìngfú 束の間の幸福。
94 人生短暂 rénshēng duǎnzàn 人生は短い。
95 短期留学 duānqī liúxué 短期留学。
96 我短期内很忙 wǒ duǎnqí nèi hěn máng しばらくの間は忙しい。
97 在短时间内做完了 zài duǎn shíjiān nèi zuò wán le 短時間でやり終えた。
98 在二零二零年的某时 zài èr líng èr líng nián de mǒushí ２０２０年のある時。
99 最近一个时期 zuìjìn yī ge shíqí 最近のある時。
100 暂停施工 zàntíng shīgōng 工事を一時停止する。
101 暂停营业 zàntíng yíngyè 営業を一時休む。
102 一旦说出口, 就得负责任 yīdàn shuō chūkǒu, jiù děi fù zérèn ひとたび口にした以上、責任をもたなければならない。
103 以笑搪塞过去 yǐ xiào tángsè guòqù 笑って一時しのぎする。笑ってごまかす。
104 权宜之计 quányí zhī jì その場しのぎ。便宜的措置。
105 应付一时 yìngfù yīshí その場を取り繕う。
106 暂时应付 zànshí yìngfù 一時しのぎ。
107 应付事 yìngfù shì いいかげんにやる。
108 随便应付 suíbiàn yìngfù いいかげんにあしらう。
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