
No 中国語 ピンイン 日本語

1 大前天 dàqiántiān さきおととい。一作昨日。
2 大前儿 dàqiánr さきおととい。一作昨日。
3 前天 qiántiān おととい。一昨日。
4 前日 qiánrì おととい。一昨日。
5 昨天 zuótiān きのう。昨日。遠くない過去。
6 昨日 zuórì きのう。昨日。
7 昨儿 zuór きのう。昨日。
8 昨儿个 zuórge きのう。昨日。
9 今天 jīntiān 今日。今。
10 今日 jīnrì 今日。
11 今儿 jīnr 今日。
12 今儿个 jīnrge 今日。
13 本日 běnrì 本日。
14 明天 míngtiān 明日。近い将来。
15 明日 míngrì 明日。
16 明儿 míngr 明日。近い将来。
17 明儿个 míngrge 明日。
18 后天 hòutiān あさって。明後日。後天(こうてん)。
19 后日 hòurì あさって。明後日。後日。将来。
20 大后天 dàhòutiān しあさって。明明後日。
21 大后儿 dàhòur しあさって。明明後日。
22 前两天 qián liǎng tiān 先日。この間。前々日。
23 前一天 qián yī tiān 前日。
24 头天 tóutiān 前日。１日目。初日。
25 当天 dàngtiān その日のうち。当日。
26 当天 dāngtiān その日。当日。
27 当日 dàngrì その日のうち。当日。
28 当日 dāngrì 当時。あの日。あの頃。
29 那天 nà tiān その日。
30 那一天 nà yī tiān その日。
31 次日 cìrì 次の日。翌日。
32 翌日 yìrì 翌日(よくじつ)。
33 第二天 dì'èrtiān 翌日(よくじつ)。
34 第三天 dìsāntiān 翌々日(よくよくじつ)。
35 上上个月 shàngshàng ge yuè 先々月。
36 上上月 shàngshàng yuè 先々月。
37 大上个月 dà shàng ge yuè 先々月。
38 大上月 dàshàngyuè 先々月。
39 前两月 qián liǎng yuè 先々月。
40 上个月 shàng ge yuè 先月。

一昨日、昨日、今日、明日、明後日、一昨年、去年、今年・・・   1/2

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 上月 shàngyuè 先月。
42 这个月 zhè ge yuè 今月。
43 这月 zhèyuè 今月。
44 本月 běnyuè 今月。
45 下个月 xià ge yuè 来月。
46 下月 xiàyuè 来月。
47 下下个月 xiàxià ge yuè 再来月。
48 下下月 xiàxià yuè 再来月。
49 大下个月 dà xià ge yuè 再来月。
50 大下月 dàxiàyuè 再来月。
51 前一个月 qián yī ge yuè 前月。
52 当月 dàngyuè その月のうち。当月。
53 翌月 yìyuè 翌月。
54 次月 cìyuè 翌月。
55 第二个月 dì'èr ge yuè 翌月。
56 大前年 dàqiánnián さきおととし。一昨昨年。
57 前年 qiánnián おととし。一昨年。
58 去年 qùnián 去年。
59 上年 shàngnián 昨年。
60 上一年 shàng yī nián 昨年。
61 头年 tóunián 去年。最初の年。一年目。
62 今年 jīnnián 今年。
63 本年 běnnián 本年。
64 明年 míngnián 来年。
65 来年 láinián 来年。
66 下年 xiànián 来年。
67 下一年 xià yī nián 来年。
68 后年 hòunián 再来年。
69 前一年 qián yī nián 前年。
70 当年 dàngnián その年のうち。当年。
71 当年 dāngnián 当時。壮年。
72 转年 zhuǎnnián 次の年。翌年。
73 翌年 yìnián 翌年。
74 第二年 dì'èrnián 翌年。
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