
No 中国語 ピンイン 日本語

1 这次 zhècì 今回。今度。
2 这一次 zhè yī cì 今回。今度。
3 这回 zhèhuí 今回。今度。
4 这一回 zhè yī huí 今回。今度。
5 此次 cǐcì このたび。今回。今度。
6 此番 cǐfān このたび。今回。今度。
7 这几天 zhè jǐ tiān ここ数日。このごろ。
8 本届 běnjiè 今期。今年度。
9 这期 zhè qī 今期。
10 这集 zhè jí この作品。今回の作品。今回の放送。
11 下次 xiàcì 次回。次。この次。今度。また今度。
12 下一次 xià yī cì 次回。次。この次。今度。また今度。
13 下回 xiàhuí 次回。次。この次。今度。また今度。
14 下一回 xià yī huì 次回。次。この次。今度。また今度。
15 下届 xiàjiè 次回。次期。
16 下一届 xià yī jiè 次回。次期。
17 下期 xià qī 次期。
18 下集 xiàjí 次回の作品。次回の放送。作品の後編。
19 最近 zuìjìn 最近。近ごろ。近々。
20 上次 shàngcì この前。このあいだ。先般。
21 前次 qiáncì この前。このあいだ。先般。
22 上回 shànghuí 前回。この前。
23 上一回 shàng yī huí 前回。この前。
24 前几天 qián jǐ tiān 数日前。この前。このあいだ。
25 前不久 qián bùjiǔ この前。このあいだ。
26 不久以前 bùjiǔ yǐqián しばらく前。この前。
27 不久前 bùjiǔ qián 先ごろ。すこし前。
28 日前 rìqián 先日。このあいだ。
29 前些天 qián xiē tiān このあいだ。これまで数日。
30 前些日子 qián xiē rìzi 何日か前。このあいだ。
31 前些时候 qián xiē shíhòu このあいだ。このところ。
32 上届 shàngjiè 前期。前回。
33 上一届 shàng yī jié 前期。前回。
34 上期 shàngqī 前期。
35 前期 qiánqī 前期。
36 上集 shàngjí 前回の作品。前回の放送。作品の前編。
37 这期间 zhè qījiān この期間。この間(かん)。
38 这个期间 zhège qījiān この期間。この間(かん)。
39 这段时间 zhè duàn shíjiān この間(かん)。
40 那段时间 nà duàn shíjiān その間(かん)。

今回、今度、また今度、この次、次回、この前、このあいだ、前回   1/3

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 其间 qíjiān その間(かん)。
42 改天 gǎitiān 後日。近日。日を改めて。いずれまた。
43 再 zài ふたたび。また。
44 这次大会 zhècì dàhuì 今回の大会。今度の大会。
45 这次工作 zhècì gōngzuò 今回の仕事。今度の仕事。
46 这次的决定 zhècì de juédìng 今回の決定。今度の決定。
47 这次的成果 zhècì de chéngguǒ 今回の成果。
48 这次轮到你了 zhècì lún dào nǐ le 今度はあなたの番です。
49 这次搁置一下 zhècì gēzhì yīxià 今回は見送りにする。
50 这次我请客 zhècì wǒ qǐngkè 今回、私がおごります。
51 这一次地震 zhè yī cì dìzhèn 今回の地震。
52 请原谅我这一次 qǐng yuánliàng wǒ zhè yī cì 今回は許してください。
53 这回轮到我了 zhè huí lún dào wǒ le 今度は私の番だ。
54 这一回我赢了 zhè yī huí wǒ yíng le 今度は私が勝った。
55 祝您此次荣升 zhù nín cǐcì róngshēng このたびのご栄転おめでとうございます。
56 此番言论 cǐfān yánlùn 今回のコメント。
57 这几天一直下雨 zhè jǐ tiān yīzhí xià yǔ この数日ずっと雨降り。
58 下次比赛 xiàcì bǐsài 次の試合。
59 下次机会 xiàcì jīhuì 次の機会。
60 下次再⻅ xiàcì zàijiàn また会いましょう。また今度。
61 下次再说吧 xiàcì zàishuō ba またお話しましょう。また今度にしよう。
62 下次再谈吧 xiàcì zài tán ba またお話しましょう。また今度にしよう。
63 下次再聊吧 xiàcì zài liáo ba またお話しましょう。また今度にしよう。
64 下次该你了 xiàcì gāi nǐ le 次はあなたの番だ。
65 下次轮到我 xiàcì lún dào wǒ 次は私の番だ。
66 下次一起去吃饭吧 xiàcì yīqǐ qù chīfàn ba 今度一緒に食事しましょう。
67 下次一起去喝酒吧 xiàcì yīqǐ qù hējiǔ ba 今度一緒にお酒を飲みましょう。
68 下次来玩儿吧 xiàcì lái wánr ba 今度あそびに来てね。
69 下次有机会再⻅ xiàcì yǒu jīhuì zàijiàn またの機会にお会いしましょう。
70 我下次再来 wǒ xiàcì zàilái また来ます。
71 请下次再来 qǐng xiàcì zàilái またお越しください。
72 从下一次去其他的店吧 cóng xià yī cì qù qítā de diàn ba 次回からは違う店に行こう。
73 请待下回分解 qǐng dài xià huí fēnjiě 次回をお楽しみに。(連続小説の最後などの文句)
74 下一回, 我还要赢 xià yī huí, wǒ hái yào yíng 次回、まだ勝たなければならない。
75 这个戏最近就要上演了 zhège xì zuìjìn jiù yào shàngyǎn le このショーは近々上演される。
76 最近很忙 zuìjìn hěn máng 最近、忙しい。
77 直到最近为止我都不知道那个 zhídào zuìjìn wéizhǐ wǒ dōu bù zhīdào nàge 最近までそれを知りませんでした。
78 上次会议 shàngcì huìyì 前回の会議。
79 上次地震 shàngcì dìzhèn この前の地震。
80 上次⻅面时 shàngcì jiànmiàn shí この前会ったとき。
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81 上次多谢了 shàngcì duōxiè le このあいだはありがとう。
82 前次设定 qiáncì shèdìng 前回の設定。
83 到上回为止的梗概 dào shànghuí wéizhǐ de gěnggài 前回までのあらすじ。
84 上一回是两百年前 shàng yī huí shì liǎng bǎi nián qián 最後は２００年前。
85 我前几天在这儿⻅到他了 wǒ qián jǐ tiān zài zhèr jiàn dào tā le 私は数日前にここで彼を見かけた。
86 她前不久来过 tā qián bùjiǔ lái guò 彼女はこの前来ました。
87 直到前不久一直住在北京 zhídào qián bùjiǔ yīzhí zhù zài Běijīng つい最近まで北京に住んでいた。
88 不久以前的晚上 bùjiǔ yǐqián de wǎnshàng この前の夜。
89 不久前的地震 bùjiǔ qián de dìzhèn 先ごろの地震。
90 日前迁居 rìqián qiānjū 先ごろ引っ越す。
91 前些天嗓子病了 qián xiē tiān sǎngzi bìng le 先日喉が病気になりました。
92 前些日子受您照顾了 qián xiē rìzi shòu nín zhàogù le 先日はお世話になりました。
93 前些时候突然闪了腰 qián xiē shíhòu túrán shǎn le yāo このあいだ急に腰の筋を違えた。
94 改天⻅ gǎitiān jiàn そのうちまた。
95 改天再⻅ gǎitiān zàijiàn そのうちまた。
96 改天再会吧 gǎitiān zàihuì ba そのうちまた。
97 改天我们再⻅吧 gǎitiān wǒmen zàijiàn ba 日を改めてまたお目にかかりましょう。
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