
No 中国語 ピンイン 日本語

1 日期 rìqī 日付。期日。
2 年月日 niányuèrì 年月日。
3 日程 rìchéng 日程。スケジュール。
4 计划 jìhuà 計画。計画する。
5 安排 ānpái 段取り。段取りをつける。環境や住居などを作り直す。
6 期限 qīxiàn 期限。
7 保质期 bǎozhìqī 品質保持期限。賞味期限。
8 有效期 yǒuxiàoqī 有效期限。
9 约期 yuēqī 約束の日。契約期限。期日を取り決める。
10 按时 ànshí きまった時間に。時間通りに。期日通りに。
11 按期 ànqī 期日通りに。期限を守って。
12 如期 rúqī 期日通りに。
13 到期 dàoqī 期限が来る。
14 误期 wùqī 期限に遅れる。
15 过期 guòqī 期限を過ぎる。
16 逾期 yúqī 期限を過ぎる。
17 无期 wúqī 無期の。期限が決まっていない。
18 出发日期 chūfā rìqī 出発日。
19 婚礼日期 hūnlǐ rìqī 結婚式の日取り。
20 出生日期 chūshēng rìqī 生年月日。
21 预定日期 yùdìng rìqī 予定の日。
22 开会的日期 kāihuì de rìqī 会を開く日にち。
23 截止日期 jiézhǐ rìqī 締め切り日。
24 决定日期 juédìng rìqī 日取りを決める。決定日。
25 选定日期 xuǎndìng rìqī 日取りを選定する。選定日。
26 改换日期 gǎihuàn rìqī 日を改める。
27 改变日期 gǎibiàn rìqī 日を変える。
28 日期是什么时候? rìqī shì shénme shíhòu 日取りはいつですか。
29 日期是几月几号? rìqī shì jǐ yuè jǐ hào 日取りは何月何日ですか。
30 星期几? xīngqī jǐ 何曜日ですか。
31 公历2030年1月1号星期二 gōnglì èr líng sān líng nián yī yuè yī hào xīngqī'èr ⻄暦２０３０年１月１日⽕曜日。
32 出生年月日 chūshēng niányuèrì 出生年月日。
33 日程表 rìchéngbiǎo 日程表。
34 日程安排 rìchéng ānpái スケジュール。
35 安排日程 ānpái rìchéng スケジュールを組む。
36 安排一下日程 ānpái yīxià rìchéng スケジュールを調整して。
37 制定日程 zhìdìng rìchéng スケジュールを組む。
38 工作日程 gōngzuò rìchéng 仕事のスケジュール。
39 旅行日程 lǚxíng rìchéng 旅行のスケジュール。
40 下周的日程 xià zhōu de rìchéng 来週のスケジュール。
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41 改变日程 gǎibiàn rìchéng 日程を変更する。
42 更改日程 gēnggǎi rìchéng 日程を変更する。
43 调整日程 tiáozhěng rìchéng 日程を調整する。
44 重新安排日程 chóngxīn ānpái rìchéng 日程を組み替える。
45 日程安排得很紧 rìchéng ānpái de hěn jǐn 日程が詰まっている。
46 从11月3号到12月7号 cóng shíyī yuè sān hào dào shí'èr yuè qī hào １１月３日から１２月７日まで。
47 从明天起到20号 cóng míngtiān qǐ dào èrshí hào 明日から２０日まで。
48 我从周一到周五都上课 wǒ cóng zhōuyī dào zhōuwǔ dōu shàngkè 私は月曜日から金曜日まで授業を受けます。
49 计划表 jìhuà biǎo 計画表。予定表。
50 年度计划 niándù jìhuà 年度計画。
51 具体计划 jùtǐ jìhuà 具体的な計画。
52 做计划 zuò jìhuà 計画を立てる。
53 搞计划 gǎo jìhuà 計画を立てる。
54 定计划 dìng jìhuà 計画を立てる。
55 制定计划 zhìdìng jìhuà 計画を立てる。
56 预定计划 yùdìng jìhuà 計画を立てる。
57 拟定计划 nǐdìng jìhuà 計画を立てる。
58 重定计划 chóngdìng jìhuà 計画を建て直す。
59 变更计划 biàngēng jìhuà 計画を変更する。
60 计划被打乱 jìhuà bèi dǎ luàn 計画が乱される。
61 计划打乱了 jìhuà dǎ luàn le 計画が狂った。
62 计划流产了 jìhuà liúchǎn le 計画は流れた。
63 计划落空 jìhuà luòkōng 計画がふいになる。目論見がはずれる。
64 按计划进行 àn jìhuà jìnxíng 計画のとおり行う。
65 旅程安排 lǚchéng ānpái 旅行スケジュール。
66 今天的安排 jīntiān de ānpái 今日の予定。
67 这个月的安排 zhège yuè de ānpái 今月のスケジュール。
68 安排时间 ānpái shíjiān 時間の都合をつける。
69 安排工作 ānpái gōngzuò 仕事の段取りをする。
70 支付期限 zhīfù qīxiàn 支払い期限。
71 品味期限 pǐnwèi qīxiàn 賞味期限。
72 食用期限 shíyòng qīxiàn 賞味期限。
73 返还期限 fǎnhuán qīxiàn 返却期限。
74 护照的期限 hùzhào de qīxiàn パスポートの期限。
75 截止期限 jiézhǐ qīxiàn 締め切り期限。
76 截稿期限 jiégǎo qīxiàn 原稿締め切り期限。
77 给你三天期限 gěi nǐ sān tiān qīxiàn あなたに３日の期限を与える。
78 期限快到了 qīxiàn kuài dào le もうすぐ期限になる。
79 期限满了 qīxiàn mǎn le 期限が切れた。
80 按时上班 ànshí shàngbān 時間通りに出勤する。
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81 按时出发 ànshí chūfā 時間通りに出発する。
82 按时到达 ànshí dàodá 時間通りに着く。
83 按时交货 ànshí jiāohuò 納期を守る。
84 按时完成 ànshí wánchéng 時間通り完成する。
85 按期举行 ànqī jǔxíng 期日通り行う。
86 按期付款 ànqī fùkuǎn 期日通りお金を支払う。
87 如期归还 rúqī guīhuán 期日通りに返却する。
88 这个食品到期了 zhège shípǐn dàoqī le この食べ物は期限が来た。
89 工程误期 gōngchéng wùqī 工事が遅れる。
90 签证过期了 qiānzhèng guòqī le ビザの期限が切れた。
91 逾期一天 yúqī yī tiān 期限を１日過ぎている。
92 无期停学的处分 wúqī tíngxué de chǔfèn 無期限停学処分。
93 无期限延期了 wú qīxiàn yánqī le 無期延期になった。
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