
No 中国語 ピンイン 日本語

1 先 xiān 先に。はじめに。とりあえず。前もって。以前。
2 首先 shǒuxiān まず最初に。第一に。
3 最初 zuìchū 最初。初め。
4 起初 qǐchū 最初は。
5 起先 qǐxiān 最初は。
6 起头 qǐtóu 初め。始める。
7 起头儿 qǐtóur 初め。始める。
8 开头 kāitóu 最初に始める。始まる。最初。
9 开头儿 kāitóur 最初に始める。始まる。最初。
10 从头 cóngtóu 最初から。改めて。もう一度。
11 带头 dàitóu 率先してする。
12 带头儿 dàitóur 率先してする。
13 挑头 tiǎotóu いの一番で行う。
14 挑头儿 tiǎotóur いの一番で行う。
15 开始 kāishǐ 初めの段階。始まる。始める。
16 头里 tóuli 前。先。事前。以前。
17 先头 xiāntóu 先。以前。前。先頭。
18 先头儿 xiāntóur 先。以前。
19 其次 qícì その次。二の次。
20 后 hòu 時間的にあと。後ろ。裏。〜したあと。
21 后面 hòumian あと。後ろ。裏。
22 后边 hòubian あと。後ろ。裏。
23 随后 suíhòu そのあとすぐに。
24 其后 qíhòu その後。それから。
25 之后 zhīhòu 〜のあと。〜の後ろ。その後。それから。
26 然后 ránhòu その後。それから。
27 后来 hòulái その後。それから。後進の。
28 而后 érhòu その後。それから。
29 过后 guòhòu その後。あとで。後に。
30 以后 yǐhòu 以後。現在よりあと。
31 再 zài 〜してそれからまた。ふたたび。もっと。
32 再次 zàicì 再度。ふたたび。
33 再度 zàidù 再度。ふたたび。
34 又 yòu その上また。また。〜と。加えて。
35 还 hái さらに。また。依然として。もっと。まだなお。なおかつ。やはり。

36 还有 háiyǒu そのうえ。まだある。
37 最后 zuìhòu 最後。一番後ろ。
38 你先去 nǐ xiān qù あなたが先に行きなさい。
39 您先请 nín xiān qǐng お先にどうぞ。
40 请先吃 qǐng xiān chī 先に食べてください。
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41 先吃饭, 后付账 xiān chīfàn, hòu fùzhàng まず食事をし、あとで支払いする。
42 你先走, 我就来 nǐ xiān zǒu, wǒ jiù lái あなたは先に行って、私はすぐ行きます。
43 你们先走, 我随后来 nǐmen xiān zǒu, wǒ suíhòu lái あなた達は先に行って、私はあとからすぐ行きます。
44 先洗手再吃吧 xiān xǐshǒu zài chī ba 先に手を洗って、それから食べましょう。
45 我想先去银行, 然后去医院 wǒ xiǎng xiān qù yínháng, ránhòu qù yīyuàn 私はまず銀行に行って、そのあと病院に行きたい。
46 他先起床, 然后刷牙, 最后吃早饭 tā xiān qǐchuáng, ránhòu shuāyá, zuìhòu chī zǎofàn 彼は先ず起きて、そのあと⻭を磨き、最後に朝食を食べます。

47 首先做什么? shǒuxiān zuò shénme 先ず何をしますか。
48 首先作一下自我介绍 shǒuxiān zuò yīxià zìwǒ jièshào 先ず自己紹介しましょう。
49 首先是内容, 其次才是形式 shǒuxiān shi nèiróng, qícì cái shì xíngshì まずは内容、形式はそれから。
50 首先去香港, 然后去广州 shǒuxiān qù Xiānggǎng, ránhòu qù Guǎngzhōu 先ず香港に行って、それから広州に行く。

52 最初她不想来, 后来改变了主意 zuìchū tā bùxiǎng lái, hòulái gǎibiàn le zhǔyì 最初、彼女は来るつもりはなかったが後で考えが変わった。
53 起初牙⻮疼痛过后脸发肿 qǐchū yáchǐ téngtòng guòhòu liǎn fā zhǒng 最初は⻭が痛み、そのあと顔が腫れる。
54 我们起先是在二层后来下来了 wǒmen qǐxiān shi zài èr céng hòulái xiàlái le 私たちはまずは２階にいてそのあと降りてきた。
55 起头他不同意, 后来就同意了 qǐtóu tā bù tóngyì, hòulái jiù tóngyì le 初め彼は同意しなかったが、あとで同意した。

57 从头到尾 cóngtóu dào wěi 始めから終わりまで。
58 从头重做 cóngtóu chóng zuò 最初からやり直す。
59 带头发言 dàitóu fāyán 率先して発言する。最初に発言する。
60 挑头发言 tiǎotóu fāyán いの一番に発言する。
61 开始可能不习惯, 慢慢就好了 kāishǐ kěnéng bù xíguàn, màn man jiù hǎo le 始めは慣れないかもしれないが、そのうちよくなる。
62 您头里走, 我随后就来 nín tóuli zǒu, wǒ suíhòu jiù lái お先に行ってください、私はあとからすぐ行きます。
63 你们先头走, 我随后就去 nǐmen xiāntóu zǒu, wǒ suíhòu jiù qù あなた達は先に行ってください、私はあとからすぐ行きます。

64 其次重要的是战术 qícì zhòngyào de shì zhànshù 次に重要なことは戦術です。
65 下学后到游泳池游泳 xiàxué hòu dào yóuyǒngchí yóuyǒng 学校が終わったあと、プールへ泳ぎに行く。
66 推倒后面 tuīdǎo hòumian あとまわしにする。
67 这个问题, 后边再说 zhège wèntí, hòubian zài shuō この問題はまたあとで話そう。
68 日期随后通知 rìqí suíhòu tōngzhī 日取りは追ってお知らせします。
69 其后她搬到横滨居住 qíhòu tā bān dào Héngbīn jūzhù その後、彼女は横浜に移り住みました。
70 下班之后, 我去看电影 xiàbān zhīhòu, wǒ qù kàn diànyǐng 仕事が終わったあと私は映画を見に行く。
71 从这儿一直走, 然后往右拐 cóng zhèr yīzhí zǒu, ránhòu wǎng yòu guǎi ここらからまっすぐ行って、それから右へ曲がってください。

72 她是先来的, 我是后来的 tā shì xiān lái de, wǒ shì hòulái de 彼女が先に来て、私があとで来た。
73 先立假说, 而后去证实 xiān lì jiǎshuō, érhòu qù zhèngshí 先に仮説を立て、後から実証する。
74 这事过后再商量 zhè shì guòhòu zài shāngliáng このことはあとでまた相談しましょう。
75 这个以后再办吧 zhège yǐhòu zài bàn ba これはまたあとにしよう。
76 以后我要注意 yǐhòu wǒ yào zhùyì 以後気をつけます。
77 吃了饭再走 chī le fàn zài zǒu ご飯を食べてから行きなさい。
78 然后再次检查 ránhòu zàicì jiǎnchá そのあともう一度検査する。

首先我们要努力学习,
其次要热爱劳动,
然后坚持锻炼身体

51
shǒuxiān wǒmen yào nǔlì xuéxí,
qícì yào rè'ài láodòng,
ránhòu jiānchí duànliàn shēntǐ

まず、私たちは一生懸命勉強しなければなりません、
そして、私たちは労働を愛し、それから、体を鍛え続けます。

56
万事开头难, 然后中间难,
最后结果难

wànshì kāitóu nán, ránhòu zhōngjiān nán,
zuìhòu jiéguǒ nán

万事が最初は難しい、次に途中で難しい、
最後は結果が難しい。
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79 再度挑战 zàidù tiǎozhàn 再チャレンジする。
80 消费者又开始花钱了 xiāofèizhě yòu kāishǐ huā qián le 消費者はまたお金を使い始めた。
81 还要再上两层 hái yào zài shàng liǎng céng あと２階あがらないといけない。
82 另外还有一件事要做 lìngwài háiyǒu yī jiàn shì yào zuò ほかにもやるべきことがもう一つあります。
83 最后做什么? zuìhòu zuò shénme 最後に何をする。
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