
No 中国語 ピンイン 日本語

1 最近 zuìjìn 最近。近ごろ。近々。最も近い。
2 直到最近 zhídào zuìjìn 最近まで至る。最近まで。
3 直至最近 zhízhì zuìjìn 最近まで至る。最近まで。
4 前不久 qiánbùjiǔ しばらく前。この前。
5 直到前不久 zhídào qiánbùjiǔ すこし前まで至る。つい最近まで。
6 直至前不久 zhízhì qiánbùjiǔ すこし前まで至る。つい最近まで。
7 近来 jìnlái このごろ。最近。
8 近日 jìnrì このごろ。最近。近日。近いうちに。
9 近日来 jìnrìlái このごろ。先般から。いづれ。
10 这些日子 zhèxiē rìzi このごろ。近ごろ。
11 前些日子 qiánxiē rìzi 先日。ちょっと前。
12 前些时候 qiánxiē shíhòu この間。先ごろ。
13 前些天 qiánxiē tiān いく日か前。
14 这几天 zhè jǐ tiān ここ数日。
15 前几天 qián jǐ tiān 数日前。
16 一向 yīxiàng 過去のある時期。現在までずっと。
17 这一向 zhè yīxiàng このごろ。
18 前一向 qián yīxiàng 先ごろ。ここ数日。
19 最近几个月 zuìjìn jǐ ge yuè この数カ月。
20 最近好吗? zuìjìn hǎo ma 最近調子はいいですか。
21 你最近怎么样? nǐ zuìjìn zěnmeyàng あなた最近どう。
22 最近你忙不忙? zuìjìn nǐ máng bumáng 最近忙しいですか。
23 我最近不忙 wǒ zuìjìn bù máng 私は最近忙しくない。
24 最近没⻅到 zuìjìn méi jiàn dào しばらく見かけない。
25 最近一直很冷 zuìjìn yīzhí hěn lěng 最近ずっと寒い。
26 最近的天气不大正常 zuìjìn de tiānqì bù dà zhèngcháng 最近の天気はちょっと変だ。
27 最近很不景气 zuìjìn hěn bù jǐngqì 最近景気が悪い。
28 直到最近我才找到答案 zhídào zuìjìn wǒ cái zhǎodào dá'àn 最近になり私はやっと答えを見つける。
29 前不久二十岁了 qiánbùjiǔ èrshí suì le この前２０歳になりました。
30 她前不久来过 tā qiánbùjiǔ lái guò 彼女はこの前来ました。
31 近来身体很不好 jìnlái shēntǐ hěn bù hǎo このごろ体調がよくない。
32 他近来工作很忙 tā jìnlái gōngzuò hěn máng 彼は近ごろ仕事が忙しい。
33 近来天气不正常 jìnlái tiānqì bù zhèngcháng 近ごろ天気がおかしい。
34 近日气温很低 jìnrì qìwēn hěn dī 近ごろ気温が低い。
35 近日开业 jìnrì kāiyè 近日開業。
36 近日来大雨如注 jìnrìlái dàyǔ rúzhù このごろ雨がはげしく降り注ぐ。
37 这些日子连续下雨 zhèxiē rìzi liánxù xià yǔ この数日は雨が降り続いている。
38 她前些日子结婚了 tā qiánxiē rìzi jiéhūn le 彼女は先ごろ結婚した。
39 前些时候好忙了一阵子 qiánxiē shíhòu hǎo máng le yīzhènzi 先日はとても忙しかった。
40 我前些天去医院检查 wǒ qiánxiē tiān qù yīyuàn jiǎnchá 私は数日前に病院に行って検査をしました。
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41 这几天热得厉害 zhè jǐ tiān rè de lìhài この数日ひどい暑さだ。
42 这几天天气有点反常 zhè jǐ tiān tiānqì yǒudiǎn fǎncháng 近ごろ天気がすこし異常だ。
43 我前几天感冒了 wǒ qián jǐ tiān gǎnmào le 私は数日前に風邪をひいた。
44 这一向工作很顺利 zhè yīxiàng gōngzuò hěn shùnlì このところ仕事は順調です。
45 我哥前一向出了交通事故 wǒ gē qián yīxiàng chū le jiāotōng shìgù 私の兄は先ごろ交通事故にあった。
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