
No 中国語 ピンイン 日本語

1 年初 niánchū 年始。年初。
2 岁首 suìshǒu 年の始め。年頭。
3 年头 niántóu ⾜かけ〜年。⻑年。時代。その年の作柄。年の始め。
4 年头儿 niántóur ⾜かけ〜年。⻑年。時代。その年の作柄。年の始め。
5 年底 niándǐ 年末。
6 年尾 niánwěi 年末。
7 年末 niánmò 年末。
8 年终 niánzhōng 年末。年の暮れ。
9 岁暮 suìmù 年の暮れ。年末。老いること。
10 岁末 suìmò 年の暮れ。年末。
11 整年 zhěngnián まる一年。一年中。
12 一整年 yī zhěngnián まる一年。一年中。
13 整整一年 zhěngzhěng yī nián まるまる一年。
14 整年整月 zhěngnián zhěngyuè 年がら年中。
15 一年到头 yī nián dào tóu 一年の始めから終わりまで。一年中。
16 一年到头儿 yī nián dào tóur 一年の始めから終わりまで。一年中。
17 终年 zhōngnián 一年中。享年。
18 全年 quánnián 一年間全体。
19 ⻓年 chángnián 一年中。
20 ⻓年 zhǎngnián 船主。
21 常年 chángnián 一年中。平年。ふだんの年。
22 上半年 shàngbànnián 一年の前半。上半期。
23 下半年 xiàbànnián 一年の後半。下半期。
24 前半年 qiánbànnián 一年の前半。上半期。
25 后半年 hòubànnián 一年の後半。下半期。
26 季度 jìdù ３カ月をまとまりとする期間。四半期。
27 第一季度 dì yī jìdù 第１四半期。
28 第二季度 dì èr jìdù 第２四半期。
29 第三季度 dì sān jìdù 第３四半期。
30 第四季度 dì sì jìdù 第４四半期。
31 上旬 shàngxún 上旬。
32 中旬 zhōngxún 中旬。
33 下旬 xiàxún 下旬。
34 初旬 chūxún 月の初旬。月の上旬。
35 明年上旬 míngnián shàngxún 来年上旬。
36 去年中旬 qùnián zhōngxún 去年の中旬。去年の半ば。
37 今年下旬 jīnnián xiàxún 今年の下旬。
38 二月初旬 èr yuè chūxún 二月初旬。
39 下个月中旬 xià ge yuè zhōngxún 来月中旬。来月半ば。
40 一月下旬 yī yuè xiàxún 一月下旬。
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41 月初 yuèchū 月初め。月初。
42 月头 yuètóu 月初め。月初。
43 月头儿 yuètóur 満１ヶ月のとき。月初め。
44 月中 yuèzhōng 月の中ごろ。
45 月半 yuèbàn 月の中日。１５日。
46 月底 yuèdǐ 月末。
47 月末 yuèmò 月末。
48 整 zhěng 欠けることなく揃っている。整っている。整理する。修理する。いじめる。

49 整个 zhěnggè 全部の。
50 整个儿 zhěnggèr 全部の。
51 整个月 zhěnggè yuè まる一ヶ月。
52 一整个月 yī zhěnggè yuè まる一ヶ月。
53 整个八月 zhěnggè bā yuè ８月いっぱい。
54 上半月 shàngbànyuè 月の前半。
55 下半月 xiàbànyuè 月の後半。
56 前半月 qiánbànyuè 月の前半。
57 后半月 hòubànyuè 月の後半。
58 一个月的前一半 yī ge yuè de qiányībàn 月の前半。
59 一个月的后一半 yī ge yuè de hòuyībàn 月の後半。
60 周初 zhōuchū 週の初め。
61 下周初 xià zhōuchū 来週頭。週明け。
62 周中 zhōuzhōng 週半ば。
63 周末 zhōumò 週末。
64 整个一周 zhěnggè yī zhōu まる一週間。
65 整个星期 zhěnggè xīngqī まる一週間。
66 整整一个星期 zhěngzhěng yī ge xīngqī まるまる一週間。
67 上午 shàngwǔ 午前。
68 中午 zhōngwǔ 真昼ごろ。昼の１２時前後。
69 下午 xiàwǔ 午後。
70 上半天 shàngbàntiān 午前。
71 上半天儿 shàngbàntiānr 午前。
72 下半天 xiàbàntiān 午後。
73 下半天儿 xiàbàntiānr 午後。
74 早上 zǎoshang 朝。
75 白天 báitiān 昼間。
76 傍晚 bàngwǎn 夕方。
77 晚上 wǎnshang 夜。晩。
78 夜里 yèli 夜間。夜。
79 半夜 bànyè ひと夜の半分。真夜中。
80 整天 zhěngtiān まる一日。一日中。

年始、年初、年末、月初、月末、週末、初旬、中旬、下旬   2/3

2



No 中国語 ピンイン 日本語

81 一整天 yī zhěngtiān まる一日。一日中。
82 整个上午 zhěnggè shàngwǔ 午前中いっぱい。午前中ずっと。
83 整天整月 zhěngtiān zhěngyuè たいへん⻑い間。
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