
No 中国語 ピンイン 日本語

1 前半 qiánbàn 前半。
2 前一半 qiányībàn 前半。
3 前一半儿 qiányībànr 前半。
4 前半部 qiánbànbù 前半部。
5 前半部分 qiánbàn bùfèn 前半部。
6 前期 qiánqī 前期。
7 前半期 qiánbànqī 前半期。
8 前半场 qiánbànchǎng 前半戦。
9 前半赛季 qiánbàn sàijì シーズン前半戦。
10 前半赛程 qiánbàn sàichéng 前半の競技日程。
11 比赛前半程 bǐsài qiánbànchéng 試合の前半。
12 前半天 qiánbàntiān 一日の前半。午前。
13 前半天儿 qiánbàntiānr 一日の前半。午前。
14 前半年 qiánbànnián 一年の前半。上半期。
15 前半生 qiánbànshēng 前半生。
16 前半辈 qiánbànbèi 前半生。
17 前半辈儿 qiánbànbèir 前半生。
18 前半辈子 qiánbànbèizi 前半生。
19 上半 shàngbàn 上の部分。前半。
20 上半期 shàngbànqī ある期間の前半。上半期。
21 上半场 shàngbànchǎng 前半戦。
22 上半时 shàngbànshí 前半戦。
23 上半赛季 shàngbàn sàijì シーズン前半戦。
24 上半赛程 shàngbàn sàichéng 前半の競技日程。
25 上半天 shàngbàntiān 一日の前半。午前。
26 上半天儿 shàngbàntiānr 一日の前半。午前。
27 上半年 shàngbànnián 一年の前半。上半期。
28 上半辈 shàngbànbèi 前半生。
29 上半辈儿 shàngbànbèir 前半生。
30 上半辈子 shàng bànbèizi 前半生。
31 上学期 shàng xuéqī 前半の学期。前期。
32 第一学期 dìyī xuéqī 前半の学期。前期。
33 初期 chūqī 初期。
34 早期 zǎoqī 早期。初期。
35 开局 kāijú 始まり。序盤戦。賭場を開く。
36 中盘 zhōngpán 中盤。
37 中局 zhōngjú 中盤。
38 中间阶段 zhōngjiān jiēduàn 中間段階。
39 中期 zhōngqī 中期。
40 中叶 zhōngyè 中ごろ。半ば。中期。

前半、中盤、後半   1/3

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 后半 hòubàn 後半。
42 后一半 hòuyībàn 後半。
43 后一半儿 hòuyībànr 後半。
44 后半部 hòubànbù 前半部。
45 后半部分 hòubàn bùfèn 後半部。
46 后期 hòuqī 後期。
47 晚期 wǎnqī 末期。後期。
48 后半期 hòubànqī 後半期。
49 后半场 hòubànchǎng 後半戦。
50 后半赛季 hòubàn sàijì シーズン後半戦。
51 后半赛程 hòubàn sàichéng 後半の競技日程。
52 比赛后半程 bǐsài hòubànchéng 試合の後半。
53 后半天 hòubàntiān 一日の後半。午後。
54 后半天儿 hòubàntiānr 一日の後半。午後。
55 后半年 hòubànnián 一年の後半。下半期。
56 后半生 hòubànshēng 後半生。
57 后半辈 hòubànbèi 後半生。
58 后半辈儿 hòubànbèir 後半生。
59 后半辈子 hòubànbèizi 後半生。
60 下半 xiàbàn 下の部分。
61 下半期 xiàbànqī ある期間の後半。下半期。
62 下半场 xiàbànchǎng 後半戦。
63 下半时 xiàbànshí 後半戦。
64 下半赛季 xiàbàn sàijì シーズン後半戦。
65 下半赛程 xiàbàn sàichéng 後半の競技日程。
66 下半天 xiàbàntiān 一日の後半。午後。
67 下半天儿 xiàbàntiānr 一日の後半。午後。
68 下半年 xià bànnián 一年の後半。下半期。
69 下半辈 xiàbànbèi 後半生。
70 下半辈儿 xiàbànbèir 後半生。
71 下半辈子 xiàbànbèizi 後半生。
72 下学期 xià xuéqī 後半の学期。後期。
73 第二学期 dì'èr xuéqī 後半の学期。後期。
74 终局 zhōngjú 終局。結末。終わる。
75 结局 jiéjú 結末。
76 末期 mòqī 末期。終期。
77 晚期 wǎnqī 末期。後期。
78 出头 chūtóu 整数の後について〜を少し上回る。苦境から抜け出す。頭を出す。顔を出す。先頭に⽴つ。

79 出头儿 chūtóur 整数の後について〜を少し上回る。
80 他二十出头 tā èrshí chūtóu 彼は２０代前半です。
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81 他二十五岁左右 tā èrshíwǔ suì zuǒyòu 彼は２５歳くらいです。彼は２０代なかばです。
82 他快三十岁了 tā kuài sānshí suì le 彼はもうすぐ３０歳です。
83 他将近三十岁了 tā jiāngjìn sānshí suì le 彼はもうすぐ３０歳です。
84 前后 qiánhòu 前と後。初めから終わりまでの時間。〜の頃。〜の時分。
85 三十岁前后 sānshí suì qiánhòu ３０歳前後。
86 前后矛盾 qiánhòu máodùn 前と後ろが矛盾する。つじつまがあわない。
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