
No 中国語 ピンイン 日本語

1 附近 fùjìn 付近の。近所。付近。
2 这附近 zhè fùjìn この付近。この辺り。
3 家附近 jiā fùjìn 家の近く。
4 我家附近 wǒjiā fùjìn 私の家の近く。私の近所。
5 公园附近 gōngyuán fùjìn 公園の近く。公園の周辺。
6 附近的医院 fùjìn de yīyuàn 近くの病院。
7 我的家在那附近 wǒ de jiā zài nà fùjìn 私の家はその付近です。
8 请问这附近有没有厕所？ qǐngwèn zhè fùjìn yǒu méiyǒu cèsuǒ お尋ねします、この付近に便所はありますか。
9 左近 zuǒjìn 近く。付近。
10 这左近 zhè zuǒjìn この付近。この辺り。
11 工厂左近 gōngchǎng zuǒjìn 工場の近く。工場の周辺。
12 邻近 línjìn 隣接する。すぐそばだ。付近。近所。
13 学校邻近 xuéxiào línjìn 学校のすぐ近く。
14 邻近市区 línjìn shìqū 市街地のすぐそば。
15 一带 yīdài 一帯。
16 这一带 zhè yīdài この一帯。このあたり。
17 那一带 nà yīdài あの一帯。あのあたり。
18 附近一带 fùjìn yīdài 付近一帯。
19 ⻩河一带 Huánghé yīdài ⻩河流域。
20 东京一带 Dōngjīng yīdài 東京一円。東京エリア。
21 一片 yīpiàn 見渡したあたり。平らな薄いもの一枚。ひとまとめの事象。
22 一片草地 yīpiàn cǎodì 一面の草地。
23 一片黑暗 yīpiàn hēi'àn 辺りは暗い。
24 一溜儿 yīliùr 一列。付近一帯。
25 这一溜儿 zhè yīliūr この付近一帯。このあたり。
26 那一溜儿 nà yīliūr あの付近一帯。あのあたり。そのあたり。
27 排成一溜儿 pái chéng yīliūr 一列に並ぶ。
28 周 zhōu まわり。周囲。行き届いている。週。
29 圆周 yuánzhōu 円周。
30 周⻓ zhōucháng 周囲の⻑さ。
31 绕一周 rào yī zhōu 一廻りする。
32 绕场一周 rào chǎng yī zhōu 場内を一周する。
33 圈 quān 輪。丸。円。回り。範囲。丸をつける。囲む。
34 圈儿 quānr 輪。丸。円。回り。範囲。
35 圈内 quānnèi 圏内。範囲内。
36 绕场一圈 rào chǎng yī quān 場内を一周する。
37 跑了一圈儿 pǎo le yī quānr 一回り走った。
38 周围 zhōuwéi まわり。周囲。
39 周围一带 zhōuwéi yīdài 辺り一面。
40 周围一片 zhōuwéi yīpiàn 辺り。辺り一面。
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41 周围人 zhōuwéirén 周囲の人。まわりの人。
42 周围的人 zhōuwéi de rén 周囲の人。まわりの人。
43 周围居⺠ zhōuwéi jūmín 周辺住⺠。
44 周围地区 zhōuwéi dìqū 周辺地区。
45 会场周围 huìchǎng zhōuwéi 会場周辺。
46 周围的景色 zhōuwéi de jǐngsè 辺りの景色。
47 环顾周围 huángù zhōuwéi 辺りを見まわす。
48 周围黑暗 zhōuwéi hēi'àn 辺りは暗い。
49 周围很热闹 zhōuwéi hěn rènào 周囲がにぎやかだ。周囲が盛り上がる。
50 周围神经 zhōuwéi shénjīng 末梢神経。
51 周边 zhōubiān 周辺。
52 周边装置 zhōubiān zhuāngzhì 周辺装置。
53 周边国家 zhōubiān guójiā 近隣国家。
54 周边地区 zhōubiān dìqū 周辺地区。
55 浅草周边 Qiǎncǎo zhōubiān 浅草周辺。
56 京都市的周边 Jīngdūshì de zhōubiān 京都市の周辺。
57 周边事态 zhōubiān shìtài 周辺事態。
58 周遭 zhōuzāo 周囲。四方。周り。ぐるっとひと回りする回数。
59 大楼周遭 dàlóu zhōuzāo ビルの周囲。
60 周遭的人 zhōuzāo de rén 周囲の人。まわりの人。
61 周遭安静了 zhōuzāo ānjìng le 周囲は静まった。
62 两周遭 liǎng zhōuzāo ふた回り。
63 外周 wàizhōu 外周。
64 圆筒的外周 yuántǒng de wàizhōu 円筒の外周。
65 外围 wàiwéi 周囲。周囲で連携する組織。外郭。
66 建筑物的外围 jiànzhúwù de wàiwéi 建築物の周囲。
67 外围团体 wàiwéi tuántǐ 外郭団体。
68 外围组织 wàiwéi zǔzhī 外郭団体。
69 周缘 zhōuyuán 周り。ふち。
70 池塘周缘 chítáng zhōuyuán 池のまわり。
71 基板的周缘部 jībǎn de zhōuyuánbù 基板周辺部。
72 四周 sìzhōu 周囲。
73 四周一片 sìzhōu yīpiàn 辺り一面。
74 桌子四周 zhuōzi sìzhōu 机のまわり。テーブルのまわり。
75 日本四周 Rìběn sìzhōu 日本の周囲。
76 四周的情况 sìzhōu de qíngkuàng まわりの状況。
77 环视四周 huánshì sìzhōu 辺りを見まわす。
78 环顾四周 huángù sìzhōu 辺りを見まわす。
79 巡视四周 xúnshì sìzhōu 辺りを見まわす。
80 纵览四周 zònglǎn sìzhōu 辺りを眺めまわす。
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81 四周发暗 sìzhōu fā àn 辺りが暗くなる。
82 四周很安静 sìzhōu hěn ānjìng 辺りは静かです。
83 四周被群山包围着 sìzhōu bèi qúnshān bāowéi zhe まわりを山々に囲まれている。
84 四围 sìwéi 周囲。
85 工厂的四围 gōngchǎng de sìwéi 工場の周囲。
86 桌子的四围 zhuōzi de sìwéi 机のまわり。テーブルのまわり。
87 四周围 sìzhōuwéi 周囲。
88 四周围的山峦 sìzhōuwéi de shānluán 周囲の山々。
89 四周围没有一个熟人 sìzhōuwéi méiyǒu yī ge shúrén 周りには一人の顔なじみもいない。
90 四下 sìxià あたり。周囲。
91 四下里 sìxiàli あたり。周囲。
92 四下观望 sìxià guānwàng あたりを見渡す。
93 四下张望 sìxià zhāngwàng あたりを見渡す。
94 眼睛四下里一扫 yǎnjing sìxiàli yī sǎo あたりをさっと見渡す。
95 四处 sìchù あちこち。至る所。
96 四处观望 sìchù guānwàng あたりを見回す。
97 四处巡查 sìchù xúnchá あちこち見回る。
98 四处奔走 sìchù bēnzǒu あちこち奔走する。
99 到处 dàochù いたるところ。あちこち。
100 到处奔走 dàochù bēnzǒu あちこち奔走する。
101 四面 sìmiàn 四方。周囲。
102 四面八方 sìmiànbāfāng 四方八方。
103 四面环海 sìmiàn huánhǎi 四方を海に囲まれている。
104 四面环山 sìmiàn huánshān 四方を山に囲まれている。
105 四面的围墙 sìmiàn de wéiqiáng 四方の塀。
106 四面八方被包围 sìmiànbāfāng bèi bāowéi 四方八方囲まれる。
107 四边 sìbiān 周囲。四方。
108 四边儿 sìbiānr 周囲。四方。
109 村子四边儿 cūnzi sìbiānr 村のまわり。
110 四边形 sìbiānxíng 四辺形。
111 四近 sìjìn 周囲。付近。
112 四近有许多商店 sìjìn yǒu xǔduō shāngdiàn 周りにはたくさんのお店があります。
113 四外 sìwài 広々としたあたり。周囲。
114 四外无人 sìwài wú rén あたりに人がいない。
115 方圆 fāngyuán 周囲。付近。周囲の⻑さ。
116 方圆左近 fāngyuán zuǒjìn 界隈。
117 方圆左近的人家 fāngyuán zuǒjìn de rénjiā 界隈の人家。
118 这个湖方圆一里 zhège hú fāngyuán yī lǐ この湖は周囲５００メートルです。
119 旁边 pángbiān わき。近く。
120 旁边儿 pángbiānr わき。近く。

辺り、周辺、周囲、付近   3/5

3



No 中国語 ピンイン 日本語

121 我家旁边 wǒjiā pángbiān 私の家のそば。
122 火⻋站旁边 huǒchēzhàn pángbiān 駅のすぐ近く。駅のわき。
123 桌子旁边 zhuōzi pángbiān 机のわき。テーブルのそば。
124 你旁边 nǐ pángbiān あなたの傍ら。あなたの隣。あなたの元。
125 近旁 jìnpáng そば。近く。
126 学校近旁 xuéxiào jìnpáng 学校のそば。
127 墙壁的近旁 qiángbì de jìnpáng 壁のそば。
128 就近 jiùjìn 近くで。
129 就近的医院 jiùjìn de yīyuàn 近くの病院。
130 就近买菜 jiùjìn mǎi cài 近くでおかずを買う。
131 跟前 gēnqián そば。近く。ひざもと。
132 跟前儿 gēnqiánr そば。近く。
133 我跟前 wǒ gēnqián 私のそば。
134 ⽗⺟跟前 fùmǔ gēnqián 両親のそば。親元。
135 房子跟前 fángzi gēnqián 家のそば。
136 春节跟前 chūnjié gēnqián 春節が近い。
137 眼前 yánqián 目の前。現在。目下。当面。
138 我的眼前 wǒ de yǎnqián 私の目の前。
139 眼前的事 yǎnqián de shì 目先の事。
140 身边 shēnbiān 身辺。身の回り。手元。
141 我身边 wǒ shēnbiān 私の身の回り。私の手元。
142 ⽗⺟身边 fùmǔ shēnbiān 両親のそば。親元。
143 手下 shǒuxià 手元。懐具合。手を下す時。指導下。配下。
144 师傅手下 shīfu shǒuxià 親方の元。
145 部⻓手下 bùzhǎng shǒuxià 部⻑の下。部⻑の配下。
146 手下很紧 shǒuxià hěn jǐn 懐具合が厳しい。
147 手头 shǒutóu 手の届く範囲。手元。懐具合。
148 手头儿 shǒutóur 手の届く範囲。手元。懐具合。
149 手头的现金 shǒutóu de xiànjīn 手元の現金。
150 手头的工作 shǒutóu de gōngzuò 手元の仕事。抱えている仕事。
151 手头从容 shǒutóu cóngróng 懐具合がよい。
152 咫尺 zhǐchǐ 距離が非常に近い。
153 近在咫尺 jìn zài zhǐchǐ 手の届くところにある。目と鼻の先にある。
154 畔 pàn ほとり。わき。田畑のあぜ。
155 枕畔 zhěnpàn 枕もと。
156 路畔 lùpàn 道ばた。
157 篱畔 lípàn 垣根のそば。
158 桥畔 qiáopàn 橋のわき。
159 湖畔 húpàn 湖畔(こはん)。
160 河畔 hépàn 川辺。
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161 边 biān へり。ふち。そば。〜しながら〜する。
162 边儿 biānr へり。ふち。そば。
163 桌子边儿 zhuōzi biānr 机のへり。
164 湖边 húbian 湖畔(こはん)。
165 江边 jiāngbiān 川辺。
166 滨 bīn 水のそば。
167 湖滨 húbīn 湖畔(こはん)。
168 海滨 hǎibīn 海辺。
169 滨江 bīnjiāng 川に近い。
170 滨海 bīnhǎi 海に近い。
171 滨海公园 bīnhǎi gōngyuán 海浜(かいひん)公園。
172 环境 huánjìng 周り。周囲。周りをとりまく環境。
173 生态环境 shēngtài huánjìng 生態環境。
174 工作环境 gōngzuò huánjìng 仕事の環境。
175 环境卫生 huánjìng wèishēng 環境衛生。
176 轮廓 lúnkuò 輪郭。概況。概要。アウトライン。
177 脸的轮廓 liǎn de lúnkuò 顔の輪郭。
178 计划的轮廓 jìhuà de lúnkuò 計画の概要。
179 随地 suídì ところかまわず。どんな場所でも。どこでも。
180 随地小便 suídì xiǎobiàn あたりかまわず小便する。
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