
No 中国語 ピンイン 日本語

1 要 yào 欲しい。いる。求める。もらう。要求する。いる。〜すべきだ。〜したい。もしも。

2 要 〜 了 yào 〜 le 〜するだろう。〜しそうだ。
3 雨要来了 yǔ yào lái le 雨が来そうだ。
4 汽⻋要开了 qìchē yào kāi le 車は間もなく発車する。
5 快 kuài 速度が速い。急ぐ。もうすぐ。刃物がよく切れる。
6 快 〜 了 kuài 〜 le もうすぐ〜だ。
7 快发⻋了 kuài fāchē le 間もなく発車します。
8 快起⻜了 kuài qǐfēi le 間もなく離陸します。
9 快一年了 kuài yī nián le もう一年になる。
10 很快就 〜 了 hěn kuài jiù 〜 le すぐに〜だ。
11 很快就结束了 hěn kuài jiù jiéshù le すぐに終わってしまった。
12 很快就没电了 hěn kuài jiù méi diàn le 電池がすぐになくなった。
13 快要 kuàiyào もうすぐ。間もなく。
14 快要 〜 了 kuàiyào 〜 le もうすぐ〜だ。
15 ⻜机快要起⻜了 fēijī kuàiyào qǐfēi le 飛行機は間もなく離陸します。
16 春节快要到了 chūnjié kuàiyào dào le 春節に間もなくなる。
17 快要完成了 kuàiyào wánchéng le もうすぐ完成だ。
18 快要三十岁了 kuàiyào sānshí suì le もうすぐ３０歳だ。
19 就 jiù すぐに。ただちに。すでに。〜するとすぐ。近寄る。〜について。たとえ〜でも。

20 这条路一直走就到学校了 zhè tiáo lù yīzhí zǒu jiù dào xuéxiào le この道を真っ直ぐ行くとすぐ学校に到着します。
21 就要 jiùyào すぐに。
22 就要 〜 了 jiùyào 〜 le すぐに〜だ。
23 列⻋就要到站了 lièchē jiùyào dào zhàn le 列車が間もなく駅に到着します。
24 新年就要到了 xīnnián jiùyào dào le 新年が間もなく来る。
25 很快就要 〜 了 hěn kuài jiùyào 〜 le すぐに〜だ。
26 地铁二十二号线很快就要开通了 dìtíě èrshí'èr hào xiàn hěn kuài jiù yào kāitōng le 地下鉄２２号線が間もなく開通します。
27 一会儿 yīhuìr わずかな時間。短時間のうちに。まもなく。
28 一会儿就 yīhuìr jiù もう少ししたら。もう少しで。
29 不一会儿 bù yīhuìr しばらくして。ちょっとの間。
30 不大一会儿 bù dà yīhuìr しばらくして。ちょっとの間。
31 不大会儿 bù dà huìr しばらくして。ちょっとの間。
32 好一会儿 hǎo yīhuìr ⻑い間。
33 等一会儿 děng yīhuìr しばらく待つ。
34 过一会儿他来了 guò yīhuìr tā lái le しばらくたって彼が来た。
35 一会儿就好 yīhuìr jiù hǎo すぐできます。すぐよくなる。
36 一会儿就完了 yīhuìr jiù wán le もう少しで終わります。
37 一会儿就开始 yīhuìr jiù kāishǐ 間もなく始まる。
38 他一会儿就来 tā yīhuìr jiù lái 彼はすぐ来ます。
39 他一会儿就回来 tā yīhuìr jiù huílái 彼はすぐに戻ってきます。
40 不一会儿他就来了 bù yīhuìr tā jiù lái le 間もなく彼はやってきた。
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41 工夫 gōngfu 費やす時間。ひまな時間。〜のとき。腕前。
42 工夫儿 gōngfur 費やす時間。ひまな時間。〜のとき。
43 工夫 gōngfū 臨時雇いの労働者。
44 不大工夫 bù dà gōngfu しばらくして。ちょっとの間。
45 工夫不大 gōngfu bù dà わずかな時間で。
46 不大工夫就卖完了 bù dà gōngfu jiù mài wán le しばらくしてすぐ売り切れた。
47 工夫不大, 他就办完事了 gōngfu bù dà, tā jiù bàn wán shì le わずかな時間で、彼は仕事をやり終えた。
48 ⻢上 mǎshàng ただちに。すぐに。
49 ⻢上就 〜 了 mǎshàng jiù 〜 le もうすぐ〜する。
50 ⻢上就要 〜 了 mǎshàng jiù yào 〜 le もうすぐ〜する。
51 ⻢上出发 mǎshàng chūfā すぐに出発する。
52 ⻢上就来 mǎshàng jiù lái すぐそちらに行きます。
53 ⻢上就卖光了 mǎshàng jiù mài guāng le すぐに売り切れた。
54 雨⻢上就要停了 yǔ mǎshàng jiù yào tíng le 雨はもうすぐ止む。
55 不久 bùjiǔ すぐに。ほどなく。
56 不久就 bùjiǔ jiù 間もなく。
57 过不久 guò bujiǔ しばらくして。ほどなく。
58 过了不久 guò le bùjiǔ しばらくして。ほどなく。
59 过不多久 guò bù duō jiǔ 間もなく。程なく。あまりたたないうちに。
60 不多久 bùduōjiǔ 程なく。間もなく。
61 不久前 bùjiǔ qián 今よりすこし前。
62 不久以前 bùjiǔ yǐqián しばらく前。先ごろ。
63 前不久 qián bùjiǔ すこし前。この間。
64 他来了不久 tā lái le bùjiǔ 彼は来て間もない。
65 刚结婚不久就离婚 gāng jiéhūn bùjiǔ jiù líhūn 結婚したばかりで、すぐに離婚する。
66 过了不久, 渔夫准备收网了 guò liǎo bùjiǔ, yúfū zhǔnbèi shōu wǎng le しばらくして、漁夫は網を取り込む準備をした。
67 多时 duōshí とても⻑い時間。
68 不多时 bù duōshí 程なく。
69 不多时他就出现了 bù duōshí tā jiù chūxiàn le 間もなく彼は、姿を現した。
70 将 jiāng もうすぐ〜する。〜を。将棋で王⼿をかける。ことばで刺激する。

71 残年将尽 cánnián jiāng jìn 年の瀬が尽きようとしている。年も暮れようとしている。
72 明天将有大雨 míngtiān jiāng yǒu dàyǔ 明日は大雨になる。
73 不久将恢复 bùjiǔ jiāng huīfù 間もなく回復する。
74 将要 jiāngyào 間もなく〜する。
75 将要开始 jiāngyào kāishǐ 間もなく始まる。
76 将要订婚 jiāngyào dìnghūn 近く婚約する。
77 将近 jiāngjìn 数量や時間が〜に近い。ほとんど。まもなく。
78 冬至将近 dōngzhì jiāngjìn 冬至が近づく。
79 将近完成 jiāngjìn wánchéng 完成が近い。
80 将近一吨 jiāngjìn yī dūn １トン近い。
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81 将次 jiāngcì 間もなく。もうすぐ。
82 斜阳将次⻄沉 xiéyáng jiāngcì xī chén ⼣日が⻄に沈もうとしている。
83 即将 jíjiāng まさに〜しようとしている。まもなく〜する。
84 即将开业 jíjiāng kāiyè まもなく開業。まもなくオープン。
85 疫情高峰即将到来 yìqíng gāofēng jíjiāng dàolái 感染状況のピークがまもなく訪れる。
86 行将 xíngjiāng まさに〜しようとしている。まもなく〜する。
87 行将赴任 xíngjiāng fùrèn まもなく赴任する。
88 行将就木 xíng jiāng jiù mù 余命いくばくもない。老い先短い。
89 便 biàn 間もなく。すぐに。早くも。〜するとすぐ。便利だ。⼿軽な。排泄物。たとえ〜でも。

90 说做便做 shuō zuò biàn zuò やると言えばすぐにやる。
91 旋 xuán まもなく。すぐに。輪。頭のつむじ。
92 客人到了旋做 kèrén dào le xuán zuò 客が着いたらやる。
93 旋即 xuánjí すぐに。ただちに。
94 旋即出击 xuánjí chūjí ただちに出撃する。
95 已而 yǐ'ér しばらくして。しかたがない。それまでだ。
96 已而释之 yǐ'ér shì zhī そのうちに釈放する。
97 既而 jì'ér やがて。
98 既而悔之 jì'ér huǐ zhī やがて後悔する。
99 俄而 é’ér ほどなくして。まもなく。
100 俄尔 é’ér ほどなくして。まもなく。
101 俄而日出 é’ér rìchū にわかに太陽が現れる。
102 未几 wèijǐ すぐに。ほどなく。いくらもない。わずかだ。
103 未几他就去了美国 wèijǐ tā jiù qù le Měiguó 程なく、彼はアメリカに行った。
104 立刻 lìkè ただちに。すぐさま。
105 立刻回答 lìkè huídá 即座に返答する。
106 立刻就好了 lìkè jiù hǎo le ただちによくなった。
107 立时 lìshí ただちに。たちどころに。
108 立时站起来 lìshí zhàn qǐlai ただちに立ちあがる。
109 ⺟亲节立时就到了 mǔqīnjié lìshí jiù dào le ⺟の日がもうすぐ来る。
110 立即 lìjí ただちに。即刻。
111 立即上报 lìjí shàngbào ただちに上に報告する。
112 立即执行 lìjí zhíxíng 即刻執行する。
113 即刻 jíkè ただちに。即刻。
114 即刻出发 jíkè chūfā ただちに出発する。
115 事件即刻解决了 shìjiàn jíkè jiějué le 事件は即時解決した。
116 即时 jíshí ただちに。すぐに。
117 即时通知 jíshí tōngzhī すぐ連絡する。
118 即时答复 jíshí dáfù 即時に返答する。
119 眼⻅ yǎnjiàn 見る間に。すぐに。
120 眼⻅得 yǎnjiànde はっきりと。明らかに。
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121 眼⻅为实 yǎn jiàn wéi shí 自分の目で見たものは確かだ。
122 眼⻅就要立春了 yǎnjiàn jiùyào lìchūn le もうすぐ立春だ。
123 眼看 yǎnkàn すぐに。見る間に。見ている。みすみす放っておく。
124 眼看就要下雨了 yǎnkàn jiùyào xiàyǔ le いまにも雨が降りそうだ。
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