
No 中国語 ピンイン 日本語

1 幸福 xìngfú 幸福。幸せ。
2 快乐 kuàilè 楽しい。うれしい。
3 快活 kuàihuo 楽しい。快活だ。
4 快快活活 kuàikuaihuōhuō 楽しい。快活だ。
5 高兴 gāoxìng うれしい。うれしがる。愉快になる。
6 高高兴兴 gāogaoxìngxìng うれしい。うれしがる。愉快になる。
7 愉快 yúkuài 愉快だ。楽しい。
8 不幸 bùxìng 不幸だ。不幸せだ。災難。
9 痛苦 tòngkǔ 苦しい。苦痛だ。
10 痛楚 tòngchǔ 悲痛だ。苦痛だ。
11 苦处 kǔchu 苦しみ。痛み。
12 苦楚 kǔchǔ 生活上の苦しみ。
13 难过 nánguò つらい。生活が苦しい。
14 伤心 shāngxīn 心痛める。
15 山高水低 shān gāo shuǐ dī 人の死。不幸なできごと。
16 你幸福吗? nǐ xìngfú ma 幸せですか。
17 我很幸福 wǒ hěn xìngfú 私は幸せです。
18 我非常幸福 wǒ fēicháng xìngfú 私はとても幸せです。
19 我是多么的幸福啊 wǒ shì duōme de xìngfú a 何て幸せなんだろう。
20 我是幸福的人 wǒ shì xìngfú de rén 私は幸せ者です。
21 现在我很幸福 xiànzài wǒ hěn xìngfú 今、幸せ。
22 祝你幸福 zhù nǐ xìngfú お幸せに。
23 祝你们幸福 zhù nǐmen xìngfú あなたたち、お幸せに。
24 祝永远幸福 zhù yǒngyuǎn xìngfú いつまでもお幸せに。
25 愿你幸福 yuàn nǐ xìngfú あなたの幸せを願う。
26 你要幸福 nǐ yào xìngfú 幸せになれ。
27 好幸福啊 hǎo xìngfú a とても幸せだね。
28 多幸福啊 duō xìngfú a なんて幸せでしょう。
29 真幸福啊 zhēn xìngfú a ほんと幸せだね。
30 幸福的家庭 xìngfú de jiātíng 幸せな家庭。
31 生活得很幸福 shēnghuó de hěn xìngfú 幸せに暮らす。
32 幸福的日月 xìngfú de rì yuè 幸福な日々。
33 微小的幸福 wéixiǎo de xìngfú 小さな幸せ。
34 我总觉得很幸福 wǒ zǒng juéde hěn xìngfú 何だか幸せ。
35 我很不幸 wǒ hěn bùxìng 私は不幸です。
36 不幸的身世 bùxìng de shēnshì 不幸な身の上。
37 我感到很不幸 wǒ gǎndào hěn bùxìng お気の毒に思います。
38 我觉得你很可怜 wǒ juéde nǐ hěn kělián あなたを可哀そうだと思います。
39 遭不幸 zāo bùxìng 不幸に遭う。
40 遭到不幸 zāodào bùxìng 不幸に遭う。
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41 遭受不幸 zāoshòu bùxìng 不幸に遭う。
42 遭逢不幸 zāoféng bùxìng 不幸に見舞われる。
43 遭遇不幸 zāoyù bùxìng 不幸な境遇にある。
44 不幸的遭遇 bùxìng de zāoyù 不幸な境遇。
45 不幸的境遇 bùxìng de jìngyù 不幸な境遇。
46 不幸的事件 bùxìng de shìjiàn 不幸な出来事。
47 不幸的事情 bùxìng de shìqíng 不幸な出来事。
48 不幸中的万幸 bùxìng zhōng de wànxìng 不幸中の幸い。
49 不幸中之大幸 bùxìng zhōng zhī dàxìng 不幸中の幸い。
50 不知是福是祸 bùzhī shì fú shì huò 幸か不幸か。
51 我想变得幸福 wǒ xiǎng biàn de xìngfú 幸せになりたい。
52 我想让你变得幸福 wǒ xiǎng ràng nǐ biàn de xìngfú あなたに幸せになって欲しい。
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