
No 中国語 ピンイン 日本語

1 休息 xiūxi 休む。休憩する。
2 歇 xiē 一休みする。
3 歇息 xiēxi 休息する。休む。
4 休憩 xiūqì 休憩する。休む。
5 小憩 xiǎoqì ちょっと休む。小休止。憩い。
6 休息时间 xiūxi shíjiān 休憩時間。
7 不休息 bù xiūxi 休まない。
8 没有休息 méiyǒu xiūxi 休みがない。
9 歇一会儿 xiē yīhuìr ひと息つく。
10 歇一口气 xiē yī kǒu qì ひと息つく。
11 歇阴凉 xiē yīnliáng 日陰で休む。
12 歇息几天 xiēxi jǐ tiān 何日か休む。
13 在家歇息 zàijiā xiēxi 家で休む。
14 我想休息一下 wǒ xiǎng xiūxi yīxià ちょっと休憩したいです。
15 休息一会儿吧 xiūxi yīhuìr ba ちょっと休憩しましょう。
16 歇一会儿吧 xiē yīhuìr ba しばらく休憩しましょう。
17 休息十分钟吧 xiūxi shí fēnzhōng ba １０分間、休憩しましょう。
18 现在开始休息十分钟 xiànzài kāishǐ xiūxi shí fēnzhōng 今から１０分間、休憩にする。
19 悠闲 yōuxián 時間がありゆったりする。のんびりする。
20 安闲 ānxián のんびりして気楽だ。
21 清闲 qīngxián 静かでゆったりしている。
22 休息日 xiūxirì 休日。
23 定期休息日 dìngqī xiūxirì 定休日。
24 公休 gōngxiū 公休。定休。
25 公休日 gōngxiūrì 公休日。定休日。
26 工作日 gōngzuòrì 勤務日。営業日。
27 营业日 yíngyèrì 営業日。
28 假日 jiàrì 休日。
29 休假 xiūjià 休む。休暇を取る。
30 休假日 xiūjiàrì 休暇日。
31 假期 jiàqī 休暇期間。
32 放假 fàngjià 休みになる。
33 请假 qǐngjià 休暇を願い出る。休暇を取る。
34 周末 zhōumò 周末。
35 星期六和星期天 xīngqíliù hé xīngqítiān 土曜日と日曜日。
36 星期六星期日 xīngqíliù xīngqírì 土日。
37 周六周日 zhōuliù zhōurì 土日。
38 节日 jiérì 祝日。祭日。
39 节假日 jiéjiàrì 日曜祝日。
40 纪念日 jìniànrì 記念日。
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41 连休 liánxiū 連休。
42 连续放假 liánxù fàngjià 連休。
43 连续假日 liánxù jiàrì 連休。
44 连续假期 liánxù jiàqī 連休。
45 ⻓假 chángjià ⻑期休暇。
46 大型连休 dàxíng liánxiū 大型連休。
47 ⻩⾦周 huángjīnzhōu ゴールデンウィーク。
48 平日 píngrì 平日。ふだんの日。
49 平常日 píngchángrì 平日。ふだんの日。
50 假日上班 jiàrì shàngbān 休日出勤。
51 度假 dùjià 休暇を過ごす。
52 你明天休息吗? nǐ míngtiān xiūxi ma あなたは明日休みですか。
53 你明天是休息日吗？ nǐ míngtiān shì xiūxirì ma あなた、明日は休日ですか。
54 我明天休息 wǒ míngtiān xiūxi 私は明日、休み。
55 明天是休息日 míngtiān shì xiūxirì 明日は休日です。
56 明天开始放十天的假 míngtiān kāishǐ fàng shí tiān de jià 明日から１０日間の休みが始まります。
57 我想请假 wǒ xiǎng qǐngjià 私は休みを取りたいです。
58 我想请三天假 wǒ xiǎng qǐng sān tiān jià 私は3日休みを取りたい。
59 我请了三天假 wǒ qǐng le sān tiān jià 私は3日間休みを取った。
60 我从6号到8号休息 wǒ cóng liù hào dào bā hào xiūxi 私は6日から8日までお休みです。
61 从4月30号到5月8号 cóng sì yuè sānshí hào dào wǔ yuè bā hào ４月３０日から５月８日まで。
62 放假９天 fàngjià jiǔ tiān ９日間の休み。
63 暑假 shǔjià 夏休み。
64 寒假 hánjià 冬休み。
65 暑假来临 shǔjià láilín 夏休みがやってくる。
66 渡过暑假 dùguò shǔjià 夏休みを過ごす。
67 放寒假 fàng hánjià 冬休みになる。
68 寒假作业 hánjià zuòyè 冬休みの宿題。
69 法定节假日 fǎdìng jiéjiàrì 法定休日。
70 元旦假期 yuándàn jiàqī ⻄暦の新年の休み。元旦の休日。
71 元旦放假 yuándàn fàngjià ⻄暦の新年の休み。元旦の休日。
72 春节假期 chūnjié jiàqī 春節の休み。旧正月の休み。
73 春节放假 chūnjié fàngjià 春節の休み。旧正月の休み。
74 国庆节假期 guóqìngjié jiàqī 国慶節の休み。中国の建国記念日の休み。
75 国庆节放假 guóqìngjié fàngjià 国慶節の休み。中国の建国記念日の休み。
76 国庆节小⻓假 guóqìngjié xiǎo chángjià 国慶節の休み。中国の建国記念日の休み。
77 假期做什么? jiàqī zuò shénme 休暇中、何する。
78 假期做了什么? jiàqī zuò le shénme 休暇中、何した。
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