
No 中国語 ピンイン 日本語

1 自由 zìyóu 自由。自由だ。
2 不自由 bù zìyóu 自由でない。不自由。
3 自由散漫 zìyóu sǎnmàn 自由気ままだ。
4 自在 zìzài 自由だ。
5 自在 zìzai ゆったり落ち着いた気持ちだ。のんびり。穏やか。
6 自由自在 zìyóu zìzài 自由自在。自由気ままだ。
7 飘然自在 piāorán zìzài 自由気ままだ。
8 悠游自在 yōuyóu zìzài のんびり気まま。
9 自由奔放 zìyóu bēnfàng 自由奔放な。
10 自由放任 zìyóu fàngrèn 自由放任。
11 放任自流 fàngrèn zìliú 放任して成り行きに任せる。自由放任する。
12 任其自流 rèn qí zìliú 放任して成り行きに任せる。自由放任する。
13 任其自然 rèn qí zìrán 放任して成り行きに任せる。自由放任する。
14 逍遥 xiāoyáo 束縛を受けず自由だ。
15 逍遥逍遥 xiāoyáoxiāoyáo 束縛を受けず自由だ。
16 逍逍遥遥 xiāoxiaoyáoyáo 束縛を受けず自由だ。
17 逍遥自在 xiāoyáo zìzài 自由気ままだ。
18 运用自如 yùnyòngzìrú 自由自在にあやつる。
19 随意 suíyì 思いどおりにする。
20 随便 suíbiàn 都合のよいようにする。好きにする。気まま。無頓着。
21 不随便 bù suíbiàn 不自由する。
22 随你的便 suí nǐ de biàn あなたの好きにまかせる。
23 随他的便 suí tā de biàn 彼のよいようにまかせる。
24 不如意 bùrúyì 思うようにならない。
25 自如 zìrú 自由自在だ。泰然としている。
26 任意 rènyì 自由に〜する。思うまま〜する。任意の。
27 任性 rènxìng 勝手気ままだ。
28 放肆 fàngsì 勝手気ままである。したいほうだいである。
29 放纵 fàngzòng 勝手気ままにさせる。無礼だ。
30 放荡不羁 fàngdàngbùjī 気ままで奔放だ。
31 自由任性 zìyóu rènxìng 自由奔放。
32 随心所欲 suíxīnsuǒyù 自分のやりたいようにする。思うがまま。
33 为所欲为 wéisuǒyùwéi やりたい放題のことをする。自由に振る舞う。
34 放手干 fàngshǒu gàn 思い通りやる。思い切ってやる。
35 自己的作法 zìjǐ de zuòfǎ 自分のやり方。マイペース。
36 自己的方式 zìjǐ de fāngshì 自分のやり方。マイペース。
37 自己的一套 zìjǐ de yī tào 自分のやり方。マイペース。
38 自己的节奏 zìjǐ de jiézòu 自分のリズム。マイペース。
39 自己的速度 zìjǐ de sùdù 自分の速度。マイペース。
40 我行我素 wǒxíngwǒsù マイペース。他人の意見にかまわず、自分のやり方でやる。
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41 行动自由 xíngdòng zìyóu 行動が自由だ。行動の自由。
42 言论自由 yánlùn zìyóu 言論の自由。
43 信教自由 xìnjiào zìyóu 信教の自由。
44 信仰的自由 xìnyǎng de zìyóu 信仰の自由。
45 宗教自由 zōngjiào zìyóu 宗教の自由。
46 表现的自由 biǎoxiàn de zìyóu 表現の自由。
47 报道的自由 bàodào de zìyóu 報道の自由。
48 新闻自由 xīnwén zìyóu 報道の自由。
49 自由时间 zìyóu shíjiān 自由な時間。
50 自由活动 zìyóu huódòng 自由活動。自由行動。
51 你的自由 nǐ de zìyóu あなたの自由。
52 享受自由 xiǎngshòu zìyóu 自由を享受する。
53 充分享受自由 chōngfèn xiǎngshòu zìyóu 自由を満喫する。
54 失去自由 shīqù zìyóu 自由を失う。
55 剥夺自由 bōduó zìyóu 自由をはく奪する。
56 获得自由 huòdé zìyóu 自由を手に入れる。
57 自由自在的生活 zìyóu zìzài de shēnghuó 自由気ままな生活。
58 自如地运用汉语 zìrú de yùnyòng hànyǔ 中国語を自由に駆使する。
59 任意行事 rènyì xíngshì 勝手に事を行う。
60 自由化 zìyóuhuà 自由化。
61 貿易自由化 màoyì zìyóuhuà 貿易自由化。
62 金融自由化 jīnróng zìyóuhuà 金融自由化。
63 自由旅行 zìyóu lǚxíng フリープランの旅行。
64 自由式滑板 zìyóu shì huábǎn フリースタイルスケートボード。
65 自由泳 zìyóuyǒng 水泳の自由形。
66 自由女神 zìyóu nǚshén 自由の女神。
67 自由女神像 zìyóu nǚshénxiàng 自由の女神像。
68 自由的人 zìyóu de rén 自由な人。
69 散座 sǎnzuò 自由席。
70 非对号入座 fēi duìhàorùzuò 自由席。
71 随便你 suíbiàn nǐ 好きにして。ご自由に。
72 请随便用 qǐng suíbiàn yòng ご自由にどうぞ。ご自由にお召し上がりください。
73 请随便使用 qǐng suíbiàn shǐyòng ご自由にお使いください。
74 请自由使用 qǐng zìyóu shǐyòng ご自由にお使いください。
75 请随便吃吧 qǐng suíbiàn chī ba どうぞ自由に食べてくださいね。
76 请随意用餐 qǐng suíyì yòngcān ご自由にお召し上がりください。
77 请随便拿 qǐng suíbiàn ná ご自由にお取りください。
78 请随便拿走 qǐng suíbiàn ná zǒu 自由に取っていってください。
79 请随便拿取 qǐng suíbiàn ná qǔ 自由に持ち帰りください。
80 请随意拿取样品 qǐng suíyì ná qǔ yàngpǐn サンプルを自由にお取りください。
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81 请随意选择 qǐng suíyì xuǎnzé ご自由にお選びください。
82 任凭你挑选 rènpíng nǐ tiāoxuǎn 自由に選んでください。
83 任你挑选一个 rèn nǐ tiāoxuǎn yīgè 自由に一つ選んでください。
84 你可以随便挑 nǐ kěyǐ suíbiàn tiāo 自由に選んでいいです。
85 请随便坐 qǐng suíbiàn zuò ご自由にお座りください。
86 请随便过来 qǐng suíbiàn guòlái お気軽にお越しください。
87 随便吃管够 suíbiàn chī guǎngòu おかわり自由。(食べ物)
88 随便喝管够 suíbiàn hē guǎngòu おかわり自由。(飲み物)
89 汤和米饭随便吃 tāng hé mǐfàn suíbiàn chī スープとご飯おかわり自由。
90 请自由地喝 qǐng zìyóu de hē 自由に飲んで下さい。
91 我喜欢自由 wǒ xǐhuan zìyóu 私は自由が好き。
92 我很自由 wǒ hěn zìyóu 私は自由です。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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