
No 中国語 ピンイン 日本語

1 休闲 xiūxián のんびり過ごす。レジャーを楽しむ。カジュアル〜。 
2 户外休闲 hùwài xiūxián アウトドアレジャー。
3 室外休闲 shìwài xiūxián アウトドアレジャー。
4 露天休闲 lùtiān xiūxián アウトドアレジャー。
5 野游 yěyóu 野外に遊びに行く。
6 郊游 jiāoyóu ハイキング。ピクニック。遠足。
7 徒步旅行 túbù lǚxíng ハイキング。ピクニック。遠足。
8 徒步小旅行 túbù xiǎolǚxíng ハイキング。ピクニック。遠足。
9 远足 yuǎnzú 徒歩旅行する。遠足。
10 爬山 páshān 山登りする。登山。
11 登山 dēngshān 山に登る。登山する。
12 上山 shàngshān 山に入る。山に登る。山に住みつく。
13 露营 lùyíng 野営する。キャンプする。
14 野营 yěyíng 野営する。キャンプする。
15 露营地 lùyíng dì キャンプ場。
16 野营地 yěyíng dì キャンプ場。
17 帐篷 zhàngpeng テント。天幕。
18 搭帐篷 dā zhàngpeng キャンプをはる。テントをはる。天幕をはる。
19 火堆 huǒduī たき火。
20 篝火 gōuhuǒ たき火。かがり火。
21 烧篝火 shāo gōuhuǒ たき火をする。
22 野营篝火 yěyíng gōuhuǒ キャンプファイア。
23 营火 yínghuǒ キャンプファイア。
24 萤火 yínghuǒ ホタルの光。
25 营火会 yínghuǒ huì キャンプファイアの集い。
26 营火晚会 yínghuǒ wǎnhuì キャンプファイアパーティー。
27 户外烹饪 hùwài pēngrèn アウトドアクッキング。
28 野外烹饪 yěwài pēngrèn アウトドアクッキング。
29 户外烧烤 hùwài shāokǎo 屋外バーベキュー。
30 野外烧烤 yěwài shāokǎo 屋外バーベキュー。
31 森林浴 sēnlínyù 森林浴。
32 森林沐浴 sēnlín mùyù 森林浴。
33 赏花 shǎng huā 花見。
34 观樱 guān yīng 桜の花見。
35 赏樱花 shǎng yīnghuā 桜の花見。
36 观赏樱花 guānshǎng yīnghuā 桜の花見。
37 赏红叶 shǎng hóngyè もみじ狩り。
38 采蘑菇 cǎi mógū キノコ狩り。
39 采摘野菜 cǎizhāi yěcài 山菜狩り。
40 采摘水果 cǎizhāi shuǐguǒ 果物狩り。
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41 在河上玩 zài héshàng wán 川遊び。
42 在河上玩儿 zài héshàng wánr 川遊び。
43 在河上游玩 zài héshàng yóuwán 川遊び。
44 河上娱乐 héshàng yúlè 川でのレジャー。
45 玩水 wán shuǐ 水遊び。
46 玩儿水 wánr shuǐ 水遊び。
47 水战 shuǐzhàn 水上の戦い。水合戦。
48 打水战 dǎ shuǐzhàn 水合戦をする。
49 玩雪 wán xuě 雪遊び。
50 玩儿雪 wánr xuě 雪遊び。
51 雪仗 xuězhàng 雪合戦。
52 打雪仗 dǎ xuězhàng 雪合戦をする。
53 雪人 xuěrén 雪だるま。
54 雪人儿 xuěrénr 雪だるま。
55 堆雪人 duī xuěrén 雪だるまを作る。
56 海水浴 hǎishuǐyù 海水浴。
57 海水游泳 hǎishuǐ yóuyǒng 海水浴。
58 洗海水浴 xǐ hǎishuǐyù 海水浴をする。
59 海滨浴场 hǎibīn yùchǎng 海水浴場。
60 海滨游泳场 hǎibīn yóuyǒng chǎng 海水浴場。
61 海边游泳场 hǎibiān yóuyǒng chǎng 海水浴場。
62 拾潮 shí cháo 潮干狩り。
63 赶海 gǎn hǎi 潮干狩り。
64 湖水浴 húshuǐyù 湖水浴。
65 湖水浴场 húshuǐ yùchǎng 湖水浴場。
66 淡水沙滩浴场 dànshuǐ shātān yùchǎng 淡水ビーチ。
67 自行⻋旅行 zìxíngchē lǚxíng サイクリング。
68 骑自行⻋去郊游 qí zìxíngchē qù jiāoyóu 郊外サイクリングする。
69 乘船玩儿 chéng chuán wánr 舟遊び。
70 乘船游玩 chéng chuán yóuwán 舟遊び。
71 坐船游玩 zuò chuán yóuwán 舟遊び。
72 乘船兜⻛ chéng chuán dōufēng 舟遊び。船でドライブする。
73 泛舟 fànzhōu 舟遊びをする。
74 钓⻥ diàoyú 釣りをする。
75 捞⻥ lāo yú 魚をすくう。
76 能量景点 néngliàng jǐngdiǎn パワースポット。
77 巡游能量景点 xúnyóu néngliàng jǐngdiǎn パワースポット巡り。
78 洗肺 xǐ fèi 新鮮な空気を吸って肺を洗う。
79 洗肺游 xǐ fèi yóu 肺を洗う旅。
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