
No 中国語 ピンイン 日本語

1 玩 wán 遊ぶ。不当な方法を使う。味わい楽しむ。
2 玩儿 wánr 遊ぶ。不当な方法を使う。
3 玩玩 wánwán ちょっと遊ぶ。
4 玩玩儿 wánwanr ちょっと遊ぶ。
5 玩儿玩儿 wánrwanr ちょっと遊ぶ。
6 游玩 yóuwán 遊ぶ。ぶらぶら見物する。
7 玩耍 wánshuǎ 遊びたわむれる。
8 游戏 yóuxì 遊ぶ。遊び。娯楽。ゲーム。
9 儿戏 érxì 子供の戯(たわむ)れ。子供の遊び程度のこと。
10 消遣 xiāoqiǎn ひまつぶしをする。退屈しのぎをする。
11 贪玩 tānwán 趣味や遊びに没頭する。
12 贪玩儿 tānwánr 趣味や遊びに没頭する。
13 游荡 yóudàng 働かず遊ぶ。ぶらぶら歩く。ゆらゆら揺れる。
14 赋闲 fùxián 仕事がなくてひまだ。
15 游手好闲 yóu shǒu hào xián 働かずぶらぶらしている。
16 闲着 xiánzhe ひまにしている。使わないで遊んでいる。
17 闲置不用 xiánzhì bùyòng 使わないで遊んでいる。
18 吃喝嫖赌 chī hē piáo dǔ 飲み食い、女遊び、賭博など道楽三昧する。
19 放荡 fàngdàng 勝手気ままにする。
20 放纵 fàngzòng 勝って気ままにさせる。無礼だ。
21 纵容 zòngróng 勝って気ままにさせる。黙認する。
22 玩弄 wánnòng いじって遊ぶ。もてあそぶ。
23 摆弄 bǎinòng いじる。もてあそぶ。あやつる。
24 耍弄 shuǎnòng もてあそぶ。からかう。
25 戏弄 xìnòng からかう。
26 有隙 yóuxì 機械や工具の動作のゆとりの遊び。
27 请玩一玩 qǐng wán yī wán 遊んでください。
28 想一起玩 xiǎng yīqǐ wán 一緒に遊びたい。
29 明天玩吧 míngtiān wán ba 明日遊ぼう。
30 一起玩吧 yīqǐ wán ba 一緒に遊ぼう。
31 下次一起玩吧 xiàcì yīqǐ wán ba 今度一緒に遊ぼう。
32 下次一起去玩吧 xiàcì yīqǐ qù wán ba 今度一緒に遊びに行こう。
33 下次一起去玩吗? xiàcì yīqǐ qù wán ma 今度一緒に遊びに行きませんか。
34 和我们去玩玩吧 hé wǒmen qù wánwán ba 私たちと遊びに行きましょう。
35 下午去哪儿玩儿玩儿吧 xiàwǔ qù nǎr wánrwanr ba 午後、どこかにちょっと遊びに行きましょう。
36 去哪儿玩玩吧 qù nǎr wánwán ba どこに遊びに行こうか。
37 来玩啊 lái wán a 遊びにおいでよ。
38 下次来玩儿吧 xiàcì lái wánr ba 今度遊びにおいで。
39 来日本玩吧 lái rìběn wán ba 日本に遊びに来て。
40 请来我家玩 qǐng lái wǒ jiā wán うちへ遊びに来て。
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41 好想去玩儿啊 hǎo xiǎng qù wánr a とっても遊びに行きたい。
42 我不玩 wǒ bù wán 遊びません。
43 别玩了 bié wán le 遊ぶな。
44 我想玩 wǒ xiǎng wán 遊びたい。
45 还想玩 hái xiǎng wán まだ遊びたい。
46 一直玩儿 yīzhí wánr ずっと遊ぶ。遊び続ける。
47 玩腻了 wán nì le 遊び飽きた。
48 去玩 qù wán 遊びに行く。
49 出去玩儿 chūqù wánr 遊びに行く。
50 出去游玩 chūqù yóuwán 遊びに出かける。
51 和朋友玩 hé péngyou wán 友達と遊ぶ。
52 和孩子玩 hé háizi wán 子供と遊ぶ。
53 在公园玩 zài gōngyuán wán 公園で遊ぶ。
54 玩儿扑克 wánr pūkè トランプ遊びをする。
55 玩儿玩具 wánr wánjù おもちゃで遊ぶ。
56 玩乒乓球 wán pīngpāngqiú 卓球をして遊ぶ。
57 玩的伙伴 wán de huǒbàn 遊び仲間。
58 玩耍的朋友 wánshuǎ de péngyǒu 遊び友達。
59 玩耍的地方 wánshuǎ de dìfang 遊び場。
60 玩耍的钱 wánshuǎ de qián 遊ぶ金。
61 孩子们快乐的玩耍 háizimen kuàilè de wánshuǎ 子供たちが楽しく遊ぶ。
62 孩子的游戏 háizi de yóuxì 子どもの遊び。
63 想玩儿的年龄 xiǎng wánr de niánlíng 遊びたい年頃。
64 贪玩儿年岁 tānwánr niánsuì 遊びたい年頃。
65 天性贪玩 tiānxìng tānwán 生まれつきの遊び好き。
66 怎么玩? zěnme wán どのようにして遊びますか。
67 玩什么? wán shénme 何をして遊ぶ。
68 你想玩什么? nǐ xiǎng wán shénme 何をして遊びたいですか。
69 下次再玩耍哦 xiàcì zài wánshuǎ o また遊ぼうね。
70 下次再玩吧 xiàcì zài wán ba また遊びましょう。
71 不要在此玩耍 bùyào zài cǐ wánshuǎ ここで遊ばないこと。
72 夜晚游荡 yèwǎn yóudàng 夜遊びする。
73 晚上游荡 wǎnshàng yóudàng 夜遊びする。
74 玩儿通宵 wánr tōngxiāo 夜通し遊ぶ。
75 这是工作, 不是儿戏 zhè shì gōngzuò, bùshì érxì これは仕事、遊びじゃない。
76 失业赋闲 shīyè fùxián 失業して遊んでる。
77 玩弄男人 wànnòng nánrén 男をもてあそぶ。
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