
No 中国語 ピンイン 日本語

1 悠闲 yōuxián 時間があり、ゆったりしている。のんびりしている。まったりしている。

2 悠悠闲闲 yōuyōuxiánxián 時間があり、ゆったりしている。のんびりしている。まったりしている。

3 安闲 ānxián のんびりして気楽だ。
4 安安闲闲 ānanxiánxián のんびりして気楽だ。
5 清闲 qīngxián 静かでゆったりした。
6 清清闲闲 qīngqīngxiánxián 静かでゆったりした。
7 消闲 xiāoxián のんびりしてひまだ。暇つぶしをする。
8 消消闲闲 xiāoxiāoxiánxián のんびりしてひまだ。暇つぶしをする。
9 逍遥 xiāoyáo 拘束を受けず自由だ。
10 逍遥逍遥 xiāoyáoxiāoyáo 拘束を受けず自由だ。
11 逍逍遥遥 xiāoxiaoyáoyáo 拘束を受けず自由だ。
12 轻松 qīngsōng 気軽だ。気楽だ。気楽にする。
13 轻轻松松 qīngqingsōngsōng 気軽だ。気楽だ。
14 自在 zìzài 自由だ。
15 自在 zìzai ゆったり落ち着いた気持ちだ。
16 闲心 xiánxīn のどかな気分。のんびりした気持ち。
17 舒心 shūxīn こころがゆったりしている。
18 舒畅 shūchàng 気持ちがのびのびして楽しい。
19 酣畅 hānchàng 心ゆくまで。
20 悠然 yōurán 悠然としている。ゆったりしている。
21 优游 yōuyóu 生活がのんびりしている。のんびりと遊び楽しむ。
22 清福 qīngfú 静かでゆったりした生活。
23 舒缓 shūhuǎn ゆっくりしている。
24 慢慢 mànmàn ゆっくりと。次第に。
25 慢慢儿 mànmānr ゆっくりと。次第に。
26 缓缓 huǎnhuǎn ゆっくりと。ゆるゆると。
27 宽松 kuānsōng のんびりしている。ゆったりしている。経済的に豊かだ。
28 慢性子 mànxìngzi のんびり屋。
29 想要悠闲 xiǎng yào yōuxián のんびりしたい。
30 想在家悠闲地生活 xiǎng zài jiā yōuxián de shēnghuó 家でのんびり過ごしたい。
31 请悠闲地度过 qǐng yōuxián de dùguò ごゆっくりお過ごしください。のんびりしていって下さい。

32 悠闲度日 yōuxián dù rì のんびり暮らす。
33 在家里悠闲地度过 zài jiā lǐ yōuxián de dùguò 家でのんびり過ごす。
34 在家悠闲地过了 zài jiā yōuxián de guò le ゆっくりと家で過ごした。
35 过着悠闲的日子 guò zhe yōuxián de rìzi のんびりと日々を過ごす。
36 安闲度日 ānxián dù rì のんびり暮らす。
37 安闲的心情 ānxián de xīnqíng のんびりした気分。
38 清闲的生活 qīngxián de shēnghuó のんびりした生活。
39 很消闲 hěn xiāoxián のんびりしてひまだ。
40 很逍遥 hěn xiāoyáo のんびり自由だ。
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41 轻松愉快 qīngsōng yúkuài 気軽で楽しい。のんびり楽しい。
42 轻松轻松! qīngsōng qīngsōng 楽にして。のんびりして。
43 轻松自在的氛围 qīngsōng zìzài de fēnwéi くつろいだ雰囲気。
44 自由自在的生活 zìyóu zìzài de shēnghuó 気ままな生活。
45 有闲心的时候 yǒu xiánxīn de shíhòu ゆとりがあるとき。
46 过舒心的日子 guò shūxīn de rìzi ゆったりした日を過ごす。
47 过得很舒畅 guò de hěn shūchàng のびのび過ごす。
48 睡得很酣畅 shuì de hěn hānchàng 心ゆくまで寝る。ぐっすり寝る。
49 悠然地坐 yōurán de zuò ゆったり座る。
50 优游岁月 yōuyóu suìyuè のんびりした生活。悠々とした日々。
51 安享清福 ānxiǎng qīngfú ゆったりした生活を楽しむ。
52 舒缓的速度 shūhuǎn de sùdù ゆったりしたテンポ。
53 慢慢儿来 mànmānr lái あせらずやろう。ゆっくりやろう。
54 慢慢走 mànmān zǒu ゆっくり歩く。のんびり行こう。
55 云缓缓地飘动 yún huǎnhuǎn de piāodòng 雲がのんびりと流れていく。
56 宽松的环境 kuānsōng de huánjìng のんびりした環境。おおらかな環境。
57 无忧无虑 wú yōu wú lǜ なんの心配も憂いもない。のんきだ。
58 无思无虑 wú sī wú lǜ なんの心配も憂いもない。のんきだ。
59 无拘无束 wú jū wú shù 拘束されない。自由自在だ。
60 悠闲自在 yōuxián zìzài のんびりして心地よい。
61 悠然自得 yōurán zìdé ゆったりとして充足している。悠々自適だ。
62 安闲自在 ānxián zìzài 気楽で心配ごとがない。
63 安闲自得 ānxián zìdé のんびりとして満足している。
64 清闲自在 qīngxián zìzài のんびり自由だ。
65 逍遥自在 xiāoyáo jizai 自由気ままでいる。のんきだ。
66 飘然自在 piāorán zìzài 悠々自適だ。
67 优游自得 yōuyóu zìdé 悠々自適だ。
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