
No 中国語 ピンイン 日本語

1 尽情 jìnqíng 思う存分。心ゆくまで。
2 纵情 zòngqíng 存分に。
3 放手 fàngshǒu 思う存分に〜する。手を放す。任せる。
4 放情 fàngqíng 思う存分。思い切り。
5 任情 rènqíng 思う存分に〜する。勝手気ままだ。
6 敞开 chǎngkāi 制限を加えない。開け放つ。
7 敞开儿 chǎngkāir 思う存分に。
8 〜个够 〜 ge gòu 〜を存分にする。
9 畅怀 chànghuái 心ゆくまで。思う存分。
10 畅谈 chàngtán 存分に語り合う。
11 纵情 zòngqíng 存分に。
12 纵声 zòngshēng 思い切り大声を出す。
13 纵谈 zòngtán 心行くまで語る。
14 痛 tòng 徹底的に。思い切り。痛い。痛む。
15 痛快 tòngkuài 胸がすかっとする。痛快だ。さわやかだ。きっぱりしている。

16 痛痛快快 tòngtòngkuàikuài 胸がすかっとする。痛快だ。さわやかだ。きっぱりしている。

17 痛哭 tòngkū 激しく泣く。思い切り泣く。号泣する。
18 痛悔 tònghuǐ ひどく後悔する。思い切り悔いる。
19 痛骂 tòngmà 激しくののしる。思い切りののしる。罵倒(ばとう)する。
20 狠 hěn ひどく。厳しく。凶悪だ。感情をおさえて〜する。断固として。

21 狠狠 hěnhěn ひどい。荒々しい。
22 臭 chòu ひどく〜する。臭い。嫌味だ。価値のない。
23 臭骂 chòumà 激しくののしる。思い切りののしる。罵倒(ばとう)する。
24 臭打 chòudǎ 思い切りなぐる。
25 激烈 jīliè 激烈だ。激しい。
26 猛烈 měngliè 激しい。猛烈だ。
27 剧烈 jùliè 争いや運動が激しい。猛烈だ。
28 尽量 jìnliàng 限界までやる。
29 尽量 jǐnliàng できるだけ。
30 彻底 chèdǐ 徹底的だ。
31 大〜特〜 dà〜tè〜 規模が大きい、程度がはなはだしいことをあらわす。
32 尽情享受 jìnqíng xiǎngshòu 存分に楽しむ。存分に享受する。
33 尽情唱歌 jìnqíng chànggē 存分に歌う。
34 尽情地哭 jìnqíng de kū 存分に泣く。
35 尽情地笑 jìnqíng de xiào 存分に笑う。
36 尽情地吃 jìnqíng de chī 存分に食べる。
37 尽情地吃吧 jìnqíng de chī ba 存分に食べて。
38 尽情玩乐 jìnqíng wánlè 存分に遊び楽しむ。
39 尽情交谈 jìnqíng jiāotán 存分に語り合う。
40 尽情狂舞 jìnqíng kuáng wǔ 踊り狂う。
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41 纵情歌唱 zòngqíng gēchàng 存分に歌う。
42 纵情欢乐 zòngqíng huānlè 存分に楽しむ。
43 纵情地跳舞 zòngqíng de tiàowǔ 存分に踊る。
44 你放手干吧 nǐ fàngshǒu gàn ba 存分にやれ。
45 让他们放手工作 ràng tāmen fàngshǒu gōngzuò 彼らに思い切り仕事をさせる。
46 放情地唱 fàngqíng de chàng 思い切り歌う。
47 任情地笑 rènqíng de xiào 存分に笑う。
48 敞开说 chǎngkāi shuō 存分に言う。
49 敞开儿吃 chǎngkāir chī 存分に食べる。
50 敞开儿玩儿 chǎngkāir wánr 思いきり遊ぶ。
51 吃个够 chī ge gòu 存分に食べる。
52 唱个够 chàng ge gòu 存分に歌う。
53 畅怀交谈 chànghuái jiāotán 存分に語り合う。
54 畅怀痛饮 chànghuái tòngyǐn 思い切り飲む。
55 纵情歌唱 zòngqíng gēchàng 存分に歌う。
56 纵情喝水 zòngqíng hē shuǐ 思い切り水を飲む。
57 哭个痛快 kū ge tòngkuài 思いっきり泣く。
58 喝个痛快 hē ge tòngkuài 思いっきり飲む。
59 玩了个痛快 wán le ge tòngkuài 思いっきり遊んだ。
60 痛快游泳 tòngkuài yóuyǒng 思いっきり泳ぐ。
61 痛痛快快地游个泳 tòngtòngkuàikuài de yóu ge yǒng 思いっきり泳ぐ。
62 狠狠地踢 hěnhěn de tī 思いっきり蹴る。
63 狠狠地揍了一顿 hěnhěn de zòu le yī dùn 思いっきりなぐった。
64 被狠狠地骂了一顿 bèi hěnhěn de mà le yī dùn 思いっきりののしられた。
65 狠狠地撞上 hěnhěn de zhuàng shàng 思いっきりぶつかる。
66 激烈地批评 jīliè de pīpíng 思いっきり批判する。
67 喝酒已经尽量了 hējiǔ yǐjīng jìnliàng le 酒をもう限界まで飲んだ。
68 彻底讨论 chèdǐ tǎolùn 徹底的に討論する。
69 大改特改 dà gǎi tè gǎi 徹底的に改める。
70 大吃特吃 dà chī tè chī 大いに食べる。
71 大吃大喝 dà chī dà hē 派手に飲み食いする。
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