
No 中国語 ピンイン 日本語

1 出游 chūyóu 旅に出て各地を見聞する。
2 春天出游 chūntiān chūyóu 春の行楽。春のお出かけ。
3 家庭出游 jiātíng chūyóu 家族での行楽。家族でのお出かけ。
4 带孩子出游 dài háizi chūyóu 子ども連れの行楽。子供連れのお出かけ。
5 出游去郊外 chūyóu qù jiāowài 郊外に遊びに出かける。
6 理想的出游天气 lǐxiǎng de chūyóu tiānqì 絶好の行楽日和。
7 宜于出游的天气 yíyú chūyóu de tiānqì 絶好の行楽日和。
8 最适于出游的天气 zuì shìyú chūyóu de tiānqì 絶好の行楽日和。
9 游玩 yóuwán 遊ぶ。ぶらぶら見物する。遊覧する。
10 出去游玩 chūqù yóuwán 遊びに出かける。行楽に出かける。
11 去海滨游玩 qù hǎibīn yóuwán 海辺行って遊ぶ。
12 登山游玩 dēngshān yóuwán 山歩きを楽しむ。
13 在富士山周边游玩 zai Fùshìshān zhōubiān yóuwán 富士山の周辺で遊覧する。
14 到农村去游玩 dào nóngcūn qù yóuwán いなかへ遊びに出かける。
15 游玩的季节 yóuwán de jìjié 行楽のシーズン。
16 游戏 yóuxì 遊ぶ。遊び。娯楽。ゲーム。
17 在公园里游戏 zài gōngyuán li yóuxì 公園で遊ぶ。
18 电脑游戏 diànnǎo yóuxì コンピュータゲーム。
19 游逛 yóuguàng ぶらぶら見物する。
20 游游逛逛 yóuyouguàngguàng ぶらぶら見物する。
21 在大街上游游逛逛 zài dàjiē shàng yóuyouguàngguàng 街をぶらぶら見物する。
22 游览 yóulǎn 名所旧跡を見物して回る。観光する。
23 游览游览 yóulǎnyóulǎn 名所旧跡を見物して回る。観光する。
24 游览地 yóulǎndì 遊覧地。観光地。行楽地。
25 游览⻋ yóulǎnchē 観光バス。観覧車。
26 游览汽⻋ yóulǎn qìchē 観光バス。遊覧車。
27 游览巴士 yóulǎn bāshì 観光バス。遊覧バス。
28 游览船 yóulǎnchuán 遊覧船。
29 游船 yóuchuán 遊覧船。
30 游艇 yóutǐng 遊覧船。
31 游览票 yóulǎnpiào 周遊券。
32 游览券 yóulǎnquàn 周遊券。
33 游览指南 yóulǎn zhǐnán 観光指南。観光パンフレット。
34 游览须知 yóulǎn xūzhī 観光心得。観光パンフレット。
35 游览城市 yóulǎn chéngshì 観光都市。
36 游览东京 yóulǎn Dōngjīng 東京を観光する。東京見物する。
37 行乐 xínglè 遊び楽しむ。外に出て遊ぶ。行楽する。
38 及时行乐 jíshí xínglè よい時期をむだにしないで行楽する。時節に合わせて行楽に出かける。

39 旅游 lǚyóu 観光する。旅行する。観光。観光旅行。
40 去旅游 qù lǚyóu 旅行に行く。観光に行く。
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41 出门旅游 chūmén lǚyóu 旅行に出かける。観光に出かける。
42 我去旅游了 wǒ qù lǚyóu le 私は旅行に行った。
43 到苏州旅游 dào Sūzhōu lǚyóu 蘇州に行って観光する。
44 我想去成都旅游 wǒ xiǎng qù Chéngdū lǚyóu 私は成都に旅行に行きたいです。
45 旅游地 lǚyóudì 観光地。
46 旅游⻋ lǚyóuchē 観光バス。
47 旅游汽⻋ lǚyóu qìchē 観光バス。
48 旅游客⻋ lǚyóu kèchē 観光バス。
49 旅游城市 lǚyóu chéngshì 観光都市。
50 旅游城镇 lǚyóu chéngzhèn 観光都市。
51 旅游指南 lǚyóu zhǐnán 旅行指南。旅行ガイドブック。
52 旅游便览 lǚyóu biànlǎn 旅行ガイドブック。
53 旅游季节 lǚyóu jìjié 旅行のシーズン。
54 旅游旺季 lǚyóu wàngjì 旅行のシーズン。
55 旅游盛季 lǚyóu shèngjì 旅行のシーズン。
56 旅游淡季 lǚyóu dànjì 旅行のシーズンオフ。
57 国内旅游 guónèi lǚyóu 国内旅行。
58 国外旅游 guówài lǚyóu 国外旅行。海外旅行。
59 出国旅游 chūguó lǚyóu 国外旅行。海外旅行。
60 境外旅游 jìngwài lǚyóu 国外旅行。海外旅行。
61 员工旅游 yuángōng lǚyóu 社員旅行。
62 公司旅游 gōngsī lǚyóu 社員旅行。
63 廉价旅游 liánjià lǚyóu 安上がりの旅行。
64 摩托⻋旅游 mótuōchē lǚyóu バイクツーリング。
65 旅游团 lǚyóutuán ツアー団体。団体旅行。団体旅行客。
66 旅游热点 lǚyóu rèdiǎn 観光の人気スポット。
67 旅游目的地 lǚyóu mùdìdì 観光目的地。旅行先。
68 旅游路线 lǚyóu lùxiàn 観光ルート。
69 短程旅游 duǎnchéng lǚyóu 近場への旅行。
70 旅行 lǚxíng 旅行する。
71 去旅行 qù lǚxíng 旅をする。観光に出かける。
72 出去旅行 chūqù lǚxíng 旅に出る。観光に出かける。
73 去英国旅行 qù Yīngguó lǚxíng イギリスに旅行する。
74 我打算去中国旅行 wǒ dǎsuan qù Zhōngguó lǚxíng わたしは中国に旅行に行こうと思っています。
75 个人旅行 gèrén lǚxíng 個人旅行。
76 团体旅行 tuántǐ lǚxíng 団体旅行。
77 集体旅行 jítǐ lǚxíng グループ旅行。団体旅行。
78 单身旅行 dānshēn lǚxíng 一人旅。
79 独自旅行 dúzì lǚxíng 一人旅。
80 一人旅行 yī rén lǚxíng 一人旅。
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81 蜜月旅行 mìyuè lǚxíng 新婚旅行。
82 新婚旅行 xīnhūn lǚxíng 新婚旅行。
83 毕业旅行 bìyè lǚxíng 卒業旅行。
84 修学旅行 xiūxué lǚxíng 修学旅行。
85 慰劳旅行 wèilào lǚxíng 慰安旅行。
86 职工旅行 zhígōng lǚxíng 社員旅行。
87 员工旅行 yuángōng lǚxíng 社員旅行。
88 海外旅行 hǎiwài lǚxíng 海外旅行。
89 外国旅行 wàiguó lǚxíng 外国旅行。
90 国外旅行 guówài lǚxíng 国外旅行。
91 出国旅行 chūguó lǚxíng 国外旅行。
92 夏威夷旅行 Xiàwēiyí lǚxíng ハワイ旅行。
93 环球旅行 huánqiú lǚxíng 世界一周旅行。
94 宇宙旅行 yǔzhòu lǚxíng 宇宙旅行。
95 航天旅行 hángtiān lǚxíng 宇宙旅行。
96 星际旅行 xīngjì lǚxíng 星間旅行。宇宙旅行。
97 ⻓途旅行 chángtú lǚxíng ⻑距離の旅行。⻑旅。
98 短途旅行 duǎntú lǚxíng 近場の旅行。小旅行。
99 当天去当天回来的旅行 dàngtiān qù dàngtiān huílái de lǚxíng 日帰りの旅行。
100 徒步旅行 túbù lǚxíng 徒歩旅行。ハイキング。
101 骑⻋旅行 qí chē lǚxíng 自転車旅行。
102 骑自行⻋旅行 qí zìxíngchē lǚxíng 自転車旅行。
103 周末旅行 zhōumò lǚxíng 週末旅行。
104 夏季旅行 xiàjì lǚxíng 夏の旅行。
105 滑雪旅行 huáxuě lǚxíng スキーツアー。
106 愉快的旅行 yúkuài de lǚxíng 楽しい旅行。良い旅。
107 快乐的旅行 kuàilè de lǚxíng 楽しい旅行。良い旅。
108 伤感的旅行 shānggǎn de lǚxíng 感傷的な旅行。
109 旅行社 lǚxíngshè 旅行会社。旅行社。
110 旅行行业 lǚxíng hángyè 旅行業。
111 旅行者 lǚxíngzhě 旅行者。
112 旅行团 lǚxíng tuán 旅行団。ツアーグループ。
113 旅行日程 lǚxíng rìchéng 旅行日程。旅行スケジュール。
114 旅行箱 lǚxíngxiāng スーツケース。
115 旅行包 lǚxíngbāo 旅行かばん。
116 到外地去旅行 dào wàidì qù lǚxíng 地方を旅行する。
117 旅行欧美各国 lǚxíng Ōu Měi gèguó 欧米諸国を旅行する。
118 员工旅行去冲绳 yuángōng lǚxíng qù Chōngshéng 社員旅行は沖縄に行く。
119 作短期逗留的旅行 zuò duǎnqí dòuliú de lǚxíng 短期滞在の旅行をする。泊りがけで旅行する。
120 做⻓途旅行 zuò chángtú lǚxíng ⻑旅に出る。
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121 准备旅行 zhǔnbèi lǚxíng 旅支度をする。
122 做旅行的准备 zuò lǚxíng de zhǔnbèi 旅行の準備をする。
123 惯于旅行 guàn yú lǚxíng 旅慣れる。
124 习惯于旅行的人 xíguàn yú lǚxíng de rén 旅慣れた人。
125 推迟旅行 tuīchí lǚxíng 旅行を延期する。旅行を見合わせる。
126 旅行⻅闻 lǚxíng jiànwén 土産話。
127 观光 guānguāng 観光する。見物する。
128 观光点 guānguāngdiǎn 観光スポット。
129 观光地 guānguāngdì 観光地。
130 观光资源 guānguāng zīyuán 観光資源。
131 观光旅行 guānguāng lǚxíng 観光旅行。
132 观光旅游 guānguāng lǚyóu 観光旅行。
133 观光路线 guānguāng lùxiàn 観光ルート。
134 观光旅程 guānguāng lǚchéng 観光旅程。観光コース。
135 观光客 guānguāngkè 観光客。
136 观光的客人 guānguāng de kèrén 観光の客。
137 观光⻋ guānguāngchē 展望車。観光バス。
138 观光团 guānguāngtuán 観光ツアー。
139 观光问讯处 guānguāng wènxùnchù 観光案内所。
140 我们去泰国旅游观光 wǒmen qù Tàiguó lǚyóu guānguāng 私たちはタイに観光旅行に行く。
141 参观 cānguān 見学する。
142 参观⻄安市容 cānguān Xī'ān shìróng ⻄安の街並みを見てまわる。
143 视察 shìchá 視察する。
144 视察旅行 shìchá lǚxíng 視察旅行。
145 视察城市公园管理情况 shìchá chéngshì gōngyuán guǎnlǐ qíngkuàng 都市部の公園の管理状況を視察する。
146 游历 yóulì 遊覧して回る。
147 游历⻄欧各国 yóulì Xī Ōu gèguó ⻄欧各国を巡る。
148 周游 zhōuyóu 周遊する。
149 周游券 zhōuyóuquàn 周遊券。
150 周游北海道 zhōuyóu běihǎidào 北海道を周遊する。北海道巡り。
151 周游古迹 zhōuyóu gǔjī 史跡を巡る。史跡巡り。
152 游遍 yóubiàn くまなく巡る。
153 游遍中国 yóubiàn Zhōngguó 中国をくまなく巡る。
154 遍游 biànyóu 遍歴する。巡る。
155 遍游深圳 biànyóu Shēnzhèn 深圳(しんせん)を巡る。
156 巡回 xúnhuí 巡回する。
157 在外地巡回 zài wàidì xúnhuí よその土地を巡回する。地方を巡回する。
158 远足 yuǎnzú 徒歩旅行する。
159 到郊外远足 dào jiāowài yuǎnzú 郊外で徒歩旅行する。郊外で遠足する。
160 出门 chūmén 外出する。家を離れ、遠方に行く。
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161 出门儿 chūménr 外出する。家を離れ、遠方に行く。
162 他出门去了 tā chūmén qù le 彼は出かけて行った。
163 远行 yuǎnxíng 遠くへ出かける。
164 出门远行 chūmén yuǎnxíng 遠くへ出かける。遠出をする。
165 远门 yuǎnmén 家を遠く離れる。遠縁の。
166 出远门 chū yuǎnmén 家を遠く離れる。遠出をする。⻑旅に出る。
167 游 yóu 気ままにゆるゆると歩き回る。泳ぐ。つきあう。
168 春游 chūyóu 春の行楽。
169 秋游 qiūyóu 秋の行楽。
170 游客 yóukè 観光客。行楽客。見物客。
171 观光游客 guānguāng yóukè 観光客。
172 游人 yóurén 観光客。行楽客。見物客。旅人。
173 游人须知 yóurén xūzhī 行楽客心得。
174 过客 guòkè 旅客。
175 接待过客 jiēdài guòkè 旅客を接待する。
176 观众 guānzhòng 見物人。視聴者。観衆。
177 观众席 guānzhòngxí 観客席。
178 导游 dǎoyóu 観光案内をする。ガイド。
179 观光导游 guānguāng dǎoyóu 観光ガイド。
180 导游员 dǎoyóuyuán 案内人。ガイドスタッフ。
181 导游小姐 dǎoyóu xiǎojiě ガイドのお姉さん。
182 旅游⻋导游 lǚyóuchē dǎoyóu バスガイド。
183 旅客导游图 lǚkè dǎoyóu tú 観光案内図。観光ガイドマップ。
184 旅游导游处 lǚyóu dǎoyóu chù 観光案内所。
185 导游手册 dǎoyóu shǒucè ガイドブック。旅行案内のパンフレット。
186 向导 xiàngdǎo 案内する。ガイド。
187 观光向导 guānguāng xiàngdǎo 観光ガイド。
188 旅游向导 lǚyóu xiàngdǎo 観光ガイド。
189 引路人 yǐnlùrén 案内人。導き手。
190 带路人 dàilùrén 案内人。思想や運動の先導者。
191 景点 jǐngdiǎn 景勝地。観光スポット。
192 观光景点 guānguāng jǐngdiǎn 観光スポット。
193 旅游景点 lǚyóu jǐngdiǎn 観光スポット。
194 胜地 shèngdì 景勝地。観光スポット。
195 观光胜地 guānguāng shèngdì 観光地。
196 旅游胜地 lǚyóu shèngdì 観光地。
197 避暑胜地 bìshǔ shèngdì 有名な避暑地。
198 温泉胜地 wēnquán shèngdì 湯の町。
199 休闲胜地 xiūxián shèngdì リゾート地。
200 游览胜地公寓 yóulǎn shèngdì gōngyù リゾートマンション。
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201 名胜 míngshèng 名勝。
202 名胜景点 míngshèng jǐngdiǎn 名勝。
203 名胜之地 míngshèng zhī dì 名勝の地。
204 观光名胜 guānguāng míngshèng 観光名所。
205 樱花名胜 yīnghuā míngshèng 桜の名所。
206 名胜古迹 míngshèng gǔjī 名所旧跡。
207 游览名胜 yóulǎn míngshèng 名所を見物する。
208 探访名胜 tànfǎng míngshèng 名所をたずね訪れる。
209 景区 jǐngqū 景勝地。
210 警区 jǐngqū 警察の各所管の管轄(かんかつ)区。
211 旅游景区 lǚyóu jǐngqū 観光地。景勝地。
212 国家5A级景区 guójiā wǔ A jí jǐngqū 観光地等級AAAAAの景勝地。
213 ⻛景区 fēngjǐngqū 景勝区。
214 闻名的⻛景区 wénmíng de fēngjǐngqū 有名な景勝地。
215 度假 dùjià 休暇を過ごす。
216 度假的人 dùjià de rén 休暇中の人。行楽客。
217 度假村 dùjiàcūn 休暇村。保養地。
218 冬季度假地 dōngjì dùjiàdì ウインターリゾート。
219 去海边度假 qù hǎibiān dùjià 海へ行って休暇を過ごす。
220 在农村度假 zài nóngcūn dùjià いなかで休暇を過ごす。
221 度假区开发 dùjiàqū kāifā リゾート開発。
222 欢度 huāndù 楽しく過ごす。
223 欢度假日 huāndù jiàrì 休暇を楽しく過ごす。
224 疗养 liáoyǎng 療養する。
225 疗养地 liáoyǎngdì 療養地。保養地。
226 去温泉疗养 qù wēnquán liáoyǎng 湯治(とうじ)に行く。
227 旅程 lǚchéng 旅程。旅の行程。旅の道のり。
228 一日游 yīrìyóu １日観光。日帰りの旅。
229 纪行 jìxíng 紀行。旅行記。
230 游记 yóujì 旅行記。
231 行李箱 xínglixiāng スーツケース。トランク。
232 随身行李 suíshēn xíngli 手荷物。
233 土产 tǔchǎn 特産物。その土地の。
234 特产 tèchǎn 特産品。特産物。
235 给家人的礼物 gěi jiārén de lǐwù 家族へのプレゼント。家族への土産。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

行楽、観光、旅行   6/6

6


