
No 中国語 ピンイン 日本語

1 徘徊 páihuái 行きつもどりつする。躊躇(ちゅうちょ)する。停滞する。
2 在家附近徘徊 zài jiā fùjìn páihuái 家の近くを徘徊する。
3 在街上徘徊 zài jiē shàng páihuái 街をうろうろする。
4 深夜徘徊在繁华的商业街头 shēnyè páihuái zài fánhuá de shāngyè jiētóu 夜遅くに賑やかな商店街をさまよう。
5 漫无目的地徘徊 mànwúmùdì de páihuái あてもなくうろうろする。
6 徘徊在死亡线上 páihuái zài sǐwáng xiàn shàng 死線をさまよう。
7 徘徊在生死线上 páihuái zài shēngsǐ xiàn shàng 生死の境をさまよう。
8 彷徨 pánghuáng さまよう。ためらう。迷う。
9 彷皇 pánghuáng さまよう。ためらう。迷う。
10 旁皇 pánghuáng さまよう。ためらう。迷う。
11 她在十字路口彷徨 tā zài shízìlùkǒu fǎnghuáng 彼女は交差点でうろつく。
12 踯躅 zhízhú さまよう。徘徊(はいかい)する。ためらう。
13 蹢躅 zhízhú さまよう。徘徊(はいかい)する。ためらう。
14 踯躅街头 zhízhú jiētóu 路頭をさまよう。
15 转来转去 zhuàn lai zhuàn qu 転々とする。うろうろする。
16 她在家里转来转去 tā zài jiāli zhuànlaizhuànqu 彼女は家の中をうろうろする。
17 走来走去 zǒu lái zǒu qù 行ったり来たりする。
18 漫无目的地走来走去 mànwúmùdì de zǒuláizǒuqù あてもなくうろうろする。
19 踱来踱去 duó lái duó qù ゆっくりと行ったり来たりする。
20 在房间里踱来踱去 zài fángjiānli duóláiduóqù 部屋の中を行ったり来たりする。
21 来回 láihuí 往復する。往復の距離や時間。行きつもどりつ。たびたび。しょっちゅう。

22 来来回回 láilaihuíhuí 往復する。行ったり来たりする。 
23 被带着来回转 bèi dài zhe láihuí zhuàn 連れ回された。
24 在村里来来回回地走着 zài cūnli láilaihuíhuí de zǒu zhe 村の中を行ったり来たりしている。
25 来去 láiqù 往復する。行き来する。
26 来来去去 láilaiqùqù 往復する。行ったり来たりする。 
27 他在北京和广州之间来来去去 tā zài Běijīng hé Guǎngzhōu zhī jiān láilaiqùqù 彼は北京と広州の間をを行ったり来たりしている。
28 来回来去 lái huí lái qù 何度も行きつ戻りつする。
29 他来回来去地走着 tā láihuíláiqù de zǒu zhe 彼は行ったり来たりしている。
30 来往 láiwǎng 道を行き来する。
31 来往 láiwang つき合う。交際する。
32 来来往往 láilaiwǎngwǎng 道を行き来する。つき合う。交際する。
33 人群来来往往 rénqún láilaiwǎngwǎng 大勢の人が行き来する。
34 往来 wǎnglái 往来する。行き来する。つき合う。
35 ⻋辆往来频繁 chēliàng wǎnglái pínfán 車両の行き来が激しい。
36 进退 jìntuì 進むことと退くこと。立ち居振る舞い。
37 进进退退 jìnjintuìtuì 前進と後退を繰り返す。
38 修学佛法总是进进退退 xiūxué fófǎ zǒngshì jìnjintuìtuì 仏法の学びは常に前進と後退を繰り返す。
39 转转 zhuànzhuàn 散歩する。ぶらぶら歩く。
40 在街上随便转转 zài jiē shàng suíbiàn zhuànzhuàn 気ままに街を歩き回る。
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41 打转 dǎzhuàn ぐるぐる回る。
42 打转儿 dǎzhuànr ぐるぐる回る。
43 打转转 dǎzhuànzhuàn ぐるぐる回る。
44 黑熊悠闲地在河边打转 hēixióng yōuxián de zài hé biān dǎzhuàn ツキノワグマがのんびりと川辺をうろつく。
45 转悠 zhuànyou ぐるぐる回る。ぶらぶら歩く。
46 转游 zhuànyou ぐるぐる回る。ぶらぶら歩く。
47 转悠转悠 zhuànyouzhuànyou ぐるぐる回る。ぶらぶら歩く。
48 在附近转悠 zài fùjìn zhuànyou あたりをうろつく。
49 逛 guàng ぶらぶら歩く。
50 逛⻢路 guàng mǎlù 通りをぶらつく。
51 逛公园 guàng gōngyuán 公園をぶらつく。
52 在街上逛一逛 zài jiē shàng guàng yī guàng 街をぶらぶらする。
53 闲逛 xiánguàng 目的もなくぶらつく。ひまつぶしに散歩する。
54 在街上闲逛 zài jiē shàng xiánguàng 街をぶらぶらする。
55 闲荡 xiándàng 仕事をせずにぶらぶら歩く。
56 在外面闲荡 zài wàimiàn xiándàng 外をぶらつく。
57 逛街 guàngjiē 街をぶらぶらする。ウインドーショッピングする。
58 我们去逛街吧 wǒmen qù guàngjiē ba 私たち、街に出かけよう。
59 游荡 yóudàng ぶらぶら歩く。ゆらゆらと揺れる。働かずぶらぶらする。
60 游游荡荡 yóuyoudàngdàng ぶらぶら歩く。ゆらゆらと揺れる。働かずぶらぶらする。
61 游荡在街头 yóudàng zài jiētóu 通りをさまよう。
62 一只没主儿的狗在街头游荡 yī zhǐ méi zhǔr de gǒu zài jiētóu yóudàng 一匹の飼い主のいないイヌが街でうろついている。
63 游逛 yóuguàng ぶらぶら見物する。
64 游游逛逛 yóuyouguàngguàng ぶらぶら見物する。
65 在大街上游游逛逛 zài dàjiē shàng yóuyouguàngguàng 街をぶらぶら見物する。
66 流浪 liúlàng 流浪する。
67 流浪汉 liúlànghàn 放浪者。ルンペン。
68 流浪街头 liúlàng jiētóu 街をさすらう。
69 到处流浪 dàochù liúlàng あちこちさまよう。
70 飘荡 piāodàng さすらう。流浪する。風で揺れ動く。波間に漂う。
71 四处飘荡 sìchù piāodàng 各地を流浪する。
72 漂流 piāoliú 漂い流れる。漂流する。流浪する。さすらう。スポーツのラフティングをする。

73 飘流 piāoliú 漂い流れる。漂流する。流浪する。さすらう。
74 四处漂流 sìchù piāoliú 各地を流浪する。
75 漂泊 piāobó 流浪する。水面に漂う。
76 飘泊 piāobó 流浪する。水面に漂う。
77 漂泊之⺠ piāobó zhī mín 流浪の⺠。
78 四处漂泊 sìchù piāobó 各地を流浪する。
79 溜达 liūda ぶらぶら歩く。
80 蹓跶 liūda ぶらぶら歩く。
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81 溜达溜达 liūdaliūda ぶらぶら歩く。
82 溜溜达达 liūliudādā ぶらぶら歩く。
83 在河边溜达 zài hé biān liūda 川のほとりをぶらぶら歩く。
84 漫步 mànbù そぞろ歩く。散歩する。散歩。漫歩。
85 东京漫步 Dōngjīng mànbù 東京さんぽ。東京散策。
86 漫步街头 mànbù jiētóu 街をそぞろ歩く。
87 漫游 mànyóu 気ままに歩き回って見物する。漫遊。ローミングする。
88 漫游横滨街道 mànyóu Hèngbīn jiēdào 横浜の街通りを気の向くままに遊覧する。
89 漫游世界 mànyóu shìjiè 世界を漫遊する。
90 散步 sànbù 散歩する。
91 散散步 sànsanbù 散歩する。
92 出去散步 chūqù sànbù 散歩に出かける。
93 出门散步 chūmén sànbù 散歩に出かける。
94 在海滨散步 zài hǎibīn sànbù 海辺を散歩する。
95 盘旋 pánxuán ぐるぐる巡る。旋回する。
96 一架直升⻜机在空中盘旋着 yī jià zhíshēngfēijī zài kōngzhōng pánxuán zhe 一機のヘリコプターが空中をぐるぐる巡っている。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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