
No 中国語 ピンイン 日本語

1 过 guò 時間がたつ。過ごす。過ぎる。通る。超える。移転する。経る。

2 过日子 guò rìzi 日を過ごす。
3 过安稳日子 guò ānwěn rìzi 平穏な日々を過ごす。
4 一天一天地过日子 yī tiān yī tiān de guò rìzi その日その日を過ごす。
5 过愉快的周末 guò yúkuài de zhōumò 楽しい週末を過ごす。
6 过独身生活 guò dúshēn shēnghuó 独身生活を送る。
7 过晚年生活 guò wǎnnián shēnghuó 晩年の生活を送る。老後生活を送る。
8 过着华丽的生活 guò zhe huálì de shēnghuó 華美な生活を送っている。
9 暑假你打算怎么过？ shǔjià nǐ dǎsuàn zěnme guò 夏休みはどのように過ごすつもりですか。
10 能一起过周末吗？ néng yīqǐ guò zhōumò ma 週末一緒に過ごすことが出来ますか。
11 度 dù 過ごす。度合いをあらわす。
12 幸福地度着晚年 xìngfú de dù zhe wǎnnián 幸せに晩年を過ごしている。
13 渡 dù 過ごす。ある時期を乗り越える。海や川などを渡る。渡す。
14 渡日子不容易 dù rìzi bù róngyì 暮らすのは楽でない。
15 度过 dùguò 時を過ごす。
16 在家里悠闲地度过 zài jiāli yōuxián de dùguò 家でのんびり過ごす。
17 我度过了开心的时光 wǒ dùguò le kāixīn de shíguāng 私は、楽しい時を過ごすことができた。
18 我休息的时候和家人一起度过 wǒ xiūxi de shíhòu hé jiārén yīqǐ dùguò私は休みのとき、家族と一緒に過ごす。
19 渡过 dùguò 海や川などを渡る。ある時期を通過する。過ごす。
20 渡过了一段愉快的时光 dùguò le yīduàn yúkuài de shíguāng 楽しいひとときを過ごす。
21 渡过难关 dùguò nánguān 難関を乗り切る。
22 渡过危机 dùguò wéijī 危機を乗り切る。
23 渡过太平洋 dùguò tàipíngyáng 太平洋を渡る。
24 度日 dùrì 日を過ごす。苦しい状況の中で何とか暮らす。
25 悠闲度日 yōuxián dùrì のんびり過ごす。
26 平安度日 píng'ān dùrì 平静に暮らす。無事に暮らす。
27 勤劳度日 qínláo dùrì 働き暮らす。懸命に暮らす。
28 勉强度日 miǎnqiáng dùrì どうにか暮らす。
29 度假 dùjià 休暇を過ごす。
30 去海边度假 qù hǎibiān dùjià 海へ行って休暇を過ごす。
31 在夏威夷度假 zài Xiàwēiyí dùjià ハワイで休暇を過ごす。
32 在家度假 zài jiā dùjià 家で休暇を過ごす。
33 你去哪儿度假? nǐ qù nǎr dùjià あなたはどこに行って休暇を過ごしますか。
34 度假村 dùjiàcūn レジャーランド。リゾート村。
35 度假酒店 dùjià jiǔdiàn リゾートホテル。
36 欢度 huāndù 楽しく過ごす。
37 欢度春节 huāndù chūnjié 春節を楽しく過ごす。
38 欢度佳节 huāndù jiājié 祝日を楽しく過ごす。
39 安度 āndù 無事に暮らす。
40 安度余生 āndù yúshēng 安らかな余生を送る。
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41 消磨 xiāomó 無為に時間をすごす。気をすりへらす。消耗する。
42 消磨时间 xiāomó shíjiān 時間をつぶす。
43 消磨岁月 xiāomó suìyuè 無為に歳月を過ごす。
44 消磨志气 xiāomó zhìqì 意気込みを失う。
45 消磨品 xiāomópǐn 消耗品。
46 消夏 xiāoxià 夏をしのぐ。避暑に行く。
47 去海边消夏 qù hǎibiān xiāoxià 海辺で夏を過ごす。
48 熬过 áoguò 辛抱して一定の時期を過ごす。通り越す。
49 熬过严寒 áoguò yánhán 厳しい寒さを乗り切る。
50 熬过苦难的岁月 áoguò kǔnàn de suìyuè 苦難の歳月を辛抱して過ごす。
51 过活 guòhuó 暮らす。
52 快乐地过活 kuàilè de guòhuó 楽しく生きる。幸せに暮らす。
53 一天一天地过活 yī tiān yī tiān de guòhuó その日その日を暮らす。
54 为生 wéishēng 生計を立てる。職業とする。
55 以渔猎为生 yǐ yúliè wéishēng 漁と狩猟により暮らす。
56 生活 shēnghuó 生活する。生きる。生活。暮らし。仕事。
57 平安地生活 píng'ān de shēnghuó 無事に暮らす。
58 安静地生活 ānjìng de shēnghuó 静かに暮らす。ひっそりと暮らす。
59 朴素地生活 pǔsù de shēnghuó つつましく暮らす。
60 夫妻和睦地生活 fūqī hémù de shēnghuó 夫婦仲良く暮らす。
61 起居 qǐjū 日常の生活。
62 饮食起居 yǐn shí qǐ jū 日々の生活。
63 保持规律饮食起居 bǎochí guīlǜ yǐnshí qǐjū 規則正しい生活を保つ。
64 挨 ái 時間を引き延ばす。ぐずぐずする。困難に耐える。いやな目にあう。〜される。

65 挨时间 ái shíjiān 時間を引き延ばす。ぐずぐずする。
66 挨日子 ái rìzi 日々を耐え忍ぶ。
67 浪费 làngfèi お金や時間をむだについやす。
68 浪费时间 làngfèi shíjiān 時間を浪費する。
69 虚度 xūdù むだに過ごす。
70 虚度光阴 xūdù guāngyīn 時をむだに過ごす。
71 虚度岁月 xūdù suìyuè 歳月をむだに過ごす。
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