
No 中国語 ピンイン 日本語

1 一个 yī ge ひとつ。
2 一个问题 yī ge wèntí ひとつの問題。
3 一个东⻄ yī ge dōngxi ひとつのモノ。
4 一个苹果 yī ge píngguǒ リンゴ一個。
5 一个包 yī ge bāo バッグひとつ。ひと包み。
6 心有一个 xīn yǒu yī ge 心は一つ。
7 团结一心 tuánjié yīxīn 心を一つに。
8 请一人拿一个 qǐng yī rén ná yī ge 一人ひとつずつ取ってください。
9 每人吃一个 měi rén chī yī ge 一人がひとつずつ食べる。
10 一个不剩 yī ge bù shèng ひとつ残らず。
11 一一 yīyī いちいち。ひとつひとつ。
12 一一解释 yīyī jiěshì ひとつひとつ説明する。
13 一个一个 yī ge yī ge ひとつひとつ。一個、一個。ひとつづつ。
14 一个一个地解决 yī ge yī ge de jiějué ひとつずつ解決する。
15 逐 zhú ひとつひとつ順番に。追いかける。追い払う。
16 逐日 zhúrì 一日ごとに。日々。
17 逐年 zhúnián 年ごとに。年々。
18 逐项 zhúxiàng 項目ごと。一項目ずつ。
19 逐一 zhúyī ひとつずつ。
20 逐一举例说明 zhúyī jǔlì shuōmíng ひとつずつ例をあげて説明する。
21 逐个 zhúgè 逐一。ひとつひとつ。
22 逐个处里 zhúgè chǔlǐ ひとつずつ片づける。
23 每 měi 各。〜ごとに。
24 每一个 měi yī ge ひとつひとつ。ひとつごとに。
25 每人 měirén 各人。それぞれの人。
26 每个人 měi ge rén 各人。それぞれの人。
27 每一个人 měi yī ge rén 一人一人。
28 我们每个人 wǒmen měi ge rén 私たち一人一人。
29 国⺠每个人 guómín měi ge rén 国⺠ひとり。国⺠ひとりあたり。
30 每一个同事 měi yī ge tóngshì 同僚一人一人。
31 每一个小时 měi yī ge xiǎoshí 一時間ごと。
32 每四小时 měi sì xiǎoshí 四時間ごと。
33 各 gè それぞれ。
34 各人 gèrén 各人。それぞれの人。
35 各给一份 gè gěi yī fèn それぞれにひとつずつ配る。
36 一次 yīcì 一回。一度。
37 每次 měicì 毎回。
38 每一次 měi yīcì 毎回。
39 每天 měitiān 毎日。
40 每年 měinián 毎年。
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41 每一户 měi yī hù 各世帯。
42 每一球 měi yī qiú 一球一球。
43 隔 gé 時間や距離を置く。〜おき。
44 隔两三天 gé liǎng sān tiān ２〜３日たって。
45 隔两周去一次 gé liǎng zhōu qù yīcì ２週間に１回行く。
46 每隔二十分钟 měi gé èrshí fēnzhōng ２０分間隔。２０分毎。
47 隔五米 gé wǔ mǐ ５メートルの間隔をおいて。
48 相隔 xiānggé 時間や距離を隔てて。
49 相隔一百米 xiānggé yībǎi mǐ １００メートル隔てて。
50 相隔多年 xiānggé duōnián ⻑い時を隔てて。
51 只有一个 zhǐ yǒu yī ge ひとつだけ。ただひとつ。
52 只有一点 zhǐ yǒu yī diǎn 一点だけ。わずかな。すこしでも。
53 到⻋站只有一点距离了 dào chēzhàn zhǐ yǒu yī diǎn jùlí le 駅までわずかな距離です。
54 世界上独一无二的花 shìjiè shàng dú yī wú èr de huā 世界に一つだけの花。
55 世界上唯一的花 shìjiè shàng wéiyī de huā 世界に一つだけの花。
56 追加一个 zhuījiā yī ge ひとつ追加。
57 再追加一个 zài zhuījiā yī ge もう一つ追加。
58 还有一个 háiyǒu yī ge さらにひとつ。もう一つ。まだ一つ。
59 还有一个是 háiyǒu yī ge shì もうひとつは。。
60 还有一点 háiyǒu yī diǎn あともう少し。
61 增加一个 zēngjiā yī ge ひとつ増える。
62 减少一个 jiǎnshǎo yī ge ひとつ減る。
63 多了一个 duō le yī ge ひとつ多い。
64 少了一个 shǎo le yī ge ひとつ少ない。
65 剩下一个 shèngxià yī ge ひとつ余る。ひとつ残る。
66 给我一个 gěi wǒ yī ge ひとつちょうだい。
67 给你一个 gěi nǐ yī ge あなたにひとつあげる。
68 送给你一个 sòng gěi nǐ yī ge あなたにひとつプレゼントする。
69 还给你一个 huángěi nǐ yī ge あなたにひとつ返す。
70 一些 yīxiē 幾らかの。幾つかの。少しばかり。
71 一些钱 yīxiē qián いくらかのお金。
72 一些理由 yīxiē lǐyóu いくつかの理由。
73 惟一 wéiyī 唯一の。
74 惟一的愿望 wéiyī de yuànwàng 唯一の願い。
75 只有一个 zhǐyǒu yī ge ひとつだけ。
76 真相只有一个 zhēnxiàng zhǐyǒu yī ge 真実はひとつだけ。
77 只有一个人 zhǐyǒu yī ge rén 一人だけ。
78 够了 gòu le 十分だ。足りている。もうたくさんだ。
79 不够 bùgòu 足りない。不十分だ。
80 钱不够 qián bùgòu お金が足りない。
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81 至少一个 zhìshǎo yī ge 少なくともひとつ。
82 至少值十万日元 zhìshǎo zhí shíwàn rì yuán 少なくとも十万円する。
83 最多十个 zuìduō shí ge 多くて１０個。
84 至多十个 zhìduō shí ge 多くとも１０個。せいぜい１０個。
85 一百多天 yī bǎi duō tiān 百日余り。
86 大多数 dàduōshù 大多数。
87 绝大多数 jué dàduōshù 圧倒的多数。
88 绝大部分 jué dà bùfen ほとんど全て。
89 多半 duōbàn 大半。おおかた。たぶん。
90 不足一公里 bùzú yī gōnglǐ １キロメートル弱。
91 不足五十日元 bùzú wǔshí rìyuán ５０円不足。
92 购买金额不足三千日元 gòumǎi jīn'é bùzú sānqiān rìyuán お買い上げ金額３０００円未満。
93 十八岁以上 shí bā suì yǐshàng １８歳以上。
94 一米以下 yī mǐ yǐxià １メートル以下。
95 大约 dàyuē ほぼ。だいたい。たぶん。
96 大约半个小时 dàyuē bàn ge xiǎoshí だいたい３０分。
97 大概 dàgài おおよそ。
98 大概要一个小时 dàgài yào yī ge xiǎoshí おおよそ１時間かかる。
99 大致 dàzhì だいたい。ほぼ。
100 大致是四个小时 dàzhì shì sì ge xiǎoshí だいたい４時間。
101 左右 zuǒyòu 〜前後。〜ぐらい。左右。左右する。
102 一个小时左右 yī ge xiǎoshí zuǒyòu １時間ほど。
103 上下 shàngxià およそ〜。上から下まで。上り下り。
104 四十五上下的中年男子 sì shi wǔ shàngxià de zhōngnián nánzǐ ４５くらいの中年男性。
105 前后 qiánhòu 〜のころ。前と後ろ。
106 一九九〇年前后 yī jiǔ jiǔ líng nián qiánhòu １９９０年ころ。
107 一份 yī fèn ひと揃い。１セット。一皿。全体を分けたひとつ。部数。
108 一份菜 yī fèn cài ひと料理。一皿の料理。
109 一份套餐 yī fèn tàocān １セット。定食もしくはコース料理がひとつ。
110 一份报 yī fèn bào 新聞一部。
111 一个人 yī ge rén 一人。
112 三四个人 sān sì ge rén ３〜４人。
113 十个人左右 shí ge rén zuǒyòu １０人くらい。
114 位 wèi 人を数えることば。〜名。
115 诸位 zhūwèi 各位。
116 各位 gèwèi 各位。
117 三位 sān wèi 三名。
118 一位客人 yī wèi kèrén お客様１名。
119 位 wèi 数字のけた。位。
120 个位 gèwèi 一の位。
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121 十位 shíwèi 十の位。
122 百位 bǎiwèi 百の位。
123 小数第一位 xiǎoshù dì yī wèi 小数点第１位
124 首位 shǒuwèi 首位。第一位。
125 第一 dì yī 第一の。第一だ。
126 第一名 dì yī míng 一位。優勝。トップ。
127 冠军 guànjūn 優勝。
128 最后一名 zuìhòu yī míng 最下位。
129 倒数 dàoshǔ 逆から数える。
130 倒数第一 dàoshǔ dì yī 後ろから１番。べべ。最下位。
131 倒数计时 dàoshǔ jìshí カウントダウン。
132 一块肉 yī kuài ròu ひとかたまりの肉。肉ひときれ。
133 一块香皂 yī kuài xiāngzào 石鹸１個。
134 一块手表 yī kuài shǒubiǎo 腕時計ひとつ。
135 一架⻜机 yī jià fēijī 飛行機一機。
136 一片药 yī piàn yào 薬一錠。
137 一片景象 yī piàn jǐngxiàng ひとつの光景。
138 一张床 yī zhāng chuáng １台のベッド。
139 一张票 yī zhāng piào １枚の切符。
140 一张纸 yī zhāng zhǐ １枚の紙。
141 一把伞 yī bǎ sǎn 一本の傘。
142 一把椅子 yī bǎ yǐzi 椅子ひとつ。
143 一把菜刀 yī bǎ càidāo 包丁一本。
144 一本书 yī běn shū 一冊の本。
145 一册书 yī cè shū 一冊の本。
146 一包烟 yī bāo yān タバコひと箱。
147 一盒火柴 yī hé huǒchái マッチひと箱。
148 一条烟 yī tiáo yān タバコ、ワンカートン。
149 一条路 yī tiáo lù 一本の道。
150 一条河 yī tiáo hé 一本の川。
151 一条裤子 yī tiáo kùzi ズボン１本。
152 一条裙子 yī tiáo qúnzi スカート１枚。
153 一条领带 yī tiáo lǐngdài ネクタイ１本。
154 一条⻩⽠ yī tiáo huángguā キュウリ１本。
155 一条⻥ yī tiáo yú 魚一匹。
156 一条狗 yī tiáo gǒu 一匹のイヌ。
157 一条船 yī tiáo chuán 一艘の船。
158 一条新闻 yī tiáo xīnwén ひとつのニュース。
159 一支烟 yī zhī yān タバコ１本。
160 一支笔 yī zhī bǐ １本のペン。
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161 一支枪 yī zhī qiāng 一丁の銃。
162 一支歌 yī zhī gē 歌一曲。
163 一枝花 yī zhī huā 一本の花。
164 一根绳子 yī gēn shéngzi 一本のロープ。
165 一根火柴 yī gēn huǒchái マッチ１本。
166 一根筷子 yī gēn kuàizi 箸の片方。箸１本。
167 一串项链 yī chuàn xiàngliàn ネックレスひとつ。
168 一串葡萄 yī chuàn pútáo ブドウ一房。
169 一棵树 yī kē shù １本の木。
170 一棵草 yī kē cǎo １本の草。
171 一颗花生米 yī kē huāshēngmǐ ピーナツひとつ。
172 一颗星星 yī kē xīngxing 星ひとつ。
173 一粒沙子 yī lì shāzi ひとつぶの砂。
174 一粒种子 yī lì zhǒngzǐ ひとつぶの種。
175 一幅画 yī fú huà 一枚の絵。
176 一幅布 yī fú bù 一枚の布。
177 一盏灯 yī zhǎn dēng 一灯のあかり。
178 一件衣服 yī jiàn yīfú 服一枚。
179 一件毛衣 yī jiàn máoyī 一枚のセーター。
180 一件事 yī jiàn shì ひとつの事。
181 一件事情 yī jiàn shìqíng ひとつの事柄。
182 一种商品 yī zhǒng shāngpǐn 一種類の商品。
183 一种植物 yī zhǒng zhíwù 一種類の植物。
184 一场雨 yī chǎng yǔ ひと雨。
185 一场病 yī chǎng bìng １回の病気。
186 一场火灾 yī chǎng huǒzāi １回の火災。
187 一场战争 yī chǎng zhànzhēng １回の戦争。
188 一场比赛 yī chǎng bǐsài １回の試合。
189 一部电影 yī bù diànyǐng １本の映画。
190 一只手 yī zhī shǒu 片手。ひとつの手。
191 一只脚 yī zhǐ jiǎo 片足。ひとつの足。
192 一只袜子 yī zhǐ wàzi 靴下の片方。靴下ひとつ。
193 一只鞋 yī zhǐ xié 靴の片方。靴ひとつ。
194 一只猫 yī zhǐ māo ネコ一匹。
195 一只羊 yī zhǐ yáng ヒツジ一匹。
196 一匹⻢ yī pǐ mǎ ウマ一頭。
197 一匹布 yī pǐ bù 一枚の布。
198 一头牛 yī tóu niú ウシ一頭。
199 一头猪 yī tóu zhū ブタ一匹。
200 一头蒜 yī tóu suàn ニンニクひとつ。

数にかかわることば＆量詞  5/8

5



No 中国語 ピンイン 日本語

201 一群学生 yī qún xuéshēng 学生の群れ。
202 一群羊 yī qún yáng 羊の群れ。
203 一台电视机 yī tái diànshìjī テレビ１台。
204 一台冰箱 yī tái bīngxiāng 冷蔵庫１台。
205 一台电脑 yī tái diànnǎo コンピューター１台。
206 一辆⻋ yī liàng chē 車１台。
207 一辆自行⻋ yī liàng zìxíngchē 自転車１台。
208 一辆火⻋ yī liàng huǒchē 列車１台。
209 一列火⻋ yī liè huǒchē 列車１台。
210 第一节⻋厢 dì yī jié chēxiāng 車両一両目。
211 一艘油轮 yī sōu yóulún 一隻のタンカー。
212 一朵花 yī duǒ huā 一輪の花。
213 一朵云彩 yī duǒ yúncai 雲ひとつ。
214 一束花 yī shù huā 花１束。
215 一栋房子 yī dòng fángzi １棟の家屋。
216 一所学校 yī suǒ xuéxiào 学校が１校。
217 一所医院 yī suǒ yīyuàn １軒の病院。
218 一所工厂 yī suǒ gōngchǎng １軒の工場。
219 一所邮局 yī suǒ yóujú １軒の郵便局。
220 一家饭店 yī jiā fàndiàn １軒のホテル。
221 一家企业 yī jiā qǐyè 一企業。
222 一座桥 yī zuò qiáo 一本の橋。
223 一座山 yī zuò shān ひとつの山。
224 一座大楼 yī zuò dàlóu １軒のビル。
225 一座铜像 yī zuò tóngxiàng ひとつの銅像。
226 一杯茶 yī bēi chá １杯のお茶。
227 一杯水 yī bēi shuǐ １杯の水。
228 一杯啤酒 yī bēi píjiǔ ビール一杯。
229 一罐啤酒 yī guàn píjiǔ ビール一缶。
230 一瓶啤酒 yī píng píjiǔ ビール一本。
231 一支啤酒 yī zhī píjiǔ ビール一本。
232 一打啤酒 yī dá píjiǔ ビール１ダース。
233 半打啤酒 bàn dá píjiǔ ビール半ダース。
234 一扎啤酒 yī zā píjiǔ ピッチャーなどまとまったビール単位でひとつ。
235 一打铅笔 yī dá qiānbǐ 鉛筆１ダース。
236 一壶茶 yī hú chá お茶１急須。
237 一壶咖啡 yī hú kāfēi コーヒー１ポット。
238 一碗米饭 yī wǎn mǐfàn ごはん一杯。ごはん一膳。
239 一碗面条 yī wǎn miàntiáo 一杯の麺。
240 一顿饭 yī dùn fàn １回の食事。
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241 一顿骂 yī dùn mà １度ののしる。
242 一顿批评 yī dùn pīpíng １度批判する。
243 一份饭 yī fèn fàn ごはん一そろい。
244 一份礼物 yī fèn lǐwù プレゼント一そろい。
245 一份点心 yī fèn diǎnxīn お菓子一そろい。軽食一そろい。
246 一份文件 yī fèn wénjiàn 書類１部。
247 一副眼镜 yī fù yǎnjìng メガネひとつ。
248 一副手套 yī fù shǒutào １組の手袋。
249 一副耳环 yī fù ěrhuán １組のイヤリング。
250 一副扑克牌 yī fù pūkèpái １組のトランプカード。
251 一套家具 yī tào jiājù 家具一式。１セットの家具。
252 一套茶具 yī tào chájù 茶器一式。
253 一套⻄服 yī tào xīfú １組のスーツ。スーツ１着。
254 一双手 yī shuāng shǒu 両手。２本の手。
255 一双脚 yī shuāng jiǎo 両足。２本の足。
256 一双筷子 yī shuāng kuàizi 箸の１膳。箸２本。
257 一双鞋 yī shuāng xié １足の靴。一そろいの靴。
258 一对夫妻 yī duì fūqī １組の夫婦。
259 一对眼睛 yī duì yǎnjing 両方の目。
260 一句话 yī jù huà ひと言。みじかい話。
261 一门功课 yī mén gōngkè １科目。
262 一门知识 yī mén zhīshì ひとつの体系だった知識。
263 一门亲戚 yī mén qīnqi 親戚一族。
264 一篇小说 yī piān xiǎoshuō 一編の小説。
265 一篇论文 yī piān lùnwén ひとつの論文。
266 一篇文章 yī piān wénzhāng ひとつの文章。
267 一首歌 yī shǒu gē １曲の歌。
268 一项原则 yī xiàng yuánzé ひとつの原則。
269 一项任务 yī xiàng rènwù ひとつの任務。
270 一笔钱 yī bǐ qián ひとつのまとまったお金。
271 一笔生意 yī bǐ shēngyì ひとつの取引き。
272 一笔存款 yī bǐ cúnkuǎn 一口の貯金。
273 一笔账 yī bǐ zhàng ひとつの勘定。
274 一道河 yī dào hé １本の川。
275 一道命令 yī dào mìnglìng ひとつの命令。
276 一道菜 yī dào cài 料理１品。
277 初次 chūcì 初めて。
278 第一次 dì yī cì 初めて。第１回。
279 第二次 dì èr cì 第２回。
280 一次 yī cì １度。１回。
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281 两次 liǎng cì ２度。２回。
282 请再说一遍 qǐng zài shuō yī biàn もう１度言ってください。
283 念一遍 niàn yī biàn 一度朗読する。
284 我去了一趟 wǒ qù le yī tàng 私は１回行った。
285 他去了一趟 tā qù le yī tàng 彼は１度来た。
286 第一课 dì yī kè 第１課。
287 第二⻚ dì èr yè ２ページ目。
288 第三场表演 dì sān chǎng biǎoyǎn 劇などの第３場もしくは第３回公演。
289 第一场比赛 dì yī chǎng bǐsài 第１試合。
290 一场比赛 yī chǎng bǐsài １度の試合。
291 第一轮比赛 dì yī lún bǐsài １回戦の試合
292 第一轮 dì yī lún 第１ラウンド。
293 二楼 èr lóu ２階。
294 二号楼 èr hào lóu 第二塔。二号館。第二ターミナル。
295 地下一层 dìxià yī céng 地下一階。
296 三十层的大厦 sānshí céng de dàshà ３０階建てのビル。
297 双层吉士汉堡 shuāng céng jíshì hànbǎo ダブルチーズバーガー。
298 双层公共汽⻋ shuāng céng gōnggòngqìchē ２階建バス。
299 双层巴士 shuāng céng bāshì ２階建バス。
300 两岁 liǎng suì ２歳。
301 二年级 èr niánjí ２年生。
302 五级 wǔ jí ５級。
303 一等 yī děng １等。ファーストクラス。
304 二等 èr děng ２等。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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