
No 中国語 ピンイン 日本語

1 个人 gèrén 個人。
2 个体 gètǐ 個人。生物の個体。
3 群体 qúntǐ 組織。グループ。団体。動植物の群体。
4 私人 sīrén 個人の。個人的な。
5 公家 gōngjia 公 (おおやけ)。
6 组织 zǔzhī 組織する。組織。組織構成。
7 组合 zǔhé 組み合わせる。組み合わせ。
8 小组 xiǎozǔ グループ。
9 班 bān グループ。組。クラス。
10 班子 bānzi 班。グループ。一座。
11 帮 bāng 集団。仲間。グループ。助ける。
12 帮子 bāngzi 群れ。一群。
13 集体 jítǐ 集団。グループ。
14 集团 jítuán 集団。グループ。
15 队 duì チーム。行列。
16 团队 tuánduì チーム。団体。
17 队伍 duìwu 部隊。隊列。
18 团体 tuántǐ 団体。
19 团伙 tuánhuǒ 不良集団。犯罪グループ。
20 群众 qúnzhòng ⼤衆。⺠衆。
21 ⼤众 dàzhòng ⼤衆。一般の人々。
22 公众 gōngzhòng 公衆。⼤衆。
23 ⺠众 mínzhòng ⺠衆。⼤衆。
24 ⼤家 dàjiā みんな。皆さん。
25 机构 jīgòu 機関や団体。組織。
26 小我 xiǎowǒ 個人。
27 ⼤我 dàwǒ 集団。仲間。
28 单独 dāndú 単独で。一人で。
29 独自 dúzì 一人で〜する。
30 共同 gòngtóng 共に〜する。共通する。
31 私有 sīyǒu 個人所有の。私有の。
32 私有物 sīyǒuwù 私物。
33 私人物品 sīrén wùpǐn 私物。
34 公有 gōngyǒu 公用の。
35 公物 gōngwù 公共物。
36 公产 gōngchǎn 公共の財産。
37 公共 gōnggòng 公共の。公衆の。
38 个人的事 gèrén de shì 私事 (わたくしごと)。個人的な事。プライベートな事。
39 个人的事情 gèrén de shìqing 私事 (わたくしごと)。個人的な事柄。プライベートな事。
40 个人的情况 gèrén de qíngkuàng 個人的な状況。
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41 私事 sīshì 私事 (わたくしごと)。個人的な事柄。プライベートな事。
42 个人私事 gèrén sīshì 私事 (わたくしごと)。個人的な事柄。プライベートな事。
43 公事 gōngshì 公 (おおやけ)のこと。公務。公文書。
44 私生活 sīshēnghuó 私生活。プライベート。
45 私人生活 sīrén shēnghuó 私生活。プライベート。
46 私密 sīmì プライベートな。個人的な。私生活。プライバシー。
47 私密时间 sīmì shíjiān プライベートな時間。
48 私⻅ sījiàn 私見。個人の先入観。
49 我个人的看法 wǒ gèrén de kànfǎ 私の個人的な見解。
50 个人的⻅解 gèrén de jiànjiě 個人的な見解。
51 个人意⻅ gèrén yìjiàn 個人的な意見。
52 个人的想法 gèrén de xiǎngfǎ 個人的な考え方。
53 个人主观 gèrén zhǔguān 個人的な主観。
54 个人的兴趣 gèrén de xìngqù 個人的の興味。
55 个人关系 gèrén guānxì 個人的な関係。
56 私人关系 sīrén guānxì 個人的な関係。
57 私人交往 sīrén jiāowǎng 個人的な交流。個人的なつきあい。
58 私人感情 sīrén gǎnqíng 個人的な感情。
59 个人的感情 gèrén de gǎnqíng 個人的な感情。
60 个人利益 gèrén lìyì 個人の利益。
61 私交 sījiāo 個人的な交友関係。
62 私交很好 sījiāo hěn hǎo 個人的な交友関係は良い。
63 私产 sīchǎn 私有財産。
64 私蓄 sīxù 個人の蓄え。へそくり。
65 私仇 sīchóu 個人的な恨み。
66 私愤 sīfèn 個人的な恨み。
67 私怨 sīyuàn 個人的な恨み。
68 私心 sīxīn 私心。利己心。
69 私念 sīniàn 私心。利己心。
70 私情 sīqíng 私情。
71 私欲 sīyù 私欲。
72 私自 sīzì 勝手に。無断で。ひそかに。
73 私自决定 sīzì juédìng 勝手に決める。
74 个人表现 gèrén biǎoxiàn 個人プレー。
75 个人的权力 gèrén de quánlì 個人の権利。
76 个人的责任 gèrén de zérèn 個人の責任。
77 个人经营 gèrén jīngyíng 個人経営。
78 个体户 gètǐhù 個人経営者。自営業者。
79 集体活动 jítǐ huódòng 集団活動。
80 集体行动 jítǐ xíngdòng 集団行動。
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81 犯罪集团 fànzuì jítuán 犯罪グループ。
82 企业集团 qǐyè jítuán 企業グループ。
83 集团公司 jítuán gōngsī グループ会社。
84 组成集团 zǔchéng jítuán グループを組む。
85 每五个人组成一组 měi wǔ ge rén zǔchéng yī zǔ ５人ごとに１組となる。
86 组织小组 zǔzhī xiǎozǔ グループを組む。
87 分组 fēnzǔ グループ分けする。
88 分组讨论 fēnzǔ tǎolùn グループで討論する。グループディスカッション。
89 分成五个人一个小组 fēnchéng wǔ ge rén yī gè xiǎozǔ ５人１組のグループに分ける。
90 四十个人被分成了两组 sìshí ge rén bèi fēnchéng le liǎng zǔ ４０人が二組に分けられた。
91 分成三个小组 fēnchéng sān ge xiǎozǔ 三つのグループに分かれる。
92 四人帮 sì rén bāng 四人組。
93 广东帮 guǎngdōng bāng 広東人グループ。
94 一帮年轻人 yī bāng niánqīngrén 一群の若者。
95 一帮旅客 yī bāng lǚkè 旅行者一行。
96 球队 qiúduì 球技のチーム。
97 足球队 zúqiú duì サッカーチーム。
98 日本队 rìběn duì 日本チーム。
99 合唱队 héchàng duì コーラス隊。合唱団。
100 登山队 dēngshān duì 登山隊。
101 乐队 yuèduì バンド。楽団。
102 协作 xiézuò 協力する。
103 全队协作 quán duì xiézuò チームプレイ。
104 合作 hézuò 協力する。
105 全队合作 quán duì hézuò チームプレイ。
106 团结合作 tuánjié hézuò チームワーク。
107 团队合作 tuánduì hézuò チームワーク。
108 旅游团 lǚyóu tuán 旅行団。ツアー。 
109 团体游客 tuántǐ yóukè 団体旅客。ツアー客。
110 跟团旅游 gēn tuán lǚyóu 団体旅行。
111 团体旅游 tuántǐ lǚyóu 団体旅行。
112 团体旅行 tuántǐ lǚxíng 団体旅行。
113 个人旅行 gèrén lǚxíng 個人旅行。
114 自助旅行者 zìzhù lǚxíng zhě 個人旅行者。
115 自助游 zìzhù yóu セルフプランの旅行。個人旅行。
116 自由行 zìyóuxíng セルフプランの旅行。個人旅行。
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