
No 中国語 ピンイン 日本語

1 量 liàng 量。数。
2 数量 shùliàng 数量。
3 分量 fènliàng 量。分量。重さ。重み。
4 件数 jiànshù 個数。件数。
5 个数 gèshù 個数。
6 人数 rénshù 人数。
7 人头 réntóu あたま数。人の頭。
8 头数 tóushù 頭数(とうすう)。
9 只数 zhīshù 動物、船などの数。
10 次数 cìshù 回数。
11 张数 zhāngshù 枚数。
12 票数 piāoshù 切符、チケットの数。
13 块数 kuàishù かたまりの数。
14 根数 gēnshù 棒状のものの本数。
15 支数 zhīshù 棒状のものの本数。
16 条数 tiáoshù ひも状のものの本数。
17 棵数 kēshù 草木の本数。
18 扇数 shànshù とびらの数。
19 幅数 fúshù 布や絵、ポスターなどの数。
20 户数 hùshù ⼾数。
21 人家数 rénjiāshù ⼾数。
22 数目 shùmù 数。額。
23 数码 shùmǎ 数字。数。額。
24 数 shù 数。
25 数儿 shùr 数。
26 数数 shǔ shù 数を数える。
27 数数儿 shǔ shùr 数を数える。
28 多 duō 多い。
29 少 shǎo 少ない。
30 很多 hěn duō 多いです。
31 很少 hěn shǎo 少ないです。
32 太多 tài duō 多すぎる。
33 太少 tài shǎo 少なすぎる。
34 不太多 bù tài duō あまり多くない。
35 不太少 bù tài shǎo あまり少なくない。
36 非常多 fēicháng duō とても多い。
37 非常少 fēicháng shǎo とても少ない。
38 多一点 duō yīdiǎn 少し多く。
39 少一点 shǎo yīdiǎn 少し少なく。
40 有点多 yǒudiǎn duō (いやだなというニュアンスを含む)すこし多い。
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41 有点少 yǒudiǎn shǎo (いやだなというニュアンスを含む)すこし少ない。
42 比较多 bǐjiào duō 比較的多い。
43 比较少 bǐjiào shǎo 比較的少ない。
44 这么多 zhème duō こんなにも多い。そんなに多い。
45 这么少 zhème shǎo こんなにも少ない。そんなに少ない。
46 更多 gèng duō もっと多く。より多く。
47 更少 gèng shǎo もっと少なく。より少なく。
48 够 gòu 足りる。
49 不够 bùgòu 足りない。
50 够数 gòushù 数が足りる。
51 足够 zúgòu 十分だ。足りる。
52 合适 héshì ちょうどいい。
53 加 jiā 加える。
54 减 jiǎn 減らす。
55 追加 zhuījiā 追加する。
56 添补 tiānbǔ 補充する。
57 减削 jiǎnxuē 削減する。
58 削减 xuējiǎn 削減する。
59 增加 zēngjiā 増加する。
60 增⻓ zēngzhǎng 増やす。伸ばす。
61 减少 jiǎnshǎo 減らす。減少する。
62 上升 shàngshēng 増加する。上昇する。
63 下降 xiàjiàng 減少する。下降する。
64 挤 jǐ 込む。押し込む。締めだす。
65 拥挤 yōngjǐ 込み合っている。ひしめいている。
66 挤满 jǐmǎn 込んで場所が埋まる。
67 有空座 yǒu kòngzuò 空席がある。すいている。
68 没有空座 méiyǒu kòngzuò 空席がない。込んでいる。
69 空荡荡 kōngdàngdàng がらんとしている。
70 空空荡荡 kōngkōngdàngdàng がらんどう。
71 数量多 shùliàng duō 数が多い。
72 数量少 shùliàng shǎo 数が少ない。
73 数量合适 shùliàng héshì 数はちょうどいい。
74 数量多少个合适？ shùliàng duōshǎo ge héshì 適切な数は。
75 数目不符 shùmù bùfú 数が合わない。
76 分量很多 fènliàng hěn duō 量が多い。
77 分量很少 fènliàng hěn shǎo 量が少ない。
78 量太少了请加多一点 liàng tài shǎo le qǐng jiā duō yīdiǎn 量が少なすぎるので多くして下さい。
79 量太多了请减少一点 liàng tài duō le qǐng jiǎn shǎo yīdiǎn 量が多すぎるので少なくして下さい。
80 我想要更多 wǒ xiǎng yào gèng duō もっと欲しい。
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81 再多一点 zài duō yīdiǎn もうちょっと多く。
82 人很多 rén hěn duō 人が多い。
83 很多人 hěn duō rén たくさんの人。
84 人头不够 réntóu bùgòu あたま数が足りない。
85 人头还不够 réntóu hái bùgòu あたま数がまだ足りない。
86 人数不足 rénshù bùzú 人数不足。
87 很挤吗? hěn jǐ ma 込んでますか。
88 店里很拥挤 diàn lǐ hěn yǒngjǐ 店の中は込んでいる。
89 公交⻋上有空座 gōngjiāochē shàng yǒu kòngzuò バスは空いている。
90 商店里空荡荡 shāngdiàn lǐ kōngdàngdàng 店の中はがらんとしている。
91 大便次数很少 dàbiàn cìshù hěn shǎo 大便する回数は少ない。
92 巧克力的块数很多 qiǎokèlì de kuàishù hěn duō チョコレートの個数は多い。
93 买的人不太多 mǎi de rén bù tài duō 買う人はあまり多くない。
94 与去年同比件数上升 yǔ qùnián tóngbǐ jiànshù shàngshēng 昨年同期比で件数が増加。
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