
No 中国語 ピンイン 日本語

1 队 duì 行列。隊。チーム。
2 排 pái 横列。並ぶ。並べる。小隊。リハーサルする。取り除く。押しのける。

3 行 háng 列。行。職業。職種。
4 行列 hángliè 行列。
5 队列 duìliè 隊列。
6 班 bān 整列。グループ。組。クラス。
7 排队 páiduì 列をつくる。
8 列队 lièduì 列をつくる。
9 站队 zhàn duì 列に並ぶ。
10 并排 bìngpái 横一列に並ぶ。
11 排班 pái bān 整列を組む。班編成する。
12 ⼀溜⼉ yīliùr 一列。付近一帯。
13 排列 páiliè 順番に並べる。
14 队伍 duìwu 隊列。部隊。軍隊。
15 队列 duìliè 隊列。
16 顺序 shùnxù 順序。順番。順序に従って。順に。
17 次序 cìxù 順序。順番。
18 次第 cìdì 順序。順を追って。
19 轮流 lúnliú 順番に。
20 轮到 lúndào 〜の番になる。
21 排头 páitóu 列の先頭。
22 排尾 páiwěi 列の最後尾。
23 最前列 zuì qiánliè 最前列。
24 最后一列 zuìhòu yī liè 最後の一列。
25 打乱顺序 dǎ luàn shùnxù 順序を乱す。
26 打乱次序 dǎ luàn cìxù 順序を乱す。
27 插队 chāduì 列に割り込む。
28 加塞儿 jiāsāir 列に割り込む。
29 轮到我了 lúndào wǒ le 私の番だ。
30 轮到你了 lúndào nǐ le あなたの番だ。
31 你是排尾吗? nǐ shì páiwěi ma あなたが最後尾ですか。
32 排成⻓队 pái chéng cháng duì ⻑蛇の列を成す。
33 排起⻓队 pái qǐ cháng duì ⻑蛇の列を成す。
34 排成一条龙 pái chéng yī tiáo lóng ⻑蛇の列を成す。
35 排成一字⻓蛇阵 pái chéng yī zì cháng shé zhèn ⻑蛇の列を成す。
36 排成⻓⻓的⼀队 pái chéng chángcháng de yī duì ⻑蛇の列を成す。
37 排成一列 pái chéng yī liè 一列を成す。
38 排成一行 pái chéng yī háng 列を作る。
39 站成一排 zhàn chéng yī pái 列を作る。
40 纵向排列 zòng xiàng páiliè 縦に並ぶ。
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41 纵排 zòng pái 縦列に並ぶ。
42 横排 héng pái 横列に並ぶ。
43 排成纵队 pái chéng zòng duì 縦列に並ぶ。
44 排成横队 pái chéng héng duì 横列に並ぶ。
45 排成一个横队 pái chéng yī ge héng duì 横一列に並ぶ。
46 横排成一列 héng pái chéng yī liè 横一列に並ぶ。
47 横着排成一排 héng zhe pái chéng yī pái 横一列に並んでいる。
48 排成两列纵队 pái chéng liǎng liè zòng duì 縦二列に並ぶ。
49 一字排 yī zì pái 一列に並ぶ。
50 一字排开 yī zì pái kāi 一列に並ぶ。
51 排成两行 pái chéng liǎng háng 二列に並ぶ。
52 排列成行 páiliè chén háng 一列に並べる。
53 挨个儿排队 āigèr páiduì 一人ずつ順番に並ぶ。
54 排在末尾 pái zài mòwěi 最後尾に並ぶ。
55 排在队列的最末 pái zài duìliè de zuì mò 列の最後尾に並ぶ。
56 按身高排队 àn shēngāo páiduì 身⻑順に並ぶ。
57 按顺序排队 àn shùnxù páiduì 順に並ぶ。
58 按到达的顺序排列 àn dàodá de shùnxù páiliè 先着順に並ぶ。
59 按到场顺序排队 àn dàochǎng shùnxù páiduì 先着順に並ぶ。
60 按先后顺序排队 àn xiānhòu shùnxù páiduì 先着順に並ぶ。
61 从小号码起按顺序排 cóng xiǎo hàomǎ qǐ àn shùnxù pái 若い番号順に並ぶ。
62 按号牌顺序排队 àn hàopái shùnxù páiduì 番号札の順に並ぶ。
63 男女交错排队 nánnǚ jiāocuò páiduì 男女交互に並ぶ。
64 店前排起了队 diàn qián pái qǐ le duì 店の前に列ができる。
65 排列整齐 páiliè zhěngqí ちゃんと並ぶ。
66 依次排列 yīcì páiliè 順序に従い並ぶ。
67 排得笔直 pái de bǐzhí まっすぐ並ぶ。
68 打乱队列 dǎ luàn duìliè 隊列を崩す。
69 请按次序排队 qǐng àn cìxù páiduì 順番に並んでください。
70 请在后面排队 qǐng zài hòumiàn páiduì 後ろに並んでください。
71 不要插队 bùyào chāduì 割り込まないでください。
72 不要乱队 bùyào luàn duì 列を乱すな。
73 请排队 qǐng páiduì 並んでください。
74 排队吧 páiduì ba 並んでよ。並べよ。
75 后面排队吧 hòumiàn páiduì ba 後ろに並んでよ。
76 请排队等 qǐng páiduì děng 並んでお待ちください。
77 请排队等待 qǐng páiduì děngdài 並んでお待ちください。
78 请排队等候 qǐng páiduì děnghòu 並んでお待ちください。
79 请排成⼀排 qǐng pái chéng yī pái 一列に並んでください。
80 请排成⼀列等候 qǐng pái chéng yī liè děnghòu 一列に並んでお待ちください。
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81 请在这里排队 qǐng zài zhèlǐ páiduì こちらに並んで下さい。
82 请你排在这⼀队 qǐng nǐ pái zài zhè yī duì この列に並んでください。
83 请在这边排队 qǐng zài zhè biān páiduì こちらに並んでください。
84 请好好排队 qǐng hǎohǎo páiduì ちゃんと列に並んでください。
85 会按照顺序叫 huì ànzhào shùnxù jiào 順番にお呼びします。
86 遵守顺序排成⼀列 zūnshǒu shùnxù pái chéng yī liè 順番を守って一列に並んでください。
87 遵守规则 zūnshǒu guīzé マナーを守れ。
88 遵守礼仪 zūnshǒu lǐyí マナーを守れ。
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