
No 中国語 ピンイン 日本語

1 人们 rénmen 人々。
2 许多人 xǔduō rén 大勢の人。たくさんの人。
3 很多人 hěn duō rén 多くの人。大勢。
4 许多大人 xǔduō dàrén 多くの大人。
5 很多其他的人 hěnduō qítā de rén その他大勢の人々。
6 很多孩子 hěn duō háizi 大勢の子供。
7 很多的孩子们 hěn duō de háizimen たくさんの子供たち。
8 众人 zhòngrén 大勢の人々。皆。
9 大家 dàjiā みんな。そこにいるすべての人々。名高い専門家。名家。
10 各位 gèwèi 皆さま。各位。各位さま。
11 所有人 suǒyǒu rén すべての人。所有者。
12 所有的人 suǒyǒu de rén すべての人。
13 大众 dàzhòng 大衆。一般の人々。
14 群众 qúnzhòng 群衆。⺠衆。一般大衆。庶⺠。
15 ⺠众 mínzhòng ⺠衆。大衆。
16 公众 gōngzhòng 公衆。大衆。
17 老百姓 lǎobǎixìng 一般の人々。庶⺠。
18 庶⺠ shùmín 人⺠。平⺠。庶⺠。
19 国⺠ guómín 国⺠
20 市⺠ shìmín 市⺠
21 村⺠ cūnmín 村⺠
22 观众 guānzhòng 観衆。観客。視聴者。
23 收看者 shōukànzhě 視聴者。
24 听众 tīngzhòng 聴衆。リスナー。
25 集团 jítuán 集団。グループ。
26 集体 jítǐ 集団。団体。グループ。
27 团体 tuántǐ 団体。
28 小组 xiǎozǔ グループ。
29 班级 bānjí 学校のクラス。何年何組を表す学級。
30 行列 hángliè 列。行列。
31 游行行列 yóuxíng hángliè デモ隊の列。
32 队列 duìliè 隊列。行列。
33 排队 páiduì 列をつくる。列に並ぶ。物事を整理する。
34 排⻓队 pái cháng duì ずらっと並ぶ。
35 队伍 duìwu 隊列。組織。部隊。軍隊。
36 游行队伍 yóuxíng duìwǔ デモ隊。
37 大军 dàjūn 大軍。大人数の作業チーム。
38 游行大军 yóuxíng dàjūn デモの大軍。
39 军团 jūntuán 軍団。
40 人群 rénqún ひとごみ。ひとだかり。人々。
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41 聚集许多人 jùjí xǔduō rén 多くの人を集める。ひとだかりする。
42 人山人海 rén shān rén hǎi ⿊山のような人。
43 人海 rénhǎi 人の波。世の中。社会。
44 人潮 réncháo 人の波。
45 人墙 rénqiáng 人垣。
46 看热闹的人 kàn rènao de rén やじうま。
47 起哄的人 qǐhòng de rén 大勢でさわぐ人。やじうま。
48 拥挤 yōngjǐ 込み合っている。押し合いへしあいする。
49 人多拥挤 rén duō yōngjǐ 混雑。雑踏。
50 喧闹拥挤 xuānnào yǒngjǐ にぎやかな混雑。にぎやかな雑踏。
51 混乱拥挤 hǔnluàn yǒngjǐ ひしめきあい。
52 到场者 dàochǎng zhě 来場者。
53 来店的客人 lái diàn de kèrén 来店客。
54 来访者 láifǎng zhě 来訪者。訪問者。
55 入场者 rùchǎng zhě 入場者。
56 参加者 cānjiā zhě 参加者。
57 与会者 yùhuì zhě 出席者。
58 全体 quántǐ 全体。全員。全身。
59 全体人员 quántǐ rényuán 全員。
60 全员 quányuán 全ての構成員。
61 全体公司职员 quántǐ gōngsī zhíyuán 全社員。
62 全体职员 quántǐ zhíyuán 全職員
63 所有员工 suǒyǒu yuángōng 全従業員。
64 全校学生 quán xiào xuésheng 全校生徒。
65 全体成员 quántǐ chéngyuán すべてのメンバー。全組合員。
66 全体居⺠ quántǐ jūmín 全住⺠。
67 人类 rénlèi 人類。
68 全人类 quán rénlèi 全人類。
69 世界的人们 shìjiè de rénmen 世界の人々。
70 全世界的人 quán shìjiè de rén 世界の人。
71 全世界的人们 quán shìjiè de rénmen 世界中の人々。
72 聚集 jùjí 人やモノを集める。集まる。
73 汇集 huìjí 人やモノを集める。集まる。
74 会集 huìjí 人やモノを集める。集まる。
75 聚众 jùzhòng 大勢の人を集める。
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