
No 中国語 ピンイン 日本語

1 伙伴 huǒbàn 同じ仕事や活動にかかわる仲間。味方。
2 同伴 tóngbàn 行動や仕事のパートナー。仲間。味方。
3 同伴儿 tóngbànr 行動や仕事のパートナー。仲間。味方。
4 同伙 tónghuǒ (多くは悪事の)仲間になる。仲間。
5 同伙儿 tónghuǒr (多くは悪事の)仲間になる。仲間。
6 一伙 yī huǒ ひとつの群れたグループ。仲間。
7 一伙儿 yī huǒr ひとつの群れたグループ。仲間。
8 一伙子 yī huǒzi ひとつの群れたグループ。仲間。
9 伙计 huǒji 相棒。仲間。
10 一头 yītóu 一味。仲間。〜しながら〜する。突然。⽚方。頭一つぶんの⾼さ。

11 一头儿 yītóur 一味。仲間。⽚方。
12 搭档 dādàng 仲間。相棒。協力する。
13 搭当 dādàng 仲間。相棒。協力する。
14 圈里人 quānlǐrén グループ内の人。
15 一路人 yīlùrén 同類の人間。
16 朋友 péngyou 友達。恋人。
17 友人 yǒurén 友人。
18 友儿 yǒur 友達。仲間。
19 知己 zhījǐ 自分のことをよく理解してくれている人。親友。
20 亲友 qīnyǒu 親戚や友人。
21 自己人 zìjǐrén 仲間うち。身内。
22 我方 wǒ fāng 自分の側。味方。
23 我们的人 wǒmen de rén 私たちの仲間。
24 一家人 yījiārén 一家族の人。身内。仲間。味方。
25 同事 tóngshì 同じ職場の人。同僚。同じ職場で仕事をする。
26 同班 tóngbān クラスメート。同級生。班やクラスが同じだ。
27 同学 tóngxué 同級生。同窓生。学生に対する呼称。同じ学校で学ぶ。
28 同班同学 tóngbān tóngxué クラスメート。
29 同班生 tóngbānshēng クラスメート。
30 同窗 tóngchuāng 同窓生。同じ学校で学ぶ。
31 校友 xiàoyǒu 同窓生。校友。
32 同乡 tóngxiāng 同郷の人。
33 乡亲 xiāngqīn 同郷の人。農村の住⺠に対する呼称。
34 老乡 lǎoxiāng 自分と同じ故郷の人。⾯識ない農⺠への呼びかけ。
35 同屋 tóngwū 同居者。ルームメイト。
36 同行 tóngháng 同業者。同業だ。
37 同行 tóngxíng 共に行く。同行する。
38 同志 tóngzhì 同じ思想や考えをもっている人。同⼠。〜さん。
39 同类 tónglèi 同類。同じタイプの。
40 好友 hǎoyǒu よい友達。親しい友人。
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41 好朋友 hǎo péngyou 仲の良い友達。親友。
42 老朋友 lǎo péngyou 古くからの友人。昔の友人。
43 坏朋友 huài péngyǒu 悪い友達。
44 良朋 liángpéng よい友達。
45 宾朋 bīnpéng 客や友人。
46 儿时的朋友 érshí de péngyou 幼友達。
47 ⻘梅⽵⻢ qīng méi zhú mǎ 男女の幼なじみ。幼い男女が無邪気に遊ぶこと。
48 知己朋友 zhījǐ péngyou 親友。
49 知心朋友 zhīxīn péngyou 親友。
50 相好的朋友 xiānghǎo de péngyou 仲良しの友達。
51 最要好的朋友 zuì yàohǎo de péngyou 一番仲のよい友達。
52 终生的朋友 zhōngshēng de péngyou 終生の友達。
53 男性朋友 nánxìng péngyou 男友達。
54 女性朋友 nǚxìng péngyou 女友達。
55 国际友人 guójì yǒurén 外国の友達。
56 中国朋友 zhōngguó péngyou 中国人の友達。
57 挚友 zhìyǒu 親友。
58 契友 qìyǒu 仲のよい友達。
59 旧友 jiùyǒu 古くからの友人。昔の友人。
60 学友 xuéyǒu 学校の友達。
61 茶友 cháyǒu 茶飲み友達。
62 酒友 jiǔyǒu 飲み友達。
63 钓友 diàoyǒu 釣り仲間。
64 棋友 qíyǒu 将棋友達。
65 网友 wǎngyǒu メール友達。チャット友達。
66 赌友儿 dǔyǒur ばくち仲間。
67 ⾼尔夫球友 gāo'ěrfūqiúyǒu ゴルフ仲間。
68 队友 duìyǒu チームメイト。隊員仲間。
69 我的队员 wǒ de duìyuán 自軍のチームメンバー。
70 老伙计 lǎo huǒjì 古くからの仲間。
71 玩伴 wánbàn 遊び友達。
72 玩伴儿 wánbànr 遊び友達。
73 生意伙伴 shēngyì huǒbàn 商売仲間。ビジネスパートナー。
74 生意合作伙伴 shēngyì hézuò huǒbàn 商売仲間。ビジネスパートナー。
75 商业伙伴 shāngyè huǒbàn 商売仲間。ビジネスパートナー。
76 老同事 lǎo tóngshì 古くからの同僚。昔の同僚。
77 同期进公司的同事 tóngqí jìn gōngsī de tóngshì 会社の同期。
78 同时期进公司的同事 tóngshíqí jìn gōngsī de tóngshì 会社の同期。
79 老同学 lǎo tóngxué 昔の同級生。
80 坏同伙 huài tónghuǒ 悪い仲間。
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81 旧交 jiùjiāo 古くからの友人。昔の友人。
82 自己弟兄 zìjǐ dìxiōng 身内の兄弟。近しい仲間。
83 自家人 zìjiārén 仲間うち。身内。
84 同路人 tónglùrén 同行者。革命の共鳴者。
85 友军 yǒujūn 友軍。
86 同盟军 tóngméng jūn 同盟軍。
87 同盟国 tóngméngguó 同盟国。
88 军事同盟 jūnshì tóngméng 軍事同盟。
89 友好国家 yǒuhǎo guójiā 友好国。
90 友好邻邦 yǒuhǎo línbāng 友好的な隣国
91 友邦 yǒubāng 友好国。
92 与国 yǔguó 味方の国。友好国。
93 为伍 wéiwǔ 仲間になる。
94 结伙 jiéhuǒ 徒党を組む。仲間になる。共謀犯。
95 入伙 rùhuǒ よくない組織や集団に加わる。集団給食に加入する。
96 合伙 héhuǒ 仲間になる。共同で〜する。
97 合伙儿 héhuǒr 仲間になる。共同で〜する。
98 做伴 zuòbàn 付き添う。供をする。連れになる。仲間になる。
99 做伴儿 zuòbànr 付き添う。供をする。連れになる。仲間になる。
100 结伴 jiébàn 一緒に行動する。
101 结伴儿 jiébànr 一緒に行動する。
102 做朋友 zuò péngyou 友達になる。
103 交朋友 jiāo péngyou 友達になる。友達づきあい。
104 交上朋友 jiāo shàng péngyou 友達になる。
105 交结朋友 jiāojié péngyou 友達づきあいをする。
106 同伴意识 tóngbàn yìshí 仲間意識。
107 友情 yǒuqíng 友情。
108 友谊 yǒuyì 友情。
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