
No 中国語 ピンイン 日本語

1 集会 jíhuì 集会をもつ。集会を開く。集会。
2 举行集会 jǔxíng jíhuì 会を催す。
3 反战集会 fǎnzhàn jíhuì 反戦集会。
4 抗议集会 kàngyì jíhuì 抗議集会。
5 例行集会 lìxíng jíhuì 定例集会。
6 紧急集会 jǐnjí jíhuì 緊急集会。
7 市⺠的集会 shìmín de jíhuì 市⺠の集まり。
8 少数人的集会 shǎoshùrén de jíhuì 少人数の集まり。
9 街道上的集会 jiēdào shàng de jíhuì 通りでの寄り合い。
10 集会处 jíhuìchù 集会所。
11 聚会 jùhuì 会合する。集う。会合。集い。
12 参加聚会 cānjiā jùhuì 集いに参加する。
13 同学聚会 tóngxué jùhuì 同級生の集まり。同窓会。
14 生日聚会 shēngrì jùhuì 誕生日の集まり。誕生会。
15 街道聚会 jiēdào jùhuì 町内の寄り合い。
16 聚餐 jùcān 会食する。
17 和朋友聚餐 hé péngyou jùcān 友達と会食する。
18 新年聚餐 xīnnián jùcān 新年の会食。新年会。
19 会议 huìyì 会議。重要事項を討議、処理するための常設組織。
20 会意 huìyì 他の人の真意を悟る。
21 主持会议 zhǔchí huìyì 会議を主宰する。
22 召开会议 zhàokāi huìyì 会議を招集する。会議を開く。
23 出席会议 chūxí huìyì 会議に出席する。
24 小型会议 xiǎoxíng huìyì 小人数の会議。小規模な会議。
25 国际会议 guójì huìyì 国際会議。
26 首脑会议 shǒunǎo huìyì 首脳会議。
27 会 huì 集まり。会合。集まる。会う。
28 开会 kāihuì 会議をする。会を始める。
29 闭会 bìhuì 閉会する。
30 散会 sànhuì 会が終わる。散会する。
31 休会 xiūhuì 休会する。
32 例会 lìhuì 例会。
33 舞会 wǔhuì ダンスパーティー。舞踏会。
34 晚会 wǎnhuì イブニングパーティー。
35 聚餐会 jùcānhuì 食事会。
36 工会 gōnghuì 労働組合。
37 公会 gōnghuì 商工業者の同業組合。
38 行会 hánghuì 都市の手工業者や商人がつくった同業者組合。ギルド。
39 协会 xiéhuì 協会。
40 学生会 xuéshēnghuì 学生会。
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41 同学会 tóngxuéhuì クラス会。同窓会。
42 互助会 hùzhùhuì 互助会。
43 报告会 bàogàohuì 報告会。
44 运动会 yùndònghuì 運動会。スポーツ大会。
45 大会 dàhuì 集会。大会。国家が主催する全体会議。全体会。
46 庆功大会 qìnggōng dàhuì 祝賀、表彰のための大会。
47 祝捷大会 zhùjié dàhuì 祝勝会。
48 授奖大会 shòujiǎng dàhuì 授賞式。
49 股东大会 gǔdōng dàhuì 株主総会。
50 体育大会 tǐyù dàhuì 体育大会。
51 全国大会 quánguó dàhuì 全国大会。
52 人⺠代表大会 rénmín dàibiǎo dàhuì 人⺠代表大会。
53 盛会 shènghuì 盛大な会合。盛会。
54 国际盛会 guójì shènghuì 国際的な大会。国際イベント。
55 大赛 dàsài 大きな試合。コンクール。
56 全国大赛 quánguó dàsài 全国大会。全国的なコンクール。
57 足球大赛 zúqiú dàsài サッカー大会。
58 国际钢琴大赛 guójì gāngqín dàsài 国際ピアノコンクール。
59 比赛 bǐsài 試合。競争。試合する。
60 排球比赛 páiqiú bǐsài バレーボールの試合。
61 帆船比赛 fānchuán bǐsài ヨットレース。
62 竞赛 jìngsài 競争。競技。競争する。競技する。
63 径赛 jìngsài トラック競技。
64 音乐竞赛会 yīnyuè jìngsài huì 音楽コンクール。
65 汽⻋竞赛 qìchē jìngsài 自動車レース。
66 应酬 yìngchou 私的な宴会。付き合い。もてなす。接待する。交際する。
67 公司的应酬 gōngsī de yìngchou 会社の付き合い。
68 亲戚间的应酬 qīnqi jiān de yìngchou 親戚間の付き合い。
69 集体 jítǐ 集団。団体。グループ。
70 集体行动 jítǐ xíngdòng 団体行動。
71 集体生活 jítǐ shēnghuó 集団生活。
72 集体活动 jítǐ huódòng 集団で活動する。グループ活動。
73 集团 jítuán 集団。グループ。
74 企业集团 qǐyè jítuán 企業グループ。
75 集团公司 jítuán gōngsī グループ会社。
76 犯罪集团 fànzuì jítuán 犯罪集団。
77 武装集团 wǔzhuāng jítuán 武装集団。
78 恐怖集团 kǒngbù jítuán テロ集団。
79 群体 qúntǐ グループ。組織。団体。動植物の群体。
80 企业群体 qǐyè qúntǐ 企業グループ。
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81 蚂蚁的群体 mǎyǐ de qúntǐ アリの群体。
82 中等收入群体 zhōngděng shōurù qúntǐ 中間所得層。
83 组 zǔ 少人数のグループ。組。
84 分组 fēnzǔ グループ分けする。
85 三个组 sān ge zǔ ３組。
86 二人一组 èr rén yī zǔ 二人一組。ペア。タッグ。
87 三个一组 sān ge yī zǔ 三つで一組。
88 六个人编成一个组 liù ge rén biānchéng yī ge zǔ 六人で一組編成する。
89 我们组 wǒmen zǔ 私たちのグループ。
90 业务组 yèwù zǔ 業務グループ。作業グループ。
91 小组 xiǎozǔ グループ。
92 五个人一个小组 wǔ ge rén yī ge xiǎozǔ 五人一組。
93 三个人组成一个小组 sān ge rén zǔchéng yī ge xiǎozǔ 三人で一つのグループをつくる。
94 组织小组 zǔzhī xiǎozǔ グループを作る。
95 学习小组 xuéxí xiǎozǔ 学習班。学習グループ。
96 他的小组 tā de xiǎozǔ 彼のグループ。
97 组合 zǔhé 組み合わせ。組み合わせたもの。組み合わせる。
98 摇滚组合 yáogǔn zǔhé ロックバンド。
99 同行业组合 tóng hángyè zǔhé 同業組合。
100 组合家具 zǔhé jiājù 組み合わせ家具。システム家具。ユニット式家具。
101 组织 zǔzhī 組織。団体。機構。組織する。体系。紡績品の織り方。
102 建立组织 jiànlì zǔzhī 組織を作る。
103 解散组织 jiěsàn zǔzhī 組織を解散する。
104 行业组织 hángyè zǔzhī 業界団体。
105 公司组织 gōngsī zǔzhī 会社組織。
106 犯罪组织 fànzuì zǔzhī 犯罪組織。
107 地下组织 dìxià zǔzhī 地下組織。
108 神经组织 shénjīng zǔzhī 神経組織。
109 机构 jīgòu 機関や団体。機関や団体の内部組織。機械のしくみや構造。
110 行政机构 xíngzhèng jīgòu 行政機構。
111 科研机构 kēyán jīgòu 科学研究機関。
112 大我 dàwǒ 集団。仲間。
113 小我服从大我 xiǎowǒ fúcóng dàwǒ 個人は集団に従う。
114 班 bān グループ。組。クラス。行列。勤務時間。勤務場所。軍隊の単位。軍隊を引き揚げる。

115 编班 biānbān クラス編成する。学級を編成する。
116 我们班 wǒmen bān 私たちのクラス。
117 进修班 jìnxiū bān 研修クラス。研修グループ。
118 培训班 péixùn bān 訓練班。研修グループ。
119 补习班 bǔxí bān 補習班。塾。
120 游泳训练班 yóuyǒng xùnliàn bān 水泳のトレーニングクラス。水泳教室。
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121 中级班 zhōngjí bān 中級クラス。
122 同班同学 tóngbān tóngxué 同級生。
123 班子 bānzi 一定の任務を行う組織。
124 研究班子 yánjiū bānzi 研究班。研究チーム。
125 领导班子 lǐngdǎo bānzi 指導部。指導者グループ。
126 班组 bānzǔ グループ。企業の生産最小単位。
127 班组学习 bānzǔ xuéxí グループ学習。
128 成绩突出的班组 chéngjī túchū de bānzǔ 成績が突出したグループ。
129 圈 quān グループ。仲間。円。丸。輪。回り。範囲。丸をつける。囲む。

130 圈里人 quān lǐ rén 範囲内の人。グループ内の人。仲間。
131 圈子 quānzi 集団の枠。範囲。輪の形をしたもの。
132 小圈子 xiǎoquānzi 小さな範囲。小集団活動。
133 搞小圈子 gǎo xiǎoquānzi グループを作る。
134 团 tuán 組織的な人々の集まり。丸めたもの。丸める。軍隊の編成単位。

135 乐团 yuètuán 楽団。
136 兵团 bīngtuán 兵団。部隊。
137 代表团 dàibiǎotuán 代表団。
138 选手团 xuǎnshǒutuán 選手団。
139 团体 tuántǐ 団体。
140 团体活动 tuántǐ huódòng 団体活動。
141 慈善团体 císhàn tuántǐ 慈善団体。
142 非营利团体 fēi yínglì tuántǐ 非営利団体。NPO。
143 地方自治团体 dìfāng zìzhì tuántǐ 地方自治体。
144 渔业团体 yúyè tuántǐ 漁業団体。
145 学术团体 xuéshù tuántǐ 学術団体。
146 宗教团体 zōngjiào tuántǐ 宗教団体。
147 右翼团体 yòuyì tuántǐ 右翼団体。
148 极右团体 jíyòu tuántǐ 極右団体。
149 团伙 túanhuǒ 無法者の集団。犯罪グループ。
150 犯罪团伙 fànzuì tuánhuǒ 犯罪グループ。
151 盗窃团伙 dàoqiè tuánhuǒ 窃盗団。
152 强盗团伙 qiángdào tuánhuǒ 強盗団。
153 团聚 tuánjù 身内の者が集まって一緒に過ごす。団結結集する。
154 家人团聚 jiārén tuánjù 家族みんなで過ごす。一家団らん。
155 合家团聚 héjiā tuánjù 家族みんなで過ごす。一家団らん。
156 全家团聚 quánjiā tuánjù 家族みんなで過ごす。一家団らん。
157 骨肉团聚 gǔròu tuánjù 家族みんなで過ごす。一家団らん。
158 队 duì 隊。チーム。隊列。行列。
159 团队 tuánduì 団体。
160 军队 jūnduì 軍隊。
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161 部队 bùduì 部隊。軍隊。
162 消防队 xiāofángduì 消防隊。
163 消防部队 xiāofáng bùduì 消防隊。
164 警备部队 jǐngbèi bùduì 警備部隊。
165 球队 qiúduì 球技のチーム。
166 足球队 zúqiú duì サッカーチーム。
167 篮球队 lánqiú duì バスケットボールチーム。
168 乐队 yuèduì 楽団。楽隊。バンド。
169 摇滚乐队 yáogǔn yuèduì ロックバンド。
170 管弦乐队 guǎnxián yuèduì 管弦楽団。オーケストラ。
171 小分队 xiǎofēnduì 班。小隊。チーム。
172 医疗小分队 yīliáo xiǎofēnduì 医療チーム。医療班。
173 俱乐部 jùlèbù クラブ。
174 记者俱乐部 jìzhě jùlèbù 記者クラブ。
175 戏剧俱乐部 xìjù jùlèbù 演劇部。
176 派 pài 立場や思想が同じ人々のグループ。派。割り当てる。派遣する。食べ物のパイ。

177 学派 xuépài 学派。
178 宗派 zōngpài 宗派。
179 急进派 jíjìnpài 急進派。
180 稳健派 wěnjiànpài 穏健派。
181 派系 pàixì 派閥。
182 派系斗争 pàixì dòuzhēng 派閥闘争。
183 派系之争 pàixì zhī zhēng 派閥争い。
184 公司内部的派系 gōngsī nèibù de pàixì 会社内部の派閥。
185 党内派系 dǎng nèi pàixì 党内派閥。
186 党 dǎng 政党。
187 政党 zhèngdǎng 政党。
188 执政党 zhízhèngdǎng 政権党。与党。
189 在野党 zàiyědǎng 野党。
190 中国共产党 Zhōngguó gòngchǎndǎng 中国共産党。
191 党派 dǎngpài 党派。
192 无党派 wúdǎngpài 無党派。どこの党派や宗派にも属さない。
193 ⺠主党派 mínzhǔ dǎngpài ⺠主諸党派。新中国建設に参加した中国共産党以外の諸党派の総称。

194 朋党 péngdǎng 派閥。党派。徒党。
195 朋党相争 péngdǎng xiāngzhēng 派閥争い。
196 合作社 hézuòshè 協同組合。
197 农业合作社 nóngyè hézuòshè 農業協同組合。
198 消费合作社 xiāofèi hézuòshè 生活協同組合。
199 生活协助合作社 shēnghuó xiézhù hézuòshè 生活協同組合。
200 信用合作社 xìnyòng hézuòshè 信用組合。
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201 联合 liánhé 連合する。共同する。連合の。共同の。
202 联合国 Liánhéguó 国際連合。国連。
203 联合政权 liánhé zhèngquán 連立政権。
204 联合舰队 liánhé jiànduì 連合艦隊。
205 联合演习 liánhé yǎnxí 合同演習。
206 联合练习 liánhé liànxí 合同練習。
207 联合声明 liánhé shēngmíng 共同声明。
208 联军 liánjūn 連合軍。
209 英美联军 Yīng Měi liánjūn 米英連合軍。
210 联盟 liánméng 連盟。
211 结成联盟 jié chéng liánméng 同盟を結ぶ。
212 国际联盟 guójì liánméng 国際連盟。
213 国联 guólián 国際連盟。
214 欧洲联盟 Ōuzhōu liánméng 欧州連合。EU。
215 欧盟 ōuméng 欧州連合。EU。
216 同盟 tóngméng 同盟。同盟を結ぶ。
217 同盟国 tóngméngguó 同盟国。
218 盟国 méngguó 同盟国。
219 盟邦 méngbāng 同盟国。
220 盟友 méngyǒu 盟友。同盟国。
221 军事同盟 jūnshì tóngméng 軍事同盟。
222 共同体 gòngtóngtǐ 共同体。国家連合。
223 地区共同体 dìqū gòngtóngtǐ 地域共同体。地域コミュニティー。
224 欧洲共同体 Ōuzhōu gòngtóngtǐ 欧州共同体。EC。
225 群 qún 群れを数えることば。
226 一群人 yī qún rén 一群の人。
227 一群猴子 yī qún hóuzi サルの一群。
228 一群小岛 yī qún xiǎodǎo 一群の小島。小さな島々。
229 群居 qúnjū 大勢の人々が集まる。群がって住む。
230 群居家庭 qúnjū jiātíng 寄り合い所帯。
231 人群 rénqún 人ごみ。人々。
232 游行人群 yóuxíng rénqún 行進する人々。デモの人々。
233 人丛 réncóng 人の群れ。
234 在路旁的人丛 zài lùpáng de réncóng 道ばたにいる人の群れ。
235 层 céng 階層。層。レベル。
236 领导层 lǐngdǎo céng 指導層。
237 阶层 jiēcéng 同じ階級の中での順序。階層。
238 特权阶层 tèquán jiēcéng 特権階級。
239 富裕阶层 fùyù jiēcéng 富裕層。
240 购买阶层 gòumǎi jiēcéng 購買層。
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241 帮 bāng グループを数えることば。手伝う。中が空洞になっている物の外回り。

242 一帮旅客 yī bāng lǚkè 旅行者の一行。
243 一帮流氓 yī bāng liúmáng ごろつきの一群。
244 拨 bō 組やグループを数えることば。はじく。つつく。一部を分け与える。

245 拨儿 bōr 組やグループを数えることば。
246 一拨儿人 yī bōr rén 一団の人。
247 两个人一拨 liǎng ge rén yī bō 二人一組。
248 拨子 bōzi 組やグループを数えることば。撥(ばち)。ピック。
249 两拨子 liǎng bōzi 二つのグループ。
250 起 qǐ まとまりを数えて、〜群れ、〜組。〜件。〜回。起きる。起こる。始まる。

251 一起人 yī qǐ rén ひとまとまりの人。
252 伙 huǒ グループになった人を数えることば。共同して仕事をする。共同でする食事。

253 伙儿 huǒr グループになった人を数えることば。
254 一伙儿人 yī huǒr rén ひとまとまりの人。
255 局 jú 機関や団体などの一部門。身体や腰をまげる。
256 邮局 yóujú 郵便局。
257 造币局 zàobìjú 造幣局。
258 部 bù 官庁や企業などの部門。統率する。
259 外交部 wàijiāobù 外務省。
260 司令部 sīlìngbù 司令部。
261 指挥部 zhǐhuībù 司令部。作戦本部。
262 部门 bùmén 部門。
263 执行部门 zhíxíng bùmén 執行部。
264 管理部门 guǎnlǐ bùmén 管理部門。管理部。
265 处 chù 組織や団体の一部門。
266 人事处 rénshìchù 人事部。人事課。
267 院 yuàn 政府の機関や公共の場所の名前。中庭。
268 法院 fǎyuàn 裁判所。
269 拼凑 pīncòu 寄せ集める。
270 拼凑在一起 pīncòu zài yīqǐ 寄せ集める。寄せ集め。
271 杂凑 zácòu 寄せ集める。
272 杂凑在一起 zácòu zài yīqǐ 寄せ集める。寄せ集め。
273 混合 hùnhé 混合する。混ぜ合わせる。
274 混合在一起 hùnhé zài yīqǐ 混ぜ合わせる。混ぜ合わせ。
275 混杂 hùnzá 入りまじる。混雑している。
276 混杂在一起 hùnzá zài yīqǐ ごっちゃにする。
277 乌合之众 wū hé zhī zhòng 烏合(うごう)の衆。まとまりのない集団。
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