
No 中国語 ピンイン 日本語

1 工作 gōngzuò 仕事。
2 职业 zhíyè 職業。
3 你的工作是什么？ nǐ de gōngzuò shì shénme あなたの仕事は何ですか？
4 你做什么工作？ nǐ zuò shénme gōngzuò あなたは何の仕事をしていますか？
5 你做什么？ nǐ zuò shénme あなたは何してるの？
6 我的工作是〜 wǒ de gōngzuò shì 〜 私の仕事は〜です。
7 我在保险公司工作 wǒ zài bǎoxiǎn gōngsī gōngzuò 私は保険会社で働いています。
8 你的职业是什么？ nǐ de zhíyè shì shénme あなたの職業は何ですか？
9 我的职业是〜 wǒ de zhíyè shì 〜 私の職業は〜です。
10 政治家 zhèngzhìjiā 政治家。
11 外交官 wàijiāoguān 外交官。
12 法官 fǎguān 司法官。裁判官。
13 律师 lǜshī 弁護士。
14 公务员 gōngwùyuán 公務員。
15 军人 jūnrén 軍人。
16 警察 jǐngchá 警察。警察官。
17 警察官 jǐngcháguān 警察官。
18 女警员 nǚjǐngyuán 婦警。女性警官。
19 侦探 zhēntàn 探偵。スパイ。偵察する。
20 消防员 xiāofángyuán 消防士。
21 医生 yīshēng 医者
22 护师 hùshī 看護師。
23 护士 hùshi 看護人。看護婦。
24 药剂师 yàojìshī 薬剤師
25 教师 jiàoshī 教師。
26 教员 jiàoyuán 教員。
27 老师 lǎoshī 先生。教師。
28 教授 jiàoshòu 教授。教授する。
29 翻译 fānyì 通訳。翻訳する。
30 银行职员 yínháng zhíyuán 銀行職員。
31 公司职员 gōngsī zhíyuán 会社員。
32 上班族 shàngbānzú サラリーマン。
33 工薪族 gōngxīnzú サラリーマン。
34 科学者 kēxuéjiā 科学者。
35 研究员 yánjiūyuán 研究員。
36 建筑师 jiànzhùshī 建築士。
37 工程师 gōngchéngshī エンジニア。技術者。
38 技师 jìshì 技師。
39 机械工人 jīxiè gōngrén 整備士。
40 电工 diàngōng 電気工。電気工学。
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41 木匠 mùjiang 大工。木工職人。
42 木工 mùgōng 大工。木工職人。木工仕事。
43 修理工 xiūlǐgōng 修理工。
44 维修技师 wéixiū jìshì メンテナンス技師。サービス技術者。
45 维修专业 wéixiū zhuānyè メンテナンスサービス業。修理屋。
46 施工员 shīgōng yuán 施工者。
47 建筑施工员 jiànzhù shīgōngyuán 建築工事作業者。
48 土建施工员 tǔjiàn shīgōngyuán 土木工事作業者。
49 施工工作人员 shīgōng gōngzuò rényuán 施工工事作業員。
50 土木工作人员 tǔmù gōngzuò rényuán 土木作業員。
51 现场监工 xiànchǎng jiāngōng 現場監督。
52 艺术家 yìshùjiā アーティスト。芸術家。パフォーマー。
53 音乐家 yīnyuèjiā 音楽家。ミュージッシャン。
54 设计师 shèjìshī デザイナー。
55 画家 huàjiā 画家。
56 漫画家 mànhuàjiā 漫画家。
57 摄影师 shèyǐngshī 写真家。カメラマン。
58 作家 zuòzhě 作家。作者。
59 编辑 biānjí 編集者。編集する。
60 制片人 zhìpiànrén プロデューサー。制作者。
61 导演 dǎoyǎn 映画、演劇の監督。演出をする。監督をする。
62 演员 yǎnyuán 俳優。
63 歌手 gēshǒu 歌手。
64 舞蹈演员 wǔdǎo yǎnyuán ダンサー。
65 模特 mótè モデル。マネキン。
66 模特儿 mótèr モデル。マネキン。
67 配装师 pèizhuāngshī スタイリスト。
68 记者 jìzhě 記者。
69 撮影记者 shèyǐng jìzhě 新聞や雑誌などのカメラマン。
70 通讯员 tōngxùnyuán リポーター。通信員。
71 播音员 bōyīnyuán アナウンサー。
72 气象测报员 qìxiàng cèbàoyuán 気象予報士。
73 节目主持人 jiémù zhǔchírén 番組司会者。キャスター。
74 艺人 yìrén 芸能人。芸人。
75 ⻜行员 fēixíngyuán パイロット。
76 空姐 kōngjiě スチュワーデス。
77 空中小姐 kōngzhōng xiǎojiě スチュワーデス。
78 航姐 hángjiě スチュワーデス。
79 航空小姐 hángkōng xiǎojiě スチュワーデス。
80 空中乘务员 kōngzhōng chéngwùyuán 飛行機の客室乗務員。
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81 宇航员 yǔhángyuán 宇宙飛行士。
82 航天员 hángtiānyuán 宇宙飛行士。
83 运输业 yùnshūyè 運送業。
84 搬运业 bānyùnyè 運搬業。
85 快递 kuàidì 配達業。速達。宅配。
86 搬家公司 bānjiā gōngsī 引っ越し会社。
87 司机 sījī ドライバー。運転手。
88 送货员 sònghuòyuán 配達員。
89 快递员 kuàidìyuán 配達員。
90 导游 dǎoyóu ガイド。観光案内する。
91 水手 shuǐshǒu 船員。
92 船员 chuányuán 船員。
93 站务员 zhànwùyuán 駅員。
94 机场工作人员 jīchǎng gōngzuò rényuán 空港職員。
95 厨师 chúshī 調理師。料理人。
96 美发师 měifàshī 美容師。
97 按摩师 ànmóshī マッサージ師。
98 陪酒女郎 péi jiǔ nǚláng 酒場のホステス。
99 老板娘 lǎobǎnniáng 女性オーナー、もしくは、オーナーの奥さん。
100 老板 lǎobǎn 店や会社のオーナー。男性への呼びかけ。
101 店员 diànyuán 店員。
102 服务员 fúwùyuán サービス員。接客をする店員。
103 农⺠ nóngmín 農⺠。
104 农家 nóngjiā 農家。
105 农业 nóngyè 農業。
106 渔夫 yúfū 漁師。
107 渔业 yúyè 漁業。
108 水产业 shuǐchǎnyè 水産業。
109 畜牧业农⺠ xùmùyè nóngmín 畜産農⺠。
110 畜牧业农家 xùmùyè nóngjiā 畜産農家。
111 畜牧业 xùmùyè 畜産業。
112 林业 línyè 林業。
113 国有企业 guóyǒu qǐyè 国有企業。
114 私有企业 sīyǒu qǐyè ⺠間企業。
115 ⺠营企业 mínyíng qǐyè ⺠間企業。
116 ⺠间企业 mínjiān qǐyè ⺠間企業。
117 集体企业 jítǐ qǐyè グループ企業。
118 外资企业 wàizī qǐyè 外資企業。
119 ⺟公司 mǔgōngsī 親会社。
120 子公司 zǐgōngsī 子会社。
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121 制造业 zhìzàoyè 製造業。
122 钢铁工业 gāngtiě gōngyè 鉄鋼業。
123 金融业 jīnróngyè 金融業。
124 制药公司 zhìyào gōngsī 製薬会社。
125 医疗产业 yīliáo chǎnyè 医療産業。
126 健康产业 jiànkāng chǎnyè 健康産業。
127 美容行业 měiróng hángyè 美容業。
128 综合商社 zònghé shāngshè 商社。
129 贸易公司 màoyì gōngsī 貿易会社。
130 采购员 cǎigòuyuán バイヤー。
131 批发业 pīfāyè 卸売業。
132 服装产业 fúzhuāng chǎnyè 衣料品産業。
133 销售公司 xiāoshòu gōngsī 販売会社。
134 服务行业 fúwù hángyè サービス業。
135 食品公司 shípǐn gōngsī 食品会社。
136 饮料公司 yǐnliào gōngsī 飲料会社。
137 通信公司 tōngxìn gōngsī 通信会社。
138 能源产业 néngyuán chǎnyè エネルギー産業。
139 能源行业 néngyuán hángyè エネルギー業。
140 媒体 méitǐ マスコミ。
141 广播公司 guǎngbò gōngsī 放送会社。
142 广告公司 guǎnggào gōngsī 広告会社。
143 印制公司 yìnshuā gōngsī 印刷会社。
144 印刷厂 yìnshuā chǎng 印刷所。
145 出版社 chūbǎnshè 出版社。
146 地产公司 dìchǎn gōngsī 不動産会社。
147 房地产公司 fáng dìchǎn gōngsī 不動産仲介会社。
148 旅行社 lǚxíngshè 旅行会社。
149 当铺业 dàngpùyè 質屋業。
150 照相馆 zhàoxiàng guǎn 写真館。
151 老人院 lǎorényuàn 老人ホーム。
152 幸福院 xìngfúyuàn 老人ホーム。
153 护工 hùgōng 介護人。
154 护理师 hùlǐshī 介護福祉士。
155 保安 bǎo'ān 警備。
156 运动员 yùndòngyuán スポーツ選手。
157 僧侣 sēnglǚ 僧侶。
158 和尚 héshang 僧侶。
159 白领 báilǐng ホワイトカラー。
160 白领工人 báilǐng gōngrén ホワイトカラー労働者。
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161 蓝领 lánlǐng ブルーカラー。(肉体労働者)
162 蓝领工人 lánlǐng gōngrén ブルーカラー労働者。
163 金领 jīnlǐng エリートビジネスマン。高収入ビジネスマン。
164 紅領 hónglǐng 公務員。
165 邮局职员 yóujú zhíyuán 郵便局員。
166 家庭妇女 jiātíng fùnǚ 主婦。
167 家庭主妇 jiātíng zhǔfù 主婦。
168 学生 xuésheng 学生。
169 自僱 zìgù 個人事業者。自営業。
170 退休了 tuìxiū le 定年退職しました。
171 公司辞职了 gōngsī cízhí le 会社を辞めました。
172 投资者 tóuzī zhě 投資家。
173 房东 fángdōng 大家さん。
174 ⻜特族 fēitèzú フリーター。
175 无业 wúyè 無職。
176 黑手党 hēishǒudǎng マフィア。ヤクザ。
177 小偷 xiǎotōu 泥棒。
178 扒手 páshǒu スリ。
179 诈骗犯 zhàpiànfàn 詐欺師。
180 杀手 shāshǒu 殺し屋。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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