
No 中国語 ピンイン 日本語

1 新人 xīnrén 新人。ニューフェイス。新しいタイプの人。新郎新婦。新婦。

2 新任 xīnrèn 新しく任命される。新しく任命する。新任の。新任のポスト。

3 新职员 xīnzhíyuán 新職員。新入社員。
4 新生 xīnshēng 新入生。生まれたばかりの。できたての。新しい命。
5 新星 xīnxīng ニューフェイス。新星。
6 新秀 xīnxiù 優秀な新人。頭角をあらわしはじめた人。
7 新来的 xīn lái de 新しく来た。
8 新手 xīnshǒu 初心者。新人。
9 年轻人 niánqīngrén 若者。若い人。若手。
10 年轻职员 niánqīn zhíyuán 若手職員。若手社員。
11 ⻘年 qīngnián ⻘年期にある人。若手。⻘年期。
12 老手 lǎoshǒu 経験を積んだ人。ベテラン。古株。
13 老手儿 lǎoshǒur 経験を積んだ人。ベテラン。古株。
14 老把势 lǎobǎshi その道の玄人。
15 老把式 lǎobǎshi その道の玄人。
16 练把势 liànbǎshi 武術の鍛練をする。その道の玄人。
17 练把式 liànbǎshi 武術の鍛練をする。その道の玄人。
18 老资格 lǎozīgé 古参。ベテラン。
19 老兵 lǎobīng 古参兵。ベテラン。
20 老将 lǎojiàng 老将軍。老練な将軍。ベテラン。
21 老练的 lǎoliàn de 老練な。経験豊富な。
22 有经验的人 yǒu jīngyàn de rén 経験者。
23 没有经验的人 méiyǒu jīngyàn de rén 未経験者。
24 外行 wàiháng 素人。素人だ。経験がない。
25 外行人 wàihángrén 素人。
26 ⻔外汉 ménwàihàn 門外漢。素人。
27 内行 nèiháng その道に詳しい人。玄人。その道に精通している。
28 内行人 nèihángrén その道に詳しい人。玄人。
29 在行 zàiháng 精通している。玄人だ。
30 行家 hángjia 玄人。プロフェッショナル。通だ。
31 老行家 lǎo hángjiā 玄人。ベテラン。
32 业余 yèyú アマチュアの。専門外の。余暇の。
33 专业 zhuānyè 専業の。専門の。専攻。専攻の学科。専門業種。
34 专家 zhuānjiā 専門家。
35 职业 zhíyè プロの。職業。
36 新歌手 xīngēshǒu 新人歌手。
37 新选手 xīnxuǎnshǒu 新人選手。
38 新议员 xīnyìyuán 新人議員。
39 起用新人 qǐyòng xīnrén 新人を起用する。
40 新任科⻓ xīnrèn kē zhǎng 新任の課⻑。
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41 体育界的新星 tǐyùjiè de xīnxīng スポーツ界の新星。
42 体运新秀 tǐyùn xīnxiù スポーツ界の新星。
43 新来的人 xīn lái de rén 新しく来た人。
44 将来有希望的新手 jiānglái yǒu xīwàng de xīnshǒu 期待の新人。
45 我是新手 wǒ shì xīnshǒu 私は初心者です。
46 起用⻘年 qǐyòng qīngnián 若手を起用する。
47 事务的老手 shìwù de lǎoshǒu 事務のベテラン。
48 海上行船的老把式 hǎishàng xíngchuán de lǎobǎshi 海上運航の玄人。
49 老资格的司机 lǎozīgé de sījī ベテランドライバー。
50 老选手 lǎo xuǎnshǒu ベテラン選手。
51 老练的选手 lǎoliàn de xuǎnshǒu 老練な選手。
52 我是外行人 wǒ shì wàiháng rén 私は素人です。
53 企业安全监督的内行人 qǐyè ānquán jiāndū de nèihángrén 企業の安全監督に詳しい人。
54 他对咖啡真的很在行 tā duì kāfēi zhēn de hěn zàiháng 彼は本当にコーヒーに精通しています。
55 他是行家 tā shì hángjiā 彼は玄人です。
56 业余球队 yèyú qiúduì アマチュアの球技チーム。
57 业余乐队 yèyú yuèduì アマチュアバンド。
58 业余画家 yèyú huàjiā アマチュア画家。
59 专业技术人员 zhuānyè jìshù rényuán 専門技術者。
60 专业主妇 zhuānyè zhǔfù 専業主婦。
61 专业意识 zhuānyè yìshí プロ意識。
62 社会科学专家 shèhuì kēxué zhuānjiā 社会科学の専門家。
63 职业足球 zhíyè zúqiú プロサッカー。
64 职业球队 zhíyè qiúduì プロの球技チーム。
65 职业足球运动员 zhíyè zúqiú yùndòngyuán プロのサッカー選手。
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