
No 中国語 ピンイン 日本語

1 专 zhuān 専門の。特定の。
2 专⻋ zhuānchē 専用車。
3 专机 zhuānjī 専用機。特別機。
4 为总统的专机 wèi zǒngtǒng de zhuānjī 大統領の専用機。
5 专座 zhuānzuò 専用席。
6 老弱病残孕专座 lǎo ruò bìng cán yùn zhuān zuò 優先座席。
7 残疾人旅客专座 cánjírén lǚkè zhuān zuò 障害をもつ旅客のための専用席。
8 专线 zhuānxiàn 専用線。専用回線。
9 专线电话 zhuānxiàn diànhuà 専用電話。
10 专线⻋ zhuānxiànchē 専用線車。路線バス。
11 直通电话 zhítōng diànhuà 直通電話。
12 专用 zhuānyòng 専用に用いる。
13 专用语 zhuānyòngyǔ 専門用語。
14 专用电话 zhuānyòng diànhuà 専用電話。
15 用品 yòngpǐn 用品。使われる品物。
16 生活用品 shēnghuó yòngpǐn 生活用品。
17 办公用品 bàngōng yòngpǐn 事務用品。
18 专用品 zhuānyòngpǐn 専用品。
19 专用品店 zhuānyòngpǐndiàn 専用品店。専門店。
20 专用品商店 zhuānyòngpǐn shāngdiàn 専用品店。専門店。
21 专科 zhuānkē 専門科目。高等専門学校。
22 专科学校 zhuānkē xuéxiào 高等専門学校。
23 专科医生 zhuānkē yīshēng 専門医。
24 职业技术学院 zhíyè jìshù xuéyuàn 高等専門学校。
25 专攻 zhuāngōng 専攻する。
26 专攻心理学 zhuāngōng xīnlǐxué 心理学を専攻する。
27 专门 zhuānmén 専門にしている。特別に。わざわざ。
28 专门化 zhuānménhuà 専門化。
29 专门店 zhuānméndiàn 専門店。
30 专门名词 zhuānmén míngcí 専門用語。
31 专门从事 zhuānmén cóngshì 専門に従事する。専従する。
32 专卖 zhuānmài 専売する。
33 专卖品 zhuānmàipǐn 専売品。
34 专卖商品 zhuānmài shāngpǐn 専売品。
35 专卖店 zhuānmàidiàn 専門店。
36 红酒专卖店 hóngjiǔ zhuānmàidiàn ワイン専門店。
37 专卖婴儿用品 zhuānmài yīng'ér yòngpǐn ベビー用品を専門に売る。
38 专售 zhuānshòu 専売する。
39 专售店 zhuānshòudiàn 専売店。
40 专售进口商品 zhuānshòu jìnkǒu shāngpǐn 輸入商品を専売する。
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41 转售 zhuǎnshòu 転売する。再販する。
42 转售权 zhuǎnshòuquán 再販権。
43 专销 zhuānxiāo 専売する。
44 专销店 zhuānxiāodiàn 専売店。
45 专营 zhuānyíng 特定の商品を専門に扱う。専門経営する。
46 专营商店 zhuānyíng shāngdiàn 専門店。
47 专柜 zhuānguì 商店などの専門カウンター。専門コーナー。
48 化妆品专柜 huàzhuāngpǐn zhuānguì 化粧品コーナー。
49 专业 zhuānyè 専攻。専攻の学科。専門業種。分業化した各部門。専業の。専門の。

50 专业性 zhuānyèxìng 専門性。専門的。
51 专业化 zhuānyèhuà 専門化。
52 非专业 fēi zhuānyè 専門に非ず。専門外。素人。
53 专业课 zhuānyèkè 専門課程。
54 专业教育 zhuānyè jiàoyù 専門教育。
55 专业知识 zhuānyè zhīshi 専門知識。
56 专业技术 zhuānyè jìshù 専門技術。
57 专业用语 zhuānyè yòngyǔ 専門用語。
58 专业领域 zhuānyè lǐngyù 専門領域。
59 专业人员 zhuānyè rényuán 専門職。
60 专业杂志 zhuānyè zázhì 専門誌。
61 专业特色街 zhuānyè tèsè jiē 専門店街。
62 专业作家 zhuānyè zuòjiā 専業作家。プロの作家。
63 专业迷 zhuānyè mí 専門バカ。
64 书呆子 shūdāizi 本の虫。知識ばかりが先立ち実践力の乏しい人。
65 书蠹 shūdù 本の虫。知識ばかりが先立ち実践力の乏しい人。シミという昆虫。

66 专家 zhuānjiā 専門家。
67 军事专家 jūnshì zhuānjiā 軍事専門家。
68 专家委员会 zhuānjiā wěiyuánhuì 専門家委員会。
69 行家 hángjia 玄人。プロフェッショナル。通。
70 老行家 lǎohángjia エキスパート。玄人筋。
71 财政行家 cáizhèng hángjia 財政通。
72 大方 dàfāng 専門家。玄人。
73 大方 dàfang 気前がいい。振舞いが自然で落ち着いている。デザインや色があかぬけている。

74 大方之家 dàfāng zhī jiā 専門家。学識の高い人。
75 内行 nèiháng その道に精通している。その道に詳しい人。玄人。
76 内行的人 nèiháng de rén 精通している人。玄人。
77 对环境问题很内行 duì huánjìng wèntí hěn nèiháng 環境問題に対して精通している。
78 外行 wàiháng 素人。素人だ。経験がない。
79 一窍不通的外行 yīqiàobùtōng de wàiháng 全くもって素人だ。ずぶの素人。
80 钓⻥我完全是个外行 diàoyú wǒ wánquán shì ge wàiháng 釣りはずぶの素人です。
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81 门外汉 ménwàihàn 門外漢。素人。
82 我在政治方面完全是个门外汉 wǒ zài zhèngzhì fāngmiàn wánquán shì ge ménwàihàn 政治方面については完全に門外漢です。
83 术语 shùyǔ 術語。専門用語。
84 医学术语 yīxué shùyǔ 医学用語。
85 科技术语 kējì shùyǔ 科学技術用語。
86 专⻓ zhuāncháng 特殊技能。専門的知識。
87 学有专⻓ xué yǒu zhuāncháng 専門性を身に着けている。
88 发挥专⻓ fāhuī zhuāncháng 特技を発揮する。
89 特⻓ tècháng 特にすぐれた技能や業務経験。⻑所。
90 发挥特⻓ fāhuī tècháng 特技を発揮する。
91 专职 zhuānzhí 専任の。専従の。専門職。
92 专职人员 zhuānzhí rényuán 専門職。
93 专职会计 zhuānzhí kuàijì 専任会計士。
94 专任 zhuānrèn 専任する。専任の。
95 专任教授 zhuānrèn jiàoshòu 専任教授。
96 专人 zhuānrèn 責任者。臨時の特使。
97 专人负责 zhuānrén fùzé 専任者が責任を負う。
98 专属 zhuānshǔ 専属する。
99 专属合同 zhuānshǔ hétóng 専属契約。
100 专属契约 zhuānshǔ qìyuē 専属契約。
101 专属演员 zhuānshǔ yǎnyuán 専属役者。専属タレント。
102 专属经济区 zhuānshǔ jīngjìqū 排他的経済水域。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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