
No 中国語 ピンイン 日本語

1 资格 zīgé 資格。経験年数。キャリア。
2 老资格 lǎozīgé ベテラン。古参。
3 资格证 zīgé zhèng 資格。資格証。
4 证书 zhèngshū 証明書。
5 资格证书 zīgé zhèngshū 資格証明書。
6 执照 zhízhào 許可証。免許証。
7 临时执照 línshí zhízhào 仮の許可証。仮の免許証。
8 许可证 xǔkězhèng 許可証。
9 凭照 píngzhào 証明証。許可証。
10 无资格 wú zīgé 無資格。
11 无执照 wú zhízhào 無免許。
12 没有执照 méiyǒu zhízhào 無免許。
13 无照 wúzhào 無免許。無認可。
14 无照执业 wúzhào zhíyè 無免許開業。
15 够格 gòugé 一定の基準に達する。資格を備える。
16 够格儿 gòugér 一定の基準に達する。資格を備える。
17 吊销 diàoxiāo 許可証や免許などを取り上げる。
18 资格考试 zīgé kǎoshì 資格試験。
19 资格审查 zīgé shěnchá 資格審査。
20 有资格 yǒu zīgé 資格がある。
21 没有资格 méiyǒu zīgé 資格がない。
22 没有资格说别人 méiyǒu zīgé shuō biérén 人のこと言えない。
23 没有资格议论别人 méiyǒu zīgé yìlùn biérén 人のことをとやかく言う資格はない。
24 考资格证 kǎo zīgézhèng 資格を取る。
25 取得资格 qǔdé zīgé 資格を得る。
26 授予资格 shòuyǔ zīgé 資格を与える。
27 被授予资格 bèi shòuyǔ zīgé 資格を与えられる。
28 赋予资格 fùyǔ zīgé 資格を与える。
29 被赋予资格 bèi fùyǔ zīgé 資格を与えられる。
30 取消资格 qǔxiāo zīgé 資格を取り消す。
31 被取消资格 bèi qǔxiāo zīgé 資格を取り消される。
32 剥夺资格 bōduó zīgé 資格を剥奪(はくだつ)する。
33 被剥夺资格 bèi bōduó zīgé 資格を剥奪(はくだつ)される。
34 吊销资格证 diàoxiāo zīgézhèng 資格を取り上げる。
35 被吊销资格证 bèi diàoxiāo zīgézhèng 資格を取り上げられる。
36 失去资格 shīqù zīgé 資格を失う。
37 失掉资格 shīdiào zīgé 資格を失う。
38 审查资格 shěnchá zīgé 資格を審査する。
39 申请执照 shēnqǐng zhízhào 免許を申請する。
40 更新执照 gēngxīn zhízhào 免許を更新する。

資格、免許   1/2

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 再次发行执照 zàicì fāxíng zhízhào 免許証を再発行する。
42 起码资格 qǐmǎ zīgé 最低限の資格。
43 受益资格 shòuyì zīgé 受給資格。
44 居留资格 jūliú zīgé 在留資格。
45 在留资格 zàiliú zīgé 在留資格。
46 侨居资格 qiáojū zīgé 在留資格。
47 营业执照 yíngyè zhízhào ビジネスライセンス。営業許可証。
48 驾照 jiàzhào 運転免許証。
49 ⻋照 chēzhào 運転免許証。
50 驾驶证 jiàshǐzhèng 運転免許証。
51 驾驶执照 jiàshǐ zhízhào 運転免許証。
52 行⻋执照 xíngchē zhízhào 運転免許証。
53 临时驾驶证 línshí jiàshǐzhèng 仮の運転免許証。
54 摩托⻋的驾照 mótuōchē de jiàzhào バイクの免許。
55 船舶的驾驶证 chuánbó de jiàshǐzhèng 船舶の免許。
56 ⻜机驾驶执照 fēijī jiàshǐ zhízhào 航空機の運転免許。
57 无照驾驶 wúzhào jiàshǐ 無免許運転。
58 无照开⻋ wúzhào kāichē 無免許運転。
59 考驾照 kǎo jiàzhào 運転免許の試験を受ける。
60 发放驾照 fāfàngg jiàzhào 運転免許証を発行する。
61 持有驾照 chí yǒu jiàzhào 車の免許を持っている。
62 我拿到了驾照 wǒ ná dào le jiàzhào 車の免許を取りました。
63 出示驾驶执照 chūshì jiàshǐ zhízhào 運転免許証を提示する。
64 教师证 jiàoshī zhèng 教員免許。
65 教师证书 jiàoshī zhèngshū 教員免許。
66 老师的证书 lǎoshī de zhèngshū 教員免許。
67 教师执照 jiàoshī zhízhào 教員免許。
68 教师资格证 jiàoshī zīgézhèng 教員免許。
69 律师资格 lǜshī zīgé 弁護士の資格。
70 一级建筑师的资格 yī jí jiànzhúshī de zīgé 一級建築士の資格。
71 技术资格 jìshù zīgé 技術資格。
72 危险物处理资格 wéixiǎnwù chǔlǐ zīgé 危険物取扱いの資格。
73 厨师资格证 chúshī zīgézhèng 調理師の免許。
74 医生执照 yīshēng zhízhào 医師免許。
75 医师的资格 yīshī de zīgé 医師の資格。
76 护理师资格 hùlǐshī zīgé 介護士の資格。
77 无照行医 wúzhào xíngyī 無資格で医療行為をする。
78 悉数传授 xīshù chuánshòu 全てを教え授ける。免許皆伝。
79 传授一切拿手技艺 chuánshòu yīqiè náshǒu jìyì すべてのスキルを教える。免許皆伝。
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