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豚肉 ぶたにく 猪肉

入っている はいっている 含有、在内

おもてなし おもてなし 用心招待客人

コスモポリタン こすもぽりたん 国际化

不愉快な ふゆかいな 不痛快的

驚きの体験 おどろきのたいけん 震惊的体验

移り住む うつりすむ 移居

出身 しゅっしん 出生在…

大学生時代 だいがくせいじだい 大学时代

～に慣れる ～になれる 习惯

3級（N3） さんきゅう 日语能力测试3级

合格 ごうかく 合格

～を目指す ～をめざす 以…为目标

～が弱い ～がよわい 弱

不自由を感じる ふじゆうをかんじる 感觉到障碍

おなかがすく おなかがすく 肚子饿

おまんじゅう おまんじゅう 包子

肉まん にくまん 肉包子

イスラム教徒 いすらむきょうと 伊斯兰教教徒

宗教的な理由 しゅうきょうてきなりゆう 宗教的缘故

コンビニの店員 こんびにのてんいん 便利店的店员

指す さす 指着

困る こまる 为难

不思議に思う ふしぎにおもう 觉得不可思议

ひとつひとつ指さす ひとつひとつゆびさす 用手一个个地指

種類 しゅるい 种类

カレー かれー 咖喱（味）

隣 となり 旁边

留学生 りゅうがくせい 留学生

アルバイト あるばいと 兼职打工

だんだんイライラ
してきた

だんだんいらいら
してきた

渐渐地烦躁起来

語
ご

彙
い

リスト（中
ちゅう

国
ごく

語
ご

）
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急に きゅうに 突然

先輩 せんぱい 前辈

仕事をふる しごとをふる 委派工作

上司 じょうし 领导

商品のカタログ一覧 しょうひんのかたろぐ
いちらん

商品目录一览表

発注書 はっちゅうしょ 订单

エクセル えくせる Excel

指示する しじする 吩咐

仕事が山積み しごとがやまづみ 工作堆积如山

～を引き継ぐ ～をひきつぐ 接替

心配を胸に しんぱいをむねに 担心着

不安げな ふあんげな 不安的样子

できるだけ できるだけ 尽可能地

仕上げる しあげる 完成

優しい やさしい 亲切的

席 せき 座位

～なら何でもよかった ～ならなんでもよかった 只要…什么都可以

基本的なこと きほんてきなこと 最基本的事

信じられない しんじられない 难以置信

どうなっているの
でしょうか

どうなっているの
でしょうか

怎么回事

上司 じょうし 领导

マネージャー まねーじゃー 经理

怪しい あやしい 奇怪的

腹が立つ はらがたつ 愤怒

奥 おく 里面

穏やかな態度 おだやかなたいど 平和的态度

海外 かいがい 海外

おかしいと思う おかしいとおもう 觉得很奇怪

絶対に行きたくない ぜったいにいきたくない 绝对不会再去

教育 きょういく 教育



語彙リスト（中国語）ビジネスコミュニケーションのためのケース学習　【教材編2】

相談しやすい そうだんしやすい 商量起来很容易

席に戻る せきにもどる 回到座位

実際に じっさいに 实际上

たびたび教えてもらう たびたびおしえてもらう 屡次教我

残業 ざんぎょう 加班

翌日 よくじつ 第二天

作成する さくせいする 制作

ホッとする ほっとする 送了一口气

疑問に思う ぎもんにおもう 感到疑惑

もっと前 もっとまえ 更早以前

前日 ぜんじつ 前一天

仕事量 しごとりょう 工作量

新人 しんじん 新员工

～に慣れていない ～になれていない 没习惯

ぎりぎりに ぎりぎりに 紧紧张张地

部下 ぶか 属下

時間的な余裕 じかんてきなよゆう 宽裕的时间

朝礼 ちょうれい 早会

締め切りを守る しめきりをまもる 遵守截止日期

適切な指示 てきせつなしじ 适当的指示

困る こまる 困扰

仕事についていく しごとについていく 跟上工作进度

大変な たいへんな 费劲

急ぎ いそぎ 赶紧

計画性のない仕事 けいかくせいのない
しごと

没有计划性的工作

仕事をふられる しごとをふられる 被强塞工作任务

せかされる せかされる 被催促

仕事に追いかけられる しごとにおいかけられる 被工作追赶

C A S E 0 3

近すぎる ちかすぎる 太近了

来日する らいにちする 来日本

大学に進学する だいがくにしんがくする 上大学

アルバイト あるばいと 兼职打工

デパート でぱーと 百货商场

商品 しょうひん 商品

販売する はんばいする 销售

いい勉強の場 いいべんきょうのば 好的学习的地方

上司 じょうし 领导

注意される ちゅういされる 被警告

どうしても納得が
いかない

どうしてもなっとくが
いかない

无论如何都无法接受

悩む なやむ 苦恼

店長 てんちょう 店长

通常 つうじょう 通常

出勤する しゅっきんする 上班

同時に どうじに 同时

年齢が近い ねんれいがちかい 年龄相仿

気が楽 きがらく 放松

接客の仕方 せっきゃくのしかた 接待客人的方法

～を学ぶ ～をまなぶ 学习

隣に立つ となりにたつ 站在旁边

やりとり やりとり 对话

翌日 よくじつ 第二天

メッセージ めっせーじ 信息

困る こまる 困扰

立ち位置 たちいち 站的位置

返事をする へんじをする 回复

その場にいない そのばにいない 不在场

距離 きょり 距离

迷惑をかける めいわくをかける 添麻烦

離れる はなれる 拉开距离

気をつける きをつける 注意

疑問がわく ぎもんがわく 产生疑问

～の邪魔になる ～のじゃまになる 碍事
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期待する きたいする 期待

卒業後 そつぎょうご 毕业以后

大手企業 おおてきぎょう 大企业

就職する しゅうしょくする 就职

夢や不安を抱えながら ゆめやふあんを
かかえながら

怀揣着梦想与不安

社会人生活 しゃかいじんせいかつ 社会人的生活

同期 どうき 同一时期

仲間 なかま 同伴

非常に優秀 ひじょうにゆうしゅう 非常优秀

研修中 けんしゅうちゅう 培训期间

周り まわり 周边

ほとんどついていけない ほとんどついていけない 基本跟不上

～だらけ ～だらけ 净是

苦労する くろうする 吃苦

困難を乗り越える こんなんをのりこえる 克服困难

ようやく～まで
こぎつける

ようやく～まで
こぎつける

通过努力终于…

配属 はいぞく 分配

ショック しょっく 震惊

頭から離れない あたまからはなれない 脑海中挥之不去

部 ぶ 部门

～にもかかわらず ～にもかかわらず 尽管…但是…

上司 じょうし 领导

C A S E 0 4

常に つねに 经常

比較する ひかくする 比较

発言をする はつげんをする 说…的话

専門知識 せんもんちしき 专业知识

～とは戦えない ～とはたたかえない 没办法竞争

諦めの気持ち あきらめのきもち 放弃的心态

無視する むしする 无视

もともと もともと 本来

文化圏 ぶんかけん 文化圈

母語 ぼご 母语

同じ土俵で戦う おなじどひょうでたたかう 同一个平台上竞争

ライバル意識 らいばるいしき 竞争意识

仲良く なかよく 友好地

補い合う おぎないあう 互补

一緒に頑張る いっしょにがんばる 一起努力

モチベーション もちべーしょん 动机

成果を出す せいかをだす 拿出成果

組織 そしき 组织

足を引っ張る あしをひっぱる 拖后腿

決して～したくない けっして～したくない 绝对…不…

必死に ひっしに 拼命地

努力する どりょくする 努力

入社2年目 にゅうしゃにねんめ 进公司的第二年

信じられない言葉 しんじられないことば 难以置信的话语

怒り いかり 愤怒

悩む なやむ 苦恼

お前 おまえ 你

女性の活躍 じょせいのかつやく 女性活跃的表现

注目を浴びる ちゅうもくをあびる 引人注目

チヤホヤされる ちやほやされる 被追捧

オレ おれ 我（男性用语）

いくら頑張っても いくらがんばっても 无论怎样努力

評価される ひょうかされる 被评价

ちょっとしたこと ちょっとしたこと 一点小事

目立つ めだつ 显眼

ずるい ずるい 狡猾

人一倍 ひといちばい 比别人加倍的

直接 ちょくせつ 直接

～を通じて ～をつうじて 通过

嫌な感じがする いやなかんじがする 感到不舒服

普段 ふだん 平时

仲良くしている なかよくしている 关系好

悪口を言う わるくちをいう 说坏话

信じる しんじる 相信

言葉を聞き取る ことばをききとる 听到…的话
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C A S E 0 5

卒業後 そつぎょうご 毕业以后

来日する らいにちする 来日本

福祉専門 ふくしせんもん 社会福祉学专业

修士課程 しゅうしかてい 硕士研究生课程

アルバイト あるばいと 兼职打工

フロント ふろんと 前台

十分 じゅうぶん 足够

同期 どうき 同一时期

正社員 せいしゃいん 正式职员

～と比べる ～とくらべる 和…相比

飲み込みが遅い のみこみがおそい 领会的慢

先輩 せんぱい 前辈

配慮する はいりょする 照顾

丁寧に教えてくれる ていねいにおしえてくれる 细心地告诉我

内容 ないよう 内容

トラブルが起きる とらぶるがおきる 发生纠纷

周りの人たち まわりのひとたち 周围的人

～のおかげで ～のおかげで 托…的福

ミス みす 失误

ふと気付く ふときづく 突然意识到

出勤（する） しゅっきん（する） 上班

～次第で ～しだいで （根据前项来决定后项）

給料 きゅうりょう 工资

差が出てくる さがでてくる 有差距

基準 きじゅん 标准

明確にする めいかくにする 明确

甘く評価する あまくひょうかする 降低标准评价

配慮する はいりょする 关照

不満を言う ふまんをいう 抱怨

正直 しょうじき 说实话

声を上げる こえをあげる 提意见

ハイテンション はいてんしょん 情绪高涨

憂鬱な気分 ゆううつなきぶん 心情抑郁

怒りがこみ上げる いかりがこみあげる 愤怒涌上心头

出来事 できごと …的事

そのせいで そのせいで 因为那件事

やめる やめる 辞职

悩む なやむ 苦恼

なかなか～ない なかなか～ない 怎么也不…

休憩 きゅうけい 休息

勤務（する） きんむ（する） 工作

あと4分ほどで終わる あとよんぷんほどでおわる 还有大约四分钟就结束了

疲れ つかれ 累

ボーッとして ぼーっとして 发呆

新たに あらたに 重新地

仕事に取り掛かる しごとにとりかかる 着手于工作

年下の とししたの 比我年龄小的

作業 さぎょう 操作

手本を見せる てほんをみせる 示范

穴 あな 孔

紐を通す ひもをとおす 穿绳子

単純な たんじゅんな 简单的

緊急性 きんきゅうせい 紧急

残っている のこっている 剩余

態度 たいど 态度

上から目線 うえからめせん 高高在上的姿态

不愉快な ふゆかいな 不愉快

やらずに帰宅する やらずにきたくする 没有做就回家了

融通が利く ゆうずうがきく 随机应变

賃金 ちんぎん 工资

命令する めいれいする 命令

避ける さける 避开

何事もなかったように なにごともなかったように 像什么都没过发生一样

接してくる せっしてくる 对待
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手伝う てつだう 帮忙

勉強になる べんきょうになる 学到东西

大学時代 だいがくじだい 大学时代

先輩 せんぱい 前辈

派遣企業 はけんきぎょう 派遣公司

～に勤務する ～にきんむする 在…工作

ずいぶん長く ずいぶんながく 相当长

やりがいがある やりがいがある 有价值

これからもずっと これからもずっと 从今往后也一直

最近どうしていますか？ さいきんどうしていますか？ 最近怎么样？

驚いた様子で おどろいたようすで 吃惊的样子

置かれている状況 おかれているじょうきょう 处境

くわしく説明する くわしくせつめいする 详细地说明

同意する どういする 同意

話が終わるやいなや はなしがおわるやいなや 话音刚落

大変さ たいへんさ 难处

冷たい人 つめたいひと 冷漠的人

C A S E 0 7

結婚する けっこんする 结婚

働く はたらく 工作

職場の上司 しょくばのじょうし 工作单位的领导

言葉 ことば 言词

不愉快になる ふゆかいになる 变得不愉快

～と同時に ～とどうじに …的同时

活躍する かつやくする 活跃

かわいそう かわいそう 可怜

研究所に勤務する けんきゅうじょにきんむする 在研究所工作

所属する しょぞくする 所属

課 か 部门

～で構成されている ～でこうせいされている 由…构成

同僚 どうりょう 同事

卒業する そつぎょうする 毕业

高学歴 こうがくれき 高学历

C A S E 0 6

思ったより おもったより 比想象的

在学中 ざいがくちゅう 在校期间

交換留学に行く こうかんりゅうがくにいく 去交换留学

経験 けいけん 经验

卒業後 そつぎょうご 毕业以后

～を楽しみに（する） ～をたのしみに（する） 期待

家電製品 かでんせいひん 家电产品

～を扱う ～をあつかう 经营

日系企業 にっけいきぎょう 日资企业

～に就職する ～にしゅうしょくする 就职

製品のカタログ等 せいひんのかたろぐとう 商品目录等

翻訳 ほんやく 翻译

～が中心 ～がちゅうしん 以…为中心

主に おもに 主要

～を担当する ～をたんとうする 负责

入社する にゅうしゃする 进公司（工作）

転職 てんしょく 跳槽

かかる かかる 花费

通勤に つうきんに 上下班

タクシーを呼ぶ たくしーをよぶ 叫出租车

なかなか来ない なかなかこない 怎么也不来

とくに とくに 特别是

タクシーを利用する たくしーをりようする 坐出租车

増える ふえる 增加

待ち時間 まちじかん 等待时间

なによりも なによりも 比起任何事

タクシー代 たくしーだい 叫出租车的费用

（会社が）払う （かいしゃが）はらう （公司）支付

理由 りゆう 理由

想像していたのとは違う そうぞうしていたのとは
ちがう

和想象的不一样

毎日あるわけではない まいにちあるわけではない 不是每天都有

上司 じょうし 领导

他の業務 ほかのぎょうむ 其他业务

カスタマーサービス かすたまーさーびす 客服
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業績 ぎょうせき 业绩

雰囲気 ふんいき 氛围

告げる つげる 告诉

やめる やめる 辞职

好奇心 こうきしん 好奇心

どうやら悪気は
なさそうに見える

どうやらわるぎは
なさそうにみえる

怎么看都不像有恶意

プライベートな質問 ぷらいべーとなしつもん 隐私问题

居心地の悪さを感じる いごこちのわるさを
かんじる

感到不舒服

そもそも そもそも 说起来

全く話題にしない まったくわだいにしない 从来不谈

不思議だと思う ふしぎだとおもう 觉得不可思议

そういうもの そういうもの 就是这样的

トルコ とるこ 土耳其

結婚後 けっこんご 结婚以后

当然のこと とうぜんのこと 理所当然的事

大学院を修了する だいがくいんを
しゅうりょうする

硕士研究生毕业

学んだことを活かす まなんだことをいかす 运用所学知识

キャリアを追求する きゃりあをついきゅうする 追求职业生涯

実際 じっさい 实际上

順調にキャリアパスを歩む じゅんちょうに
きゃりあぱすをあゆむ

顺利地在公司内升迁

人並み以上に ひとなみいじょうに 比一般人更

努力を続ける どりょくをつづける 坚持不懈地努力

簡単に かんたんに 简单

以前 いぜん 以前

個人の自由 こじんのじゆう 个人的自由

婚約者を紹介する こんやくしゃを
しょうかいする

介绍未婚夫

賛成する さんせいする 赞成

ある程度は
わかっていた

あるていどは
わかっていた

一定程度上是知道的

常に つねに 经常

こんなこと こんなこと 这样的事

気の毒でならない きのどくでならない 表示同情、觉得可怜

能力を発揮する のうりょくをはっきする 施展能力

C A S E 0 8

仕事の能力を上げる しごとののうりょくを
あげる

提高工作能力

日系企業に入社する にっけいきぎょうに
にゅうしゃする

进入日资企业工作

～を専攻する ～をせんこうする 专业是…

やりとり やりとり 联络

顧客 こきゃく 顾客

～を対象とする ～をたいしょうとする 以…为对象

調査 ちょうさ 调查

担当する たんとうする 负责

当初 とうしょ 当初

ミス みす 失误

厳しく注意される きびしくちゅういされる 被严厉指责

上司 じょうし 领导

対応 たいおう 对应

気になる きになる 介意

進みにくい すすみにくい 难以进展

チーフ ちーふ 主任

後輩 こうはい 后辈

先輩 せんぱい 前辈

留学経験 りゅうがくけいけん 留学经验

驚く おどろく 吃惊

丁寧さ ていねいさ 严谨

細かさ こまかさ 细致

時間に厳しい じかんにきびしい 对时间很严格

あれこれ細かい
ルールがある

あれこれこまかい
るーるがある

这个那个琐碎的规矩

実際に じっさいに 实际上

ひたすら覚える ひたすらおぼえる 一味地记住

指摘する してきする 指出

ケアレスミス けあれすみす 由于疏忽造成的失误

修正する しゅうせいする 修正

仕事の量が増す しごとのりょうがます 工作量增加

忘れたまま わすれたまま 忘了

仕事に取りかかる しごとにとりかかる 着手工作
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忙しさ いそがしさ 忙碌的样子

直す なおす 改正

確認する かくにんする 确认

お礼の一言が抜ける おれいのひとことが
ぬける

漏掉了一句答谢的句子

謝罪文 しゃざいぶん 道歉的句子

別の用件 べつのようけん 别的事情

重要な書類の作成 じゅうようなしょるい
のさくせい

在作重要的文件

力を入れる ちからをいれる 致力于

時間を無駄にする じかんをむだにする 浪费时间

C A S E 0 9

カーテンの販売の会社 かーてんのはんばいの
かいしゃ

销售窗帘的公司

入社する にゅうしゃする 进公司（工作）

日本文化 にほんぶんか 日本文化

曖昧さ あいまいさ 模棱两可

～を痛感させられる ～をつうかんさせられる 深切地感受到

日本語専攻 にほんごせんこう 日语专业

レベルの高い れべるのたかい 高级别

続ける つづける 继续

自信がなくなる じしんがなくなる 变得没有自信

直接の上司 ちょくせつのじょうし 直属领导

当初から とうしょから 刚开始

丁寧に ていねいに 细心地

聞こえているはず きこえているはず 应该是听到了

返事もしてくれない へんじもしてくれない 不给我回复

数分経ってから すうふんたってから 过了几分钟之后

しかも しかも 并且

～については何も
触れない

～についてはなにも
ふれない

关于…一概不提

それに それに 而且

詳しく教えてくれない くわしくおしえて
くれない

不详细地告诉我

怒る おこる 生气

重要な じゅうような 重要的

嫌 いや 讨厌

取引相手 とりひきあいて 客户

担当者 たんとうしゃ 负责人

困る こまる 困惑

色の好み いろのこのみ 喜欢的颜色

用意する よういする 准备

文章 ぶんしょう 文章

答え こたえ 回答

読み取る よみとる 领会

インテリア いんてりあ 室内装饰

得意の とくいの 擅长的

活かせる いかせる 发挥所长

これから先 これからさき 从今往后

不安 ふあん 不安
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板ばさみ いたばさみ 两头受气，左右为难

日系 にっけい 日资

レンタルオフィス れんたるおふぃす 办公室租赁

管理をする かんりをする 管理

入社する にゅうしゃする 进公司（工作）

卒業後 そつぎょうご 毕业以后

企業（製造業）に勤務する きぎょう（せいぞうぎょう）に
きんむする

在企业（制造业）工作

経験 けいけん 经验

留学する りゅうがくする 留学

上級 じょうきゅう 高级

中級 ちゅうきゅう 中级

現地のスタッフ げんちのすたっふ 当地的员工

～に溶け込む ～にとけこむ 融入到…

より良い人間関係を作る よりよいにんげん
かんけいをつくる

更好的建立人际关系
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積極的に せっきょくてきに 积极的

周囲の人に声をかける しゅういのひとに
こえをかける

和周围的人打招呼

橋渡しになる はしわたしになる 成为桥梁

雰囲気 ふんいき 氛围

明るい あかるい 明快

ローカル社員 ろーかるしゃいん 本地职员

～に気遣いする ～にきづかいする 关心

先輩 せんぱい 前辈

～に相談を受ける ～にそうだんをうける 接受商议

受付担当 うけつけたんとう 前台接待

上司 じょうし 领导

アプリ開発に携わる あぷりかいはつに
たずさわる

参与开发应用软件的工作

困っている こまっている 为难

新規事業 しんきじぎょう 新事业

力を入れる ちからをいれる 致力于

期待の事業 きたいのじぎょう 期待的事业

人を雇う ひとをやとう 雇人

人件費 じんけんひ 人工费

今いるスタッフに
割り振る

いまいるすたっふに
わりふる

分派给现在的员工

重要な仕事 じゅうようなしごと 重要的工作

すすめる すすめる 负责

伝える つたえる 传达


