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1 遵守 zūnshǒu 約束、法規などを守る。
2 遵守规则 zūnshǒu guīzé ルールを守る。規則を守る。
3 不遵守规则 bù zūnshǒu guīzé ルールを守らない。規則を守らない。
4 请遵守规则 qǐng zūnshǒu guīzé ルールを守ってください。規則を守ってください。
5 遵守规定 zūnshǒu guīdìng 規定を守る。
6 按规定 àn guīdìng 規定に基づく。
7 遵守礼仪 zūnshǒu lǐyí マナーを守る。
8 遵守礼节 zūnshǒu lǐjié 礼節を守る。
9 遵守约言 zūnshǒu yuēyán 約束を守る。
10 遵守约定 zūnshǒu yuēdìng 約束を守る。
11 遵守诺言 zūnshǒu nuòyán 約束を守る。
12 遵守时间 zūnshǒu shíjiān 時間を守る。
13 遵守顺序 zūnshǒu shùnxù 順番を守る。
14 遵守次序 zūnshǒu cìxù 順番を守る。
15 遵守契约 zūnshǒu qìyuē 契約を守る。
16 遵守期限 zūnshǒu qíxiàn 期限を守る。
17 遵守规约 zūnshǒu guīyuē 規約を守る。
18 遵守纪律 zūnshǒu jìlǜ 規律を守る。
19 遵守秩序 zūnshǒu zhìxù 秩序を守る。
20 遵守法律 zūnshǒu fǎlǜ 法律を守る。
21 遵守法规 zūnshǒu fǎguī 法規を守る。
22 遵守交通规则 zūnshǒu jiāotōng guīzé 交通ルールを守る。
23 遵守红绿灯 zūnshǒu hónglǜdēng 信号を守る。
24 遵守倒垃圾的规则 zūnshǒu dào lājī de guīzé ごみ捨てルールを守る。
25 遵守垃圾分类规则 zūnshǒu lājī fēnlèi guīzé ごみの分別ルールを守る。
26 遵守顺序排成一列 zūnshǒu shùnxù pái chéng yī liè 順番を守って一列に並ぶ。
27 保护 bǎohù 保護し、守る。
28 保护身体 bǎohù shēntǐ 身を守る。
29 保护孩子 bǎohù háizi 子供を守る。
30 保护要人 bǎohù yàorén 要人を警護する。
31 保护人权 bǎohù rénquán 人権を守る。
32 保护生命 bǎohù shēngmìng 命を守る。
33 保护地球环境 bǎohù dìqiú huánjìng 地球環境を守る。
34 保全 bǎoquán 損害をうけないよう守る。
35 保全名誉 bǎoquán míngyù 名誉を守る。
36 保全自己 bǎoquán zìjǐ 自分を守る。保身する。
37 保全财产 bǎoquán cáichǎn 財産を守る。
38 防守 fángshǒu 守備する。
39 防守阵地 fángshǒu zhèndì 陣地を守る。
40 防守球门 fángshǒu qiúmén ゴールを守る。
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41 保守 bǎoshǒu 漏れないよう、失くさないよう守る。
42 保守秘密 bǎoshǒu mìmì 秘密を守る。
43 保守信用 bǎoshǒu xìnyòng 信用を守る。
44 维护 wéihù 維持して守る。
45 维护和平 wéihù hépíng 平和を守る。
46 维护自身利益 wéihù zìshēn lìyì 自分の利益を守る。
47 守卫 shǒuwèi 防衛して守る。
48 守卫国家的边疆 shǒuwèi guójiā de biānjiāng 国の国境地域を守る。
49 保卫 bǎowèi 防衛して守る。
50 保卫国家安全 bǎowèi guójiā ānquán 国の安全を守る。
51 捍卫 hànwèi 防衛して守る。
52 捍卫国家主权和领土 hànwèi guójiā zhǔquán hé lǐngtǔ 国の主権と領土を守る。
53 遵从 zūncóng 従って守る。
54 遵从父亲的教导 zūncóng fùqīn de jiàodǎo 父の教えを守る。
55 坚守 jiānshǒu 固く守る。
56 坚守初心 jiānshǒu chūxīn 初心を貫く。
57 严守 yánshǒu 厳格に守る。きちんと守る。
58 严守机密 yánshǒu jīmì 機密を厳守する。
59 保持 bǎochí 保って守る。
60 保持中立 bǎochí zhōnglì 中立を守る。
61 保持传统 bǎochí chuántǒng 伝統を守る。
62 守 shǒu 守る。
63 守约 shǒuyuē 約束を守る。
64 守信 shǒuxìn 信用を守る。約束を守る。
65 守时间 shǒu shíjiān 時間を守る。
66 守法 shǒu fǎ 法律を守る。
67 守门 shǒumén 門番をする。ゴールを守る。
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