
No 中国語 ピンイン 日本語

1 内业 nèi yè オフィスワーク。
2 办公室工作 bàngōngshì gōngzuò オフィスワーク。
3 事务工作 shìwù gōngzuò デスクワーク。
4 案头工作 àntóu gōngzuò デスクワーク。
5 科室工作 kēshì gōngzuò 管理部門のデスクワーク。
6 伏案工作 fú'àn gōngzuò 机に向かって仕事する。
7 我在办公室工作 wǒ zài bàngōngshì gōngzuò 私はオフィスで仕事してます。
8 处理事务 chǔlǐ shìwù 事務処理をする。
9 制作文件 zhìzuò wénjiàn 書類を作成する。
10 制作资料 zhìzuò zīliào 資料を作成する。
11 制作一览表 zhìzuò yīlǎnbiǎo 一覧表を作成する。
12 制作报价单 zhìzuò bàojiàdān 見積もりを作成する。
13 制作估价单 zhìzuò gūjiàdān 見積もりを作成する。
14 制作预算表 zhìzuò yùsuànbiǎo 予算表を作成する。見積もりを作成する。
15 制作账单 zhìzuò zhàngdān 勘定書を作成する。請求書を作成する。
16 制作计划书 zhìzuò jìhuàshū 企画書を作成する。計画書を作成する。
17 制定计划 zhìdìng jìhuà 計画を立てる。
18 制定方案 zhìdìng fāng'àn 立案する。
19 写报告 xiě bàogào 報告書を書く。レポートを書く。
20 计算 jìsuàn 計算する。考え計画する。
21 合计 héjì 合計する。集計する。
22 合计 héji あれこれ考える。相談する。
23 总计 zǒngjì 総計する。集計する。
24 整理文件 zhěnglǐ wénjiàn 書類を整理する。ＰＣのファイルを整理する。
25 整理资料 zhěnglǐ zīliào 資料を整理する。
26 管理名片 guǎnlǐ míngpiàn 名刺を管理する。
27 看电子邮件 kàn diànzǐ yóujiàn 電子メールを見る。
28 读电子邮件 dú diànzǐ yóujiàn 電子メールを読む。
29 转发邮件 zhuǎnfā yóujiàn メールを転送する。
30 写电子邮件 xiě diànzǐ yóujiàn 電子メールを書く。
31 发电子邮件 fā diànzǐ yóujiàn 電子メールを送る。
32 接电话 jiē diànhuà 電話で話す。電話に出る。
33 电话对应 diànhuà duìyìng 電話対応。
34 对应咨询 duìyìng zīxún 相談に対応する。問合せ対応する。
35 复印 fùyìn コピーする。複写する。
36 把文件复印三份 bǎ wénjiàn fùyìn sān fèn 文書を３部コピーする。
37 按人数复印资料 àn rénshù fùyìn zīliào 資料を人数分コピーする。
38 扫描 sǎomiáo スキャンする。さっと見渡す。
39 扫描图片 sǎomiáo túpiàn 画像をスキャンする。
40 扫描照片 sǎomiáo zhàopiàn 写真をスキャンする。
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41 会议 huìyì 会議。
42 开会 kāihuì 会議をする。ミーティングする。会を始める。
43 出席会议 chūxí huìyì 会議に出席する。
44 参加会议 cānjiā huìyì 会議に参加する。
45 缺席会议 quēxí huìyì 会議を欠席する。
46 发表演说 fābiǎo yǎnshuō 演説を発表する。プレゼンする。講演する。
47 发表演讲 fābiǎo yǎnjiǎng 演説を発表する。プレゼンする。講演する。
48 报告 bàogào 報告。報告する。意見を述べる。
49 联络 liánluò 連絡する。つながりをつける。
50 商量 shāngliáng 相談する。意見を交わす。
51 商谈 shāngtán 話し合う。面談する。
52 面谈 miàntán 話し合う。面談する。
53 磋商 cuōshāng 何度も話し合う。協議する。
54 碰头 pèngtóu 会う。顔を合わせる。打ち合わせする。
55 碰头商量 pèngtóu shāngliáng 顔を合わせて意見を交わす。打ち合わせする。
56 向上司报告 xiàng shàngsi bàogào 上司に報告する。
57 和同事碰头 hé tóngshì pèngtóu 同僚と打ち合わせをする。
58 和部下面谈 hé bùxià miàntán 部下と面談する。
59 会客 huì kè 来客と会う。接客する。
60 接待客人 jiēdài kèrén 接客する。
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