
No 中国語 ピンイン 日本語

1 监督 jiāndū 監督する。監督。
2 监督者 jiāndūzhě 監督者。
3 舞台监督 wǔtái jiāndū 舞台監督。
4 现场监督 xiànchǎng jiāndū 現場監督。
5 监督机关 jiāndū jīguān 監督官庁。
6 监督部下 jiāndū bùxià 部下を監督する。
7 监督考试 jiāndū kǎoshì 試験の監督をする。
8 监督不周 jiāndū bùzhōu 監督不行き届き。
9 管 guǎn 仕事をあずかる。指導し統制する。パイプ。確実に保証する。〜にかかわりなく。

10 管财务 guǎn cáiwù 財務を管理する。
11 好好管管 hǎohǎo guǎnguǎn よく指導して統制する。よくしつける。
12 好好管管儿子 hǎohǎo guǎnguǎn érzi 息子をよくしつける。
13 管理 guǎnlǐ 管理する。取り扱う。世話する。取り締まる。
14 管理人 guǎnlǐrén 監督者。管理人。
15 管理员 guǎnlǐyuán 管理人。
16 管理职务 guǎnlǐ zhíwù 管理職。
17 高层管理人员 gāocéng guǎnlǐ rényuán 上級管理職。
18 管理表 guǎnlǐ biǎo 管理表。
19 质量管理 zhìliàng guǎnlǐ 品質管理。
20 生产管理 shēngchǎn guǎnlǐ 生産管理。
21 生产管理系统 shēngchǎn guǎnlǐ xìtǒng 生産管理システム。
22 劳务管理 láowù guǎnlì 労務管理。
23 管理财务 guǎnlǐ cáiwù 財務を管理する。
24 管理文件 guǎnlǐ wénjiàn 書類を管理する。ファイルを管理する。
25 管理健康 guǎnlǐ jiànkāng 健康を管理する。
26 管理罪犯 guǎnlǐ zuìfàn 犯罪者を監視する。
27 管理得法 guǎnlǐ défǎ 管理が適切である。
28 管理不得法 guǎnlǐ bù défǎ 管理が適切でない。
29 管理不甚得法 guǎnlǐ bù shèn défǎ 管理があまりうまくない。
30 善于管理 shànyú guǎnlǐ 管理が上手である。
31 不善管理 bùshàn guǎnlǐ 管理が下手である。
32 不善于管理 bù shànyú guǎnlǐ 管理が下手である。
33 管理粗放 guǎnlǐ cūfàng 管理が粗い。
34 管理能力 guǎnlǐ nénglì 管理能力。
35 管理措施 guǎnlǐ cuòshī 管理措置。管理方法。
36 管理体制 guǎnlǐ tǐzhì 管理体制。
37 管理事项 guǎnlǐ shìxiàng 管理事項。
38 管理规定 guǎnlǐ guīdìng 管理規定。
39 管理之下 guǎnlǐ zhī xià 管理下。
40 管理性社会 guǎnlǐxìng shèhuì 管理社会。
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41 经管 jīngguǎn 管理する。手がける。取り扱う。
42 经管人 jīngguǎnrén 預かり人。係の人。管理人。
43 经管仓库 jīngguǎn cāngkù 倉庫を管理する。
44 主管 zhǔguǎn 主管する。管理責任者。
45 主管人 zhǔguǎnrén 主管担当者。係員。
46 主管人员 zhǔguǎn rényuán 主管担当者。係員。
47 主管部门 zhǔguǎn bùmén 主管部門。所轄部門。
48 主管机关 zhǔguǎn jīguān 監督官庁。所轄機関。
49 主管官厅 zhǔguǎn guāntīng 監督官庁。所轄機関。
50 品质主管 pǐnzhí zhǔguǎn 品質監督者。
51 财务主管 cáiwù zhǔguǎn 財務主管。
52 他主管科技工作 tā zhǔguǎn kējì gōngzuò 彼は技術の仕事を担当しています。
53 他主管什么? tā zhǔguǎn shénme 彼は何を担当していますか。
54 主持 zhǔchí 取り仕切る。主宰する。主張する。守る。
55 主持人 zhǔchírén 司会者。進行役。
56 主持会议 zhǔchí huìyì 会議を主宰する。
57 主持宴会 zhǔchí yànhuì 宴会を仕切る。
58 主持正义 zhǔchí zhèngyì 正義を主張する。
59 掌管 zhǎngguǎn 主管する。監督して取り扱う。
60 掌管财务 zhǎngguǎn cáiwù 財務を担当する。
61 掌管钱包 zhǎngguǎn qiánbāo 財布のひもを握る。
62 掌管店铺 zhǎngguǎn diànpù 店を取り仕切る。
63 管辖 guǎnxiá 管轄(かんかつ)する。統括する。
64 管辖区域 guǎnxiá qūyù 管轄(かんかつ)地域。持ち場。
65 管辖范围 guǎnxiá fànwéi 管轄(かんかつ)範囲。
66 管辖以外 guǎnxiá yǐwài 管轄(かんかつ)外。
67 政府管辖 zhèngfǔ guǎnxiá 政府が管轄(かんかつ)する。
68 总管 zǒngguǎn 全面的に管理する。全面的に管理する人。総監督。
69 总管业务 zǒngguǎn yèwù 業務をとりしきる。
70 总管事务 zǒngguǎn shìwù 事務をとりしきる。
71 总理 zǒnglǐ 全体を管理する。総理。
72 总理军务 zǒnglǐ jūnwù 軍務全体を管理する。
73 代管 dàiguǎn 代理で管理運営する。
74 代管人 dàiguǎnrén 預かり人。管理人。
75 代管房地产 dàiguǎn fángdìchǎn 不動産を代理で管理する。
76 代管服务 dàiguǎn fúwù 代理で管理するサービス。
77 控制 kòngzhì コントロールする。抑える。
78 生产控制系统 shēngchǎn kòngzhì xìtǒng 生産管理システム。
79 控制列⻋运行 kòngzhì lièchē yùnxíng 列車の運行を制御する。
80 控制感情 kòngzhì gǎnqíng 感情を抑える。
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81 管制 guǎnzhì 管制する。拘置刑の一種。
82 交通管制 jiāotōng guǎnzhì 交通規制。交通取り締まり。
83 航空管制 hángkōng guǎnzhì 航空管制。
84 言论管制 yánlùn guǎnzhì 言論統制。
85 出口管制 chūkǒu guǎnzhì 輸出規制。
86 管制价格 guǎnzhì jiàgé 価格を統制する。
87 管制措施 guǎnzhì cuòshī 規制措置。
88 指挥 zhǐhuī 指図する。指揮する。指揮官。司令官。指揮者。
89 指挥官 zhǐhuīguān 指揮官。
90 航空指挥 hángkōng zhǐhuī 航空管制。
91 指挥交通 zhǐhuī jiāotōng 交通整理する。
92 指挥乐队 zhǐhuī yuèduì 楽団を指揮する。
93 指挥系统 zhǐhuī xìtǒng 指揮系統。
94 指挥下 zhǐhuīxià 指揮下。
95 掌握 zhǎngwò 取り仕切る。コントロールする。マスターする。把握する。
96 掌握时间 zhǎngwò shíjiān 時間を取り仕切る。
97 掌握政权 zhǎngwò zhèngquán 政権を握る。
98 掌握军队 zhǎngwò jūnduì 軍隊を掌握(しょうあく)する。
99 掌握要领 zhǎngwò yàolǐng 要領をつかむ。
100 掌握英语 zhǎngwò yīngyǔ 英語をマスターする。
101 掌握方向盘 zhǎngwò fāngxiàngpán ハンドルを握る。
102 执掌 zhízhǎng 職権を掌握(しょうあく)する。
103 执掌兵权 zhízhǎng bīngquán 軍隊の指揮権を握る。
104 执掌大权 zhízhǎng dàquán 大きな権力を握る。
105 保管 bǎoguǎn 保管する。自信を持って保証する。倉庫の保管係。
106 保管人 bǎoguǎn rén 保管人。
107 保管员 bǎoguǎn yuán 保管係。
108 保管文件 bǎoguǎn wénjiàn 書類を保管する。ファイルを保管する。
109 保存 bǎocún たくわえておく。保存する。
110 保存史迹 bǎocún shǐjì 史跡を保存する。
111 保留 bǎoliú 残す。とっておく。保留にする。留める。
112 保留原形 bǎoliú yuánxíng 原形を保つ。
113 保全 bǎoquán 保全する。損失を受けないように守る。
114 环境保全 huánjìng bǎoquán 環境保全。
115 保养 bǎoyǎng 点検修理して正常な状態を保つ。養生する。
116 保养机械设备 bǎoyǎng jīxiè shèbèi 機械設備を保全する。
117 保护 bǎohù 保護する。守る。
118 保护环境 bǎohù huánjìng 環境を保護する。
119 维护 wéihù 破壊から守る。維持し保護する。
120 维护社会治安 wéihù shèhuì zhì'ān 社会の治安を保つ。
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121 监视 jiānshì 監視する。
122 监视人 jiānshìrén 監視員。
123 监视可疑分子 jiānshì kěyí fènzǐ 疑わしい人物を監視する。
124 我们被他们监视了 wǒmen bèi tāmen jiānshì le 私たちは彼らによって監視された。
125 看管 kānguǎn 監視する。見守る。
126 看管行李 kānguǎn xíngli 荷物を見守る。荷物の番をする。
127 把他看管起来 bǎ tā kānguǎn qǐlái 彼を監視する。
128 监禁 jiānjìn 監禁する。身柄を拘束する。
129 她被监禁在酒店房内 tā bèi jiānjìn zài jiǔdiàn fáng nèi 彼女はホテルの部屋の中に監禁される。
130 软禁 ruǎnjìn 軟禁する。
131 我被军政府软禁 wǒ bèi jūnzhèngfǔ ruǎnjìn 私は軍政府に軟禁される。
132 幽禁 yōujìn 軟禁する。監禁する。
133 他被幽禁在一个村落里 tā bèi yōujìn zài yī ge cūnluò lǐ 彼はとある村の中に閉じ込められている。
134 幽囚 yōuqiú 幽閉する。拘禁する。とらわれ人。
135 成为幽囚 chéngwéi yōuqiú とらわれの身となる。
136 看守 kānshǒu 番をする。監視する。看守。
137 看守人 kānshǒurén 番人。
138 看守所 kānshǒusuǒ 留置所。
139 看守仓库 kānshǒu cāngkù 倉庫の管理をする。倉庫の番をする。
140 看守犯人 kānshǒu fànrén 犯人を監視する。
141 监管 jiānguǎn 監視し、監督する。
142 监管犯人 jiānguǎn fànrén 犯人を拘留する。
143 照管 zhàoguǎn 世話をする。管理する。
144 照管孩子 zhàoguǎn háizi 子供の世話をする。
145 托人照管 tuō rén zhàoguǎn 管理を人に頼む。
146 督促 dūcù 督促する。
147 督促孩子学习 dūcù háizi xuéxí 子供に学習を促す。
148 导演 dǎoyǎn 演出する。監督する。演出家。監督。
149 导演者 dǎoyǎnzhě 演出家。監督。
150 电影导演 diànyǐng dǎoyǎn 映画監督。
151 电视导演 diànshì dǎoyǎn テレビのディレクター。
152 领队 lǐngduì 隊やグループを率いる。隊⻑。引率者。チームリーダー。
153 足球队的领队 zúqiúduì de lǐngduì サッカーチームの監督。
154 旅游团领队 lǚyóutuán lǐngduì ツアーリーダー。団体旅行の引率者。
155 领导 lǐngdǎo 指導する。リーダー。指導者。
156 领导人 lǐngdǎorén リーダー。指導者。
157 领导者 lǐngdǎozhě リーダー。指導者。
158 领导班子 lǐngdǎo bānzi 指導部。
159 领导⺠众 lǐngdǎo mínzhòng ⺠衆を指導する。⺠衆を率いる。
160 球队的领导者和队⻓ qiúduì de lǐngdǎozhě hé duìzhǎng 球技チームのリーダーとキャプテン。
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161 教练 jiàoliàn 技術の指導や訓練をする。コーチ。
162 足球队的教练 zúqiúduì de jiàoliàn サッカーチームのコーチ。
163 指导 zhǐdǎo 指導する。指図する。
164 指导指导 zhǐdǎozhǐdǎo 指導する。指図する。
165 指导员 zhǐdǎoyuán 指導員。
166 排球的指导 páiqiú de zhǐdǎo バレーボールのコーチ。
167 发音指导 fāyīn zhǐdǎo 発音指導。
168 指导发音 zhǐdǎo fāyīn 発音を指導する。
169 教导 jiàodǎo 教える。指導する。
170 教导员 jiàodǎoyuán 政治指導員。
171 教导学生 jiàodǎo xuéshēng 学生を指導する。
172 老师的教导 lǎoshī de jiàodǎo 先生の教え。
173 教育 jiàoyù 教え導く。教育。
174 教育家 jiàoyùjiā 教育者。
175 教育者 jiàoyùzhě 教育者。
176 教育工作者 jiàoyù gōngzuòzhě 教育関係者。
177 教育⻘年 jiàoyù qīngnián 若者を教育する。
178 外语教育 wàiyǔ jiàoyù 外国語教育。
179 教养 jiàoyǎng 子供たちを教えしつける。必要な知識や考え方。教養。
180 教养子女 jiàoyǎng zǐnǚ 子女を教育する。
181 有教养 yǒu jiàoyǎng 教養がある。
182 培养 péiyǎng 育成する。⻑期にわたって教育、訓練する。培養する。
183 培养人才 péiyǎng réncái 人材を育成する。
184 培养表现力 péiyǎng biǎoxiànlì 表現力を養う。
185 管教 guǎnjiào ⻘少年などを取り締まり指導する。請け負う。保証する。
186 管教孩子 guǎnjiào háizi 子供をしつける。
187 管教少年犯 guǎnjiào shàoniánfàn 少年犯を管理教育する。
188 监工 jiāngōng 工事の監督をする。工事の現場監督。
189 监考 jiānkǎo 試験を監督する。試験監督官。
190 典试 diǎnshì 試験を管理する。
191 干部 gànbù 会社などで管理職にあたる人。中級以上の公務員。
192 理财 lǐcái 財産または財務を管理する。
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