
No 中国語 ピンイン 日本語

1 处理 chǔlǐ 仕事や問題などを片付ける。処罰する。安く売る。特定の方法で加工する。

2 处理机 chǔlǐjī 処理装置。
3 处理器 chǔlǐqì 処理装置。
4 处理品 chǔlǐpǐn 在庫処分品。特売品。
5 库存处理 kùcún chǔlǐ 在庫処理。在庫処分。
6 削价处理 xuèjià chǔlǐ 値引き処分。
7 事后处理 shìhòu chǔlǐ 事後処理。
8 热处理 rèchǔlǐ 熱処理する。
9 表面处理 biǎomiàn chǔlǐ 表面処理。
10 废弃物处理 fèiqìwù chǔlǐ 廃棄物処理。
11 垃圾处理厂 lājī chǔlǐchǎng ゴミ処理場。
12 污水处理工厂 wūshuǐ chǔlǐ gōngchǎng 下水処理場。
13 进行应急处理 jìnxíng yìngjí chǔlǐ 応急処置をする。 
14 处理日常琐事 chǔlǐ rìcháng suǒshì 日常のこまごました事を処理する。
15 我把那辆⻋处理掉了 wǒ bǎ nà liàng chē chǔlǐ diào le 私はその車を処分しました。
16 请把垃圾处理掉 qǐng bǎ lājī chǔlǐ diào ゴミを処分してください。
17 处理事情 chǔlǐ shìqíng 事を処理する。
18 适当处理 shìdàng chǔlǐ 適切に処置する。
19 妥善处理 tuǒshàn chǔlǐ 適切に処理する。
20 无法处理 wúfǎ chǔlǐ 処置に窮(きゅう)する。
21 处理错误 chǔlǐ cuòwù 処置を誤る。
22 处理失当 chǔlǐ shīdàng 処理が適切でない。
23 自行处理 zìxíng chǔlǐ 自分で処理する。
24 加工 jiāgōng 加工する。きれいに仕上げる。
25 表面加工 biǎomiàn jiāgōng 表面加工。表面処理。
26 防水加工 fángshuǐ jiāgōng 防水加工。防水処理。
27 处置 chǔzhì 処置する。処罰する。
28 应急处置 yìngjí chǔzhì 応急処置。
29 果断的处置 guǒduàn de chǔzhì 断固たる処置。
30 处置废物 chǔzhì fèiwù 廃品を処理する。
31 处置得宜 chǔzhì déyí 処置が適切である。
32 依法处置 yīfǎ chǔzhì 法に依(よ)り処置する。
33 办 bàn 手続き、用事などをする。処理する。取り組む。運営する。購入する。処罰する。

34 办手续 bàn shǒuxù 手続きをする。手続きを処理する。
35 办理 bànlǐ 仕事を取り扱う。
36 办理手续 bànlǐ shǒuxù 手続きをする。手続きを処理する。
37 办理事务 bànlǐ shìwù 事務を取り扱う。事務処理する。
38 办事 bànshì 仕事をする。
39 办事能力 bànshì nénglì 処理能力。
40 按指示办事 àn zhǐshì bànshì 指示に基づき処理する。指示通り仕事する。
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41 措施 cuòshī 措置。手立て。
42 应急措施 yìngjí cuòshī 応急処置。
43 应变措施 yìngbiàn cuòshī 変化に対応する処置。
44 紧急措施 jǐnjí cuòshī 緊急処置。
45 法律措施 fǎlǜ cuòshī 法的措置。
46 超法规的措施 chāo fǎguī de cuòshī 超法規的措置。
47 例外措施 lìwài cuòshī 例外措置。
48 严厉措施 yánlì cuòshī 厳しい措置。
49 防震措施 fángzhèn cuòshī 耐震措置。
50 采取措施 cǎiqǔ cuòshī 措置を講じる。
51 措置 cuòzhì 処理する。措置する。
52 重大措置 zhòngdà cuòzhì 重大な措置。
53 果断的措置 guǒduàn de cuòzhì 断固たる措置。
54 断然的措置 duànrán de cuòzhì 断固たる措置。
55 措置得当 cuòzhì dédàng 処置が適切である。
56 措置得宜 cuòzhì déyī 処置が適切である。
57 措置不当 cuòzhì bùdàng 処置が当を適切でない。
58 采取措置 cǎiqǔ cuòzhì 措置を講じる。
59 举措 jǔcuò 措置。立ち居振る舞い。
60 新举措 xīn jǔcuò 新しい施策。
61 重大举措 zhòngdà jǔcuò 重大な措置。
62 政府的举措 zhèngfǔ de jǔcuò 政府の対応。
63 举措失当 jǔcuò shīdàng 対応が的を得ていない。
64 对策 duìcè 対策。科挙試験の一科目。
65 防灾对策 fángzāi duìcè 防災対策。
66 节能对策 jiénéng duìcè 省エネ対策。
67 根本对策 gēnběn duìcè 抜本的対策。
68 想对策 xiǎng duìcè 対策を考える。
69 研究对策 yánjiù duìcè 対策を練る。
70 采取对策 cǎiqǔ duìcè 対策を講じる。
71 实施对策 shíshī duìcè 対策を実施する。
72 政策 zhèngcè 政策。
73 经济政策 jīngjì zhèngcè 経済政策。
74 外交政策 wàijiāo zhèngcè 外交政策。
75 能源政策 néngyuán zhèngcè エネルギー政策。
76 政府的政策 zhèngfǔ de zhèngcè 政府の政策。
77 工作 gōngzuò 仕事。業務。職業。仕事をする。働く。
78 预防工作 yùfáng gōngzuò 予防作業。予防措置。
79 处分 chǔfèn 処罰する。処分する。処罰。
80 行政处分 xíngzhèng chǔfèn 行政処分。
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81 警告处分 jǐnggào chǔfèn 警告処分。戒告処分。
82 训诫处分 xùnjiè chǔfèn 訓戒処分。
83 惩戒处分 chéngjiè chǔfèn 懲戒処分。
84 禁闭处分 jìnbì chǔfèn 謹慎処分。
85 紧闭处分 jìnbì chǔfèn 謹慎処分。
86 减薪处分 jiǎnxīn chǔfèn 減給処分。
87 降薪处分 jiàngxīn chǔfèn 減給処分。
88 降职处分 jiàngzhí chǔfèn 降格処分。
89 降级处分 jiàngjí chǔfèn 降格処分。
90 贬职处分 biǎnzhí chǔfèn 降格処分。
91 停学处分 tíngxué chǔfēn 停学処分。
92 受到警告处分 shòudào jǐnggào chǔfèn 戒告処分を受ける。
93 给他警告处分 gěi tā jǐnggào chǔfèn 彼を戒告処分にする。
94 给予刑事处分 jǐyǔ xíngshì chǔfèn 刑事処分を与える。
95 他受到了处分 tā shòudào le chǔfèn 彼は処分を受けた。
96 甘受处分 gānshòu chǔfèn 甘んじて処分を受ける。
97 撤销处分 chèxiāo chǔfèn 処分を取り消す。
98 惩处 chéngchǔ 処罰する。
99 依法惩处 yīfǎ chéngchǔ 法に依(よ)り処罰する。
100 惩办 chéngbàn 処罰する。
101 承办 chéngbàn 引き受ける。請け負う。
102 惩办坏人 chéngbàn huàirén 悪人を罰する。
103 严加惩办 yánjiā chéngbàn 厳重に処罰する。
104 严厉惩办 yánlì chéngbàn 厳重に処罰する。
105 惩治 chéngzhì 処罰する。
106 诚挚 chéngzhì 誠意に満ちている。
107 惩治罪犯 chéngzhì zuìfàn 犯罪者を処罰する。
108 依法惩治 yīfǎ chéngzhì 法に依(よ)り処罰する。
109 惩罚 chéngfá 厳重に処罰する。
110 惩罚坏人 chéngfá huàirén 悪人を厳重に処罰する。
111 究办 jiūbàn よく取り調べして処罰する。
112 依法究办 yīfǎ jiùbàn 法に依(よ)り取り調べの上処分する。
113 受罚 shòufá 処罰を受ける。
114 他受罚了 tā shòufá le 彼は処罰を受けた。
115 反省 fǎnxǐng 反省する。
116 停职反省 tíngzhí fǎnxǐng 停職謹慎処分にする。
117 扔掉 rēngdiào 投げ捨てる。捨て去る。
118 扔掉废品 rēngdiào fèipǐn 廃品を捨てる。廃品を処理する。
119 卖掉 mài diào 売りさばく。
120 把剩货卖掉 bǎ shènghuò mài diào 残った商品を売りさばく。
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121 销毁 xiāohuǐ 溶かして廃棄する。焼却する。
122 销毁证据 xiāohuǐ zhèngjù 証拠を隠滅する。
123 把文件销毁 bǎ wénjiàn xiāohuǐ 書類を処分する。
124 销毁核武器 xiāohuǐ héwǔqì 核兵器を廃棄する。
125 报废 bàofèi 廃棄処分にする。
126 打报废 dǎ bàofèi 廃棄処分にする。
127 ⻋辆打报废 chēliàng dǎ bàofèi 車両を廃棄処分にする。
128 机械设备报废及处置规定 jīxiè shèbèi bàofèi jí chǔzhì guīdìng 機械設備の廃棄及び処置に関する規定。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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