
No 中国語 ピンイン 日本語

1 责任 zérèn 責任。務め。
2 责任感 zérèngǎn 責任感。
3 责任心 zérènxīn 責任感。
4 负责 fùzé 責任を負う。担当する。責任感が強い。
5 负责任 fù zérèn 責任を担う。
6 负责人 fùzérén 担当者。責任者。
7 负责干部 fùzé gànbù 責任ある幹部。担当責任者。
8 主事人 zhǔshìrén 責任者。
9 主管部门 zhǔguǎn bùmén 担当部署。
10 引咎 yǐnjiù 責任を取る。過失を認める。
11 引咎自责 yǐnjiù zì zé 自ら過失の責任を取る。
12 引咎辞职 yǐnjiù cízhí 責任を取って、職を辞す。
13 卸责 xièzé 責任を逃れる。
14 卸脱责任 xiètuō zérèn 責任を逃れる。
15 逃避责任 táobì zérèn 責任逃れ。
16 推诿 tuīwěi 責任を押し付ける。
17 互相推诿责任 hùxiāng tuīwěi zérèn 互いに責任を押し付け合う。
18 尽责任 jìn zérēn 責任を果たす。
19 分担责任 fēndān zérèn 責任をわかち合う。責任を分担する。
20 追求责任 zhuījiù zérèn 責任を追究する。
21 自己负责 zìjǐ fùzé 自己責任。
22 后果自负 hòuguǒ zìfù 結果に自分で責任持て。
23 赔偿责任 péicháng zérèn 賠償責任。
24 担任 dānrèn 担当する。
25 充任 chōngrèn 担当する。
26 担当 dāndāng 担(にな)う。負担する。
27 主任 zhǔrèn 主任。
28 归 guī 〜の責任によって。〜ではあるが。戻る。まとまる。
29 这是归我管 zhè shì guī wǒ guǎn これは私の担当です。
30 这是不归我管 zhè shì bù guī wǒ guǎn これは私の担当ではありません。
31 这是你的责任 zhè shì nǐ de zérèn これはあなたの責任です。
32 那是你的责任 nà shì nǐ de zérèn それはあなたの責任です。
33 你也有责任 nǐ yě yǒu zérèn あなたにも責任がある。
34 我也有一些责任 wǒ yě yǒu yīxiē zérèn 私にもいくらか責任がある。
35 我有责任 wǒ yǒu zérèn 私に責任がある。
36 我没有责任 wǒ méiyǒu zérèn 私に責任はない。
37 我认为我没有责任 wǒ rènwéi wǒ méiyǒu zérèn 私は、私に責任はないと考えます。
38 我觉得我没有责任 wǒ juéde wǒ méiyǒu zérèn 私は、私に責任はないと想います。
39 我的责任 wǒ de zérèn 私の責任。
40 责任由我负 zérèn yóu wǒ fù 責任は私が取る。
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41 这事包在我身上 zhè shì bāo zài wǒ shēnshang この件は私が全責任を負う。
42 痛感责任 tònggǎn zérèn 責任を痛感する。
43 他是个责任感很强的人 tā shì ge zérèngǎn hěn qiáng de rén 彼は責任感が強い人です。
44 他没有责任心 tā méiyǒu zérènxīn 彼は責任感がないです。
45 没有责任心的男人 méiyǒu zérènxīn de nánrén 責任感のない男。
46 没有责任感的人 méiyǒu zérèngǎn de rén 責任感のない人。
47 他太不负责 tā tài bù fùzé 彼はあまりに無責任。
48 他缺少责任感 tā quēshǎo zérèngǎn 彼は責任感に欠ける。
49 说不负责的话 shuō bù fùzé de huà 無責任なことを言う。
50 他对时间没有责任感 tā duì shíjiān méiyǒu zérèngǎn 彼は時間に対する責任感が無い。
51 出了事我负责 chū le shì wǒ fùzé 何か起これば、私が責任を負う。
52 把责任转嫁给部下 bǎ zérèn zhuǎnjià gěi bùxià 部下に責任を転嫁する。
53 把负责人叫来 bǎ fùzèrén jiàolái 責任者を呼べ。
54 你会承担责任吗? nǐ huì chéngdān zérèn ma 責任もてますか。
55 请你承担责任 qǐng nǐ chéngdān zérèn 責任を取ってください。
56 你必须承担责任 nǐ bìxū chéngdān zérèn あなたは責任を負わなければなりません。
57 你要承担这个责任 nǐ yào chéngdān zhège zérèn あなたはこの責任を取らなければならない。
58 你们有百分之百的责任 nǐmen yǒu bǎifēnzhī bǎi de zérèn あなた達に１００％の責任がある。
59 责任在他 zérèn zài tā 責任は彼にある。
60 这一次是我方的责任 zhè yīcì shì wǒfāng de zérèn 今回の件は当方の責任です。
61 责任重大 zérèn zhòngdà 責任重大。
62 责任轻 zérèn qīng 責任が軽い。
63 担任会计 dānrèn kuàijì 会計を担当する。
64 负责销售 fùzé xiāoshòu セールスを担当する。
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