
No 中国語 ピンイン 日本語

1 托 tuōfù 託す。頼む。物を載せて支える。引き立てる。
2 拜托 bàituō お願いする。お頼みする。依頼する。
3 请托 qǐngtuō お願いしてやってもらう。
4 托付 tuōfù お願いする。委託する。依頼する。
5 付托 fùtuō 委託する。依頼する。
6 委托 wěituō ゆだねる。まかせる。頼む。依頼する。
7 相托 xiāngtuō お頼みする。委託する。依頼する。
8 嘱托 zhǔtuō 依頼する。頼む。
9 央托 yāngtuō 依頼する。頼む。
10 转托 zhuǎntuō 頼まれごとを別の人に託す。
11 依赖 yīlài 依存する。頼る。互いに依存しあう。
12 请 qǐng 頼む。〜してもらう。招く。呼ぶ。おごる。どうぞ〜してください。

13 请求 qǐngqiú お願いする。頼み。要請する。
14 要求 yāoqiú 要求する。要望する。要請する。要求。要請。
15 恳求 kěnqiú 切に願う。懇願する。要請する。
16 央求 yāngqiú 丁寧に頼む。懇願する。要請する。
17 指示 zhǐshì 指示。指図。指し示す。
18 吩咐 fēnfu 言いつける。
19 分付 fēnfu 言いつける。
20 分付 fēnfù 分け与える。
21 叮咛 dīngníng 繰り返し言いきかせる。
22 丁宁 dīngníng 繰り返し言いきかせる。
23 叮嘱 dīngzhǔ 何度も言いきかせる。
24 嘱咐 zhǔfù 言いつける。言いきかせる。
25 指导 zhǐdǎo 指導する。指図する。
26 指导指导 zhǐdǎozhǐdǎo 指導する。指図する。
27 教导 jiàodǎo 教える。指導する。
28 教育 jiàoyù 教え導く。教育。
29 教诲 jiàohuì 教え諭す。
30 指教 zhǐjiào 指導してください。教示ください。
31 指教指教 zhǐjiàozhǐjiào 指導してください。教示ください。
32 示范 shìfàn 模範を示す。
33 领导 lǐngdǎo 指導する。リーダー。指導者。
34 命令 mìnglìng 命令。命令する。
35 成命 chéngmìng すでに発した命令。
36 指令 zhǐlìng 指令する。指示する。
37 我想委托申请 wǒ xiǎng wěituō shēnqǐng 私は申請を委託したい。
38 这事就拜托你了 zhè shì jiù bàituō nǐle このことはあなたにお願いします。
39 这件事我托给他了 zhè jiàn shì wǒ tuō gěi tā le この件は彼に頼んだ。
40 我把工作委托给他了 wǒ bǎ gōngzuò wěituō gěi tā le 私は彼に仕事を頼みました。
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41 把家务托付给丈夫 bǎ jiāwù tuōfù gěi zhàngfu 夫に家事を頼む。
42 嘱托他一件事 zhǔtuō tā yī jiàn shì 彼に一つ用事を頼む。
43 委托了他 wěituō le tā 彼に依頼した。
44 这事就托她吧 zhè shì jiù tuō tā ba これは彼女に頼むことにしよう。
45 这事儿就托付给您了 zhè shìr jiù tuōfù gěi nín le この件はあなたにおまかせします。
46 一切都拜托您了 yīqiè dōu bàituō nín le 全てお任せいたします。
47 一切委托给你 yīqiè wěituō gěi nǐ 一切、あなたに任せる。
48 能委托给你吗? néng wěituō gěi nǐ ma あなたに任せていいですか。
49 拜托你了 bàituō nǐ le よろしく頼む。
50 那就拜托你 nà jiù bàituō nǐ それではよろしく頼む。
51 那就拜托了 nà jiù bàituō le それでは頼みました。
52 托人买东⻄ tuō rén mǎi dōngxi 人に頼んでモノを買ってもらう。
53 受人请托 shòu rén qǐngtuō 人に頼まれる。
54 她嘱托我办这件事 tā zhǔtuō wǒ bàn zhè jiàn shì 彼女は私にこのことを頼む。
55 拒绝委托 jùjué wěituō 依頼を断る。
56 接受了别人的委托 jiēshòule biérén de wěituō 人から依頼を受けた。
57 您所托的事情 nín suǒ tuō de shìqíng あなた様ご依頼の件。
58 委托旁人 wěituō pángrén 人任せ。
59 委托别人 wěituō biéren 人任せ。
60 托付他人 tuōfù tārén 人任せ。
61 靠别人 kào biérén 他人に頼る。人任せ。
62 我想请你慢点走 wǒ xiǎng qǐng nǐ màn diǎn zǒu ゆっくり歩いてほしい。
63 请求协助 qǐngqiú xiézhù 協力を求める。
64 请求援助 qǐngqiú yuánzhù 援助を求める。
65 恳求援助 kěnqiú yuánzhù 援助を懇願(こんがん)する。
66 再次请求 zàicì qǐngqiú 再度要求する。
67 切切请求 qièqiè qǐngqiú 切にお願いする。
68 要求赔偿 yāoqiú péicháng 賠償を求める。
69 响应要求 xiǎngyìng yāoqiú 要求にこたえる。
70 答应要求 dāyìng yāoqiú 要求を受け入れる。
71 请求指示 qǐngqiú zhǐshì 指示を求める。指示を仰ぐ。
72 请示 qǐngshì 指示を求める。指示を仰ぐ。
73 发指示 fā zhǐshì 指示を出す。
74 发出指示 fāchū zhǐshì 指示を出す。
75 颁发指示 bānfā zhǐshì 指示を通達する。
76 下指示 xià zhǐshì 指示を出す。
77 下达指示 xiàdá zhǐshì 指示を出す。
78 给予指示 jǐyǔ zhǐshì 指示を与える。
79 传达指示 chuándá zhǐshì 指示を伝える。
80 得到指示 dédào zhǐshì 指示を受ける。
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81 接受指示 jiēshòu zhǐshì 指示を受ける。
82 没有接到指示 méiyǒu jiē dào zhǐshì 指示を受けていない。
83 等待指示 děngdài zhǐshì 指示を待つ。
84 遵从指示 zūncóng zhǐshì 指示に従う。
85 违抗指示 wéikàng zhǐshì 指示に逆らう。指示に従わない。
86 违背指示 wéibèi zhǐshì 指示に背く。
87 依照上级指示 yīzhào shàngjí zhǐshì 上司の指示に従う。
88 按指示办事 àn zhǐshì bànshì 指示どおり行う。
89 医生指示我要我休息一周 yīshēng zhǐshì wǒ yào wǒ xiūxi yī zhōu 医者は私に一週間休むように指示しました。
90 请按照指示去做 qǐng ànzhào zhǐshì qù zuò 指示どおりにしてください。
91 上面的指示 shàngmian de zhǐshì 上からの指示。
92 上级的命令 shàngjí de mìnglìng 上からの命令。
93 听从吩咐 tīngcóng fēnfu 言いつけを守る。
94 服从命令 fúcóng mìnglìng 命令に従う。
95 吩咐他做事 fēnfu tā zuòshì 彼にすることを言いつける。
96 妈妈吩咐我努力学习 māma fēnfu wǒ nǔlì xuéxí ⺟は私に一生懸命勉強するよう言いつけする。
97 请您吩咐 qǐng nín fēnfu どうぞ申しつけください。
98 再三叮嘱 zàisān dīngzhǔ 念を押す。
99 老师指导学生 lǎoshī zhǐdǎo xuésheng 先生が生徒に指導する。
100 接受指导 jiēshòu zhǐdǎo 指導を受ける。
101 请多多指教 qǐng duōduō zhǐjiào どうぞご指導をお願いします。
102 命令退场 mìnglìng tuìchǎng 退場を命じる。
103 撤销命令 chèxiāo mìnglìng 命令を取り消す。
104 收回成命 shōuhuí chéngmìng 命令を撤回する。
105 一道命令 yī dào mìnglìng 一つの命令。
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