
No 中国語 ピンイン 日本語

1 背 bēi 背負う。義務や責任を負う。
2 背行李 bēi xíngli 荷物を背負う。
3 背背包 bēi bèibāo リュックを背負う。
4 背小孩儿 bēi xiǎoháir 子供をおんぶする。
5 背罪名 bēi zuìmíng 罪を背負う。
6 负 fù 背負う。責任を持って引き受ける。受ける。備えている。
7 负薪 fù xīn まきを背負う。
8 负责任 fù zérèn 責任を担う。責任を負う。
9 负轻伤 fù qīngshāng 軽傷を負う。
10 负起 fù qǐ 責任を負う。果たす。
11 负起责任 fù qǐ zérèn 責任を負う。責任を果たす。
12 负得起 fù deqǐ 責任を負える。果たせる。
13 负不起 fù buqǐ 責任を負えない。果たせない。
14 担 dān かつぐ。肩にかついで運ぶ。受け持つ。引き受ける。責任を持つ。

15 担柴 dān chái たきぎをかついで運ぶ。
16 担起 dān qǐ かつぎ上げる。
17 担得起 dān deqǐ 責任を負える。果たせる。
18 担不起 dān buqǐ 責任が重くて引き受けられない。手に負えない。
19 担罪名 dān zuìmíng 罪を負う。
20 挑 tiāo てんびん棒でかつぐ。てんびん棒と両端のかご。選ぶ。あら探しする。

21 挑扁担 tiāo biǎndan てんびん棒をかつぐ。
22 挑水 tiāo shuǐ てんびん棒で水を運ぶ。
23 挑担 tiāodàn てんびん棒と担ぎ荷。てんびん棒を担ぐ。責任を負う。
24 挑重担 tiāo zhòngdàn 重責を担う。
25 荷 hè 肩や背にかつぐ。重荷。恩恵を受ける。
26 荷枪 hè qiāng 銃を担ぐ。
27 身荷重任 shēn hè zhòngrèn 重責を負う。
28 扛 káng 肩にのせて担ぐ。任務や責任などを担う。負う。
29 扛枪 káng qiāng 銃を担ぐ。
30 身扛重任 shēn káng zhòngrèn 重責を担う。
31 背负 bēifù 人や物を背負う。責任や期待などを担う。引き受ける。
32 背负大包 bēifù dà bāo 大きな包みを背負う。
33 背负重任 bēifù zhòngrèn 重責を担う。
34 背负大家的期待 bēifù dàjiā de qídài みんなの期待を担う。
35 负重 fùzhòng 重い荷を背負う。重責を担う。
36 负重前行 fùzhòng qiánxíng 重荷を背負って進む。
37 不能负重 bùnéng fùzhòng 重荷を背負えない。
38 肩负 jiānfù 肩に担う。
39 肩负重荷 jiānfù zhònghè 重荷を担う。
40 肩负重任 jiānfù zhòngrèn 重責を担う。
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41 承担 chéngdān 義務や責任などを引き受ける。担当する。
42 承担义务 chéngdān yìwù 義務を負う。
43 承担责任 chéngdān zérèn 責任を引き受ける。
44 承担后果 chéngdān hòuguǒ 結果に責任を持つ。
45 承担任务 chéngdān rènwù 任務を担う。
46 承担工作 chéngdān gōngzuò 仕事を引き受ける。
47 承担家务 chéngdān jiāwù 家事を仕切る。
48 承担麻烦事 chéngdān máfanshì やっかい事をしょい込む。
49 承担费用 chéngdān fèiyòng 費用を引き受ける。
50 承担⻛险 chéngdān fēngxiǎn リスクを負う。
51 承担罪名 chéngdān zuìmíng 罪を負う。
52 承担得起 chéngdān deqǐ 引き受けられる。
53 承担不起 chéngdān buqǐ 引き受けられない。
54 承当 chéngdāng 責任を負う。引き受ける。承知する。
55 承当罪责 chéngdāng zuìzé 罪の責任を負う。
56 承当任务 chéngdāng rènwù 任務を担う。
57 承当得起 chéngdāng deqǐ 引き受けられる。
58 承当不起 chéngdāng buqǐ 引き受けられない。
59 担当 dāndāng 仕事、栄誉、罪などを引き受ける。
60 担当重任 dāndāng zhòngrèn 重責を担う。
61 担当守备任务 dāndāng shǒubèi rènwù 守備の任務を引き受ける。
62 担当得起 dāndāng deqǐ 担当することができる。
63 担当不起 dāndāng buqǐ 担当することができない。
64 担负 dānfù 責任、仕事、費用などを負担する。引き受ける。
65 担负责任 dānfù zérèn 責任を負う。
66 担负工作 dānfù gōngzuò 仕事を負担する。
67 担负损失 dānfù sǔnshī 損失を負担する。
68 担负下一代的人们 dānfù xià yīdài de rénmen 次代を担う人々。
69 担负得了 dānfù deliǎo 引き受けられる。
70 担负不了 dānfù buliǎo 引き受けられない。
71 负担 fùdān 引き受ける。負担する。負担。重荷。
72 负担费用 fùdān fèiyòng 費用を負担する。
73 负担过重 fùdān guòzhòng 負担が重すぎる。
74 减轻负担 jiǎnqīng fùdān 負担を軽減する。
75 精神上的负担 jīngshén shàng de fùdān 精神的負担。
76 分担 fēndān 分担する。
77 分担工作 fēndān gōngzuò 仕事を分担する。
78 分担家务 fēndān jiāwù 家事を分担する。
79 分担责任 fēndān zérèn 責任を分担する。
80 分担费用 fēndān fèiyòng 費用を分担する。
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81 担任 dānrèn 仕事や職務を担当する。受け持つ。
82 担任翻译 dānrèn fānyì 通訳を務める。
83 担任设计工作 dānrèn shèjì gōngzuò 設計の仕事を担当する。デザインの仕事を担当する。
84 担任一年级 dānrèn yī niánjí 一年生を受け持つ。
85 充任 chōngrèn 役目を当てる。職務を担当させる。充当する。
86 充任代理人 chōngrèn dàilǐrén 代理人に当てる。
87 充任要职 chōngrèn yàozhí 要職に当てる。
88 担保 dānbǎo 保証する。責任を負う。請け負う。
89 担保本金 dānbǎo běnjīn 元金を保証する。元金保証。
90 担保身份 dānbǎo shēnfèn 身元を請け負う。
91 保证 bǎozhèng 保証する。請け負う。保証。
92 保证美味 bǎozhèng měiwèi おいしさを保証する。
93 主导 zhǔdǎo 主導的な働きをもつ事物や人。主導的だ。
94 起主导作用 qǐ zhǔdǎo zuòyòng 主導的な役割を果たす。
95 自负 zìfù 自ら責任を負う。うぬぼれている。
96 文责自负 wénzé zìfù 文責は筆者にあり。
97 言责自负 yánzé zìfù 自分の言ったことに対する責任は自ら負う。
98 管 guǎn 責任を持って仕事をあずかる。確実に保証する。パイプ。
99 管会计 guǎn kuàijì 会計をあずかる。会計を担当する。
100 管家务 guǎn jiāwù 家事をあずかる。
101 负责 fùzé 責任を負う。責任感の強い。真面目で着実だ。
102 负责人 fùzérén 責任者。直接の担当者。
103 负责财务 fùzé cáiwù 財務に責任を持つ。
104 负责保修 fùzé bǎoxiū アフターサービスの修理を担当する。
105 负责看家 fùzé kānjiā 留守を預かる。
106 分工负责 fēngōng fùzé 分担して責任を持つ。
107 请各自负责 qǐng gèzì fùzé 各自、責任を持ってください。
108 对工作负责 duì gōngzuò fùzé 仕事に対し責任を負う。
109 负债 fùzhài 債務を負う。借金する。負債。借金。
110 背债 bēizhài 借金をかかえる。
111 负伤 fùshāng 負傷する。傷を負う。
112 受伤 shòushāng 傷を受ける。
113 负罪 fùzuì 罪を負う。申し訳なく思う。
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