
No 中国語 ピンイン 日本語

1 誓 shì 決意をあらわす。誓う。誓いのことば。
2 誓不罢休 shì bù bàxiū 決してやめないと誓う。後には引かないと誓う。
3 誓不甘休 shì bù gānxiū 決してやめないと誓う。後には引かないと誓う。
4 誓无二心 shì wú èr xīn 決して心変わりがないと誓う。
5 誓无二志 shì wú èr zhì 決して心変わりがないと誓う。
6 宣誓 xuānshì 宣誓する。
7 宣誓书 xuānshìshū 宣誓書。
8 宣誓仪式 xuānshì yíshì 宣誓式。
9 选手宣誓 xuǎnshǒu xuānshì 選手宣誓。
10 运动员代表宣誓 yùndòngyuán dàibiǎo xuānshì 選手代表宣誓。
11 庄严地宣誓 zhuāngyán dì xuānshì 厳(おごそ)かに宣誓する。厳粛に誓う。
12 他们庄严地宣了誓 tāmen zhuāngyán de xuān le shì 彼らは厳(おごそ)かに誓いを立てた。
13 宣誓效忠 xuānshì xiàozhōng 忠誠を誓う。
14 起誓 qǐshì 誓う。宣誓する。
15 对天起誓 duì tiān qǐshì 天に誓う。
16 向老天爷起誓 xiàng lǎotiānyé qǐshì 神にかけて誓う。
17 他已经起了誓 tā yǐjīng qǐ le shì 彼はもう誓いを立てた。
18 起誓发愿 qǐshì fāyuàn 祈願する。
19 我对天起誓发愿 wǒ duì tiān qǐshì fāyuàn 私は天に祈願する。
20 发誓 fāshì 誓いを立てる。
21 向上帝发誓 xiàng shàngdì fāshì 神にかけて誓う。
22 暗自发誓 ànzì fāshì 心ひそかに誓う。
23 发誓保守秘密 fāshì bǎoshǒu mìmì 秘密を守ることを誓約する。
24 发誓爱到永远 fāshì ài dào yǒngyuǎn 永遠の愛を誓う。
25 他发了誓 tā fā le shì 彼は誓った。
26 你发个誓吧 nǐ fā ge shì ba あなた、誓いなさい。
27 赌咒 dǔzhòu 誓いを立てる。
28 赌咒发誓 dǔzhòu fāshì 神かけて誓う。
29 我就跟我妈赌了个咒 wǒ jiù gēn wǒ mā dǔ le ge zhòu 私は私の⺟親に誓ったのだ。
30 立誓 lìshì 誓いを立てる。
31 对天立誓 duì tiān lìshì 天に誓う。
32 立誓忠诚 lìshì zhōngchéng 忠誠を誓う。
33 立誓尽忠 lìshì jìnzhōng 忠誠を誓う。
34 立誓恭顺 lìshì gōngshùn 命令につつしんで従うことを誓う。
35 立誓戒酒 lìshì jièjiǔ 禁酒の誓いを立てる。
36 我们立个誓 wǒmen lì ge shì 私たちは誓う。
37 盟誓 méngshì 誓う。誓約。
38 对天盟誓 duì tiān méngshì 天に誓う。
39 他与她盟誓携手到白头 tā yǔ tā méngshì xiéshǒu dào báitóu 彼と彼女はともに白髪になるまで手を携えると誓う。
40 盟一个誓 méng yī ge shì 誓いを立てる。
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41 明誓 míngshì 誓う。
42 对天明誓 duìtiān míngshì 天に誓う。
43 誓愿 shìyuàn 決意。誓い。
44 誓愿书 shìyuànshū 起請文(きしょうもん)。契約を破らないことを神仏に誓う文書。

45 发了个誓愿 fā le ge shìyuàn 誓いを立てた。
46 誓约 shìyuē 誓約。
47 爱情誓约 àiqíng shìyuē 愛の誓い。
48 和平誓约 hépíng shìyuē 平和の誓い。
49 信守誓约 xìnshǒu shìyuē 誓約を守る。
50 违背誓约 wéibèi shìyuē 誓いを破る。
51 誓言 shìyán 誓いのことば。
52 立下誓言 lìxià shìyán 誓いを立てる。
53 发出誓言 fāchū shìyán 誓いを立てる。
54 誓词 shìcí 誓いのことば。
55 读誓词 dú shìcí 誓いのことばを読む。
56 誓死 shìsǐ 生命を賭けることを誓う。
57 誓死不二 shìsǐ bù èr 死んでも心変わりしないことを誓う。
58 誓死不屈 shìsǐ bùqū 決して屈服しないことを誓う。
59 誓死战斗 shìsǐ zhàndòu 死ぬ覚悟で戦う。
60 誓师 shìshī 出陣を前に勝利の誓いを立てる。事を始める前に決意を表明する。

61 誓师大会 shìshī dàhuì 決起大会。出陣式。
62 矢志 shǐzhì 心に誓う。志を立てる。
63 矢志不移 shǐzhì bù yí 決意がゆるぎない。
64 失忠 shǐzhōng 忠誠を誓う。
65 失忠不二 shǐzhōng bù èr 心変わりせず忠誠することを誓う。
66 矢口 shǐkǒu 口に誓って。断固として。きっぱり言い切って。
67 矢口不移 shǐkǒu bù yí 言ったことは変えない。
68 许愿 xǔyuàn 〜すると約束する。神仏に願をかける。
69 光许愿不还愿 guāng xǔyuàn bù huányuàn 約束ばかりしてそれを果たさない。
70 对流星许了个愿 duì liúxīng xǔ le ge yuàn 流星に願をかけた。
71 诺言 nuòyán 事前の口約束。承諾。
72 信守诺言 xìnshǒu nuòyán 約束を守る。
73 一定遵守诺言 yīdìng zūnshǒu nuòyán 約束は必ず守る。
74 决意 juéyì 決意する。
75 他决意复仇 tā juéyì fùchóu 彼は復讐を決意する。
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