
No 中国語 ピンイン 日本語

1 贡献 gòngxiàn 寄与する。捧げる。貢献。
2 贡献大小 gòngxiàn dàxiǎo 貢献度。
3 社会贡献 shèhuì gòngxiàn 社会貢献。
4 对社会有贡献 duì shèhuì yǒu gòngxiàn 社会に貢献する。
5 为社会做贡献 wèi shèhuì zuò gòngxiàn 社会のために貢献する。
6 为比赛胜利做出贡献 wèi bǐsài shènglì zuòchū gòngxiàn 試合の勝利のために貢献する。
7 把自己的一生贡献给教育事业 bǎ zìjǐ de yīshēng gòngxiàn gěi jiàoyù shìyè 自分の一生を教育事業に捧げる。
8 做出伟大贡献 zuòchū wěidà gòngxiàn 偉大な貢献をする。
9 卓越的贡献 zhuóyuè de gòngxiàn 卓越した貢献。
10 贡献⻘春 gòngxiàn qīngchūn ⻘春をささげる。
11 贡献一生 gòngxiàn yīshēng 一生をささげる。
12 贡献出 gòngxiàn chū 捧げる。
13 贡献出自己的一切 gòngxiàn chū zìjǐ de yīqiè 自己の全てを捧げる。
14 贡奉 gòngfèng 貢(みつ)ぎ物をする。
15 向皇帝贡奉名产 xiàng huángdì gòngfèng míngchǎn 皇帝に名産を貢(みつ)ぐ。
16 进贡 jìnggòng 貢(みつ)ぎ物を献上する。
17 进贡品 jìngòngpǐn 献上品。
18 向皇帝进贡 xiàng huángdì jìngòng 皇帝に貢(みつ)ぎ物を献上する。
19 上贡 shànggòng 貢(みつ)ぎ物を献上する。
20 ⻄域小国上贡水果无比美味 xīyù xiǎoguó shànggòng shuǐguǒ wúbǐ m⻄⽅の小国が貢(みつ)いだフルーツは並ぶものがないほどおいしい。

21 纳贡 nàgòng 貢(みつ)ぎ物を献上する。
22 向朝廷贡纳 xiàng cháotíng nàgòng 朝廷に貢(みつ)ぎ物を献上する。
23 朝贡 cháogòng 朝貢(ちょうこう)する。朝廷に貢物(みつぎもの)をさし出す。

24 朝贡制度 cháogòng zhìdù 朝貢制度。
25 贡品 gòngpǐn 献上品(けんじょうひん)。
26 给皇上的贡品 gěi huángshàng de gòngpǐn 皇帝への献上品(けんじょうひん)。
27 献 xiàn 集団や目上の人に、物やことばを捧げる。人に見せる。
28 向纪念馆献了花环 xiàng jìniànguǎn xiàn le huāhuán 記念館に花輪を贈った。
29 献花 xiànhuā 賓客や敬愛する人に花をささげる。
30 向她献花 xiàng tā xiànhuā 彼女に花をささげる。
31 献出 xiànchū 捧げる。差し上げる。
32 献出生命 xiànchū shēngmìng 命をささげる。
33 献出私产 xiànchū sīchǎn 私財をささげる。
34 献上 xiànshàng 献上する。
35 我向他献上祝福 wǒ xiàng tā xiànshàng zhùfú 私は彼に祝福を捧げる。彼にお祝いを申し上げる。
36 我会对你献上我的爱 wǒ huì duì nǐ xiànshàng wǒ de ài あなたに私の愛を捧げます。
37 献给 xiàngěi 捧げる。〜に贈る。
38 把毕生献给艺术 bǎ bìshēng xiàngěi yìshù 生涯を芸術に捧げる。
39 敬献 jìngxiàn うやうやしく献上する。
40 敬献花圈 jìngxiàn huāquān 花輪を謹んで差し上げる。
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41 进献 jìnxiàn 差し上げる。献上する。
42 向⻓辈进献时鲜食物 xiàng zhǎngbèi jìnxiàn shíxiān shíwù 目上の人に季節の食べ物を差し上げる。
43 捐献 juānxiàn 寄付する。
44 把自己的积蓄捐献给学院 bǎ zìjǐ de jīxù juānxiàn gěi xuéyuàn 自分の貯蓄を単科大学に寄付する。
45 捐赠 juānzèng 寄贈する。
46 捐赠图书 juānzèng túshū 図書を寄贈する。寄贈図書。
47 献身 xiànshēn 献身する。
48 献身于教育 xiànshēn yú jiàoyù 教育に身をささげる。
49 献血 xiànxuè 献血する。献血。
50 百余名职工献血 bǎi yú míng zhígōng xiànxuè １００名余りの従業員が献血する。
51 奉献 fèngxiàn 献上する。捧げる。貢献する。寄与する。
52 奉献一生 fèngxiàn yīshēng 一生を捧げる。
53 把一生奉献给研究事业 bǎ yīshēng fèngxiàn gěi yánjiū shìyè 研究事業に一生を捧げる。
54 奉 fèng 差し上げる。献上する。目上の人からいただく。
55 克己奉公 kè jǐ fèng gōng 滅私奉公。
56 奉上 fèngshàng 差し上げる。進呈する。
57 双手奉上 shuāngshǒu fèngshàng 両手でささげ持って差し上げる。
58 敬奉 jìngfèng うやうやしく献上する。神仏などにお供えする。
59 敬奉神舞 jìngfèng shénwǔ 神楽(かぐら)を奉納する。
60 奉送 fèngsòng 贈呈する。進呈する。
61 奉送赠品 fèngsòng zèngpǐn 贈答品を進呈する。景品をつける。
62 供 gòng 神仏などに供え物をする。
63 佛前供鲜花 fó qián gōng xiānhuā 仏様の前に生花を供える。
64 供上 gòngshàng 神仏などに供え物をする。
65 在墓前供上花束 zài mùqián gòngshàng huāshù 墓前に花束を供える。
66 上供 shànggòng 神仏などに供え物をする。賄賂(わいろ)を贈る。
67 给佛上供 gěi fó shànggòng 仏様にお供えを上げる。
68 供奉 gòngfèng 祭る。供養する。宮廷の芸人。
69 供奉神佛 gòngfèng shénfó 神仏を祭る。
70 供奉神乐 gòngfèng shényuè 神楽(かぐら)を奉納する。
71 供献 gòngxiàn 供養する。うやうやしく贈る。
72 供献物 gòngxiànwù 奉納物。
73 供品 gòngpǐn 神仏への供え物。
74 佛前供品 fó qián gòngpǐn 仏前の供え物。
75 呈献 chéngxiàn うやうやしく贈る。
76 我们要把新闻事实呈献给读者 wǒmen yào bǎ xīnwén shìshí chéngxiàn gěi dúzhě 私たちはニュースの事実を読者に提供したいと思います。
77 出力 chūlì 力を出す。骨を折る。
78 为保护地球环境出力 wèi bǎohù dìqiú huánjìng chūlì 地球環境の保護のため、力をそそぐ。
79 舍身 shěshēn 祖国や人のために自分を犠牲にする。
80 舍身为国 shě shēn wèi guó 国のために身を捨てる。
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81 捐躯 juānqū りっぱな目的のために命をなげうつ。
82 为祖国捐躯 wèi zǔguó juānqū 祖国のために身をささげる。
83 牺牲 xīshēng ある目的のために命をささげる。犠牲にする。いけにえ。
84 供献牺牲 gòngxiàn xīshēng 生け贄(にえ)をささげる。
85 奠仪 diànyí 香典。
86 献奠仪 xiàn diànyí 香典を包む。
87 包上奠仪 bāoshàng diànyí 香典を包む。
88 捧 pěng 両手で捧げ持つ。すくう。人を持ち上げる。おだてる。
89 双手捧着酒杯 shuāngshǒu pěng zhe jiǔbēi 両手で杯を捧げ持っている。
90 捧起 pěngqǐ 受け支える。
91 双手恭敬地捧起 shuāngshǒu gōngjìng de pěngqǐ 両手でうやうやしく捧げ持つ。
92 捧举 pěngjǔ 両手で捧げる。
93 很有礼貌地双手捧举 hěn yǒu lǐmào de shuāngshǒu pěngjǔ うやうやしく両手でささげる。
94 擎 qíng ささげ持つ。
95 双手高擎军旗 shuāngshǒu gāo qíng jūnqí 両手で軍旗を高く掲げる。
96 擎举 qíngjǔ ささげ持ちあげる。
97 双手擎举冠军杯 shuāngshǒu qíngjǔ guànjūnbēi 両手で優勝カップをささげ持ちあげる。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

貢献、ささげる   3/3

3


