
No 中国語 ピンイン 日本語

1 任务 rènwu 任務。与えられた仕事や責任。
2 派定任务 pài dìng rènwu 役割を決める。
3 分派任务 fēnpài rènwu 役割を与える。
4 分派的任务 fēnpài de rènwu 割り当てられた役割。
5 分担任务 fēndān rènwu 任務を分担する。
6 完成任务 wánchéng rènwu 役割を果たす。
7 我的任务 wǒ de rènwu 私の任務。
8 职务 zhíwù 職務。担当の任務。
9 分派的职务 fēnpài de zhíwù 割り当てられた役割。
10 职务的性质 zhíwù de xìngzhì 職務の性質。役割。
11 重要职务 zhòngyào zhíwù 重い役職。
12 会⻓的职务 huìzhǎng de zhíwù 会⻑の職務。
13 职责 zhízé 職責。
14 领导者的职责 lǐngdǎozhě de zhízé 指導者の職責。指導者の役目。
15 尽职责 jìn zhízé 職責を果たす。役割を果たす。
16 责任 zérèn 果たすべき努め。責任。負うべき責任。
17 分担责任 fēndān zérèn 責任を分担する。
18 尽责任 jìn zérèn 責任を果たす。役目を果たす。
19 作为⽗⺟的责任 zuòwéi fùmǔ de zérèn 親としての責任。親としての役目。
20 职掌 zhízhǎng 職務の区分。職分。掌握する。
21 主要职掌 zhǔyào zhízhǎng 主要な職分。主要な役割。
22 职守 zhíshǒu 職場。担当部署。
23 尽职守 jìn zhíshǒu 職分をまっとうする。役割を果たす。
24 职能 zhínéng 職能。役割。機能。
25 社会职能 shèhuì zhínéng 社会的機能。社会的役割。
26 职位 zhíwèi 職務上の地位。ポスト。
27 议⻓的职位 yìzhǎng de zhíwèi 議⻑の職位。議⻑の役割。
28 职分 zhífèn 職分。職責。
29 我的职分 wǒ de zhífèn 私の職分。私の役割。
30 尽职 jìnzhí 忠実に職務を果たす。
31 尽职尽责 jìnzhí jìnzé 任務を全うし責任を果たす。
32 份儿 fènr 一部分。分け前。地位。身の置き場。程度。段階。
33 我的份儿 wǒ de fènr 私の分け前。私の身の置き場。
34 身分 shēnfen 身分。身元。名誉。体面。
35 身份 shēnfen 身分。身元。名誉。体面。
36 妻子的身份 qīzi de shēnfen 妻の座。
37 差使 chāishi 職務や官職。
38 差使 chāishǐ 官命で派遣する。
39 这个差使 zhège chāishi この役目。
40 ⽗亲的差使 fùqīn de chāishi ⽗親の役目。
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41 差事 chāishi 走り使い。職務や官職。
42 差事 chàshì 役に立たない。使い物にならない。
43 这个差事 zhège chāishi この役目。
44 吃力不讨好的差事 chīlì bù tǎohǎo de chāishi 疲れるだけで割に合わない役目。
45 作用 zuòyòng 作用する。働きかける。働き。作用。効果。影響。心づもり。意図。

46 示范作用 shìfàn zuòyòng 模範的役割。
47 主导作用 zhǔdǎo zuòyòng 主導的な働き。主導的役割。
48 起作用 qǐ zuòyòng 作用する。役割を果たす。
49 药物起作用 yàowù qǐ zuòyòng 薬物が作用する。薬物が役割を果たす。
50 角 jué 役者。俳優。ふんする役柄。登場人物。
51 角儿 juér 役者。俳優。ふんする役柄。登場人物。
52 主角 zhǔjué 主役。
53 配角 pèijué わき役。
54 替角儿 tìjuér 代役。ピンチヒッター。
55 角色 juésè 配役。役割。立場。
56 那个角色 nàgè juésè その役。
57 重要的角色 zhòngyào de juésè 重要な役割。
58 决定角色 juédìng juésè 役割を決める。
59 类型 lèixíng 類型。タイプ。
60 角色的类型 juésè de lèixíng 役割のタイプ。役柄。
61 行当 hángdang 職種。伝統芸能で言う役柄。
62 行当儿 hángdangr 職種。
63 京剧里的行当 jīngjù li de hángdang 京劇の中での役柄。
64 扮演 bànyǎn 劇中の役を演じる。
65 她扮演⺟亲 tā bànyǎn mǔqīn 彼⼥は⺟親を演じる。
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