
No 中国語 ピンイン 日本語

1 赌 dǔ 賭けごとをする。賭け。ばくち。
2 赌上 dǔshàng 賭ける。
3 赌输赢 dǔ shūyíng 勝ち負けを賭ける。賭けをする。勝負事をする。
4 赌赛⻢ dǔ sàimǎ 競馬に賭ける。
5 赌上十块钱 dǔshàng shí kuài qián １０元賭ける。
6 打扑克赌大钱 dǎ pūkè dǔ dàqián ポーカーに大金を賭ける。
7 能够赌上性命 nénggòu dǔshàng xìngmìng 命を賭けることができる。
8 打赌 dǎdǔ 賭けをする。
9 打个赌 dǎ ge dǔ 賭けをする。
10 我敢打赌 wǒ gǎn dǎdǔ 私は賭ける。私は賭けよう。
11 你敢打赌吗? nǐ gǎn dǎdǔ ma あなた、賭けますか。
12 你敢不敢打赌? nǐ gǎn bugǎn dǎdǔ あなた、賭けますか。
13 赌钱 dǔqián ばくちをする。金を賭ける。
14 打麻将赌钱 dǎ májiàng dǔqián マージャンで金を賭ける。
15 赌博 dǔbó とばくをする。危険を犯す。
16 赌博赚钱 dǔbó zhuànqián 勝負事に金品を賭ける。
17 政治赌博 zhèngzhì dǔbó 政治的賭け。
18 耍钱 shuǎqián 賭博をする。
19 男子耍钱不顾家 nánzǐ shuǎqián bùgù jiā 男は賭博をして家を顧(かえり)みない。
20 赌注 dǔzhù ばくちで賭ける金品。危険な行為への代償。
21 堵住 dǔzhù ふさぎ止める。
22 下赌注 xià dǔzhù 金品を賭ける。
23 下个大赌注 xià ge dà dǔzhù 大博打を打つ。
24 孤注一掷 gū zhù yī zhì 力をすべて投入して勝負に出る。一か八かの勝負をする。
25 孤注一掷的一战 gūzhùyīzhì de yī zhàn 一か八かの一戦。
26 孤注一掷, 一决胜负 gūzhùyīzhì, yī jué shèngfù 一か八かの勝負に出る。
27 赌赢 dǔyíng 賭けに勝つ。
28 赌输 dǔshū 賭けに負ける。
29 赌输一万日元 dǔshū yī wàn rìyuán ばくちで１万円負ける。
30 压 yā 博打を打つ。押し付ける。威力で抑える。制止する。近づく。圧倒する。

31 压宝 yābǎo 賭博遊びをする。
32 压一千块 yā yīqiān kuài 一千元賭ける。
33 押 yā 金品を担保として人に渡す。契約書などの署名。勾留する。護送する。監視する。

34 押宝 yābǎo 賭博遊びをする。
35 押一千块 yā yīqiān kuài 担保として一千元渡す。
36 悬赏 xuánshǎng 懸賞をかける。懸賞。
37 美国悬赏一千万捉拿黑暗面头目 Měiguó xuánshǎng zhuōná hēi'ànmiàn tóumù アメリカは闇社会のボスの取り押さえに一千万の懸賞をかける。

38 冒险 màoxiǎn 危険を冒す。冒険する。
39 冒险事业 màoxiǎn shìyè ベンチャー事業。ベンチャービジネス。
40 敢冒险 gǎn màoxiǎn あえてリスクを取る。
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41 敢于冒险 gǎnyú màoxiǎn あえてリスクを冒す。
42 敢冒险开战 gǎn màoxiǎn kāizhàn あえて開戦する。
43 拼 pīn 一切を顧みずにやる。つなぎ合わせる。
44 拼上身家性命 pīn shàng shēnjiāxìngmìng 一家の生命と財産をかける。
45 我跟你拼了 wǒ gēn nǐ pīn le おまえとは一切を顧みずにやる。おまえとは徹底的にやる。
46 拼命 pīnmìng 命を投げ出す。命を捨てる。死に物狂いで。必死に。
47 拼命奋战 pīnmìng fènzhàn 命をかけて戦う。
48 拼命逃跑 pīnmìng táopǎo 必死に逃走する。
49 拼死 pīnsǐ 必死に。
50 拼死吃河豚 pīnsǐ chī hétún 命がけでフグを食べる。決死の覚悟で困難に立ち向かう。
51 拼死搏斗 pīnsǐ bódòu 死を賭して戦う。
52 豁出 huōchū 思い切って何もかも投げ出す。
53 豁出去 huōchūqu 捨て身になる。何がなんでもやる。
54 豁出命来 huōchu mìng lái 命を賭ける。
55 豁出命也要追求刺激 huōchu mìng yě yào zhuīqiú cìjī 命を賭けてでも刺激を追求する。
56 为了孩子我们豁出去了 wèile háizi wǒmen huōchuqù le 子供のためなら私たちは捨て身になってでもやる。
57 奉献 fèngxiàn 献上する。捧げる。貢献する。寄与する。
58 奉献自己一生 fèngxiàn zìjǐ yīshēng 自分の一生を捧げる。自分の一生賭ける。
59 不惜 bùxī 惜しまない。
60 不惜一切 bùxī yīqiè 一切を惜しまない。
61 不惜牺牲自己的一切 bùxī xīshēng zìjǐ de yīqiè 自分のすべてを犠牲にすることをいとわない。
62 付出 fùchū 金銭を支出する。支払う。
63 付出一切 fùchū yīqiè 一切を差し出す。
64 不惜付出自己的生命 bùxī fùchū zìjǐ de shēngmìng 自分の生命を投げ出すことをいとわない。
65 争夺 zhēngduó 奪い合う。争奪する。
66 争夺冠军 zhēngduó guànjūn 優勝を争う。優勝をかける。
67 事关 shì guān 事は〜に関わる。
68 事关公司的命运 shì guān gōngsī de mìngyùn 会社の運命に関わる。社運がかかる。
69 以 〜 保证 yǐ 〜 bǎozhèng 〜でもって保証する。
70 以我们的名誉保证 yǐ wǒmen de míngyù bǎozhèng 私たちの名誉にかけて保証する。
71 生死搏斗 shēngsǐ bódòu 生きるか死ぬかの闘い。生死を賭けた闘い。
72 你死我活的搏斗 nǐsǐwǒhuó de bódòu 生きるか死ぬかの闘い。生死を賭けた闘い。
73 寄托 jìtuō 預ける。理想や希望などを人や事物に託す。
74 寄托希望 jìtuō xīwàng 希望をかける。
75 把未来寄托在年轻人身上 bǎ wèilái jìtuō zài niánqīngrén shēnshang 若者に未来を託す。
76 寄予 jìyǔ 希望や感情などを託す。同情や関心などを寄せる。
77 寄与 jìyǔ 希望や感情などを託す。同情や関心などを寄せる。
78 给予 jìyǔ 与える。
79 给与 jìyǔ 与える。
80 寄语 jìyǔ 相手に言い伝える。相手に伝えたいことば。希望などを込めた文章。
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81 寄予理想 jìyǔ lǐxiǎng 理想を託す。夢を託す。
82 对年轻一代寄予期望 duì niánqīng yīdài jìyǔ qīwàng 若い世代に望みをかける。
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