
No 中国語 ピンイン 日本語

1 专心 zhuānxīn 専念している。専心している。
2 不专心 bù zhuānxīn 身を入れてしない。腰が定まらない。
3 专心工作 zhuānxīn gōngzuò 仕事に打ち込む。
4 专心做工作 zhuānxīn zuò gōngzuò 仕事に打ち込む。
5 专心治疗 zhuānxīn zhìliáo 治療に専念する。
6 专心于学业 zhuānxīn yú xuéyè 学業に専念する。
7 学习很专心 xuéxí hěn zhuānxīn 勉強に打ち込んでる。
8 他在专心学习 tā zài zhuānxīn xuéxí 彼は勉強に集中している。
9 专心地听 zhuānxīn de tīng 聞き入る。耳を澄ます。
10 专心致志 zhuānxīn zhì zhì 一意専心。一心不乱。ひたすら一つのことに専念する。
11 专心致志地工作 zhuānxīnzhìzhì de gōngzuò 一心に仕事をする。
12 专心一意 zhuānxīn yī yì 一意専心。一心不乱。ひたすら一つのことに専念する。
13 专心一意地学习 zhuānxīnyīyì de xuéxí 一心に勉強する。
14 专注 zhuānzhù 専念している。集中している。
15 心神专注 xīnshén zhuānzhù 精神が集中している。
16 专注于文学 zhuānzhù yú wénxué 文学に打ち込む。
17 潜心 qiánxīn 懸命に。わき目もふらず。心を傾注する。
18 潜心研究 qiánxīn yánjiū 研究に没頭する。
19 埋头 máitóu 没頭する。専念する。
20 埋头研究 máitóu yánjiū 研究にのめり込む。
21 埋头苦干 mái tóu kǔ gàn わき目もふらず懸命にやる。
22 埋头苦干解决难题 máitóukǔgàn jiějué nántí 難題の解決に懸命に取り組む。
23 他们天天埋头苦干 tāmen tiāntiān máitóukǔgàn 彼らは毎日わき目もふらず懸命にやる。
24 一心一意 yī xīn yī yì 一意専心。一心不乱。ひたすら一つのことに専念する。
25 一心一意地做 yīxīnyīyì de zuò 集中してやる。
26 一心一意地研究 yīxīnyīyì de yánjiū 研究一筋。
27 一心一意赚钱 yīxīnyīyì zhuànqián 金儲けに徹する。
28 全身心 quánshēnxīn 全身全霊で。
29 全身心投入 quánshēnxīn tóurù 物事に身を入れる。傾倒する。専念する。
30 全身心地投入 quánshēnxīn de tóurù 物事に身を入れる。傾倒する。専念する。
31 全身心倾注 quánshēnxīn qīngzhù 全身全霊を傾ける。心血を注ぐ。
32 倾注全身心 qīngzhù quánshēnxīn 全身全霊を傾ける。心血を注ぐ。
33 全身心投入工作 quánshēnxīn tóurù gōngzuò 仕事に専念する。
34 全身心倾注于科研任务 quánshēnxīn qīngzhù yú kēyán rènwù 科学研究の任務に心血を注ぐ。
35 全神贯注 quán shén guàn zhù 全神経を集中する。
36 全神贯注地工作 quánshénguànzhù de gōngzuò わき目もふらず仕事する。
37 聚精会神 jù jīng huì shén 精神を集中する。一心に〜する。
38 聚精会神地学习 jùjīnghuìshén de xuéxí 一心不乱に勉強する。
39 凝神 níngshén 精神を集中する。一心に〜する。
40 凝神思考 níngshén sīkǎo 一心に考える。じっと考える。
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41 集中精力 jízhōng jīnlì 精神を集中する。
42 集中精力听讲 jízhōng jīnlì tīngjiǎng 精神を集中して講義を聞く。
43 日以继夜 rì yǐ jì yè 昼夜休まず。
44 夜以继日 yè yǐ jì rì 昼夜休まず。
45 日以继夜地工作 rìyǐjìyè de gōngzuò 日夜仕事に専念する。
46 不顾一切 bùgù yīqiè すべてを顧みず。
47 不顾一切地努力 bùgù yīqiè de nǔlì がむしゃらにがんばる。
48 不顾前后 bùgù qiánhòu 前後を顧みず。
49 不顾前后地四处奔走 bùgù qiánhòu de sìchù bēnzǒu がむしゃらに駆け回る。
50 不顾外表 bùgù wàibiǎo 外見を顧みず。
51 他不顾外表 tā bùgù wàibiǎo 彼はなりふりを構わない。
52 不顾衣着打扮 bùgù yīzhuó dǎban 身なりを気にせず。
53 不顾衣着打扮拼命地工作 bùgù yīzhuó dǎban pīnmìng de gōngzuò なりふり構わず必死に働く。
54 不顾体面 bùgù tǐmiàn なりふり構わず。
55 不顾体面地爬上⻋顶 bùgù tǐmiàn de pá shàng chē dǐng なりふり構わず車の屋根に登る。
56 不顾羞耻 bùgù xiūchǐ なりふり構わず。
57 不顾羞耻地哭了起来 bùgù xiūchǐ de kū le qǐlai なりふり構わず泣き出す。
58 不修边幅 bù xiū biān fú 体裁を気にしない。小さなことにこだわらない。
59 不修边幅地一心追求学问 bùxiūbiānfú de yīxīn zhuīqiú xuéwèn なりふり構わず学問を一心に追求する。
60 不择手段 bù zé shǒuduàn 手段を選ばず。
61 为了钱我不择手段 wèile qián wǒ bùzéshǒuduàn 金のためなら私は手段を選ばない。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

専念、なりふりかまわず、一心不乱   2/2

2


