
No 中国語 ピンイン 日本語

1 变宽 biàn kuān 広くなる。
2 河面变宽 hémiàn biàn kuān 川面が広くなる。
3 拓宽 tuòkuān 拡張する。広げる。
4 拓宽路面 tuòkuān lùmiàn 路面を拡張する。
5 拓宽视野 tuòkuān shìyě 視野を広げる。
6 拓展 tuòzhǎn 開拓し広げる。
7 拓展销路 tuòzhǎn xiāolù 販路を広げる。
8 拓展网路 tuòzhǎn wǎnglù ネットワークを広げる。
9 展宽 zhānkuān 道路などを広げる。
10 道路展宽 dàolù zhānkuān 道路拡張。
11 展宽⻢路 zhǎnkuān mǎlù 道路を拡張する。
12 开阔 kāikuò 広げる。とても広い。心がゆったりしている。
13 开阔⻢路 kāikuò mǎlù 路面を広げる。
14 开阔视野 kāikuò shìyě 視野を広げる。
15 扩大 kuòdà 拡大する。広げる。
16 扩大面积 kuòdà miànjī 面積を広げる。
17 扩大距离 kuòdà jùlí 距離を広げる。
18 扩大范围 kuòdà fànwéi 範囲を拡大する。
19 扩大眼界 kuòdà yǎnjiè 視野を広げる。
20 扩大权势 kuòdà quánshì 権勢を拡大する。
21 扩大销路 kuòdà xiāolù 販路を広げる。
22 扩大事业 kuòdà shìyè 事業を広げる。
23 扩大内需 kuòdà nèixū 内需を拡大する。
24 扩大字体 kuòdà zìtǐ 字体を大きくする。フォントを大きくする。
25 扩展 kuòzhǎn 範囲を広げる。
26 扩展范围 kuòzhǎn fànwéi 範囲を広げる。
27 扩展⻢路 kuòzhǎn mǎlù 道路を拡張する。
28 扩展势力 kuòzhǎn shìlì 勢力を広げる。勢力を伸ばす。
29 扩展业务 kuòzhǎn yèwù 業務を広げる。
30 扩张 kuòzhāng 勢力や領土を広げる。血管や臓器などが拡張する。
31 扩张路面 kuòzhāng lùmiàn 路面を広げる。
32 扩张领土 kuòzhāng lǐngtǔ 領土を広げる。
33 扩张势力 kuòzhāng shìlì 勢力を広げる。勢力を伸ばす。
34 廓张 kuòzhāng 拡張する。拡大する。
35 防止⻛行病的廓张 fángzhǐ fēngxíngbìng de kuòzhāng 流行りの病気の拡大を防ぐ。
36 扩散 kuòsàn 拡散する。
37 扩散谣言 kuòsàn yáoyán デマを広める。
38 伤口扩散 shāngkǒu kuòsàn 傷口が広がる。
39 癌扩散 ái kuòsàn がんが転移する。
40 核武器的扩散 héwǔqì de kuòsàn 核兵器の拡散。
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41 放大 fàngdà 画像や音などを大きくする。
42 放大文字 fàngdà wénzì 文字を拡大する。
43 把照片放大 bǎ zhàopiàn fàngdà 写真を引き伸ばす。
44 放大范围 fàngdà fànwéi 範囲を広げる。
45 放大声音 fàngdà shēngyīn 音を大きくする。声を大きくする。
46 扩印 kuòyìn 写真を引き伸ばす。拡大印刷する。
47 扩印彩色照片业务 kuòyìn cǎisè zhàopiàn yèwù カラー写真の引き伸ばし業務。
48 A4纸扩印到A3纸大小 A sì zhǐ kuòyìn dào A sān zhǐ dàxiǎo A4用紙をA3用紙サイズに拡大印刷する。
49 拉大 lā dà 距離などを大きく伸ばす。
50 拉大距离 lā dà jùlí 距離が広がる。差が開く。
51 拉大分差 lā dà fēn chā 点差を広げる。
52 伸张 shēnzhāng 広げる。
53 伸张正义 shēnzhāng zhèngyì 正しい気風を広める。
54 伸张公权力 shēnzhāng gōngquánlì 公権力を拡大する。
55 铺开 pūkāi 敷き広げる。くり広げる。
56 他把纸铺开 tā bǎ zhǐ pūkāi 彼は紙を広げる。
57 宣传活动全面铺开 xuānchuán huódòng quánmiàn pūkāi プロモーション活動を全面的にくり広げる。
58 展现 zhǎnxiàn 目の前に現れる。展開する。
59 美丽的景色展现在我们的眼前 měilì de jǐngsè zhǎnxiàn zài wǒmen de yǎnqián 美しい景色が私たちの目の前に広がっている。
60 眼前展现出一片碧绿湖水 yǎnqián zhǎnxiàn chū yī piàn bìlǜ húshuǐ 目の前にエメラルドグリーンの湖水が広がる。
61 展开 zhǎnkāi 広げる。展開する。繰り広げる。
62 展开双臂 zhǎnkāi shuāngbì 両腕を広げる。
63 展开活动 zhǎnkāi huódòng 活動を繰り広げる。
64 展开激战 zhǎnkāi jīzhàn 熱戦を繰り広げる。
65 蔓延 mànyán はびこる。蔓延(まんえん)する。
66 曼延 mànyán どこまでも続く。
67 漫延 mànyán 水があふれて四方に拡散する。広く一般的に広がる。
68 火势蔓延 huǒshì mànyán 火の勢いが広がる。
69 传染病蔓延 chuánrǎn bìng mànyán 伝染病が蔓延する。
70 小石路在山间曼延向前 xiǎoshílù zài shān jiān mànyán xiàng qián 小さな石道が山の間をぬってどこまでも続く。
71 菊花的芬芳正在漫延 júhuā de fēnfāng zhèngzài mànyán 菊のよい香りが広がります。
72 遍布 biànbù あまねくゆきわたる。
73 这种植物遍布全国各地 zhè zhòng zhíwù biànbù quánguó gèdì この植物は全国各地にある。
74 便利店遍布大街小巷 biànlìdiàn biànbù dàjiēxiǎoxiàng コンビニは町じゅう至るところにある。
75 传到 chuán dào 伝わり達する。
76 传到四周 chuán dào sìzhōu あたりに広がる。
77 汉字从中国传到日本 hànzì cóng Zhōngguó chuán dào Rìběn 漢字は中国から日本に伝わり広がる。
78 弥漫 mímàn 煙や水などが一面に満ちる。立ち込める。
79 蒸气弥漫 zhēngqì mímàn 蒸気が立ち込める。湯気が立ち込める。
80 恶臭弥漫 èchòu mímàn 悪臭が立ち込める。
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81 渗透 shèntòu 浸透(しんとう)する。しみ込む。しみ出す。
82 雨水渗透到土里 yǔshuǐ shèntòu dào tǔ li 雨水が地中に染み込む。
83 腐败渗透到社会领域 fǔbài shèntòu dào shèhuì lǐngyù 腐敗が社会領域に広がる。
84 散布 sànbù 散布する。まき散らす。散らばる。
85 散步 sànbù 散歩する。
86 散布谣言 sànbù yáoyán デマを飛ばす。
87 散布流言 sànbù liúyán うわさを流す。
88 散布病毒 sànbù bìngdú ウイルスをまき散らす。
89 分布 fēnbù 分布する。
90 铁在地球上分布很广 tiě zài dìqiú shàng fēnbù hěn guǎng 鉄は地球上に広く分布している。
91 分散 fēnsàn ばらまく。分散している。分散させる。
92 分散传单 fēnsàn chuándān ビラをばらまく。
93 散播 sànbō あやふやな情報などをまき散らす。種をまく。
94 散播谣言 sànbō yáoyán デマをまき散らす。
95 散播种子 sànbō zhǒngzǐ 種をまく。
96 流传 liúchuán 伝播する。流布する。広く伝わる。
97 广泛流传 guǎngfàn liúchuán 広範囲に伝わる。
98 两张照片在网上广泛流传 liǎng zhāng zhàopiàn zài wǎngshàng guǎngfàn liúchuán ２枚の写真がインターネット上で拡散する。
99 传开 chuánkāi 知識などを広く伝える。知識などが広く伝わる。
100 ⻛声传开 fēngshēng chuánkāi うわさが広がる。
101 丑闻传开 chǒuwén chuánkāi 醜聞(しゅうぶん)が広がる。スキャンダルが広がる。
102 推广 tuīguǎng 経験や製品などを普及させる。広める。
103 推广知识 tuīguǎng zhīshì 知識を広める。
104 推广新产品 tuīguǎng xīn chǎnpǐn 新製品を普及させる。
105 推行 tuīxíng 方法や政策などを広めて実行させる。普及させる。
106 推行政策 tuīxíng zhèngcè 政策を推し進める。
107 推开 tuīkāi 押しあける。
108 推开门 tuīkāi mén ドアを押しあける。
109 广阔 guǎngkuò 広大に開けている。
110 广阔的原野 guǎngkuò de yuányě 広大に広がる原野。
111 视野广阔 shìyě guǎngkuò 視野が広い。
112 无边 wúbiān 果てしない。際限がない。無限だ。
113 无边的原野 wúbiān de yuányě 果てのない原野。
114 一望无边的大海 yī wàng wúbiān de dàhǎi 見渡す限り果てがない大海原。
115 无际 wújì 果てしない。際限がない。無限だ。
116 一望无际的平原 yī wàng wújì de píngyuán 見渡す限り果てがない平原。
117 广度 guǎngdù 思想、知識、生産などの広さ。
118 研究的广度 yánjiū de guǎngdù 研究の幅。
119 充满 chōngmǎn 満たす。満ちる。
120 充满烟雾 chōngmǎn yānwù 煙が立ち込める。霧が立ち込める。
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121 疑云 yíyún 心の中に立ち込めた疑問。
122 心中的疑云 xīnzhōng de yíyún 心の中に立ち込めた疑念。
123 变窄 biàn zhǎi 狭くなる。
124 前方道路变窄 qiánfāng dàolù biàn zhǎi 前方の道路が狭くなる。
125 变细 biàn xì 細くなる。
126 中间变细 zhōngjiān biàn xì 中ほどが細くなる。
127 缩 suō 縮む。縮小する。ひるむ。しり込みする。
128 把A3纸缩成A4纸 bǎ A sān zhǐ suō chéng A sì zhǐ A3用紙をA4用紙に縮小する。
129 缩窄 suō zhǎi すぼまる。
130 主动脉缩窄 zhǔdòngmài suō zhǎi 大動脈縮窄症(だいどうみゃくしゅくさくしょう)。大動脈がすぼまる。

131 缩短 suōduǎn 縮める。短縮する。
132 缩短距离 suōduǎn jùlí 距離を縮める。
133 缩短间隔 suōduǎn jiàngé 間隔を詰める。
134 缩短时间 suōduǎn shíjiān 時間を短縮する。
135 缩短裤子的⻓度 suōduǎn kùzi de chángdù ズボンの⻑さを短くする。
136 缩小 suōxiǎo 縮小する。
137 缩小范围 suōxiǎo fànwéi 範囲を狭くする。
138 缩小规模 suōxiǎo guīmó 規模を縮小する。
139 缩小差距 suōxiǎo chājù ギャップを縮める。
140 差别缩小 chābié suōxiǎo 隔たりが縮まる。
141 把图片缩小成手机壁纸 bǎ túpiàn suōxiǎo chéng shǒujī bìzhǐ 画像を携帯電話の壁紙に縮小する。
142 收缩 shōusuō 物体が収縮する。縮める。引き締める。
143 木材收缩 mùcái shōusuō 木材が収縮する。
144 紧缩 jǐnsuō 規模を小さくする。
145 预算紧缩 yùsuàn jǐnsuō 予算を縮小する。予算を引き締める。
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