
No 中国語 ピンイン 日本語

1 浸透 jìntòu 染み込む。考えや気持ちがすみずみまで行きわたる。
2 衣服被汗水浸透 yīfu bèi hànshuǐ jìntòu 服は汗に浸透される。服は汗にまみれる。
3 全面浸透爱国主义思想 quánmiàn jìntòu àiguó zhǔyì sīxiǎng 全面的に愛国主義思想が浸透する。
4 渗透 shèntòu 浸透する。しみ込む。しみ出す。事物や勢力が徐々に侵入する。

5 经济渗透 jīngjì shèntòu 経済的浸透。
6 军事渗透 jūnshì shèntòu 軍事的浸透。
7 雨水渗透了泥土 yǔshuǐ shèntòu le nítǔ 雨水が土にしみ込んだ。
8 渗透政权中枢 shèntòu zhèngquán zhōngshū 政権中枢に浸透する。政権中枢への影響力を強める。
9 渗透到人们的日常生活 shèntòu dào rénmen de rìcháng shēnghuó 人々の日常生活に浸透する。
10 渗入 shènrù しみ込む。すき間に潜り込む。
11 渗入骨髓 shènrù gǔsuǐ 骨の髄(ずい)まで染み透る。
12 雪水渗入土壤 xuěshuǐ shènrù tǔrǎng 雪どけ水が土壌(どじょう)に浸透する。
13 渗入到我们的生活之中 shènrù dào wǒmen de shēnghuó zhī zhōng 私たちの生活の中に浸透する。
14 深入 shēnrù 深く入る。
15 深入骨髓 shēnrù gǔsuǐ 骨の髄(ずい)まで染み透る。
16 深入人心 shēn rù rén xīn 思想や理論などが人の心に深く入り込む。
17 深入敌人内部 shēnrù dírén nèibù 敵の内部に入り込む。
18 深入研究 shēnrù yánjiū 深く研究する。
19 知识深入 zhīshì shēnrù 知識が深まる。
20 扎根 zhāgēn 植物が根をはる。根を下ろす。
21 在当地扎下根 zài dāngdì zhā xià gēn この地に根を下ろす。
22 ⺠主主义牢牢地扎下了根 mínzhǔ zhǔyì láoláo de zhā xià le gēn ⺠主主義がしっかりと根付く。⺠主主義が浸透する。
23 浸渍 jìnzì ぬらす。漬(つ)ける。
24 放在盐水里浸渍 fàng zài yánshuǐ li jìnzì 塩水に漬(つ)ける。
25 落实 luòshí 実現させる。徹底させる。はっきりさせる。実情に合っている。心が落ち着く。

26 落实政策 luòshí zhèngcè 政策を徹底させる。政策を浸透させる。
27 落实人数 luòshí rénshù 人数を確定する。
28 影响 yǐngxiǎng 影響する。影響。
29 影响力 yǐngxiǎnglì 影響力。
30 坏影响 huài yǐngxiǎng 悪い影響。悪影響。
31 坏的影响 huài de yǐngxiǎng 悪い影響。悪影響。
32 好的影响 hǎo de yǐngxiǎng よい影響。
33 不好的影响 bù hǎo de yǐngxiǎng よくない影響。
34 影响之大 yǐngxiǎng zhī dà 影響の大きさ。
35 影响大 yǐngxiǎng dà 影響が大きい。影響が強い。
36 影响很大 yǐngxiǎng hěn dà 影響が大きい。影響が強い。
37 施加影响 shījiā yǐngxiǎng 影響を与える。
38 利用经济手段对他国施加影响 lìyòng jīngjì shǒuduàn duì tāguó shījiā yǐngxiǎng 経済的手段を用いて他国に影響力を行使する。
39 造成影响 zàochéng yǐngxiǎng 影響を与える。
40 新冠疫情对我们的生活造成了影响 xīnguān yìqíng duì wǒmen de shēnghuó zàochéng le yǐngxiǎng 新型コロナウイルスの感染状況は私たちの生活に影響を与えた。
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41 受影响 shòu yǐngxiǎng 影響を受ける。
42 不受影响 bù shòu yǐngxiǎng 影響を受けない。
43 受到别人的影响 shòudào biérén de yǐngxiǎng 他人の影響を受ける。
44 受着新冠肺炎疫情的影响 shòu zhe xīnguān fèiyán yìqíng de yǐngxiǎng 新型コロナ感染症の流行状況の影響を受けている。
45 给人们带来巨大影响 gěi rénmen dàilái jùdà yǐngxiǎng 人々に大きな影響を与える。
46 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。

47 作用力 zuòyònglì 作用。物体に働きかける力。
48 副作用 fùzuòyòng 副作用。
49 心理作用 xīnlǐ zuòyòng 心理作用。
50 消化作用 xiāohuà zuòyòng 消化作用。
51 贿赂起作用 huìlù qǐ zuòyòng 賄賂(わいろ)がきく。
52 贿赂不起作用 huìlù bù qǐ zuòyòng 賄賂(わいろ)がきかない。
53 波及 bōjí 波及する。影響する。
54 波及效果 bōjí xiàoguǒ 波及効果。
55 波及效应 bōjí xiàoyìng 波及効果。
56 影响波及世界 yǐngxiǎng bōjí shìjiè 影響が世界に及ぶ。
57 波及到全国各地 bōjí dào quánguó gèdì 全国各地に広がる。
58 波纹 bōwén 波紋。
59 波纹效果 bōwén xiàoguǒ 波及効果。
60 起波纹 qǐ bōwén 波紋が広がる。
61 泛起波纹 fànqǐ bōwén 波紋が広がる。
62 波纹扩散 bōwén kuòsàn 波紋が広がる。
63 牵扯 qiānchě かかわり合う。影響を与える。
64 这事牵扯很多人 zhè shì qiānchě hěnduō rén この事は多くの人とかかわりがある。
65 牵掣 qiānchè 影響を受ける。妨げられる。牽制(けんせい)する。
66 不受任何个人团体的牵掣 bù shòu rènhé gèrén tuántǐ de qiānchè いかなる個人団体であろうと影響を受けない。
67 牵掣敌人 qiānchè dírén 敵を牽制(けんせい)する。
68 牵涉 qiānshè 影響を及ぼす。関係する。
69 这案件牵涉到很多人 zhè ànjiàn qiānshè dào hěnduō rén この事件は多くの人に影響を及ぼす。
70 牵动 qiāndòng 影響を及ぼす。引き起こす。
71 牵动全局 qiāndòng quánjú 全体の局面に影響する。
72 洗脑 xǐnǎo 洗脳する。洗脳。
73 他被宗教教派洗脑了 tā bèi zōngjiào jiàopài xǐnǎo le 彼は宗教教団に洗脳された。
74 改造思想 gǎizào sīxiǎng 思想を改造する。思想改造。
75 进行思想改造 jìnxíng sīxiǎng gǎizào 思想改造を行う。
76 灌输 guànshū 水を引く。思想や知識を注ぎ込む。
77 向人⺠灌输革命精神 xiàng rénmín guànshū gémìng jīngshén 人⺠に革命精神を植え付ける。
78 信息战 xìnxīzhàn 情報戦。
79 情报战 qíngbàozhàn 情報戦。
80 发起信息战 fāqǐ xìnxīzhàn 情報戦をしかける。
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81 统一战线工作 tǒngyī zhànxiàn gōngzuò 統一戦線工作。
82 开展统一战线工作 kāizhǎn tǒngyī zhànxiàn gōngzuò 統一戦線工作を繰り広げる。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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