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1 但 dàn しかし。ただ。単に。
2 但是 dànshì しかし。けれども。
3 不过 bùguò ただし。でも。ただ〜にすぎない。
4 可 kě 〜だけれども。〜というのに。
5 可是 kěshì しかし。実に。
6 然而 rán'ér しかし。しかしながら。
7 虽然 suīrán 〜であるけれども。〜にかかわらず。
8 尽管 jǐnguǎn 〜であるけれども。かまわず。たいてい。
9 第 dì しかし。ただ。
10 倒 dào 〜だが。
11 身体不好, 但精神还可以 shēntǐ bù hǎo, dàn jīngshén hái kěyǐ 体は良くないが、気力はまだある。
12 我想买, 但是没有钱 wǒ xiǎng mǎi, dànshì méiyǒu qián 買いたいけれどもお金がない。
13 这个东⻄很臭, 但是很好吃 zhège dōngxi hěn chòu, dànshì hěn hǎochī これは臭い。けれどもおいしい。
14 便宜是便宜, 但是质量不好 piányí shì piányí, dànshì zhìliàng bù hǎo 安いことは安い。けれど品質がよくない。
15 虽然平凡, 但是幸福 suīrán píngfán, dànshì xìngfú 平凡だが幸せ。
16 虽然年轻, 但是很有能力 suīrán niánqīng, dànshì hěn yǒu nénglì 若いけれども有能だ。
17 但是我反对 dànshì wǒ fǎnduì でも私は反対だ。
18 电脑有是有, 但是不用 diànnǎo yǒu shì yǒu, dànshì bù yòng コンピューターを持ってはいるが使っていない。
19 虽然很遗憾, 但是我放弃 suīrán hěn yíhàn, dànshì wǒ fàngqì 残念ではありますが諦めます。
20 我喜欢打乒乓球,但是我不太擅⻓ wǒ xǐhuān dǎ pīngpāngqiú, dànshì wǒ bù tài shàncháng 私は卓球をするのが好きですが、あまりうまくありません。

21 我⻅过他, 不过没跟他说过话 wǒ jiànguò tā, bùguò méi gēn tā shuō guòhuà 彼と会ったことはあるが、話をしたことはない。
22 他脾气很好, 不过不机灵 tā píqi hěn hǎo, bùguò bu jīling 彼は気立ては良いが、気がきかない。
23 质量很好, 不过价钱太贵了 zhìliàng hěn hǎo, bùguò jiàqián tài guì le 品質は良い、ただ値段が高すぎる。
24 我很想去日本, 不过没有时间 wǒ hěn xiǎng qù rìběn, bùguò méiyǒu shíjiān 日本に行きたいですが、時間がありません。
25 想剪短发, 不过没有勇气 xiǎng jiǎn duǎnfà, bùguò méiyǒu yǒngqì 短髪にカットしたいですが、勇気がない。
26 嘴上不说,可心里高兴着呢 zuǐ shàng bù shuō, kě xīnlǐ gāoxìng zhe ne 口に出さないが、心のなかでうれしがっている。
27 都说哪儿好, 可谁去过呢? dōu shuō nàr hǎo, kě shéi qù guò ne みんなあそこはいいと言うけれど、誰が行ったことあるの。

28 他跟我说过, 可是我忘了 tā gēn wǒ shuō guo, kěshì wǒ wàng le 彼は私に言ったが、私は忘れた。
29 我试了可是不行 wǒ shì le kěshì bùxíng 試したがだめだ。
30 她很美,可是她很冷淡 tā hěn měi, kěshì tā hěn lěngdàn 彼女は美しい。しかし、彼女は冷淡だ。
31 我很丑,可是我很温柔 wǒ hěn chǒu, kěshì wǒ hěn wēnróu 私はブサイクだ。けれど、心優しい。
32 我想去旅游,可是现在不够钱 wǒ xiǎng qù lǚyóu, kěshì xiànzài bùgòu qián 私は旅行に行きたい。けれどもお金が足りない。
33 我今天要唱歌, 可是感冒了 wǒ jīntiān yào chànggē, kěshì gǎnmào le 私は今日、歌わなければならないが、風邪をひいた。
34 天气预报说要下雨,可是没下 tiānqì yùbào shuō yào xià yǔ, kěshì méi xià 天気予報は雨が降るであろうと言ったが、降ってない。
35 我找他可是现在找不到 wǒ zhǎo tā kěshì xiànzài zhǎo bù dào 私は彼を探していますが、現在、見つかりません。
36 会念可是不会写 huì niàn kěshì bù huì xiě 読めるけれども書けない。
37 知其然而不知其所以然 zhī qí rán'ér bù zhī qí suǒyǐrán そうであることは知っているが、そうなるわけは知らない。

38 他已年老, 然而记忆力还好 tā yǐ nián lǎo, rán'ér jìyìlì hái hǎo 彼はすでに年老いてるが、記憶力はまだまだよい。
39 虽然是敌人, 却值得佩服 suīrán shì dírén, què zhíde pèifu 敵ながら、あっぱれ。
40 虽然是这样 suīrán shì zhèyàng そうですけど。
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41 虽然不好开口 suīrán bù hǎo kāikǒu 言いにくいことだが。
42 虽然很热, 但是一起加油吧 suīrán hěn rè, dànshì yīqǐ jiāyóu ba 暑いけれども、一緒に頑張りましょう。
43 虽然一个人, 我并不孤独 suīrán yīgè rén, wǒ bìng bù gūdú 一人ではあるけれど、べつに孤独ではない。
44 他虽然很年轻, 但是很勇敢 tā suīrán hěn niánqīng, dànshì hěn yǒnggǎn 彼は若いけれども、勇敢だ。
45 尽管身体虚弱,但他依然尽心尽力 jǐnguǎn shēntǐ xūruò, dàn tā yīrán jìnxīn jìnlì 体が弱いにもかかわらず、彼は依然として全力を尽くす。

46 尽管刮⻛还下雨, 她还是准时到了 jǐnguǎn guā fēng hái xià yǔ, tā háishi zhǔnshí dàole 風が吹き、その上、雨が降っているにもかかわらず、彼女は時間どおりに着いた。

47 尽管如此, 他们还是去 jǐnguǎn rúcǐ, tāmen háishi qù それでも、彼らはやはり行く。
48 尽管是平日, 还是有很多人 jǐnguǎn shì píngrì, háishi yǒu hěn duō rén 平日にも関わらず、多くの人がいる。
49 尽管他生病了,但仍然坚持工作 jǐnguǎn tā shēngbìng le, dàn réngrán jiānchí gōngzuò 彼は病気にもかかわらず、相変わらず仕事を続けている。

50 运动有益于健康, 第不宜过于剧烈 yùndòng yǒuyì yú jiànkāng, dì bùyí guòyú jùliè 運動は健康に良いが、激しすぎるのはよくない。
51 你说得倒简单, 你试试看 nǐ shuō dé dào jiǎndān, nǐ shì shìkàn あなた簡単そうに言うが、やってみろ。
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