
No 中国語 ピンイン 日本語

1 原因 yuányīn 原因。要因。
2 原故 yuángù わけ。原因。
3 缘故 yuángù わけ。原因。
4 缘由 yuányóu わけ。原因。
5 原由 yuányóu わけ。原因。
6 根由 gēnyóu 原因。由来。
7 情由 qíngyóu 事の内容や原因。
8 由来 yóulái 由来。いままでのいきさつ。原因。
9 起因 qǐyīn 事件の起こった原因。起因。
10 前因 qiányīn 原因。
11 后果 hòuguǒ あとの結果。
12 前因后果 qiányīn hòuguǒ 原因と結果。ことの一部始終。
13 因果 yīngguǒ 原因と結果。
14 因素 yīnsù 要因。条件。構成要素。
15 因由 yīnyóu わけ。理由。
16 因由儿 yīnyóur わけ。理由。
17 理由 lǐyóu 理由。道理。
18 借口 jièkǒu 言い訳や口実。言い訳や口実にする。
19 结果 jiéguǒ 結果。人を殺す。
20 结局 jiéjú 結末。
21 终局 zhōngjú 結局。結末。終わる。
22 恶果 èguǒ 悪い結果。報い。
23 病因 bìngyīn 病気の原因。
24 诱因 yòuyīn 病気などの誘因。
25 死因 sǐyīn 死因。
26 成因 chéngyīn 物事が発生した原因。物事が出来上がる原因。
27 动因 dòngyīn 動機。原因。
28 主因 zhǔyīn 主要な原因。主因。
29 近因 jìnyīn 直接の原因。近因。
30 远因 yuǎnyīn 間接的な原因。遠因。
31 内因 nèiyīn 内部にある原因。内因。
32 外因 wàiyīn 外的な原因。外因。
33 根源 gēnyuán 根本的な原因。根源。
34 本源 běnyuán おおもと。根源。
35 他故 tāgù ほかの原因。別の原因。
36 事出有因 shì chū yǒu yīn 事の起こりには原因がある。
37 原因是什么? yuányīn shì shénme 原因は何だ。
38 原因何在? yuányīn hézài 原因はどこにある。
39 那个原因是 nàge yuányīn shì その原因は…。
40 由于那个原因 yóuyú nàge yuányīn それが原因で。
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41 由于天气原因 yóuyú tiānqì yuányīn 天気が原因で。
42 原因是粗心大意 yuányīn shì cūxīn dàyì 原因は不注意です。
43 原因之一是缺乏资金 yuányīn zhī yī shì quēfá zījīn 原因のひとつは資金不足です。
44 因为非常贵 yīnwèi fēicháng guì とても高価だから。
45 我因为工作很忙 wǒ yīnwèi gōngzuò hěn máng 仕事が忙しいので。
46 主要原因是全球暖化的效应 zhǔyào yuányīn shì quánqiú nuǎn huà de xiàoyìng 主な理由は地球温暖化の影響です。
47 原因不明 yuányīn bùmíng 原因不明。
48 原因未详 yuányīn wèixiáng 原因不明。
49 根本原因 gēnběn yuányīn 根本的な原因。
50 成功的原因 chénggōng de yuányīn 成功の原因。
51 吵架的缘故 chǎojià de yuángù けんかの原因。
52 查原因 chá yuányīn 原因を調査する。
53 找原因 zhǎo yuányīn 原因を探す。
54 追究原由 zhuījiù yuányóu 原因を突き詰める。
55 追问原因 zhuīwèn yuányīn 原因を問い詰める。
56 问明原因 wèn míng yuányīn 原因を問いただす。
57 问清缘故 wènqīng yuángù 原因を問いただす。
58 调查原因 diàochá yuányīn 原因を調べる。
59 查明原因 chámíng yuányīn 原因を明らかにする。
60 明确原因 míngquè yuányīn 原因を明らかにする。
61 原因弄明白了 yuányīn nòng míngbái le 原因がはっきりした。
62 原因不明白 yuányīn bù míngbái 原因がわからない。
63 还没弄明白 hái méi nòng míngbái まだわからない。
64 不弄明白 bù nòng míngbái わからない。
65 原因至今仍不明了 yuányīn zhìjīn réng bù míng le 原因は今に至るまで依然として判明していない。
66 追查事故原因 zhuīchá shìgù yuányīn 事故の原因を調査する。
67 查究事故的原因 chájiū shìgù de yuányīn 事故の原因を追究する。
68 探究失败的原因 tànjiù shībài de yuányīn 失敗の原因を究明する。
69 分析事故的原因 fēnxī shìgù de yuányīn 事故の原因を分析する。
70 结果怎么样? jiéguǒ zěnmeyàng 結果はどうですか。
71 终局怎么样? zhōngjú zěnmeyàng 結果はどうですか。
72 结果若何? jiéguǒ ruòhé 結果はいかに。
73 比赛的结果怎么样了? bǐsài de jiéguǒ zěnmeyàng le 試合の結果はどうなりましたか。
74 告诉我结果吧 gàosu wǒ jiéguǒ ba 結果を教えて。
75 不管结果如何 bùguǎn jiéguǒ rúhé 結果がどうであったとしても。
76 好结果 hǎo jiéguǒ いい結果。
77 好的结果 hǎo de jiéguǒ いい結果。
78 不良后果 bùliáng hòuguǒ 悪い結果。
79 严重的后果 yánzhòng de hòuguǒ 厳しい結果。
80 最坏的结果 zuì huài de jiéguǒ 最悪の結果。
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81 悲惨的结局 bēicǎn de jiéjú 悲惨な結果。
82 再好不过的结果 zài hǎo bùguò de jiéguǒ 申し分のない結果。
83 圆满的结果 yuánmǎn de jiéguǒ 申し分のない結果。
84 恰当的结果 qiàdàng de jiéguǒ 順当な結果。
85 当然的结果 dāngrán de jiéguǒ 当然の結果。
86 必然结果 bìrán jiéguǒ 必然の結果。
87 意外的结果 yìwài de jiéguǒ 意外な結果。
88 最终结果 zuìzhōng jiéguǒ 最終結果。
89 评审结果 píngshěn jiéguǒ 審査結果。
90 选举结果 xuǎnjǔ jiéguǒ 選挙結果。
91 协商的结果 xiéshāng de jiéguǒ 協議の結果。
92 考试的结果 kǎoshì de jiéguǒ 試験の結果。
93 造成严重后果 zàochéng yánzhòng hòuguǒ 深刻な結果を引き起こす。
94 结果在意想之中 jiéguǒ zàiyì xiǎng zhī zhōng 結果は想定していたとおり。
95 结果和我预想的一样 jiéguǒ hé wǒ yùxiǎng de yīyàng 結果は私の予想のとおり。
96 毫无结果 háo wú jiéguǒ 何の結果も出なかった。
97 自食恶果 zì shí èguǒ 自業自得。
98 原因和结果 yuányīn hé jiéguǒ 原因と結果。
99 事件的起因和结果 shìjiàn de qǐyīn hé jiéguǒ 事件の原因と結果。
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