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1 不过 bùguò ただ〜にすぎない。ただし。でも。この上なく〜だ。
2 只不过 zhǐbuguò ただ〜にすぎない。
3 而已 éryǐ 〜だけ。〜ばかり。〜にすぎない。
4 罢了 bàle ただ〜に過ぎない。〜しただけ。
5 仅 jǐn ただ〜だけ。
6 仅仅 jǐnjǐn ただ〜なだけだ。わずかに〜だ。
7 仅只 jǐnzhǐ わずかに〜だ。ただ〜だ。
8 只 zhǐ ただ。単に。
9 不过尔尔 bùguò ěr'ěr せいぜいこれくらいだ。まあこんなところだ。
10 不过尔耳 bùguò ěr'ěr せいぜいこれくらいだ。まあこんなところだ。
11 不过如此 bùguò rú cǐ せいぜいこれくらいだ。まあこんなところだ。
12 这不过是个比方 zhè bùguò shì ge bǐfang これは一つのたとえに過ぎない。
13 这不过是猜测 zhè bùguò shì cāicè これは推測に過ぎない。
14 不过是个人意⻅ bùguò shì gèrén yìjiàn 個人的意見に過ぎない。
15 不过是开个玩笑 bùguò shì kāi ge wánxiào 単なるジョークです。
16 我不过是开了一个小玩笑 wǒ bùguò shì kāi le yī ge xiǎo wánxiào 私はほんの冗談で言っただけです。
17 我不过是随便问问 wǒ bùguò shì suíbiàn wèn wèn ちょっと聞いてみただけです。
18 我不过是一个常人 wǒ bùguò shì yī ge chángrén 私は一凡人にすぎない。
19 只不过是口误 zhǐbuguò shì kǒuwù ただの言い違いに過ぎない。
20 这只不过是冰山的一角 zhè zhǐbuguò shì bīngshān de yī jiǎo これは氷山の一角に過ぎない。
21 那只不过是你的妄想 nà zhǐbuguò shì nǐ de wàngxiǎng それはあなたの妄想に過ぎない。
22 我只不过随便问问 wǒ zhǐbuguò suíbiàn wèn wèn ちょっと聞いてみただけです。
23 我只不过跟你开个玩笑 wǒ zhǐbuguò gēn nǐ kāi gè wánxiào 私はあなたに冗談を言ったにすぎません。
24 如此而已 rúcǐ éryǐ それだけのことである。
25 如斯而已 rúsī éryǐ それだけのことである。
26 只是如此而已 zhǐshì rúcǐ éryǐ ただこれだけのことです。
27 我只不过说说而已 wǒ zhǐbuguò shuō shuō éryǐ 私はちょっと言ってみただけです。
28 不过是推论而已 bùguò shì tuīlùn éryǐ 単なる推論にすぎない。
29 只不过是臆测而已 zhǐbuguò shì yìcè éryǐ 単なる推測にすぎない。
30 只不过是谣传而已 zhǐbuguò shì yáochuán éryǐ 単なるうわさにすぎない。
31 只是痛苦而已 zhǐshì tòngkǔ éryǐ 苦痛でしかない。
32 只是一般的感冒罢了 zhǐshì yībān de gǎnmào bàle 単なる風邪でしかない。
33 那不过是他个人的看法罢了 nà bùguò shì tā gèrén de kànfǎ bàle それは彼個人の見方にすぎない。
34 只不过是叶公好龙罢了 zhǐbuguò shì yègōnghàolóng bàle 単なる口先だけだ。
35 考试仅有五道试题 kǎoshì jǐn yǒu wǔ dào shìtí 試験にはわずかに５つの質問しかない。
36 年仅十八岁 nián jǐn shíbā suì 年はわずか１８歳。弱冠１８歳。
37 仅仅两三天 jǐnjǐn liǎng sān tiān ほんの二、三日。二、三日にすぎない。
38 仅仅一百米 jǐnjǐn yībǎi mǐ わずか１００メートル。
39 这仅仅是开始 zhè jǐnjǐn shì kāishǐ これは始まりにすぎない。
40 我在日本仅仅住了三天 wǒ zài Rìběn jǐnjǐn zhù le sān tiān 私は日本に三日いただけである。
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41 我仅只问一个问题 wǒ jǐnzhǐ wèn yī ge wèntí 私が問うのは一つだけです。
42 仅只会说几句中文 jǐnzhǐ huì shuō jǐ jù zhōngwén わずかに片言の中国語ができるだけだ。
43 汉语只会说一言半语 hànyǔ zhǐ huì shuō yīyánbànyǔ 中国語は片言しかしゃべれない。
44 只会说一点英语 zhǐ huì shuō yīdiǎn yīngyǔ 英語は少ししか話せません。
45 只有我们这三个人 zhǐ yǒu wǒmen zhè sān ge rén 我々この３人しかいない。
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