
No 中国語 ピンイン 日本語

1 说明 shuōmíng 説明する。物語る。証明する。説明。解説。
2 解释 jiěshì 説明する。解釈する。釈明する。言い訳する。
3 介绍 jièshào 分かりやすく説明する。紹介する。新しい人やものが入ってくる。

4 讲解 jiǎngjiě 解説する。説明する。
5 解说 jiěshuō 解説する。
6 说明书 shuōmíngshū 説明書。
7 说明文 shuōmíngwén 説明文。
8 说明会 shuōmínghuì 説明会。
9 依次说明 yīcì shuōmíng 順を追って説明する。
10 逐条说明 zhútiáo shuōmíng 項目ごとに説明する。
11 简略地说明 jiǎnlüè de shuōmíng 簡略に説明する。
12 扼要地说明 èyào de shuōmíng 要点を説明する。
13 详细地说明 xiángxì de shuōmíng 詳しく説明する。
14 详尽地说明 xiángjìn de shuōmíng 詳しく説明する。
15 举例说明 jǔlì shuōmíng 例を挙げて説明する。
16 示例说明 shìlì shuōmíng 例を挙げて説明する。
17 用比喻说明 yòng bǐyù shuōmíng zhōngguó たとえを用いて説明する。
18 用图解说明 yòng tújiě shuōmíng 図解で説明する。
19 使用图表说明 shǐyòng túbiǎo shuōmíng 図表を使って説明する。
20 详悉的说明 xiángxī de shuōmíng 詳しい説明。
21 仔细的说明 zǐxì de shuōmíng 細かな説明。
22 易懂的说明 yì dǒng de shuōmíng わかりやすい説明。
23 难懂的说明 nán dǒng de shuōmíng わかりづらい説明。
24 说明不够 shuōmíng bùgòu 説明が足りない。
25 说明得不充分 shuōmíng de bù chōngfèn 説明が不充分だ。
26 说明概略 shuōmíng gàilüè 概略を説明する。おおよそ説明する。
27 说明大概的情况 shuōmíng dàgài de qíngkuàng おおよその状況を説明する。
28 详细说明从略 xiángxì shuōmíng cónglüè 詳しい説明は省きます。
29 附加说明 fùjiā shuōmíng 説明を付け加える。
30 难以说明 nányǐ shuōmíng 説明しがたい。
31 你把理由说明一下 nǐ bǎ lǐyóu shuōmíng yīxià あなた、理由を説明してください。
32 请说明是什么情况 qǐng shuōmíng shì shénme qíngkuàng どんな状況か説明してください。
33 请你来作说明 qǐng nǐ lái zuò shuōmíng あなたから説明してください。
34 请扼要说明 qǐng èyào shuōmíng 要点を押さえて説明してください。
35 请再说明一下 qǐng zài shuōmíng yīxià もう一度説明してください。
36 我来说明 wǒ lái shuōmíng 私が説明します。
37 我来说明一下吧 wǒ lái shuōmíng yīxià ba 私が説明しましょう。
38 让我来说明一下吧 ràng wǒ lái shuōmíng yīxià ba 私に説明させてください。
39 我来举例说明一下吧 wǒ lái jǔlì shuōmíng yīxià ba 私が例を挙げて説明しましょう。
40 举实际例子进行说明 jǔ shíjì lìzi jìnxíng shuōmíng 実例を挙げて説明する。
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41 你们没有尽说明义务 nǐmen méiyǒu jìn shuōmíng yìwù あなたがたは説明責任を果たしていない。
42 他的说明易懂 tā de shuōmíng yì dǒng 彼の説明は分かりやすい。
43 一一解释 yī yī jiěshì ひとつひとつ説明する。
44 按顺序解释 àn shùnxù jiěshì 順を追って説明する。
45 解释不充分 jiěshì bù chōngfèn 説明が足りない。
46 解释不通 jiěshì bùtōng 説明の筋が通らない。
47 介绍情况 jièshào qíngkuàng 状況を説明する。
48 介绍内容 jièshào nèiróng 内容を説明する。
49 讲解员 jiǎngjiěyuán 解説者。
50 讲解时事问题 jiǎngjiě shíshì wèntí 時事問題を解説する。
51 气象图的讲解 qìxiàngtú de jiǎngjiě 天気図の解説。
52 详细讲解 xiángxì jiǎngjiě 詳しい解説。
53 解说员 jiěshuōyuán 解説者。
54 解说书 jiěshuōshū 解説書。
55 新闻解说 xīnwén jiěshuō ニュース解説。
56 解说情况 jiěshuō qíngkuàng 状況を解説する。
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