
No 中国語 ピンイン 日本語

1 当然 dāngrán 当然だ。もちろん。当然。
2 理所当然 lǐ suǒ dāng rán 道理にかなっている。
3 该 gāi そうなるのは当たり前だ。当然〜になる。〜すべきだ。〜に違いない。

4 活该 huógāi 自業自得だ。
5 应该 yīnggāi 〜するのは当然だ。〜すべきだ。〜のはずだ。
6 应当 yīngdāng 〜するのは当然だ。〜すべきだ。
7 该当 gāidāng 当然〜すべきだ。〜せねばならない。
8 应有 yīngyǒu あるべき。
9 不用说 bùyòng shuō 言うまでもない。
10 本来 běnlái 当然〜だ。本来の。もとは。
11 寻常 xúncháng 普通だ。
12 家常 jiācháng 日常の家庭生活。
13 正常 zhèngcháng 正常だ。
14 普通 pǔtōng 普通の。一般的な。
15 普普通通 pǔpǔtōngtōng 普通の。一般的な。
16 一般 yībān 普通の。通常の。同じような。一種の。一般性のある。
17 通常 tōngcháng よくある。平常の。
18 平凡 píngfán 平凡だ。ありふれている。
19 平庸 píngyōng ありきたりだ。平凡だ。
20 平平庸庸 píngpíngyōngyōng ありきたりだ。平凡だ。
21 平常 píngcháng 普通だ。ありふれている。ふだん。
22 平平常常 píngpíngchángcháng 普通だ。ありふれている。
23 庸碌 yōnglù 凡庸(ぼんよう)な。平々凡々とした。
24 庸庸碌碌 yōngyōnglùlù 凡庸(ぼんよう)な。平々凡々とした。
25 自然 zìrán 自然の。自然。自然に。ひとりでに。
26 必然 bìrán 必然だ。必ず。きっと。
27 那当然了 nà dāngrán le それは当然だ。それは当たり前だ。
28 当然是的 dāngrán shì de 当然です。当たり前です。
29 那是当然的 nà shì dāngrán de それは当たり前だ。
30 那是当然的事 nà shì dāngrán de shì それは当たり前の事だ。
31 她很生气是当然的 tā hěn shēngqì shì dāngrán de 彼女が怒るのは当たり前だ。
32 她当然会生气啊 tā dāngrán huì shēngqì a もちろん彼女は怒るよ。
33 别想当然了 bié xiǎng dāngrán le 当たり前のことと思わないでください。
34 理所当然的事 lǐsuǒdāngrán de shì 当たり前のこと。
35 理所当然的事情 lǐsuǒdāngrán de shìqíng 当たり前のこと。
36 那是理所当然的事 nà shì lǐsuǒdāngrán de shì それは当たり前のことです。
37 她生气是理所当然的 tā shēngqì shì lǐsuǒdāngrán de 彼女が怒るのは当たり前だ。
38 在日本是理所当然的事情 zài Rìběn shì lǐsuǒdāngrán de shìqíng 日本では当たり前のことです。
39 该! gāi 当然だ。当たり前だ。
40 活该如此 huógāi rúcǐ こうなるのは当たり前だ。
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41 这是应该的 zhè shì yīnggāi de これは当然のことです。あたりまえのことです。
42 这样作很应该 zhèyàng zuò hěn yīnggāi このようにするのは当たり前だ。
43 我只是作了应该做的事 wǒ zhǐshì zuò le yīnggāi zuò de shì 私はただ当たり前のことをしただけです。
44 最应该 zuì yīnggāi 当たり前だ。
45 当然应该这样 dāngrán yīnggāi zhèyàng 当然こうしなければならない。こうするのが当たり前。
46 当然应该是那样 dāngrán yīnggāi shì nàyàng 当然そうあるべきだ。それが当たり前だ。
47 你当然应该要赔礼道歉 nǐ dāngrán yīnggāi yào péilǐ dàoqiàn あなたは当然謝るべき。謝るのが当たり前。
48 我们该当尽力 wǒmen gāidāng jìnlì 私たちは当然力を尽くすべきだ。私たちは力を尽くすのが当たり前だ。

49 应有的知识 yīngyǒu de zhīshì あるべき知識。当たり前の知識。
50 应有的权力 yīngyǒu de quánlì 当然の権利。当たり前の権利。
51 那种事不用说也知道 nà zhǒng shì bùyòng shuō yě zhīdào その事は言うまでもなく知っている。当たり前だ。
52 本来嘛 běnlái ma 当然だよ。当たり前だよ。
53 寻常的事情 xúncháng de shìqíng 普通のこと。当たり前の事。
54 家常小事 jiācháng xiǎoshì ありきたりのささいなこと。当たり前の事。
55 正常的事 zhèngcháng de shì 正常な事。当たり前の事。
56 普通的事 pǔtōng de shì ありふれた事。当たり前の事。
57 通常的情况 tōngcháng de qíngkuàng 通常の状況。当たり前の状況。
58 平凡的生活 píngfán de shēnghuó 平凡な生活。当たり前の生活。
59 平庸的生活 píngyōng de shēnghuó 平凡な生活。当たり前の生活。
60 平常的情况 píngcháng de qíngkuàng 通常の状況。当たり前の状況。
61 庸碌的生活 yōnglù de shēnghuó ありきたりの生活。当たり前の生活。
62 那个是理所自然的事 nàge shì lǐ suǒ zìrán de shì それは当たり前の事です。
63 必然结果 bìrán jiéguǒ 必然の結果。当たり前の結果。
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