
No 中国語 ピンイン 日本語

1 分辩 fēnbiàn 弁明する。弁解する。
2 分辨 fēnbiàn 識別する。見分ける。
3 辨白 biànbái 弁明する。弁解する。
4 辩白 biànbái 弁明する。弁解する。
5 辩解 biànjiě 弁明する。弁解する。
6 声辩 shēngbiàn 公の場で弁解する。言いわけする。
7 狡辩 jiǎobiàn ずる賢く言い訳をする。詭弁(きべん)を弄(ろう)する。
8 强辩 qiǎngbiàn 無理にこじつける。強弁する。
9 解嘲 jiěcháo うわべを取り繕う。言い訳をする。
10 解释 jiěshì 釈明する。言い訳をする。説明する。解釈する。
11 分说 fēnshuō 言い訳をする。弁解する。
12 借口 jièkǒu 言い訳や口実。言い訳や口実にする。
13 找借口 zhǎo jièkǒu 言い訳をする。言い訳がましい。
14 托词 tuōcí 言い訳。口実。言い訳を探す。
15 不成理由 bùchéng lǐyóu 理由にならない。言い訳にならない。
16 没有道理 méiyǒu dàolǐ 道理が通らない。言い訳が立たない。
17 对得起 duì de qǐ 言い訳が立つ。申し訳が立つ。顔向けができる。
18 对不起 duì bu qǐ 言い訳が立たない。すみません。申し訳ありません。
19 假话 jiǎhuà うそ。虚言。
20 谎话 huǎnghuà うそ。虚言。
21 谎言 huǎngyán うそ。デマ。
22 ⻤话 guǐhuà うそ。虚言。
23 强词夺理 qiǎng cí duó lǐ へ理屈をこねる。こじつけをする。
24 编造 biānzào 物語を作り出す。捏造(ねつぞう)する。編集、作成する。
25 假造 jiǎzào 偽造する。でっちあげる。
26 捏造 niēzào 捏造(ねつぞう)する。でっちあげる。
27 虚构 xūgòu 想像して作り出す。
28 虚拟 xūnǐ 想像して作る。仮設の。仮定の。
29 话 huà 話。ことば。話す。語る。
30 编造的话 biānzào de huà 作り話。
31 故事 gùshi 物語。お話。昔に行われた制度や行事。
32 编故事 biān gùshi 作り話をする。
33 虚构的故事 xūgòu de gùshi フィクション。
34 瞎说 xiāshuō でたらめを言う。無茶を言う。
35 瞎说八道 xiā shuō bā dào でたらめを言う。無茶を言う。
36 胡说 húshuō 根拠のない話。道理にあわない話。
37 胡说八道 hú shuō bā dào でたらめを言う。無茶を言う。
38 信口开河 xìn kǒu kāi hé でまかせをぺらぺらしゃべる。
39 子虚 zǐxū 虚構。架空。真実でない事。
40 子虚乌有 zǐ xū wū yǒu 虚構。架空。真実でない事。
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41 逃避责任的借口 táobì zérèn de jièkǒu 責任逃れの言い訳。
42 借口说是堵⻋ jièkǒu shuō shì dǔchē 渋滞を言い訳にする。
43 非常明显的辩解 fēicháng míngxiǎn de biànjiě 見え透いた言い訳。
44 前后矛盾的辩解 qiánhòu máodùn de biànjiě つじつまの合わない言い訳。
45 你不要强辩了 nǐ bùyào qiǎngbiàn le 無理な言い訳はやめろ。
46 别找借口了 bié zhǎo jièkǒu le 言い訳するな。
47 不能找借口 bùnéng zhǎo jièkǒu 言い訳はできない。
48 这种辩解是行不通的 zhè zhǒng biànjiě shì xíng butōng そんな言い訳は通らない。
49 不容分说 bùróng fēnshuō 言い訳はゆるさない。有無を言わせない。
50 我不想听你的借口 wǒ bùxiǎng tīng nǐ de jièkǒu 私はあなたの言い訳を聞きたくない。
51 怎么对她解释呢? zěnme duì tā jiěshì ne 彼女に何て説明すればいいんだ。
52 你总是在找借口 nǐ zǒngshì zài zhǎo jièkǒu あなたはいつも言い訳ばかり。
53 那只不过是在找借口逃避 nà zhǐ bùguò shì zài zhǎo jièkǒu táobì それは言い逃れにすぎない。
54 你别瞎说 nǐ bié xiāshuō でたらめ言うな。無茶を言うな。
55 别胡说八道 bié húshuō bādào でたらめ言うな。ごちゃごちゃ言うな。
56 不要胡说八道 bùyào húshuō bādào でたらめ言うな。ごちゃごちゃ言うな。
57 这种假话谁会相信? zhè zhǒng jiǎhuà shéi huì xiāngxìn そんな作り話誰が信じるか。
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