
No 中国語 ピンイン 日本語

1 简单 jiǎndān 簡単だ。単純だ。経歴や能力などが平凡だ。いいかげんだ。
2 简简单单 jiǎnjiandāndān 簡単だ。単純だ。
3 很简单 hěn jiǎndān 簡単です。
4 简单的事 jiǎndān de shì 簡単な事。
5 简单的饭菜 jiǎndān de fàncài 簡単な食事。
6 那太简单了 nà tài jiǎndān le それはたやすいことだ。
7 不那么简单 bù nàme jiǎndān そう簡単ではない。
8 简单地说 jiǎndān de shuō 簡単に言えば。
9 简便 jiǎnbiàn 簡便だ。簡単だ。
10 简便的方法 jiǎnbiàn de fāngfǎ 手軽な方法。
11 这种方法很简便 zhè zhǒng fāngfǎ hěn jiǎnbiàn この方法はやりやすい。
12 简便易行 jiǎnbiàn yì xíng 簡単でやりやすい。
13 手续简便 shǒuxù jiǎnbiàn 手続きが簡単だ。
14 简便礼服 jiǎnbiàn lǐfú 略式の礼服。
15 简易 jiǎnyì 手軽で簡単だ。粗末だ。作り方が雑だ。
16 简易办法 jiǎnyì bànfǎ 手軽にできる方法。
17 简易厕所 jiǎnyì cèsuǒ 簡易トイレ。
18 简易住宅 jiǎnyì zhùzhái 簡易住宅。
19 简易住房 jiǎnyì zhùfáng 簡易住宅。
20 简略 jiǎnlüè ことばや文章などが簡略だ。
21 简略地说 jiǎnlüè de shuō 略して話す。
22 简略地说明 jiǎnlüè de shuōmíng 簡略に説明する。
23 简略手续 jiǎnlüè shǒuxù 略式手続き。
24 他说话一贯很简略 tā shuōhuà yīguàn hěn jiǎnlüè 彼の話しは一貫して簡略だ。
25 从简 cóngjiǎn 簡略にする。
26 手续从简 shǒuxù cóngjiǎn 手続きを簡略にする。
27 丧事从简 sāngshì cóngjiǎn 葬儀は簡略にする。
28 简要 jiǎnyào 簡単で要を得ている。
29 简要记述 jiǎnyào jìshù 簡略に記述する。
30 简要说明 jiǎnyào shuōmíng 手短に説明する。
31 简陋 jiǎnlòu 家、設備などが粗末である。
32 简陋的木板房 jiǎnlòu de mùbǎnfáng 粗末な木の家。簡単な小屋。
33 临时 línshí 一時的な。臨時の。仮の。その場になって。一時的に。
34 临时木板房 línshí de mùbǎnfáng 間に合わせの木の家。簡単な小屋。
35 轻便 qīngbiàn 手軽な。気楽だ。楽な。
36 轻便活 qīngbiàn huó 手軽な仕事。
37 轻便工作 qīngbiàn gōngzuò 手軽な仕事。
38 轻便的服装 qīngbiàn de fúzhuāng 手軽な服装。カジュアルウェア。
39 轻便折叠自行⻋ qīngbiàn zhédié zìxíngchē 軽くて便利な折りたたみ自転車。
40 它很轻便 tā hěn qīngbiàn それは軽くて便利です。
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41 轻易 qīngyì 簡単だ。たやすい。自分勝手に。軽々しく。やすやすと。
42 轻易的事 qīngyì de shì たやすい事。
43 轻易地相信 qīngyì de xiāngxìn 簡単に信じる。
44 轻松 qīngsōng 気軽だ。気楽だ。リラックスした。気楽にする。リラックスする。

45 轻轻松松 qīngqingsōngsōng 気軽だ。気楽だ。リラックスした。
46 轻松活儿 qīngsōng huór 気楽な仕事。
47 轻松的读物 qīngsōng de dúwù 気軽な読み物。
48 轻松地走 qīngsōng de zǒu 気楽に歩く。
49 轻而易举 qīng ér yì jǔ 簡単にできる。朝飯前だ。
50 轻而易举的事 qīng'éryìjǔ de shì たやすい事。
51 容易 róngyì 容易だ。たやすい。手間がかからない。〜しやすい。〜しがちだ。簡単に〜する。

52 容易的事 róngyì de shì 容易な事。
53 容易生病 róngyì shēngbìng 病気になりやすい。病気がちだ。
54 容易受骗 róngyì shòupiàn 騙されやすい。
55 这个工作很容易 zhège gōngzuò hěn róngyì この仕事はたやすい。
56 赚钱不容易 zhuànqián bù róngyì お金をもうけるのは簡単ではない。
57 从容 cóngróng ゆったりと落ち着いている。時間または経済的に余裕がある。

58 从容漫步 cóngróng mànbù ゆったりとそぞろ歩きをする。
59 通俗 tōngsú 平易で分かりやすい。大衆向きだ。
60 通俗读物 tōngsú dúwù わかりやすい読み物。
61 通俗的意⻅ tōngsú de yìjiàn 通俗的な意見。
62 通俗地说 tōngsú de shuō 俗に言う。
63 简明 jiǎnmíng 簡単明瞭だ。
64 简明的文章 jiǎnmíng de wénzhāng 簡単明瞭な文章。
65 扼要 èyào 文章や発言などが要領を得た。要点を押さえている。
66 简明扼要 jiǎn míng è yào 話や文章などが簡潔明瞭で、要点を押さえている。
67 扼要地讲 èyào de jiǎng かいつまんで話す。
68 便饭 biànfàn ふだんの食事。手軽な食事。
69 家常便饭 jiācháng biànfàn 日常の食事。日常茶飯事。
70 轻活 qīnghuó 楽な仕事。軽作業。
71 轻活儿 qīnghuór 楽な仕事。軽作業。
72 简言之 jiǎn yán zhī 簡単に言えば。要点をかいつまむ。
73 简而言之 jiǎn ér yán zhī 簡単に言えば。
74 总而言之 zǒng ér yán zhī 要するに。つまり。いずれにしろ。
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