
No 中国語 ピンイン 日本語

1 总之 zǒngzhī 要するに。つまり。とにかく。いずれにしても。どのみち。
2 总之就是这样 zǒngzhī jiùshì zhèyàng つまりはこうだ。
3 总之, 是这么回事 zǒngzhī, shì zhème huí shì つまり、こういうことだ。
4 总之, 就是要学习 zǒngzhī, jiùshì yào xuéxí 要は勉強することだ。とにかく勉強することだ。
5 总之你好好休息 zǒngzhī nǐ hǎohāo xiūxi とにかくよく休んで下さい。
6 总言之 zǒng yán zhī 総じて言えば。結局のところ。
7 总而言之 zǒng ér yán zhī 総じて言えば。結局のところ。
8 总而言之, 这件事不可信 zǒng'éryánzhī, zhè jiàn shì bùkě xìn 要するに、この話は信用できないということだ。
9 总起来说 zǒng qǐlai shuō まとめて言うと。要するに。
10 目前的情况总起来说就是这样 mùqián de qíngkuàng zǒng qǐlai shuō jiùshì zhèyàng 目下の状況は要するにこのようです。
11 总归 zǒngguī 結局は。つまるところ。
12 孩子总归要离开⽗⺟ háizi zǒngguī yào líkāi fùmǔ 子供はつまるところ両親のもとを離れる。
13 只要努力, 总归会成功 zhǐyào nǔlì, zǒngguī huì chénggōng 努力しさえすれば、結局は成功する。
14 终归 zhōngguī ついには。結局のところ。
15 这个问题终归会解决的 zhège wèntí zhōngguī huì jiějué de この問題は最終的に解決されます。
16 废物终归是废物 fèiwù zhōngguī shì fèiwù 廃物はしょせん廃物です。能なしはしょせん能なしです。
17 说起来 shuō qǐlai 話し出す。言ってみれば。言うなれば。
18 现在说起来就像谈笑⻛生 xiànzài shuō qǐlai jiù xiàng tánxiàofēngshēng 今では、言わば、笑い話のようなことです。
19 说起来容易, 做起来难 shuō qǐlai róngyì, zuò qǐlai nán 言うは易(やす)く行うは難し。
20 概括地说 gàikuò de shuō 概括して言えば。かいつまんで言うと。
21 概括地说, 主要有以下几个方面 gàikuò de shuō, zhǔyào yǒu yǐxià jǐ ge fāngmiàn まとめて言うと、主には以下のいくつかの点になる。
22 扼要地说 èyào de shuō 要約して言えば。かいつまんで言うと。
23 简明扼要地说 jiǎnmíng èyào de shuō 簡単明瞭に言えば。
24 简单扼要地说 jiǎndān èyào de shuō 簡単に要約して言えば。
25 简明扼要地说, 用户协议是一份合同 jiǎnmíng èyào de shuō, yònghù xiéyì shì yī fèn hétóng 簡単明瞭に言えば、ユーザー協約は一つの契約書です。
26 简要地说 jiǎnyào de shuō 要約して言えば。かいつまんで言うと。
27 简单地说 jiǎndān de shuō 間単に言うと。
28 简单说来 jiǎndān shuō lái 間単に言うと。
29 简单地说起来 jiǎndān de shuō qǐlai 簡単に話せば。
30 简单地说明 jiǎndān de shuōmíng 簡単に説明します。
31 简单地说, 它不合我的胃口 jiǎndān de shuō, tā bùhé wǒ de wèikǒu 要するに、それは私の嗜好(しこう)に合いません。
32 简言之 jiǎn yán zhī 簡単に言うと。
33 简而言之 jiǎn ér yán zhī 簡単に言うと。
34 简而言之, 晒黑是皮肤受损的迹象 jiǎnéryánzhī, shàihēi shì pífū shòusǔn de jīxiàng 簡単に言うと、日焼けは皮膚が損傷した形跡です。
35 即 jí すなわち〜だ。つまり〜である。近寄る。近づく。乗じる。〜したら。すぐに。たとえ〜でも。

36 亦即 yìjí すなわち〜だ。つまり〜である。
37 即，在该情况下 jí, zài gāi qíngkuàng xià つまり、当該する状況のもとでは。
38 就是说 jiùshì shuō すなわち。つまりは。
39 也就是说 yě jiùshì shuō すなわち。つまりは。
40 就是说, 你的意思是不想去 jiùshì shuō, nǐ de yìsi shì bùxiǎng qù つまり、あなたの意思としては行きたくないということですね。
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41 换言之 huàn yán zhī 言い換えれば。換言すれば。
42 换句话说 huàn jù huà shuō 言い換えると。
43 换言之你就是宇宙 huànyánzhī nǐ jiùshì yǔzhòu 言い換えれば、あなたは宇宙そのものです。
44 究竟 jiūjìng つまりは。何といっても。結局のところ。いったい。結果。
45 你究竟想干什么? nǐ jiùjìng xiǎng gàn shénme つまりあなたは何をしたいのか。
46 一句话 yījùhuà 一言。一つのことば。一言で言うと。きっぱりと請け負うことをあらわす。

47 一句话说 yījùhuà shuō 一言で言えば。
48 一言蔽之 yī yán bì zhī 一言で言えば。
49 一言以蔽之 yī yán yǐ bì zhī 一言で言えば。
50 一言抄百总 yī yán chāo bǎi zǒng 一言で言えば。
51 一言以蔽之, 就是缺乏⺠主 yī yán yǐ bì zhī, jiùshì quēfá mínzhǔ 一言で言えば、デモクラシーの欠如と言える。
52 要紧的是 yàojǐn de shì 重要なことは。
53 要紧的是果敢的迈出第一步 yàojǐn de shì guǒgǎn de màichū dì yī bù 重要なことは、大胆に最初の一歩を踏み出すことです。
54 关键是 guānjiàn shì 肝心なのは。
55 关键是农业科技现代化 guānjiàn shì nóngyè kējì xiàndàihuà 肝心なのは農業技術の近代化です。
56 关键在于 guānjiàn zàiyú 肝心なことは〜にある。要は〜だ。
57 我们企业成功的关键在于产品质量 wǒmen qǐyè chénggōng de guānjiàn zàiyú chǎnpǐn zhíliàng 私達企業の成功のポイントは製品の品質にあります。
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