
アカデミック
本文

本文 - 賛成
日本語 ヒンディー語
大まかに言って、私は・・・・に賛成である
。なぜなら・・・・

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...

他人の見解に同意を示す時

・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・
・・

... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...

他人の見解に同意を示す時

言っていることはもっともだ。 मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
他人の見解についてもっともだと思うが、完全に同意していない時

・・・・に同意している。 मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
他人の見解について完全に同意を示す時

心から・・・・という意見を支持する。 मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
他人の見解について完全に同意を示す時

本文 - 反対
日本語 ヒンディー語
大まかに言って、・・・・に反対である。 व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...

一般的に他人の見解に反対の姿勢を示す時

・・・・の理由で・・・・に反対である。 मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
一般的に他人の見解に反対の姿勢を示す時

言っていることは理解できるが、完全に反対
である。

मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.

他人の見解を理解しているが、完全に反対する時

・・・・に強く反対である。 मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
他人の見解に完全に反対の姿勢を示す時

・・・・という意見に断固として反対する。 मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
他人の見解に完全に反対の姿勢を示す時

本文 - 比較対照
日本語 ヒンディー語
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・・・・と・・・・は・・・・の点で似て／
違っている。

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं

２つの事項の類似点もしくは相違点を詳細に説明するときに使うインフォーマルな書き出し

・・・・と比較して、・・・・は・・・・を
表している。

... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.

２つの事項の違いを強調したい時

・・・・と比較して、・・・・は・・・・で
ある。

... की तुलना मे, ... ... है.

２つの事項の違いを強調したい時

・・・・は・・・・の点で・・・・に類似し
ている。

... और ..., ... के मामले मे समान हैं.

２つの事項の類似点を強調したい時

・・・・と・・・・は・・・・の点で相違し
ている。

... और ..., .... के मामले में भिन्न है.

２つの事項の相違点を強調したい時

１つ目は・・・・・、一方２つ目は・・・・ पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
２つの事項の相違点を強調したい時

・・・・の２つについて、最も大きな類似点
／相違点の一つに・・・・が挙げられる。

... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...

２つの事項の相違点もしくは類似点を詳細に説明するときの書き出し

・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・
・・だが一方で・・・・

... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...

２つに事項の違いを強調する時（相違点のリストの書き出しにも用いることができる）

本文 - 意見
日本語 ヒンディー語
・・・・と言えるかもしれない。 मेरा मानना है कि...

まだ自信があるわけではないが、個人的な意見を述べる時

・・・・のように見受けられる。 मुझे लगता है कि...
まだ自信があるわけではないが、個人的な意見を述べる時
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私の意見では、・・・・ मेरी राय है कि...
個人的な意見を述べる時

私の見方だと、・・・・ मेरे दृष्टिकोण से
個人的な意見を述べる時

私の意見としては、・・・・ मेरा मानना है कि
個人的な意見を述べる時

これにはいくつかの理由がある。１つ目に・
・・・、２つ目に・・・・

मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...

ある事項に対しての理由を複数挙げる時

・・・・の理由で、・・・・だと信じている
。

मेरा मानना है कि... क्योंकि...

正しいと感じている意見を述べ、それに関して説明をする時

本文 - 段落をつなぐ時
日本語 ヒンディー語
・・・・については明らかになったので、・
・・・に目を向けることにする。

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.

主題を変え、新しいパラグラフを書き始める時

・・・・については明らかになったので、・
・・・に目を向けることにする。

अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.

主題を変え、新しいパラグラフを書き始める時

加えて、これに反する意見もある:・・・・ और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
すでに議論されているテーマに、重要な情報を付け加える時

確かにそうだが、しかし・・・・ यह सच है कि..., लेकिन...
反対意見を認めるが、自分の見解についてさらに意見を付け加えたい時

・・・・は真実だが、・・・・依然としてと
いう事実もある。

यह सच है कि..., लेकिन...

反対意見を認めるが、自分の見解についてさらに意見を付け加えたい時
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確かに・・・・だが、それでもなお・・・・ माना कि..., लेकिन फिर भी...
反対意見を認めるが、自分の見解についてさらに意見を付け加えたい時

それどころか、・・・・ इसके विपरीत
意見が述べられた後で、その意見を訂正する時

一方では・・・・ एक तरफ से...
議論の一方を紹介する時

しかしその一方で・・・・ दूसरी तरफ से
議論のもう片方の意見を紹介する時。常に「一方では・・・・」の後に使われる。

・・・・にもかかわらず इन... के होते हुए भी...
統計や意見に反した議論を展開する時

・・・・という事実にもかかわらず、・・・
・

इन... के होते हुए भी...

統計や意見に反した議論を展開する時

科学的に／歴史的に言って・・・・ वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
科学的知識や歴史上の出来事を参照する時

ちなみに、・・・・ वैसे...
付加的情報が自分の分析を支持すると思われる時

その上・・・・ इसके अतिरिक्त...
意見をさらに分析し展開する場合
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