
アカデミック
本文

本文 - 賛成
日本語 フインランド語
大まかに言って、私は・・・・に賛成である
。なぜなら・・・・

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...

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・・
・・

Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...

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。 Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
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。 Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
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。 Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
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 フインランド語
大まかに言って、・・・・に反対である。 Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...

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。 On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
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。

Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri
mieltä asiasta.

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。 Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
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。 Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
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 フインランド語
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・・・・と・・・・は・・・・の点で似て／
違っている。

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...

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。

Verrattuna ..., ... näyttää...

２つの事項の違いを強調したい時

・・・・と比較して、・・・・は・・・・で
ある。

Päinvastoin kuin ..., ... on...

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。

... muistuttaa ... suhteessa...

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。

... ja ... eroavat ... perusteilta...

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・・・・ Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
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。

Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ...
välillä on...

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・・・・

Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...

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 フインランド語
・・・・と言えるかもしれない。 Voisin sanoa, että...

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。 Vaikuttaa siltä, että...
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、・・・・ Mielestäni...
個人的な意見を述べる時

私の見方だと、・・・・ Omalta näkökantiltani katsoen...
個人的な意見を述べる時

私の意見としては、・・・・ Olen sitä mieltä, että...
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・・・・

Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...

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
。

Uskon, että..., sillä...

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 フインランド語
・・・・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。

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...

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。

...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...

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:・・・・ Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
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・・・・ Kieltämättä..., mutta...
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。

On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...

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・・・・ Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
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、・・・・ Päinvastoin...
意見が述べられた後で、その意見を訂正する時

一方では・・・・ Toisaalta...
議論の一方を紹介する時

しかしその一方で・・・・ Toisaalta...
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 Huolimatta...
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、・・・
・

Huolimatta siitä, että...

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・・・・ Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
科学的知識や歴史上の出来事を参照する時

ちなみに、・・・・ Ohimennen...
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・・・・ Lisäksi...
意見をさらに分析し展開する場合
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