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1 蒙 mēng あてずっぽうで言う。あざむく。ぼんやりする。
2 蒙对了 mēng duì le あてずっぽうがあたる。まぐれで答えがあたる。
3 碰 pèng 出くわす。ぶつかる。
4 碰对了 pèng duì le 的中。運よく正解。
5 碰⻅ pèngjiàn 出くわす。思いがけなく出会う。
6 昨天我碰⻅他了 zuótiān wǒ pèngjiàn tā le 昨日、たまたま彼に出くわした。
7 偶然 ǒurán 偶然に。偶然の。たまたま。まぐれ。
8 偶然打中 ǒurán dǎzhòng まぐれ当たり。
9 偶然的事件 ǒurán de shìjiàn 偶然の出来事。
10 偶然的机会 ǒurán de jīhuì 偶然のきっかけ。偶然の機会。
11 偶然看⻅ ǒurán kànjiàn 偶然目にする。
12 偶然相识 ǒurán xiāngshí 偶然知り合う。
13 偶然的巧合 ǒurán de qiǎohé 偶然の一致。
14 昨天和她偶然相遇 zuótiān hé tā ǒurán xiāngyù 昨日、彼女と偶然出会う。
15 他的成功是偶然的 tā de chénggōng shì ǒurán de 彼の成功はたまたまだ。
16 侥幸 jiǎoxìng 思いがけない幸運。まぐれ。
17 心存侥幸 xīn cún jiǎoxìng まぐれに期待する。
18 侥幸取胜 jiǎoxìng qǔshèng 運よく勝つ。
19 他们的胜利是侥幸 tāmen de shènglì shì jiǎoxìng 彼らの勝利はまぐれです。
20 碰巧 pèngqiǎo ちょうどそのとき。折よく。都合よく。
21 碰巧你来了 pèngqiǎo nǐ lái le おりよく、あなた来た。
22 真碰巧 zhēn pèngqiǎo ほんとタイミングよい。
23 他碰巧在现场 tā pèngqiǎo zài xiànchǎng 彼はたまたま現場にいた。
24 我碰巧在那里 wǒ pèngqiǎo zài nàlǐ 私はたまたまそこにいた。
25 昨天我碰巧遇⻅他 zuótiān wǒ pèngqiǎo yùjiàn tā 昨日、偶然彼に会いました。
26 他们碰巧在同一所学校 tāmen pèngqiǎo zai tóng yī suǒ xuéxiào かれらはたまたま同じ学校にいた。
27 幸运地 xìngyùn de 運よく。
28 我很幸运地遇⻅了他 wǒ hěn xìngyùn de yùjiàn le tā 私は運よく彼に会った。
29 幸运地通过了 xìngyùn de tōngguò le 運よく合格した。
30 幸运地躲避了灾难 xìngyùn de duǒbì le zāinàn 運よく災難を免れた。
31 幸免 xìngmiǎn 幸い免れる。運よく免れる。
32 幸免于难 xìngmiǎn yú nán 運よく難を逃れる。
33 幸免于死 xìngmiǎn yú sǐ 幸い、死を免れる。
34 幸免受害 xìngmiǎn shòuhài 幸い、被害を免れる。
35 刚好 gānghǎo ちょうどよい。間がよい。
36 你来得刚好 nǐ lái de gānghǎo あなた、ちょうどよいところに来た。
37 刚好他来了 gānghǎo tā lái le 折よく彼が来た。
38 刚好我在现场 gānghǎo wǒ zài xiànchǎng ちょうど私は現場に居合わせた。
39 正好 zhènghǎo ちょうどよい。ちょうど。
40 你来得正好 nǐ lái de zhènghǎo あなた、ちょうどよいところに来た。
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41 我正好在现场 wǒ zhènghǎo zài xiànchǎng わたしはちょうど現場にいた。
42 正好公交⻋来了 zhènghǎo gōngjiāochē lái le ちょうどバスが来た。
43 正 zhèng ちょうど。ちょうど〜している。
44 你来得正是时候 nǐ lái de zhèng shì shíhòu あなた、ちょうどよいところに来た。
45 他正找你 tā zhèng zhǎo nǐ 彼はちょうどあなたを探している。
46 正合适 zhèng héshì ちょうどいい。
47 你来得正合适 nǐ lái de zhèng héshì あなた、ちょうどよいところに来た。
48 现在去正合适 xiànzài qù zhèng héshì 今、行くのはちょうどよい。
49 时机正合适 shíjī zhèng héshì タイミングがよい。
50 正巧 zhèngqiǎo 時機がいい。折よく。
51 你来得正巧 nǐ lái de zhèngqiǎo あなた、ちょうどよいところに来た。
52 我们正巧碰⻅ wǒmen zhèngqiǎo pèngjiàn 私たちは折よく出くわす。
53 正巧买到 zhèngqiǎo mǎi dào 折よく買えた。
54 恰好 qiàhǎo うまい具合に。ちょうどよく。
55 你来得恰好 nǐ lái de qiàhǎo あなた、ちょうどよいところに来た。
56 恰好她来了 qiàhǎo tā lái le ちょうど彼女が来た。
57 明天恰好是休息日 míngtiān qiàhǎo shì xiūxi rì 明日は、うまい具合に休日です。
58 正当 zhèngdāng ちょうどタイミングである。
59 正当此时 zhèngdāng cǐ shí ちょうどその時。
60 正当盛年 zhèngdāng shèngnián ちょうど働き盛りの年頃。
61 ⻘春正当时 qīngchūn zhèngdāng shí ⻘春、まさにその時。
62 恰恰 qiàqià ちょうど。まさしく。折よく。折悪く。
63 他恰恰在那里 tā qiàqià zài nàlǐ 彼はまさしくそこにいる。
64 恰恰父亲赶了回来 qiàqià fùqīn gǎn le huílái ちょうど父が急いで戻ってきた。
65 她恰恰站在大门外 tā qiàqià zhàn zài dàmén wài 彼女はちょうど門の外に立っています。
66 恰巧 qiàqiǎo 折よく。ちょうど。
67 恰巧他在家 qiàqiǎo tā zài jiā 折よく彼は家にいた。
68 他恰巧路过这里 tā qiàqiǎo lùguò zhèlǐ 彼はちょうどここを通りかかりました。
69 恰巧他来了 qiàqiǎo tā lái le ちょうど彼が来た。
70 偏巧 piānqiǎo 折よく。ちょうど。あいにく。
71 偏巧他来了 piānqiǎo tā lái le ちょうど彼が来た。
72 偏巧被他听到 piānqiǎo bèi tā tīng dào ちょうど彼の耳に入る。
73 凑巧 còuqiǎo 具合がよい。折よい。
74 他来得凑巧 tā lái de còuqiǎo 彼はちょうどいい時に来た。
75 凑巧⺟亲回来了 còuqiǎo mǔqīn huílái le ちょうど⺟が帰ってきた。
76 真凑巧, 我正要去找你 zhēn còuqiǎo, wǒ zhèng yào qù zhǎo nǐ ちょうどよい、私はあなたに会い行こうと思っていたところです。

77 可巧 kěqiǎo ちょうどよく。うまい具合に。
78 可巧你来了 kěqiǎo nǐ lái le ちょうどあなたが来た。
79 可巧他们两人都在那儿 kěqiǎo tāmen liǎng rén dōu zài nàr うまい具合に彼ら二人ともそこにいる。
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