
No 中国語 ピンイン 日本語

1 ⻅ jiàn 会う。面会する。見える。光に当たる。あらわれる。
2 ⻅面 jiànmiàn 会う。面会する。考えや状況を相手に公開する。
3 ⻅到 jiàndào 目にする。見かける。
4 会⻅ huìjiàn 会う。会見する。
5 接⻅ jiējiàn 上の者が下の者に面会する。会見する。
6 会面 huìmiàn 面会する。
7 会客 huìkè 来客と会う。
8 探视 tànshì 病人などの様子を見に訪問する。
9 拜访 bàifǎng 訪問する。
10 访问 fǎngwèn 訪問する。インターネットにアクセスする。
11 走访 zǒufǎng 訪問する。
12 造访 zàofǎng 訪問する。
13 来访 láifǎng 訪ねてくる。
14 看 kàn 訪問する。見舞う。見る。診察する。診察を受ける。〜と思う。

15 遇到 yùdào ばったり会う。出くわす。
16 遇⻅ yùjiàn ばったり会う。出くわす。
17 遇上 yùshàng 出くわす。
18 碰到 pèngdào ばったり会う。出くわす。
19 碰⻅ pèngjiàn ばったり会う。出くわす。
20 碰上 pèngshàng 出くわす。
21 遇 yù 出会う。出くわす。
22 相遇 xiāngyù 出会う。
23 遭 zāo 好ましくないことに遭う。
24 遭遇 zāoyù 好ましくないことに遭う。不幸な境遇。
25 遭到 zāodào 好ましくないことに遭う。
26 遭逢 zāoféng めぐりあう。遭遇する。
27 逢 féng 出会う。
28 重逢 chóngféng 再会する。
29 回头⻅ huítóu jiàn またあとで会いましょう。
30 等会儿⻅ děng huìr jiàn またあとで会いましょう。
31 明天⻅ míngtiān jiàn 明日会いましょう。また明日。
32 下次再⻅吧 xià cì zàijiàn ba また次回に会いましょう。
33 我要⻅老板 wǒ yào jiàn lǎobǎn 社⻑に会いたい。
34 我要⻅你 wǒ yào jiàn nǐ 私はあなたに会いたい。
35 想要⻅你 xiǎng yào jiàn nǐ あなたに会いたい。
36 我很想⻅你 wǒ hěn xiǎng jiàn nǐ あなたにとても会いたい。
37 我没有⻅过她 wǒ méiyǒu jiàn guò tā 私は彼女に会ったことがない。
38 我们三点在学校⻅吧 wǒmen sān diǎn zài xuéxiào jiàn ba 私たち３時に学校で会いましょう。
39 我想早点⻅到你 wǒ xiǎng zǎodiǎn jiàndào nǐ あなたに早く会いたい。
40 初次⻅面 chūcì jiànmiàn はじめて会います。はじめまして。
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41 我不愿意跟他⻅面 wǒ bù yuànyì gēn tā jiànmiàn 私は彼に会いたくない。
42 盼望早日⻅面 pànwàng zǎorì jiànmiàn 近いうちに会えることを心待ちしています。
43 盼望着能同你们⻅面 pànwàng zhe néng tóng nǐmen jiànmiàn あなた方にお目にかかれることを楽しみにしています。
44 想跟他⻅面 xiǎng gēn tā jiànmiàn 彼に会いたい。
45 还能⻅面 hái néng jiànmiàn また会える。
46 还能再⻅面吗? hái néng zài jiànmiàn ma また会えますか。
47 还想再⻅面呀 hái xiǎng zài jiànmiàn ya また会いたいね。
48 不知道什么时候能⻅面 bù zhīdào shénme shíhòu néng jiànmiàn いつ会えるか分からない。
49 下次不知道什么时候还能与你⻅面 xià cì bù zhīdào shénme shíhòu hái néng yǔ nǐ jiànmiàn 今度、いつあなたに会えるのか分からない。
50 下周三⻅面吧 xià zhōusān jiànmiàn ba 次の水曜日に会いましょう。
51 星期三下午六点在⻋站⻅面吧 xīngqísān xiàwǔ liù diǎn zài chēzhàn jiànmiàn ba 水曜の午後６時に駅で会いましょう。
52 七点在公园门口⻅面 qī diǎn zài gōngyuán ménkǒu jiànmiàn ７時に公園の門で会う。
53 上次⻅面的时候 shàng cì jiànmiàn de shíhòu 前回会ったとき。
54 上次⻅面时 shàng cì jiànmiàn shí 前回会ったとき。
55 我昨天⻅到他了 wǒ zuótiān jiàndào tā le 私は昨日彼を見かけた。
56 好久没⻅到他了 hǎojiǔ méi jiàndào tā le 久しく彼に会わない。
57 ⻅到您很高兴 jiàndào nín hěn gāoxìng お会いできてとてもうれしいです。
58 没有⻅到您, 感到非常遗憾 méiyǒu jiàndào nín, gǎndào fēicháng yíhàn お会いできなくてとても残念です。
59 能⻅到你我真高兴 néng jiàndào nǐ wǒ zhēn gāoxìng あなたに会えてほんとにうれしい。
60 我期待着后天⻅到你 wǒ qídài zhe hòutiān jiàndào nǐ 明後日あなたに会うのを楽しみにしています。
61 ⻅到他, 替我问个好 jiàndào tā, tì wǒ wèn ge hǎo 彼に会ったらよろしく言っといて。
62 我还能再⻅到你吗? wǒ hái néng zài jiàndào nǐ ma もう一度お目にかかれますか。
63 会⻅来客 huìjiàn láikè 来客に会う。
64 接⻅外宾 jiējiàn wàibīn 外国からのゲストと接見する。
65 老师与家⻓会面 lǎoshī yǔ jiāzhǎng huìmiàn 先生が父兄と面会する。
66 拒绝会面 jùjué huìmiàn 面会を断る。
67 谢绝会面 xièjué huìmiàn 面会謝絶。
68 在办公室会客 zài bàngōngshì huìkè オフィスで客に会う。
69 探视病人 tànshì bìngrén 病人の見舞いをする。
70 谢绝探视 xièjué tànshì 面会謝絶。
71 登门拜访 dēngmén bàifǎng お宅を訪問する。
72 我想去拜访您 wǒ xiǎng qù bàifǎng nín お伺いさせていただきたいのですが。
73 明天拜访你 míngtiān bàifǎng nǐ 明日おじゃまします。
74 拜访亲友 bàifǎng qīnyǒu 親戚や友人を訪ねる。
75 访问亲友 fǎngwèn qīnyǒu 親戚や友人を訪ねる。
76 走访家庭 zǒufǎng jiātíng 家庭訪問。
77 登门造访 dēngmén zàofǎng お宅を訪問する。
78 期待您的来访 qídài nín de láifǎng ご来訪を楽しみにしております。
79 我们一直在盼望你的来访 wǒmen yīzhí zài pànwàng nǐ de láifǎng 私たちはずっとあなたが来ることを待ち望んでいます。
80 我想明天去看儿子 wǒ xiǎng míngtiān qù kàn érzi 私は明日むすこに会いに行こうと思う。
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81 我会来看你 wǒ huì lái kàn nǐ あなたに会いに来ます。
82 遇到熟人 yùdào shúrén 知り合いに出くわす。
83 遇到灾难 yùdào zāinàn 災難に出くわす。
84 遇⻅老朋友 yùjiàn lǎopéngyǒu 古い友人に出くわす。
85 遇上大雨 yùshàng dàyǔ 大雨にあう。
86 在路上碰到一个朋友 zài lùshàng pèngdào yī ge péngyǒu 道でばったり一人の友人に会う。
87 碰到墙上 pèngdào qiáng shàng 壁にぶち当たる。
88 我在大街上偶然碰⻅了他 wǒ zài dàjiē shàng ǒurán pèngjiàn le tā 街なかで偶然彼に会った。
89 碰上一个熊 pèngshàng yī ge xióng 一匹のクマに出くわす。
90 不期而遇 bù qī ér yù 期せずして会う。偶然に出会う。
91 遇雨 yù yǔ 雨にあう。
92 和你相遇我很幸福 hé nǐ xiāngyù wǒ hěn xìngfú あなたと出会えて幸せです。
93 能和你相遇太好了 néng hé nǐ xiāngyù tài hǎo le あなたと出会えてとてもよかった。
94 奇迹的相遇 qíjī de xiāngyù 奇跡の出会い。
95 命运的相遇 mìngyùn de xiāngyù 運命的な出会い。
96 遭水灾 zāo shuǐzāi 水害にあう。
97 遭遇事故 zāoyù shìgù 事故にあう。
98 遭到不幸 zāodào bùxìng 不幸な目にあう。
99 遭逢不幸 zāoféng bùxìng 不幸に見舞われる。
100 棋逢对手 qí féng duìshǒu 好敵手にめぐり会う。好敵手を得る。
101 久别重逢 jiǔbié chóngféng 久しぶりに再会する。
102 相隔十年的重逢 xiānggé shí nián de chóngféng １０年ぶりの再会。
103 期待重逢的日子 qídài chóngféng de rìzi また会える日を楽しみにしています。
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