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盘查 pan2 cha2
尋問し検査する、取
調べ

cha查2 検査

察するに、お茶の検査は、おばさ
んの腸ねん転の検査と同じだ。
キーワードは [腸ねん転,おばさん]
漢字は 「察茶查」の3番目

盘旋 pan2 xuan2
旋回する、ぐるぐる
回る

xuan旋2
旋回する（名詞
的）

宙吊りで旋回し、原っぱをX線で調
査する。キーワードは [x lay,原っ
ぱ] 漢字は 「悬旋」の2番目

盘腿坐 pan2 tui3 zuo4 あぐらをかく tui腿3 すね
すねの味は、テーブルの足の味。
キーワードは [テーブル,味] 漢字は
「腿」

zuo坐4 座る
座る、作る、為すの３苦で私は痔
になった。キーワードは [痔,我] 漢
字は 「坐座作做」の1番目

硬盘 ying4 pan2 ハードディスク ying硬4 硬い
硬さに応じて映った英国人を生き
埋めにする。キーワードは [生埋
め,英国] 漢字は 「硬应映」の1番目

冷盘 leng3 pan2 前菜 leng冷3 冷たい
冷たい、エンジェルの、レモン
ソーダ。キーワードは [レモン,エ
ンジェル] 漢字は 「冷」

光盘 guang1 pan2 DVD guang光1
光、なになにだ
けonly

光だけで、王様を、ガードマンに
判らせる。キーワードは [ガードマ
ン,王様] 漢字は 「光」

键盘 jian4 pan2 キーボード jian键4 鍵盤のキー

健康な建物件数をキーボードで見
ている間に、次第に眼が疲れてjim
に行く。キーワードは [Jim,眼] 漢
字は 「健建件键见间渐践剑荐」の
4番目

转盘 zhuan4 pan2 交差点のロータリー zhuan转4
ぐるぐる回る、
一回りする

ぐるぐる回って儲かって、湾で爺
さん、目を回した。キーワードは
[爺さん,湾] 漢字は 「转赚」の1番
目

实盘 shi2 pan2 実際の価格 shi实2
事実、実際、
実、果実

事実は、食べる時間を知っている
と、石を拾って初夜に一回投げつ
けられる。キーワードは [初夜,一]
漢字は 「实食时识石拾」の1番目

软盘 ruan3 pan2 フロッピーディスク ruan软3 柔らかい、軟式
軟式ボールを湾のレコードに向っ
て投げる。キーワードは [レコー
ド,湾] 漢字は 「软」

杯盘狼藉 bei1 pan2 lang2
ji2

酒宴の後杯や皿が席
上に散乱している様

bei杯1 杯

悲しく卑しい杯を背負って営業は
バッティングで負けた。キーワー
ドは [バット,営業] 漢字は 「悲卑杯
背」の3番目

lang狼2 狼
新郎は、狼に変身するときスバル
をロックする。キーワードは [ロッ
ク,スバル] 漢字は 「郎狼」の2番目

ji藉2
（書）踏みにじ
る。”狼藉”という
語に使われる。

方向盘 fang1 xiang4
pan2

ハンドル fang方1 方法のホウ

かぐわしい方法は、スバルでファ
スナーをおろすこと。キーワード
は [ファスナー,スバル] 漢字は 「芳
方」の2番目

xiang向4 向かう

象の形のうなじに向かって羊のへ
そしたを投げた。キーワードは [ヘ
ソ下,羊] 漢字は 「象像相项向」の5
番目

pan盘2
大皿、詳細に
尋問する

大皿は、ポッキー盛るのに按摩屋
が使う。キーワードは [ポッキー,
按摩] 漢字は 「盘」

盘 pan2

pan盘2
大皿、詳細に尋
問する

大皿は、ポッキー盛るのに按摩屋
が使う。キーワードは [ポッキー,
按摩] 漢字は 「盘」

pan盘2
大皿、詳細に尋
問する

大皿は、ポッキー盛るのに按摩屋
が使う。キーワードは [ポッキー,
按摩] 漢字は 「盘」
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盼 pan4 盼望 pan4 wang4 待ち望む pan盼4 待ち望む

待ち望んだ判定は、按摩屋は、ピ
アスをしてもＯＫである。キー
ワードは [ピアス,按摩] 漢字は 「盼
判」の1番目

wang望4 望み
望みは忘れたが盛んな王様は生き
埋めにする。キーワードは [生埋
め,王様] 漢字は 「望忘旺」の1番目

判读 pan4 du2 判読する du读2 読む

独身が、読む毒は、踊りのドー
ナッツに入っている。キーワード
は [ドーナッツ,踊り] 漢字は 「独读
毒」の2番目

判决 pan4 jue2 判決を下す jue决2 決める

役柄は、絶対決めたら感じてしま
う月でのＪｏｋｅ。キーワードは
[joke ,月] 漢字は 「角绝决觉」の3
番目

判定 pan4 ding4
判定する、判断して
決める

ding定4 定める
予約で定めた宝石は、ディオール
ブランド。キーワードは [ディオー
ル,宝石] 漢字は 「订定」の2番目

判断 pan4 duan4 判断する duan断4 断絶する

段段腹を鍛えて,断絶してから湾の
ディオールを取りに行く。キー
ワードは [ディオール,湾] 漢字は
「段锻断」の3番目

批判 pi1 pan4 批判（する） pi批1
批判する、大量
にまとめて

批判され、まとめて仕入れた物
は、一つ位が、パンクする。キー
ワードは [パンク,一] 漢字は 「批」

谈判 tan2 pan4 折衝する、談判する tan谈2 話す、話し合う
談合が弾むと按摩屋のトマトが美
味い。キーワードは [トマト,按摩]
漢字は 「谈弹」の1番目

裁判 cai2 pan4 裁判をする cai裁2
裁断する、裁定
を下す

総裁の財産と材料は、たった今愛
のコーラで流された。キーワード
は [コーラ,愛] 漢字は 「裁财材才」
の1番目

pan判4 判定する

待ち望んだ判定は、按摩屋は、ピ
アスをしてもＯＫである。キー
ワードは [ピアス,按摩] 漢字は 「盼
判」の2番目

判 pan4

pan判4 判定する

待ち望んだ判定は、按摩屋は、ピ
アスをしてもＯＫである。キー
ワードは [ピアス,按摩] 漢字は 「盼
判」の2番目
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