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翻修 fan1 xiu1 建物を修理する xiu修1 修理する

恥ずかしいが修理は休もう、油は
クリスマスには不要だ。キーワー
ドは [クリスマス,油] 漢字は 「羞修
休」の2番目

翻晒 fan1 shai4
（物を）ひっくり返
して日光に当てる

shai晒4 日に当たる
日に当たると、愛は(ｵ）シューマ
イになる。キーワードは [シューマ
イ,愛] 漢字は 「晒」

翻译 fan1 yi4 翻訳 yi译4 翻訳する

議会でやさしく翻訳したら正義と
異なり、一人で生き埋めにされ
た。キーワードは [生埋め,一] 漢字
は 「艺谊益意议易译义异」の7番
目

番茄 fan1 qie2 トマト

番茄蛋汤 fan1 qie2 dan4
tang1

卵とトマトのスープ dan蛋4 卵

但し淡い卵は、誕生日に按摩屋
で、ディオールと交換して。キー
ワードは [ディオール,按摩] 漢字は
「但淡蛋诞」の3番目

tang汤1 スープ
スープは、スバルの狸汁。キーワードは
[狸,ｽﾊﾞﾙ] 漢字は 「汤」

fan2 平凡 ping2 fan2 平凡 ping平2 平ら

どんなに平らな屏風でも英国産の
ポッキーで穴が開く。キーワード
は [ポッキー,英国] 漢字は 「瓶苹评
凭平屏」の5番目

fan2 下凡 xia4 fan2 神が下界に下りる xia下4 下
夏にびっくり、下の歯は、へそ下
から生えてくる。キーワードは [ヘ
ソ下,牙] 漢字は 「夏吓下」の3番目

烦恼 fan2 nao3 悩み nao恼3 悩む
悩める脳みそは、オリンピックの
猫程度。キーワードは [猫,オリン
ピック] 漢字は 「恼脑」の1番目

烦透了 fan2 tou4 le0 うんざりです tou透4 透ける
透け透けだー欧米のティーバッ
ク。キーワードは [ティー,欧米] 漢
字は 「透」

le了0 助詞
動態助詞と語気助詞の二つが有
る。

麻烦 ma2 fan2
煩わしい、面倒であ
る

ma麻2 ゴマ
ゴマ取りに森へおばさんは、行
く。キーワードは [森,おばさん] 漢
字は 「麻」

麻烦透了 ma2 fan2 tou4
le0

面倒くさくて仕方が
ない

ma麻2 ゴマ
ゴマ取りに森へおばさんは、行
く。キーワードは [森,おばさん] 漢
字は 「麻」

tou透4 透ける
透け透けだー欧米のティーバッ
ク。キーワードは [ティー,欧米] 漢
字は 「透」

le了0 助詞 動態助詞と語気助詞の二つが有る。

添麻烦 tian1 ma2 fan2
迷惑をかける、面倒
を掛ける

tian添1 添える
天に添えた眼は、狸のアッカン
ベー。キーワードは [狸,眼] 漢字は
「天添」の2番目

嫌麻烦 xian2 ma2 fan2 面倒が嫌い xian嫌2
避けたい、嫌が
る

しょっぱいのが嫌いな賢い人は、
暇なとき眼をＸ線で見る。キー
ワードは [X'lay,眼] 漢字は 「咸嫌
贤闲」の2番目

凡

fan烦2 煩わしい

平凡だが煩わしい繁体字は、按摩
のフォークに書いて有る。キー
ワードは [フォーク,按摩] 漢字は
「凡烦繁」の2番目

ma麻2 ゴマ
ゴマ取りに森へおばさんは、行
く。キーワードは [森,おばさん] 漢
字は 「麻」

fan烦2 煩わしい

平凡だが煩わしい繁体字は、按摩
のフォークに書いて有る。キー
ワードは [フォーク,按摩] 漢字は
「凡烦繁」の2番目

番 fan1 fan番1 外国の

翻った外国の按摩は、、ファス
ナー外しがうまい。キーワードは
[ファスナー,按摩] 漢字は 「翻番」
の2番目

烦 fan2

fan烦2 煩わしい

平凡だが煩わしい繁体字は、按摩
のフォークに書いて有る。キー
ワードは [フォーク,按摩] 漢字は
「凡烦繁」の2番目

翻 fan1 fan翻1 翻る

翻った外国の按摩は、、ファス
ナー外しがうまい。キーワードは
[ファスナー,按摩] 漢字は 「翻番」
の1番目

qie茄2 野菜のなす
ナスは、夜のうちに見積もってお
く。キーワードは [quote,夜] 漢字
は 「茄」

fan凡2 平凡な

平凡だが煩わしい繁体字は、按摩
のフォークに書いて有る。キー
ワードは [フォーク,按摩] 漢字は
「凡烦繁」の1番目
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惹麻烦 re3 ma2 fan2 面倒を引き起こす re惹3
よくないことを
引き起こす

よくないことを引き起こして腹ペ
コだ、レコードを聴いて我慢す
る。

嫌麻烦的 xian2 ma2 fan2
de0

面倒が嫌い xian嫌2
避けたい、嫌が
る

しょっぱいのが嫌いな賢い人は、
暇なとき眼をＸ線で見る。キー
ワードは [X'lay,眼] 漢字は 「咸嫌
贤闲」の2番目

de的0 助詞
名詞の修飾語を作る。速く発音される場
合や歌詞の中ではdiとなる。

繁荣 fan2 rong2
繁栄する、繁栄させ
る

rong荣2
繁栄する、盛ん
になる

繁栄したら容易に溶ける、ジュ
ディーオングのロボットです。
キーワードは [ロボット,ジュ
ディーオング] 漢字は 「荣容溶」
の1番目

繁杂 fan2 za2 煩雑、繁雑 za杂2 雑
雑なおばさんは、象に踏み潰され
る。キーワードは [象,おばさん] 漢
字は 「杂」

繁殖 fan2 zhi2
繁殖する、繁殖させ
る

zhi殖2
殖（ふ）える、
殖やす。

繁体字 fan2 ti3 zi4 繁(ハン)体字 ti体3 体
体が一番、テーブルで寝る。キー
ワードは [テーブル,一] 漢字は
「体」

zi字4 文字
字は、自ら一つで痔を表す。キー
ワードは [痔,一] 漢字は 「字自」の
1番目

频繁 pin2 fan2
頻繁（ヒンパン）で
ある

pin频2
しばしば。周波
数

貧しくて頻繁に、ポッキーの音を
聞きたがる。キーワードは [ポッ
キー,音] 漢字は 「贫频」の2番目

fan繁2

繁体字のハン。
多い、複雑であ
る。　反義は
简 jian3

平凡だが煩わしい繁体字は、按摩
のフォークに書いて有る。キー
ワードは [フォーク,按摩] 漢字は
「凡烦繁」の3番目

反省 fan3 xing3 反省する xing省3 反省する

目が覚めて、反省すると、宝石も
トリプルxももらえる。キーワード
は [トリプルx,宝石] 漢字は 「醒
省」の2番目

反复 fan3 fu4 繰り返す fu复4
複製の複、複雑
の複

覆面した婦人に負けた父さん富士
山付近で反復腹踊り、副フィアン
セドッキリ。キーワードは [フィア
ンセ,踊り] 漢字は 「覆妇负父富附
付复腹副」の8番目

反向 fan3 xiang4 逆方向 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

反映 fan3 ying4 反映（する） ying映4
映る、反射させ
る

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3番目

反应 fan3 ying4 反応 ying应4 応じる
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2番目

fan烦2 煩わしい

平凡だが煩わしい繁体字は、按摩
のフォークに書いて有る。キー
ワードは [フォーク,按摩] 漢字は
「凡烦繁」の2番目

繁 fan2

fan繁2

繁体字のハン。
多い、複雑であ
る。　反義は
简 jian3

平凡だが煩わしい繁体字は、按摩
のフォークに書いて有る。キー
ワードは [フォーク,按摩] 漢字は
「凡烦繁」の3番目

反 fan3 fan反3 反対
反対だ、返る按摩をフェリーに乗
せることは。キーワードは [フェ
リー,按摩] 漢字は 「反返」の1番目

烦 fan2 ma麻2 ゴマ
ゴマ取りに森へおばさんは、行
く。キーワードは [森,おばさん] 漢
字は 「麻」
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反正 fan3 zheng4
いずれにせよ、どう
せ

zheng正4 正しい

正しい症状の証明は、政治的にエ
ンジェルが、爺さんと必死に切り
離した。キーワードは [爺さん,エ
ンジェル] 漢字は 「正症证政挣」
の1番目

反应堆 fan3 ying4 dui1 原子炉 ying应4 応じる
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2番目

dui堆1 堆積する
堆積している味は、ダッチワイフ
には判らない。キーワードは [ダッ
チワイフ,味] 漢字は 「堆」

反复符 fan3 fu4 fu2
（音楽）リピート記
号

fu复4
複製の複、複雑
の複

覆面した婦人に負けた父さん富士
山付近で反復腹踊り、副フィアン
セドッキリ。キーワードは [フィア
ンセ,踊り] 漢字は 「覆妇负父富附
付复腹副」の8番目

fu符2 符号、記号

浮かれた福の神は、符号服を手で
支えて踊るフォークダンスですっ
転ぶ。キーワードは [フォーク,踊
り] 漢字は 「浮福符服扶」の3番目

反过来 fan3 guo4 lai2 反対に、逆にする guo过4 過ぎる
過ぎた日の、我は、ギター好き。
キーワードは [ギター,我] 漢字は
「过」

lai来2 来る
来る時は、愛のロックしてきて。
キーワードは [ロック,愛] 漢字は
「来」

相反 xiang1 fan3
相反している、逆で
ある、あべこべであ
る

xiang相1 互いに。

相互の箱に入った故郷の、よい香
りは、羊のクリスマスプレゼン
ト。キーワードは [クリスマス,羊]
漢字は 「相箱乡香」の1番目

违反 wei2 fan3 違反

违反交通规则 wei2 fan3 jiao1
tong1 gui1 ze2

交通違反 jiao交1 交わる

教えてあげよう、焦ってピーマン
に注いだのりは、なまめかしく傲
慢に交わる薬だ、Jazzを聴いて、
さらに交わる。キーワードは
[Jazz,薬] 漢字は 「教焦椒浇胶娇骄
交」の8番目

tong通1 通る
通るには、ジュディーオングと狸の股く
ぐりが必要。キーワードは [狸,ジュ
ディーオング] 漢字は 「通」

返顾 fan3 gu4
気が変わってためら
う、

fan返3 帰る、引き返す
反対だ、返る按摩をフェリーに乗
せることは。キーワードは [フェ
リー,按摩] 漢字は 「反返」の2番目

gu顾4
かまう、注意す
る

雇われて故意に固まりに注意する
踊りは、ギターで踊る。キーワー
ドは [ギター,踊り] 漢字は 「雇故固
顾」の4番目

往返 wang3 fan3
行って返ってくる、
往復、

往返票 wang3 fan3
piao4

往復チケット piao票4 票、券
きれいな票に、ピアスを付けて薬
にする。キーワードは [ピアス,薬]
漢字は 「漂票」の2番目

义无返顾 yi4 wu2 fan3
gu4

道義上後には引けな
い

yi义4 正義、道理

議会でやさしく翻訳したら正義と
異なり、一人で生き埋めにされ
た。キーワードは [生埋め,一] 漢字
は 「艺谊益意议易译义异」の8番
目

wu无2 無い
無いよ踊りで斧を出す事。キー
ワードは [斧,踊り] 漢字は 「无」

fan返3
帰る、引き返
す

反対だ、返る按摩をフェリーに乗
せることは。キーワードは [フェ
リー,按摩] 漢字は 「反返」の2番目

gu顾4
かまう、注意す
る

雇われて故意に固まりに注意する踊り
は、ギターで踊る。キーワードは [ギ
ター,踊り] 漢字は 「雇故固顾」の4番目

fan反3 反対
反対だ、返る按摩をフェリーに乗
せることは。キーワードは [フェ
リー,按摩] 漢字は 「反返」の1番目

返 fan3 wang往3 行く方向
網の行く方向は王様のエメラルド
狙い。キーワードは [エメラルド,
王様] 漢字は 「网往」の2番目

fan返3 帰る、引き返す
反対だ、返る按摩をフェリーに乗
せることは。キーワードは [フェ
リー,按摩] 漢字は 「反返」の2番目

反 fan3

fan反3 反対
反対だ、返る按摩をフェリーに乗
せることは。キーワードは [フェ
リー,按摩] 漢字は 「反返」の1番目

wei违2 背く、違反する

マフラーを巻いた違反者を維持す
るには、唯一斧の切れ味次第。
キーワードは [斧,味] 漢字は 「围违
维为唯惟」の2番目
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范围 fan4 wei2 範囲 fan范4 範囲、模範

模範的な犯罪者のご飯は、按摩中
フィアンセに食べさしてもらう。
キーワードは [フィアンセ,按摩] 漢
字は 「范犯饭」の1番目

wei围2 囲む

マフラーを巻いた違反者を維持す
るには、唯一斧の切れ味次第キー
ワードは [斧,味] 漢字は 「围违维为
唯惟」の1番目

模范 mo2 fan4 模範、手本 mo模2 模範、模倣する
魔力で膜をこすると模型の森から
尾が出てくる。キーワードは [森,
尾] 漢字は 「魔膜摩模」の4番目

fan范4 範囲、模範

模範的な犯罪者のご飯は、按摩中
フィアンセに食べさしてもらう。
キーワードは [フィアンセ,按摩] 漢
字は 「范犯饭」の1番目

犯罪 fan4 zui4 犯罪（をおかす） fan犯4 犯罪のハン

模範的な犯罪者のご飯は、按摩中
フィアンセに食べさしてもらう。
キーワードは [フィアンセ,按摩] 漢
字は 「范犯饭」の2番目

zui罪4 罪
最大の罪は、酔って味付けしたら
痔になったこと。キーワードは
[痔,味] 漢字は 「最罪醉」の2番目

侵犯 qin1 fan4 侵害、侵害する qin侵1 侵入する、侵す

侵入されても、親愛なる音は、ク
オーツ時計なら出る。キーワード
は [Ｑuarts,音] 漢字は 「侵亲」の1
番目

fan犯4 犯罪のハン

模範的な犯罪者のご飯は、按摩中
フィアンセに食べさしてもらう。
キーワードは [フィアンセ,按摩] 漢
字は 「范犯饭」の2番目

饭馆 fan4 guan3 ﾚｽﾄﾗﾝ、料理店 guan馆3 やかた、

館の管は、湾まで、ゲゲゲのキタ
ロウが使っている。キーワードは
[ｹﾞｹﾞｹﾞ鬼,湾] 漢字は 「馆管」の1
番目

饭来张口 fan4 lai2 zhang1
kou3

飯が来れば口を開け
る

lai来2 来る
来るときは、愛のロックしてき
て。キーワードは [ロック,愛] 漢字
は 「来」

zhang张1
開く、伸ばす,
一枚二枚の枚

バッジを引っ張ったらスバルから
じゃが芋がころがり出た。キー
ワードは [じゃが芋,スバル] 漢字は
「章张」の2番目

kou口3 口
口べたで、欧米の警察になめられた。
キーワードは [警察,欧米] 漢字は 「口」

喂饭 wei4 fan4
人の口まで持って
いって飯を食べさせ
る

wei喂4

ひとの口まで
持っていって食
べさせる、餌を
やる

ひとの口まで持っていって食べさ
せると、いわゆる味が生き埋めに
なっている。キーワードは [生埋
め,味] 漢字は 「卫胃位未慰畏为喂
谓味」の8番目

fan饭4 ご飯

模範的な犯罪者のご飯は、按摩中
フィアンセに食べさしてもらう。
キーワードは [フィアンセ,按摩] 漢
字は 「范犯饭」の3番目

泡饭 pao4 fan4
ご飯から作ったお粥
(南方）

pao泡4 泡

爆竹で泡だらけのピアスを、オリ
ンピックでばら撒く。キーワード
は [ピアス,オリンピック] 漢字は
「炮泡」の2番目

米饭 mi3 fan4 米の飯 mi米3 コメ、メートル
米一粒は、メガネが必要。キー
ワードは [メガネ,一] 漢字は 「米」

盒饭 he2 fan4 弁当 he盒2 箱

はすの河で、和やかに合ってる箱
を付き合わせると、腹ペコ蛍が
入っている。キーワードは [蛍,腹
ペコ] 漢字は 「荷河和合盒核」の5
番目

稀饭 xi1 fan4
生米から作ったお粥
（北方）

xi稀1
まれに、水分が
多い

分析では、いけにえは、全部西か
ら息を吸うのが希望だが、惜しい
よｸﾘｽﾏｽの時、夕方、稀に、膝から
一回だけ吸える。キーワードは [ク
リスマス,一] 漢字は 「析牺悉西息
吸希惜夕稀膝」の10番目

模範的な犯罪者のご飯は、按摩中
フィアンセに食べさしてもらう。
キーワードは [フィアンセ,按摩] 漢
字は 「范犯饭」の3番目

饭 fan4

范 fan4

犯 fan4

fan饭4 ご飯

模範的な犯罪者のご飯は、按摩中
フィアンセに食べさしてもらう。
キーワードは [フィアンセ,按摩] 漢
字は 「范犯饭」の3番目

fan饭4 ご飯
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斋饭 zhai1 fan4 精進料理 zhai斋1 精進料理
精進料理は、愛のこもったじゃが
芋だ。キーワードは [じゃが芋,愛]
漢字は 「斋」

炒饭 chao3 fan4 チャーハン chao炒3 炒める

炒め物で言い争うとオリンピック
では、Cherryが出てくる。キー
ワードは [cherry,オリンピック] 漢
字は 「炒吵」の1番目

吃饭 chi1 fan4 ご飯を食べる chi吃1 食べる

たべるぞ、気が狂っても一人で
チャリンコに乗って。キーワード
は [チャリンコ,一] 漢字は 「吃痴」
の1番目

早饭 zao3 fan4 朝食 zao早3 早い
早くに入浴してオリンピック製の
銭を洗う。キーワードは [銭,オリ
ンピック] 漢字は 「早澡」の1番目

要饭的 yao4 fan4 de0 乞食 yao要4
欲しい、何々し
たい、必要、も
し何々ならば

光り輝く薬の鍵が欲しいと、生き
埋めにされる。キーワードは [生埋
め,薬] 漢字は 「耀药钥要」の4番目

de的0 助詞
名詞の修飾語を作る。速く発音さ
れる場合や歌詞の中ではdiとな
る。

什锦炒饭 shi2 jin3 chao3
fan4

五目チャ－ハン shi什2
多種多様であ
る。

jin锦3 きらびやかな chao炒3 炒める

炒め物で言い争うとオリンピック
では、Cherryが出てくる。キー
ワードは [cherry,オリンピック] 漢
字は 「炒吵」の1番目

fan饭4 ご飯

模範的な犯罪者のご飯は、按摩中フィア
ンセに食べさしてもらう。キーワードは
[フィアンセ,按摩] 漢字は 「范犯饭」の3
番目

fan饭4 ご飯

模範的な犯罪者のご飯は、按摩中
フィアンセに食べさしてもらう。
キーワードは [フィアンセ,按摩] 漢
字は 「范犯饭」の3番目

饭 fan4
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