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対
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漢
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ピ
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ン
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声
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単語 ピンイン 日本語
一番目 二番目 三番目

刊物 kan1 wu4 出版物、刊行物 kan刊1 書物を出版する
刊行物は、河童が、按摩屋で読ん
でいる。キーワードは [河童,按摩]
漢字は 「刊」

wu物4 物

悟くんが務めで物を間違えて踊っ
ても生き埋めにしてはいけない。
キーワードは [生埋め,踊り] 漢字は
「悟务物误勿」の3番目

报刊 bao4 kan1
新聞と雑誌・定期刊
行物の総称

bao报4 新聞、回答する

暴力なら、爆弾抱いて新聞に載れ
ばビールがオリンピックで宣伝に
なる。キーワードは [ビール,オリ
ンピック] 漢字は 「暴爆抱报」の4
番目

kan刊1 書物を出版する
刊行物は河童が按摩屋で読んでい
るキーワードは [河童,按摩] 漢字は
「刊」

看来 kan4 lai2
見たところ～のよう
だ

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」

看懂 kan4 dong3 見て分かる dong懂3
分かる、理解す
る

分かっているよジュディーオング
は、デブになった。キーワードは
[デブ,ジュディーオング] 漢字は
「懂」

看病 kan4 bing4 診察を受ける bing病4 病気

決して病気はビールで宝石を飲め
ば直る訳ではない。キーワードは
[ビール,桜] 漢字は 「并病」の2番
目

看见 kan4 jian4 or
jian0

目に入る、見える jian见4 見る

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
5番目

看望 kan4 wang4 訪問する、見舞う 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

看中 kan4 zhong4 気に入る zhong中4
中毒のチュウ,当
たる、合格する

多くの重い中毒を植えつけられ、
ジュディーオングは、爺さんに
なった。キーワードは [爺さん,
ジュディーオング] 漢字は 「众重
中种」の3番目

看上 kan4 shang4
見て気に入る、好き
になる

看上去 kan4 shang4
qu4

見たところ qu去4 去る
去っていく趣は、魚のキュートな
顔。キーワードは [キュート,魚] 漢
字は 「去趣」の1番目

看起来 kan4 qi3 lai2
見たところ～のよう
だ

qi起3 起きる

乞食が企てた、起きたらバツ一の
Ｑｕｅｅｎと一緒の事件。キー
ワードは [queen,一] 漢字は 「乞企
起启」の3番目

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」

看不出 kan4 bu0 chu1
・・・だとは思えな
い、見分けが付かな
い

bu不0

１、挿入動詞、
形容詞重豊島中
間　２、挿入両
個字中間

挿入両個字中間＝碍不着、要不
然、用不了　　挿入動詞、形容詞
重豊島中間＝拿不起来、想不起来

chu出1 出る、出発
初めて出る踊りは、チャリンコで
登場する。キーワードは [チャリン
コ,踊り] 漢字は 「初出」の2番目

kan看4
見る、見舞う、

診察する
見たら按摩屋はキリン。キーワー
ドは [キリン,按摩] 漢字は 「看」

shang上4 上

上方の和尚は、スバルに乗って
シューマイを食べに行く。キー
ワードは [シューマイ,スバル] 漢字
は 「上尚」の1番目

看 kan4

刊 kan1
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一番目 二番目 三番目

眼看 yan3 kan4 すぐに、見るまに yan眼3 眼
眼は演技のエメラルドグリーン。
キーワードは [エメラルド,眼] 漢字
は 「眼演」の1番目

观看 guan1 kan4 観覧する guan观1 眺め

ながめているのを閉めるのは、カ
ンリンと湾のガードマン。キー
ワードは [ガードマン,湾] 漢字は
「观关官」の1番目

净看电视 jing4 kan4 dian4
shi4

テレビばっかり見て
いる

jing净4
きれいな,なにな
にだけ、ばっか
り

静かで、きれいな境の争いは、な
んと事も有ろうに、鏡を敬う英国
のJimで行う。キーワードは [Jim,
英国] 漢字は 「静净境竞竟镜敬」
の2番目

dian电4 電気の電

殿は、店の電気で眼は、ディオー
ル製の下敷きを探す。キーワード
は [ディオール,眼] 漢字は 「殿店电
垫」の3番目

shi视4 視る、見なす

柿を飾って試してみたら視察団が、勢い
で示した解釈は、シューマイは、一個だ
け。キーワードは [シューマイ,一] 漢字は
「是世事市室士适誓式柿饰试视势示释」
の13番目

比比看 bi3 bi3 kan4 比べてみて bi比3 比較する

あちらの筆比べは、ベッドの上
に、一本線を書く。キーワードは
[ベッド,一] 漢字は 「彼笔比」の3
番目

bi比3 比較する

あちらの筆比べは、ベッドの上
に、一本線を書く。キーワードは
[ベッド,一] 漢字は 「彼笔比」の3
番目

站着看 zhan4 zhe0
kan4

立って見る zhan站4 駅、立つ

戦争で占領された駅は、按摩へ行
く爺さんで、いっぱい。キーワー
ドは [爺さん,按摩] 漢字は 「战占
站」の3番目

躺着看书 tang3 zhe0 kan4
shu1

横になって本を読む tang躺3 横になる、寝る
横になったがスバルのテーブルか
ら落ちた。キーワードは [テーブ
ル,ｽﾊﾞﾙ] 漢字は 「躺」

shu书1 書物

おじさんが、特殊な野菜の書物を輸送す
る時、くし入れして、気持ち良く踊って
いる写真を付ける。キーワードは [写真,
踊り] 漢字は 「叔殊蔬书输梳舒」の4番目

kan看4
見る、見舞
う、診察する

見たら按摩屋はキリン。キーワー
ドは [キリン,按摩] 漢字は 「看」

zhe着0 助詞 動作の結果・状態の持続を表す。

看 kan4

kan看4
見る、見舞う、
診察する

見たら按摩屋はキリン。キーワー
ドは [キリン,按摩] 漢字は 「看」

2/2


