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憨 han1 憨厚 han1 hou4
飾り気がなく誠実で
ある

han憨1
聡明でない、素直
である、実直であ
る

実直な按摩は、ハンカチで顔を隠
す。キーワードは [ハンカチ,按摩]
漢字は 「憨」

hou厚4 厚い
後ろの分厚い気候は、欧米からの火
のせい。キーワードは [火,欧米] 漢
字は 「后厚候」の2番目

含 han2 含む

含义 han2 yi4
字句の中に含まれて
いる意味

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

包含 bao1 han2 包含する、含む bao包1 包む
包んだバットで、オリンピックへ出
場する。キーワードは [バット,オリ
ンピック] 漢字は 「包」

han含2 含む
含む寒い按摩屋での蛍狩費用。キー
ワードは [蛍,按摩] 漢字は 「含寒」
の1番目

寒暄 han2 xuan1 挨拶 xuan暄1
柔らかくふかふ
かしている

宣言でふかふかになるのは、クリス
マスの時、原っぱがよい。キーワー
ドは [Xmas,原っぱ] 漢字は 「宣
暄」の2番目

寒冷 han2 leng3 寒い 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」

饥寒 ji1 han2 飢えと寒さ ji饥1 飢える

飢えたニワトリの基地は、激しく撃
たれた機械を積み重ね,ほとんど一
階のJazz喫茶に有る。キーワード
は [Jazz,一] 漢字は 「饥鸡基激击机
积几」の1番目

han寒2 寒い
含む寒い按摩屋での蛍狩費用。キー
ワードは [蛍,按摩] 漢字は 「含寒」
の2番目

寒 han2

han寒2 寒い
含む寒い按摩屋での蛍狩費用。キー
ワードは [蛍,按摩] 漢字は 「含寒」
の2番目

han含2 含む
含む寒い按摩屋での蛍狩費用。キー
ワードは [蛍,按摩] 漢字は 「含寒」
の1番目

含 han2
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憾 han4 遗憾 yi2 han4 残念である yi遗2 失う、残す

おばさんの疑わしい遺言では、計器
を移動するとき適当に一本斧を持
つ。キーワードは [斧,一] 漢字は
「姨疑遗仪移宜」の3番目

han憾4 遺憾である
遺憾遺憾、漢字の汗が、按摩屋の火
あぶりで出てしまう。キーワードは
[火,按摩] 漢字は 「憾汉汗」の1番目

汉字 han4 zi4 漢字 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

汉堡包 han4 bao3 bao1 ハンバーガー bao堡3
砦（とりで）、
トーチカ

bao包1 包む
包んだバットで、オリンピックへ出
場する。キーワードは [バット,オリ
ンピック] 漢字は 「包」

罗汉 luo2 han4 仏のこと luo罗2 仏様

ホトケサマは、大根で、ぐるぐる巻
きにして、私がロックで冷やしてい
る。キーワードは [ロック,我] 漢字
は 「罗萝螺」の1番目

好汉 hao3 han4 男らしい男 hao好3 良い
よいオリンピックは、屁が出ない。
キーワードは [屁,オリンピック] 漢
字は 「好」

汗衫 han4 shan1 シャツ shan衫1 ひとえもの

珊瑚という字を削除したシャツ着
て、山の按摩に行ったら、写真に撮
られた。キーワードは [写真,按摩]
漢字は 「珊删衫山」の3番目

汗毛 han4 mao2
うぶ毛、寒毛 とも言
う

mao毛2 毛

流行しているマオタイ酒で矛盾だら
けの毛は、オリンピックの森から吹
き出てくる。キーワードは [森,オリ
ンピック] 漢字は 「髦茅矛毛」の4
番目

han汉4 漢民族、男
遺憾遺憾、漢字の汗が、按摩屋の火
あぶりで出てしまう。キーワードは
[火,按摩] 漢字は 「憾汉汗」の2番目

汗 han4 han汗4 汗
遺憾遺憾、漢字の汗が、按摩屋の火
あぶりで出てしまう。キーワードは
[火,按摩] 漢字は 「憾汉汗」の3番目

汉 han4

han汉4 漢民族、男
遺憾遺憾、漢字の汗が、按摩屋の火
あぶりで出てしまう。キーワードは
[火,按摩] 漢字は 「憾汉汗」の2番目
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