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粘牙 zhan1 ya2 歯にくっつく ya牙2 歯
牙が芽を出したら、一生涯、牙を
斧で切り取る。キーワードは [斧,
牙] 漢字は 「牙芽涯」の1番目

粘到 zhan1 dao4 くっつく dao到4 到着する

道をひっくり返して到着すればオ
リンピックでディオールが手に入
る。キーワードは [ディオール,オ
リンピック] 漢字は 「道倒到」の3
番目

互相粘连 hu4 xiang1
zhan1 lian2

互いにくっつく hu互4 互いに

お互い、パスポートの戸籍で、
踊った火遊びが発覚。キーワード
は [火,踊り] 漢字は 「互护户」の1
番目

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

zhan粘1
くっつく、糊
付けする

くっついたじゃが芋は、按摩屋で
とってもらう。キーワードは [じゃ
が芋,按摩] 漢字は 「粘」

lian连2
連なる、なにな
にさえも

かわいそうな連絡は、すだれのように連
なる眼がロックして伝える。キーワード
は [ロック,眼] 漢字は 「怜联帘连」の4番
目

展览 zhan3 lan3 展覧 lan览3 見る

不精ものは、ロープを見ると按摩
屋でレモンを縛ってしまう。キー
ワードは [レモン,按摩] 漢字は 「懒
缆览」の3番目

展览馆 zhan3 lan3
guan3

展覧館 lan览3 見る

不精ものは、ロープを見ると按摩
屋でレモンを縛ってしまう。キー
ワードは [レモン,按摩] 漢字は 「懒
缆览」の3番目

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

展览会 zhan3 lan3 hui4 展覧会 lan览3 見る

不精ものは、ロープを見ると按摩
屋でレモンを縛ってしまう。キー
ワードは [レモン,按摩] 漢字は 「懒
缆览」の3番目

hui会4
チャンス,出来
る

為替の会議の恵みで火鍋を味わ
う。キーワードは [火,味] 漢字は
「汇会惠」の2番目

发展

fa1 zhan3

発展

fa发1 発する
発するおばさんファスナーはずし
て飛び回る。キーワードは [ファス
ナー,おばさん] 漢字は 「发」

拓展 tuo4 zhan3
広く開拓する、切り
開く

tuo拓4 開拓する

開拓は、唾つけた私がティーを植
えて始まる。キーワードは
[ティー,我] 漢字は 「拓唾」の1番
目

进展 jin4 zhan3 進展する。はかどる jin进4
進む、商品を仕
入れる

力強く近くに進むことを全て禁ず
るため、音がＪｉｍ内に鳴り渡
る。キーワードは [Jim,音] 漢字は
「劲近进尽禁」の3番目

战争 zhan4 zheng1 戦争 zheng争1 争う、競争する

特徴は、争って蒸したエンジェル
はじゃが芋みたい。キーワードは
[じゃが芋,エンジェル] 漢字は 「征
争蒸」の2番目

战略 zhan4 lve4 戦略 lve略4 略する
略します月でのLily。キーワードは
[Lily,月] 漢字は 「略」

战胜 zhan4 sheng4
勝利を収める、打ち
勝つ

sheng胜4
勝つ,景色がすば
らしい

盛大に勝ったあまりを、聖なるエ
ンジェルは、シューマイにする。
キーワードは [シューマイ,エン
ジェル] 漢字は 「盛胜剩圣」の2番
目

挑战 tiao3 zhan4 挑戦 tiao挑3
挑発する、細長
い物の一端でか
きたてる

挑発され薬をテーブルに置いてし
まった。キーワードは [テーブル,
薬] 漢字は 「挑」

zhan战4 戦争、戦う

戦争で占領された駅は、按摩へ行
く爺さんで一杯。キーワードは [爺
さん,按摩] 漢字は 「战占站」の1番
目

zhan展3 展覧する
展覧会では、按摩師のジェンカが
展覧されている。キーワードは
[ジェンカ,按摩] 漢字は 「展」

展覧会では、按摩師のジェンカが
展覧されている。キーワードは
[ジェンカ,按摩] 漢字は 「展」

展覧するzhan展3

展 zhan3

zhan战4 戦争、戦う

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1番目

战 zhan4

zhan粘1
くっつく、糊付

けする

くっついたじゃが芋は、按摩屋で
とってもらう。キーワードは [じゃ
が芋,按摩] 漢字は 「粘」

粘 zhan1
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占领 zhan4 ling3 占領する zhan占4 占領する

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2番目

ling领3
うなじ、首、領
有する

首の宝石は、レモンの匂いがす
る。キーワードは [レモン,宝石] 漢
字は 「领」

侵占 qin1 zhan４
横領する、侵略す
る、占拠する

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

zhan占4 占領する

戦争で占領された駅は、按摩へ行
く爺さんで一杯。キーワードは [爺
さん,按摩] 漢字は 「战占站」の2番
目

站着看 zhan4 zhe0
kan4

立って見る zhe着0 助詞 動作の結果・状態の持続を表す。 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」

站在门外 zhan4 zai4
men2 wai4

外に立つ zai在4 在る
在るよ再度載っかった愛で痔に
なってしまう事。キーワードは
[痔,愛] 漢字は 「在再载」の1番目

men门2 門
門は、森の恩返しで出来ている。
キーワードは [森,恩] 漢字は 「门」

wai外4 外
外に出たら生き埋めにされる。キーワー
ドは [生埋め,外] 漢字は 「外」

网站 wang3 zhan4 ウエブサイト wang网3 網
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1番目

车站 che1 zhan4 駅、停留所 che车1 車
車だ、腹ペコなのでチャリンコは
嫌だ。キーワードは [チャリンコ,
腹ペコ] 漢字は 「车」

航站楼 hang2 zhan4
lou2

（空港の）ターミナ
ル

hang航2 航行する
杭州の航行は、銀行のスバルで蛍
狩りに行く。キーワードは [蛍,ス
バル] 漢字は 「杭航行」の2番目

lou楼2 フロア、階
フロアで欧米人は、ロックコン
サートをする。キーワードは [ロッ
ク,欧米] 漢字は 「楼」

占 zhan4

站 zhan4

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

zhan站4 駅、立つ

戦争で占領された駅は、按摩へ行
く爺さんで一杯。キーワードは [爺
さん,按摩] 漢字は 「战占站」の3番
目
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