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餐车 can1 che1 食堂車 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」

餐纸 can1 zhi3 ペーパーナプキン zhi纸3 紙

住所の紙を、ただ指で止めると、
一回ジェンカが踊れる。キーワー
ドは [ジェンカ,一] 漢字は 「址纸只
指止」の2番目

餐巾纸 can1 jin1 zhi3 ペーパーナプキン jin巾1 布、きれ

今なら耐えられる500グラムの唾と
汗で潤った筋金入りの布から出る
Jazzの音。キーワードは [Jazz,音]
漢字は 「今禁斤津筋金巾」の7番
目

zhi纸3 紙

住所の紙を、ただ指で止めると、
一回ジェンカが踊れる。キーワー
ドは [ジェンカ,一] 漢字は 「址纸只
指止」の2番目

套餐 tao4 can1 セットの食事 tao套4 一式
セットは、オリンピックのティー
セット。キーワードは [ティー,オ
リンピック] 漢字は 「套」

快餐 kuai4 can1 ファーストフード kuai快4 早い

会計は、箸で速やかに固まりを外
のキリンにあげている。キーワー
ドは [キリン,外] 漢字は 「会筷快
块」の3番目

素餐 su4 can1 精進料理 su素4 素

宿のビニールの素を、高速で訴え
る踊り上手な詩人。キーワードは
[詩人,踊り] 漢字は 「宿塑素速诉」
の3番目

自助餐 zi4 zhu4 can1
バイキング料理、
ビュッフェ

zi自4 自分の自
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
2番目

zhu助4 助ける

著者は、助けを注いで、住んだ柱
を築いて祝い踊る爺さん。キー
ワードは [爺さん,踊り] 漢字は 「著
助注住柱筑祝」の2番目

can餐1 食事
食事に参加するのは、按摩屋も
キャンである。キーワードは [can,
按摩] 漢字は 「餐参」の1番目

参观 can1 guan1 見学（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

参谋 can1 mou2 参謀、知恵を貸す mou谋2
職を求める、計
略、参謀

参謀は欧米の森でも計略を練る。
キーワードは [森,欧米] 漢字は
「谋」

参考 can1 kao3 参考にする kao考3
試験、テスト、
考える

考えて焼くとオリンピックで警察
ざたになる。キーワードは [警察,
オリンピック] 漢字は 「考烤」の1
番目

参与 can1 yu4
=参预  参与する、関
わる

yu与4
あずかる、参与
する

参预 can1 yu4
=参与 参与する、関
わる

yu预4
あらかじめ、事
前に

予め玉の欲望を育てるとマンショ
ン地域の浴室で偶然逢った名誉有
る魚を生き埋めにする。キーワー
ドは [生埋め,魚] 漢字は 「预玉欲育
寓域浴遇誉」の1番目

can餐1 食事
食事に参加するのは、按摩屋も
キャンである。キーワードは [can,
按摩] 漢字は 「餐参」の1番目

can餐1 食事
食事に参加するのは、按摩屋も
キャンである。キーワードは [can,
按摩] 漢字は 「餐参」の1番目

餐 can1

can参1 参加
食事に参加するのは、按摩屋も
キャンである。キーワードは [can,
按摩] 漢字は 「餐参」の2番目

参 can1
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参加 can1 jia1 参加

参加不了 can1 jia1 bu4
liao3

参加できない bu不4
あらず、否定
の、ブ

恐ろしい、布部を歩むな、ビール
を飲んで踊っていろ。キーワード
は [ビール,踊り] 漢字は 「怖布部步
不」の5番目

liao了3 了解、できる
了解、レモンは、薬になる。キーワード
は [レモン,薬] 漢字は 「了」

去神社参拜 qu4 shen2 she4
can1 bai4

神社にお参りに行く 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

shen神2
神、精神、顔つ
き

何？神の恩は、初夜のときに受け
たの？キーワードは [初夜,恩] 漢字
は 「什神」の2番目

she社4 社

社で射的の宿舎設立を撮影中、腹
が減ってシューマイを食べた。
キーワードは [シューマイ,腹ペコ]
漢字は 「社射舍设摄」の1番目

can参1 参加
食事に参加するのは、按摩屋もキャンで
ある。キーワードは [can,按摩] 漢字は
「餐参」の2番目

残留农药 can2 liu2 nong2
yao4

残留農薬 can残2
不完全である、
欠けている

恥ずかしいが、残ったコーラを按
摩屋で飲む。キーワードは [コー
ラ,按摩] 漢字は 「残惭」

liu留2 停留する

リュウさんは、流れを留め、ざく
ろの油をロックに入れる。キー
ワードは [ロック,油] 漢字は 「刘流
留榴」の3番目

nong农2 農業

濃い濃い農業で、ジュディーオン
グが、のりだらけになる。キー
ワードは [のり,ジュディーオング]
漢字は 「浓农」の2番目

yao药4 薬
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2番目

农药残留 nong2 yao4
can2 liu2

農薬残留 nong农2 農業

濃い濃い農業で、ジュディーオン
グが、のりだらけになる。キー
ワードは [のり,ジュディーオング]
漢字は 「浓农」の2番目

yao药4 薬
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2番目

can残2
不完全であ
る、欠けてい
る

恥ずかしいが、残ったコーラを按
摩屋で飲む。キーワードは [コー
ラ,按摩] 漢字は 「残惭」

liu留2 停留する
リュウさんは、流れを留め、ざくろの油
をロックに入れる。キーワードは [ロッ
ク,油] 漢字は 「刘流留榴」の3番目

惭 can2 惭愧 can2 kui4 恥ずかしい can惭2 恥じる
恥ずかしいが、残ったコーラを按
摩屋で飲む。キーワードは [コー
ラ,按摩] 漢字は 「残惭」

kui愧4
恥じる、恥ずか
しく思う

恥ずかしいが、キリンの味はまだ
知らない。キーワードは [キリン,
味] 漢字は 「愧」

惨败 can3 bai4 惨敗する bai败4 敗北する

敗れても、拝み倒してビールを愛
ちゃんからもらった。キーワード
は [ビール,愛] 漢字は 「败拜」の1
番目

惨了 can3 le0 みじめだ le了0 助詞
動態助詞と語気助詞の二つが有
る。

悲惨 bei1 can3 悲惨である bei悲1 悲しい

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1番目

骗惨 pian4 can3 さんざん騙す pian骗4
だます、あざむ
く

切れ端で、だましても眼は、ピア
スを見つけた。キーワードは [ピア
ス,眼] 漢字は 「片骗」の2番目

灿 can4 灿烂 can4 lan4
光り輝く、きらびや
かに輝く

can灿4
鮮やかに輝くさ
ま

鮮やかに輝いている按摩の名人は
サイボーグだった。キーワードは
[サイボーグ,按摩] 漢字は 「灿」

lan烂4
ボロボロ、腐っ
ている

ボロボロの按摩屋は、Lilyがやって
いる。キーワードは [Lily,按摩] 漢
字は 「烂」

残 can2

惨 can3

can惨3 悲惨である
惨敗すると按摩屋でセメント漬け
にされる。キーワードは [セメン
ト,按摩] 漢字は 「惨」

can惨3 悲惨である
惨敗すると按摩屋でセメント漬け
にされる。キーワードは [セメン
ト,按摩] 漢字は 「惨」

参 can1

can参1 参加
食事に参加するのは、按摩屋も
キャンである。キーワードは [can,
按摩] 漢字は 「餐参」の2番目

jia加1 加わる

りっぱな家に挟まれ、首かせを加
えて牙になるＪａｚｚは変だ。
キーワードは [Jazz,牙] 漢字は
「佳家夹枷加」の5番目
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