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烦恼 fan2 nao3 悩み 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

苦恼 ku3 nao3 苦悩（する） ku苦3 苦い、苦しい
苦しい踊りは、警察が教える。
キーワードは [警察,踊り] 漢字は
「苦」

脑子 nao3 zi0 脳 zi子0 接尾語
名詞・動詞・形容詞的要素の後に
付けて名詞を作る。

脑袋 nao3 dai4 頭 dai袋4 袋

かりた袋をかぶって代わりの帯を
待っているうちに愛のディオール
が到着する。キーワードは [ディ
オール,愛] 漢字は 「贷袋戴代带
待」の2番目

脑筋 nao3 jin1 頭脳、思想 jin筋1 筋

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5番
目

大脑

da4 nao3 大脳 da大4 大きい
大きなおばさんディオールぷんぷ
ん。キーワードは [ディオール,お
ばさん] 漢字は 「大」

电脑 dian4 nao3 コンピューター

电脑用语 dian4 nao3
yong4 yu3

コンピューター用語 yong用4 用いる
用事は無い,泳いだまま,生き埋めに
しろ。キーワードは [生埋め,泳ぎ]
漢字は 「用」

yu语3 言葉、言語
羽を与えた雨語は魚をエメラルドに変え
る不思議な言葉。キーワードは [エメラ
ルド,魚] 漢字は 「羽与雨语」の4番目

动脑筋 dong4 nao3 jin1
頭を働かせる、頭を
使う

dong动4 動く

動きが凍るとジュディーオングの
ディオールが漂う。キーワードは
[ディオール,ジュディーオング] 漢
字は 「动冻」の1番目

jin筋1 筋

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5番
目

电脑联网售票
dian4 nao3 lian2
wang3 shou4
piao4

オンラインシステム 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

lian联2
連ねる、結び
つく

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2番目

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

平板电脑 ping2 ban3
dian4 nao3

タブレット 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

ban板3 板
版画の板は按摩のベットになる。
キーワードは [ベッド,按摩] 漢字は
「版板」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

晕头晕脑 yun1 tou2 yun1
nao3

頭がぼうっとする、
ふらふらする

yun晕1 めまいがする
めまいしたよ、赤とんぼの運動を
見て。キーワードは [赤とんぼ,運
動] 漢字は 「晕」

tou头2 頭
頭を投げたら欧米のトマトのよう
にぐちゃぐちゃ。キーワードは [ト
マト,欧米] 漢字は 「头投」の1番目

yun晕1 めまいがする
めまいしたよ、赤とんぼの運動を
見て。キーワードは [赤とんぼ,運
動] 漢字は 「晕」

nao脑3 脳
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2番目

nao脑3 脳
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2番目

nao脑3 脳
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

脑 nao3

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

nao3恼
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闹钟 nao4 zhong1 目覚まし時計

闹钟响了 nao4 zhong1
xiang3 le0

目覚まし時計が鳴る xiang响3
響き、音を出
す

享受したいよ、響く羊とのトリプ
ルx。キーワードは [トリプルx,羊]
漢字は 「享想响」の3番目

le了0 助詞 動態助詞と語気助詞の二つが有る。

闹笑话 nao4 xiao4 hua4 恥をかく xiao笑4 笑う
笑いの効果は、校舎で薬をヘソし
たにつけて判る。キーワードは [ヘ
ソ下,薬] 漢字は 「笑效校」の1番目

hua话4 話す、言う

計画された、化け物の話を画いた
ら、蛙の火あぶりだった。キー
ワードは [火,蛙] 漢字は 「划化话
画」の3番目

闹市区 nao4 shi4 qu1 繁華街 shi市4 市場の市

これは、世の事市の事、室では武
士がサイズが丁度いい、誓いの
シューマイを一式食べている。
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4番目

qu区1 区域の区
区域内に向かう魚は、クオーツ時
計をしてる。キーワードは [Ｑ
uarts,魚] 漢字は 「区趋」の1番目

热闹 re4 nao4 にぎやか re热4 熱い
熱くて腹ペコなのにリボンを腹に
巻きつける。キーワードは [リボ
ン,腹ペコ] 漢字は 「热」

nao闹4 にぎやか
にぎやかなオリンピックは、にき
びの花盛り。キーワードは [にき
び,オリンピック] 漢字は 「闹」

nao闹4 にぎやか
にぎやかなオリンピックは、にき
びの花盛り。キーワードは [にき
び,オリンピック] 漢字は 「闹」

zhong钟1 時間

中国時間の終りは、ジュディーオ
ングが、じゃが芋を食べ終わると
き。キーワードは [じゃが芋,ジュ
ディーオング] 漢字は 「中钟终」
の2番目

闹 nao4
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