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　　All in 表

269 15 1 zha おばさん じゃが芋 扎
ジョッキの生ビールを数えるおばさ
んに、ジャガイモを投げつける。

女王蜂 闸炸
上海蟹を油で揚げるおばさんは、女
王蜂と戦う。

ジェンカ #N/A 爺さん 榨 搾り取られたじいさんとおばさん。 zha

270 15 2 zhai 愛 じゃが芋 斋
精進料理は、愛のこもったじゃが
芋だ。

女王蜂 宅
宅地は、愛する女王蜂が、住んでい
る。

ジェンカ 窄 狭い愛は、ジェンカの輪で広げる。 爺さん 债 債務で愛を爺さんは、無くした。 zhai

271 15 3 zhan 按摩 じゃが芋 粘
くっついたじゃが芋は、按摩屋で
とってもらう。

女王蜂 無し ジェンカ 展
展覧会では、按摩師のジェンカが展
覧されている。

爺さん 战占站 戦争で占領された駅は、按摩へ行く爺さんで一杯。 zhan

272 15 4 zhao オリンピック じゃが芋 招
手招きしているオリンピックのじゃ
が芋畑。

女王蜂 着
着いたオリンピック会場で女王蜂が
待っている。

ジェンカ 找
探すのは、オリンピックのジェンカの
中。

爺さん 照兆罩 照らしてください一兆円のオリンピックのじいさんマスク。 zhao

273 15 5 zhang スバル じゃが芋 章张
バッジを引っ張ったらスバルから
じゃが芋がころがり出た。

女王蜂 無し ジェンカ 掌涨长
掌握度が高い長は、スバルでジェン
カも踊れる。

爺さん 障丈账帐杖
障害の有るタケオの帳簿は、杖をついてスバルに乗った爺さん
が持ってくる。

zhang

274 15 7 zhou 欧米 じゃが芋 州周粥
州の周辺の粥は、欧米ではじゃが
芋から作る。

女王蜂 #N/A ジェンカ #N/A 爺さん 皱 しわしわな欧米の爺さん。 zhou

275 15 8 zhong ジュティong じゃが芋 中钟终
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。

女王蜂 無し ジェンカ 种肿
種の種類で腫れあがり、ジュディー
オングは、ジェンカ嫌い。

爺さん 众重中种
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。

zhong

276 15 9 zhe 腹ペコ じゃが芋 遮蜇
遮られたら刺してやれ、腹ペコの
時じゃが芋を。

女王蜂 辙蜇折
ワダチくらげを値引きしすぎた腹ペ
コな女王蜂。

ジェンカ 者
者者方は、腹ペコでもジェンカを踊
る。

爺さん 这浙 これは、セッコウショウの、腹ペコ爺さんです。 zhe

277 15 11 zhen 恩 じゃが芋 真珍针
真に珍しい針は、恩人の、じゃが
芋畑に生えている。

女王蜂 無し ジェンカ 疹诊枕
小さな吹き出物の診断の時、枕をく
れた、おんじんとジェンカを踊る。

爺さん 阵振圳震
ひとしきり振れた、シンセンの地震の恩恵に爺さんは、腰を抜か
す。

zhen

278 15 12 zheng エンジェル じゃが芋 征争蒸
特徴は、争って蒸したエンジェルは
じゃが芋みたい。

女王蜂 無し ジェンカ 整 ととのった、エンジェルのジェンカ。 爺さん 正症证政挣
正しい症状の証明は、政治的にエンジェルが、爺さんと必死に
切り離した。

zheng

279 15 13 zhi 一 じゃが芋
知只之枝汁
支织

知っている?いっついの枝汁を支え
て織るのは、一本のじゃが芋。

女王蜂 职植值直执
職務で植物の値段を、直ちに執行
する、バツイチの女王蜂。

ジェンカ
址纸只指
止

住所の紙を、ただ指で止めると、一
回ジェンカが踊れる。

爺さん
置志制质治至
致

置いた雑誌の製造品質を、治めに至る爺さんの一生。 zhi

280 15 23 zhu 踊る じゃが芋 猪朱珠
豚は、朱色の真珠より踊ってじゃ
が芋食べるほうが好き。

女王蜂 烛逐竹
ろうそくが次第に竹に近づいて踊出
す女王蜂。

ジェンカ 主嘱煮
主人が言いつけた、煮える踊りは、
ジェンカです。

爺さん
著助注住柱筑
祝

著者は、助けを注いで、住んだ柱を築いて祝い踊る爺さん。 zhu

281 15 24 zhua 蛙 じゃが芋 抓
指でかいても蛙は、じゃが芋から
離れない。

女王蜂 無し ジェンカ #N/A 爺さん 無し zhua

282 15 25 zhuo 我 じゃが芋 桌捉
机を捉えて私のじゃが芋を確保す
る。。

女王蜂 着镯灼
着陸でブレスレットが焼けたとき、私
は、女王蜂に刺された。

ジェンカ 無し 爺さん 無し zhuo

283 15 27 zhuan 湾 じゃが芋 砖专
レンガの専門家は、湾にもじゃが
芋を育てられる。

女王蜂 無し ジェンカ 转
向きをぐるりと変えられる湾ならジェ
ンカが踊れる。

爺さん 转赚 ぐるぐる回って儲かって、湾で爺さん、目を回した。 zhuan

284 15 28 zhui 味 じゃが芋 追 追いかけた味は、じゃが芋の味。 女王蜂 無し ジェンカ 無し 爺さん 坠 墜落の味は、爺さんしか知らない。 zhui

285 15 29 zhun 文章 じゃが芋 無し 女王蜂 無し ジェンカ 准 準備した文章は　ジ　エンカ。 爺さん 無し zhun

286 15 30 zhuang 王 じゃが芋 庄妆装
荘園で化粧を装う王様は、じゃが
芋を掘る。

女王蜂 無し ジェンカ #N/A 爺さん 壮撞状
身体が強かったが、ぶつかった状況で、王様は、爺さんになっ
た。

zhuang
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