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考察 kao3 cha2 考察する cha察2
細かに調べる、
察する

察するに、お茶の検査は、おばさ
んの腸ねん転の検査と同じだ。
キーワードは [腸ねん転,おばさん]
漢字は 「察茶查」の1番目

考题 kao3 ti2 試験問題 ti题2
問題、題目タイ
トル

題目は、啼いたら提案一番、トマ
トを投げる。キーワードは [トマ
ト,一] 漢字は 「题啼提」の1番目

考虑 kao3 lv4 考慮 lv虑4 案じる
緑の率律を考慮して、魚がLilyに相
談に来た。キーワードは [Lily,魚]
漢字は 「绿率律虑」の4番目

考上 kao3 shang4 合格する shang上4 上

上方の和尚は、スバルに乗って
シューマイを食べに行く。キー
ワードは [シューマイ,スバル] 漢字
は 「上尚」の1番目

考试 kao3 shi4 試験（人の能力） shi试4 試す

柿を飾って試してみたら視察団
が、勢いで示した解釈は、シュー
マイは、一個だけ。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12
番目

考验 kao3 yan4 試練を与える、試す yan验4 体験する

艶やかな、宴会で、にせつばめの
目を飲み込む体験は嫌いだ、目は
生き埋めにしてしまえキーワード
は [生埋め,眼] 漢字は 「艳宴赝燕咽
验厌」の6番目

高考 gao1 kao3 大学の入学試験 gao高1 高い

高いねばねばした小麦粉食品は、ｵ
ﾘﾝﾋﾟｯｸのｶﾞｰﾄﾞﾏﾝに取られた。キー
ワードは [ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ,ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ] 漢字は
「高膏糕」の1番目

参考 can1 kao3 参考にする 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

烤肉 kao3 rou4 焼肉 rou肉4 肉
肉は、欧米からリボンで結んで輸
入する。キーワードは [リボン,欧
米] 漢字は 「肉」

烤面包 kao3 mian4
bao1

トースト mian面4 面
面の眼にミサイルが飛び込んでく
る。キーワードは [ミサイル,眼] 漢
字は 「面」

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」

烤的脆 kao3 de0 cui4  カリカリに焼く de的0 助詞
名詞の修飾語を作る。速く発音さ
れる場合や歌詞の中ではdiとな
る。

cui脆4
サクサクして
いる

サクサク、し過ぎて憔悴し、味
は、サイボーグに見てもらう。
キーワードは [サイボーグ,味] 漢字
は 「脆悴」の1番目

北京烤鸭 bei3 jing1 kao3
ya1

ペキンダック bei北3 北
北のベットは営業が寝る。キー
ワードは [ベッド,営業] 漢字は
「北」

jing京1 都、首都

京都の経済で驚いたのは、精巧な
水晶の瞳でJazzを奏でる英国人。
キーワードは [Jazz,英国] 漢字は
「京经惊精晶睛」の1番目

kao烤3 焼く

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2
番目

ya鸭1 鴨
圧力で担保にされた、鴨と、カラスと、
赤とんぼの歯。キーワードは [赤とんぼ,
牙] 漢字は 「压押鸭鸦」の3番目

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

kao3考

kao烤3 焼く

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2
番目

kao3烤

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
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靠边 kao4 bian1 道路の端による bian边1 辺り

爆竹を編集する辺りで、バットマ
ンは眼を回している。キーワード
は [バット,眼] 漢字は 「鞭编边」の
3番目

靠窗 kao4 chuang1 窓際 chuang窗1 窓
窓から王様がチャリンコで入って
きた。キーワードは [チャリンコ,
王様] 漢字は 「窗」

靠近 kao4 jin4
近づく、すぐ近くに
ある

jin近4 近い

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2番目

靠通道 kao4 tong1 dao4 通路側 tong通1 通る

通るには、ジュディーオングと狸
の股くぐりが必要。キーワードは
[狸,ジュディーオング] 漢字は
「通」

dao道4

道。量詞：川
や細長いも
の、出入り口
や堀、命令や
問題。

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1
番目

靠贷款买房 kao4 dai4 kuan3
mai3 fang2

ローンで部屋を買う dai贷4
貸付金、貸し出
す

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1番目

kuan款3
お金、洋服の
デザイン

洋服のデザインは、湾の警察の
服。キーワードは [警察,湾] 漢字は
「款」

mai买3 買う
買いたいね、愛の見えるメガネ。キー
ワードは [メガネ,愛] 漢字は 「买」

依靠 yi1 kao4 頼る、頼りになる yi依1
頼りになる、従
う、

頼りになる、医者の衣服に一匹の
赤とんぼ。キーワードは [赤とん
ぼ,一] 漢字は 「依医衣一」の1番目

可靠 ke3 kao4
信頼できる、確かで
ある

ke可3 可能
可能だ、喉が渇いた警察を腹ペコ
にすることは。キーワードは [警
察,腹ペコ] 漢字は 「可渴」の1番目

无依无靠 wu2 yi1 wu2
kao4

身寄りがない wu无2 無い
無いよ、踊りで斧を出す事。キー
ワードは [斧,踊り] 漢字は 「无」

yi依1
頼りになる、従
う、

頼りになる、医者の衣服に一匹の
赤とんぼ。キーワードは [赤とん
ぼ,一] 漢字は 「依医衣一」の1番目

wu无2 無い
無いよ、踊りで斧を出す事。キー
ワードは [斧,踊り] 漢字は 「无」

kao靠4
接近する,寄りか
かる depend on

接近戦は、オリンピックでキリンが強
い。キーワードは [キリン,オリンピック]
漢字は 「靠」

kao靠4
接近する,寄りか
かる depend on

接近戦は、オリンピックでキリン
が強い。キーワードは [キリン,オ
リンピック] 漢字は 「靠」

kao靠4
接近する,寄りか
かる depend on

接近戦は、オリンピックでキリン
が強い。キーワードは [キリン,オ
リンピック] 漢字は 「靠」

kao4靠
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