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微波 wei1 bo1 さざなみ

微波炉 wei1 bo1 lu2 電子レンジ lu炉2 炉、コンロ
コンロで踊ると（熱くて）ロックに
なってしまう。キーワードは [ロッ
ク,踊り] 漢字は 「炉」

香波 xiang1 bo1 シャンプー xiang香1 好いにおい

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4番目

玻璃 bo1 li2 ガラス

玻璃杯 bo1 li2 bei1 ガラスのコップ bei杯1 杯

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3番目

拨子 bo1 zi0 ギターのピック 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。

拨快 bo1 kuai4 時計を進める 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

拨分钟 bo1 fen1 zhong1 時計の分針を動かす fen分1
時間の分、分け
る、分かれる、
分数

ムード有るふん単位の恩返しは、
ファスナーを開いてあげること。
キーワードは [ファスナー,恩] 漢字
は 「氛分」の2番目

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

bo拨1 こじる、指で回す
波ガラスをこじってばら撒くバット
マンの尾っぽ。キーワードは [バッ
ト,尾] 漢字は 「波玻拨播」の3番目

bo1拨

wei微1 わずか
威嚇され、わずかに危ない味は赤と
んぼ。キーワードは [赤とんぼ,味]
漢字は 「威微危」の2番目

bo波1 波
波ガラスをこじってばら撒くバット
マンの尾っぽ。キーワードは [バッ
ト,尾] 漢字は 「波玻拨播」の1番目

bo1波

bo玻1 ガラス
波ガラスをこじってばら撒くバット
マンの尾っぽ。キーワードは [バッ
ト,尾] 漢字は 「波玻拨播」の2番目

li璃2 ｶﾞﾗｽ
梨とガラスの距離は、ワンロック。
キーワードは [ロック,一] 漢字は
「梨璃离」の2番目

bo1玻
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播音 bo1 yin1 放送する yin音1 音
音は因果な陰暦を飛ぶ赤とんぼの
音。キーワードは [赤とんぼ,音] 漢
字は 「音因阴」の1番目

播种 bo1 zhong3 種まき zhong种3 種、種類

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。キーワー
ドは [ジェンカ,ジュディーオング]
漢字は 「种肿」の1番目

播种 bo1 zhong４
種まきする、種で植
え付ける

zhong种4
植える、種をま
く（動詞）

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。キーワードは [爺さん,ジュ
ディーオング] 漢字は 「众重中种」
の4番目

广播 guang3 bo1 放送する guang广3 広場
広場の王は、ゲゲゲのキタロウ。
キーワードは [ｹﾞｹﾞｹﾞ鬼,王様] 漢字
は 「广」

传播 chuan2 bo1
広まる、宣伝する、
普及させる

chuan传2 伝える
ファックスで、船がいる湾に腸ねん
転患者を伝える。キーワードは [腸
ねん転,湾] 漢字は 「传船」の1番目

博客 bo2 ke4 ブロブ ke客4 客

客は、1g １５分の授業で腹ペコな
のでキリンを食べる。キーワードは
[キリン,腹ペコ] 漢字は 「客克刻
课」の1番目

博物馆 bo2 wu4 guan3 博物館 wu物4 物

悟くんが務めで物を間違えて踊って
も生き埋めにしてはいけない。キー
ワードは [生埋め,踊り] 漢字は 「悟
务物误勿」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

赌博 du3 bo2 ばくち,賭博 du赌3 賭け
賭けをさえぎる踊りは、デブがうま
い。キーワードは [デブ,踊り] 漢字
は 「赌堵」の1番目

bo博2
知識が広い、博
する

博物館では、首から帽子に尾を巻き
つける。キーワードは [帽子,尾] 漢
字は 「博脖」の1番目

脖子 bo2 zi0 首 bo脖2 首
博物館では、首から帽子に尾を巻き
つける。キーワードは [帽子,尾] 漢
字は 「博脖」の2番目

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。

脚脖子 jiao3 bo2 zi0 足首 jiao脚3 足

邪魔されてギョーザの角で足がやけ
ど、薬はジェット機で運ぶ。キー
ワードは [ｊｅｔ機,薬] 漢字は 「搅
饺角脚」の4番目

bo脖2 首
博物館では、首から帽子に尾を巻き
つける。キーワードは [帽子,尾] 漢
字は 「博脖」の2番目

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。

bo2脖

bo播1
伝播する、タネを
撒く

波ガラスをこじってばら撒くバット
マンの尾っぽ。キーワードは [バッ
ト,尾] 漢字は 「波玻拨播」の4番目

bo播1
伝播する、タネ
を撒く

波ガラスをこじってばら撒くバット
マンの尾っぽ。キーワードは [バッ
ト,尾] 漢字は 「波玻拨播」の4番目

bo1播

bo博2
知識が広い、博す
る

博物館では、首から帽子に尾を巻き
つける。キーワードは [帽子,尾] 漢
字は 「博脖」の1番目

bo2博
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薄 bo2 稀薄 xi1 bo2 希薄である、薄い xi稀1
まれに、水分が多
い

分析では、いけにえは、全部西から
息を吸うのが希望だが、惜しいよｸﾘ
ｽﾏｽの時、夕方、稀に、膝から一回
だけ吸える。キーワードは [クリス
マス,一] 漢字は 「析牺悉西息吸希
惜夕稀膝」の10番目

bo薄2 薄い
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