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中央 zhong1 yang1 中央 yang央1 中心、真ん中

生まれたての真ん中の羊は、赤と
んぼーを食べたがる。キーワード
は [赤とんぼ,羊] 漢字は 「秧央」の
2番目

中国 zhong1 guo2 中国 guo国2 国
国は、私がゴルフクラブで守る。
キーワードは [ゴルフ,我] 漢字は
「国」

中途 zhong1 tu2 途中で tu途2 道、道路
図面を塗るのに踊りの途中でトマ
トを投げた。キーワードは [トマ
ト,踊り] 漢字は 「图涂途」の3番目

中文 zhong1 wen2 中文 wen文2 文
しわしわになったニュースの文章
は斧で書く。キーワードは [斧,文
章] 漢字は 「纹闻文」の3番目

中午 zhong1 wu3 お昼 wu午3 正午

手でふさぐ、武士の、正午の舞
は、五つ星のエメラルドホテルで
舞う。キーワードは [エメラルド,
踊り] 漢字は 「捂武午舞五」の3番
目

中指 zhong1 zhi3 中指 zhi指3 指

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4番目

中山狼 zhong1 shan1
lang2

恩をあだで返すこと shan山1 山

珊瑚という字を削除したシャツ着
て、山の按摩に行ったら、写真に
撮られた。キーワードは [写真,按
摩] 漢字は 「珊删衫山」の4番目

lang狼2 狼
新郎は、狼に変身するときスバル
をロックする。キーワードは [ロッ
ク,スバル] 漢字は 「郎狼」の2番目

中华民族 zhong1 hua2
min2 zu2

中華民族 hua华2 光、輝き、つや

華僑の人は、滑っても割に合うよ
う蛙と蛍に船を漕がせる。キー
ワードは [蛍,蛙] 漢字は 「华滑划」
の1番目

min民2 民、人民
民は、森の音におびえている。
キーワードは [森,音] 漢字は 「民」

zu族2 一族、家族
一族の足は、踊りは無理だ、象の足。
キーワードは [象,踊り] 漢字は 「族足」
の1番目

途中 tu2 zhong1 途中 tu途2 道、道路
図面を塗るのに踊りの途中でトマ
トを投げた。キーワードは [トマ
ト,踊り] 漢字は 「图涂途」の3番目

高中 gao1 zhong1
高校（高級中学の
略）

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

zhong中1 中ほど

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1番目

zhong中1 中ほど

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1番目

zhong1中
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其中 qi2 zhong1 その中で qi其2 彼ら、それら

其の他の、奇妙な旗が揃ったの
で、またいで、一式見積る。キー
ワードは [quote,一] 漢字は 「其奇
旗齐骑」の1番目

初中 chu1 zhong1 中学校 chu初1 初めて
初めて出る踊りは、チャリンコで
登場する。キーワードは [チャリン
コ,踊り] 漢字は 「初出」の1番目

桑中之约 sang1 zhong1
zhi1 yue1

逢引の約束 sang桑1 桑
クワは、スバル星の桜の変身。
キーワードは [桜,スバル] 漢字は
「桑」

zhi之1 なになにの

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。
キーワードは [じゃが芋,一] 漢字は
「知只之枝汁支织」の3番目

yue约1 約束、誘う
約束は月夜に赤とんぼを捕りに行く。
キーワードは [赤とんぼ,月] 漢字は
「约」

购物中心 gou4 wu4
zhong1 xin1

ショッピングセン
ター

gou购4 買う

買い付けの構成が充分足りている
のは、欧米のギター。キーワード
は [ギター,欧米] 漢字は 「购构够」
の1番目

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

zhong中1 中ほど

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1番目

xin心1 心

心が新しければつらくても、漂ってくる
うれしい音は、クリスマスソング。キー
ワードは [クリスマス,音] 漢字は 「心新
辛馨欣」の1番目

印象当中 yin4 xiang4
dang1 zhong1

イメージ yin印4 しるし
印は無い、音で生き埋めを確かめ
ろ。キーワードは [生埋め,音] 漢字
は 「印」

xiang象4 動物の象

象の形のうなじに向かって羊のへ
そしたを投げた。キーワードは [ヘ
ソ下,羊] 漢字は 「象像相项向」の1
番目

dang当1
当然,、担当す
る、互角であ
る

当たったー、スバルのダッチワイ
フ。キーワードは [ダッチワイフ,
スバル] 漢字は 「当」

浸在水中 jin4 zai4 shui3
zhong1

水の中に浸す jin浸4
水につける、浸
み込む

zai在4 在る
在るよ再度載っかった愛で痔に
なってしまう事。キーワードは
[痔,愛] 漢字は 「在再载」の1番目

shui水3 水
水の味は、シェイバーでは、判ら
ない。キーワードは [シェイバー,
味] 漢字は 「水」

钟 zhong1 時 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

摆钟 bai3 zhong1 振り子時計 bai摆3
並べる、陳列す
る、振れる、衣
服のすそ

百回も揺らしたベッドで、愛を並
べる。キーワードは [ベッド,愛] 漢
字は 「百摆」の2番目

分钟 fen1 zhong1 （時間の）分 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

闹钟 nao4 zhong1 目覚まし時計 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中1 中ほど

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1番目

zhong中1 中ほど

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1番目

zhong1中

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

zhong1钟
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挂钟 gua4 zhong1 掛け時計 gua挂4 掛ける、吊るす
吊るしてあるのは、蛙のギター。
キーワードは [ギター,蛙] 漢字は
「挂」

闹钟响了 nao4 zhong1
xiang3 le0

目覚まし時計が鳴る 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」

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。

一秒钟 yi4 miao3
zhong1

一秒 yi一4

一  特に一を強調す
る必要が無い場合
声調は４声にな
る。但し次が４声
の場合は２声にな
る。

miao秒3 秒
秒単位でメガネに薬を注す。キー
ワードは [メガネ,薬] 漢字は 「秒」

拨分钟 bo1 fen1 zhong1 時計の分針を動かす 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

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

一见钟情 yi2 jian4 zhong1
qing2

一目ぼれ yi一2
一 次が４声の場
合声調変化で２
声に換わる

jian见4 見る

健康な建物件数をキーボードで見
ている間に、次第に眼が疲れてjim
に行く。キーワードは [Jim,眼] 漢
字は 「健建件键见间渐践剑荐」の
5番目

qing情2 事情の情、情け
晴れた日の、情けは、宝石の見積もり額
で判る。キーワードは [quote,宝石] 漢字
は 「晴情」の2番目

终于 zhong1 yu2 やっと yu于2
に対して、にお
いて

魚が余って、やっと愉快に楽しく
斧が使える。キーワードは [斧,魚]
漢字は 「鱼余于愉娱」の3番目

终止 zhong1 zhi3 終止する、やめる zhi止3 止まる

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5番目

始终 shi3 zhong1

始めから終わりまで
（注）一直 一直は時
間を表す語句が伴え
るが始终はできない

shi始3 始まる

史和が、運転で使い始めた、一つ
星シェイバー。キーワードは [シェ
イバー,一] 漢字は 「史驶使始」の4
番目

年终奖金 nian2 zhong1
jiang3 jin1

年末のボーナス nian年2 年数
年とれば眼からのりが出る。キー
ワードは [のり,眼] 漢字は 「年」

jiang奖3
ほめる、ほう
び

奨励する講座は、羊がジェット機
を発明した話。キーワードは [ｊｅ
ｔ機,羊] 漢字は 「奖讲」の1番目

jin金1 金、ゴールド

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6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

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

zhong终1 終わり

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3番目

zhong终1 終わり

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3番目

zhong1终

zhong1钟
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种类 zhong3 lei4 種類 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

lei类4
たぐい、種類、
類

疲れて泪するタグイの営業は、Lily
が馬鹿にする。キーワードは [Lily,
営業] 漢字は 「累泪类」の3番目

一种 yi4 zhong3 ～の一種 yi一4

一  特に一を強調す
る必要が無い場合
声調は４声にな
る。但し次が４声
の場合は２声にな
る。

播种 bo1 zhong3 種まき 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

各种 ge4 zhong3 各種の ge各4 各々
各々個々は、腹ペコだがギター好
き。キーワードは [ギター,腹ペコ]
漢字は 「各个」の1番目

浮肿 fu2 zhong3 むくむ fu浮2 浮く、浮かぶ

浮かれた福の神は、符号服を手で
支えて踊るフォークダンスですっ
転ぶ。キーワードは [フォーク,踊
り] 漢字は 「浮福符服扶」の1番目

哭肿的双眼 ku1 zhong3 de0
shuang1 yan3

泣いてはれた眼 ku哭1 涙を流す、泣く
泣いた涙が枯れたら、河童の踊り
が始まる。キーワードは [河童,踊
り] 漢字は 「哭枯」の1番目

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。

shuang双1 双方、ペア
双方で霜降り王様の写真を、撮りあう。
キーワードは [写真,王様] 漢字は 「双
霜」の1番目

众口难调 zhong4 kou3
nan2 tiao2

誰の口にも合うよう
な料理は作れない

zhong众4 多い、多くの

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1番目

kou口3 口
口べたで、欧米の警察になめられ
た。キーワードは [警察,欧米] 漢字
は 「口」

nan难2 難しい
南方の男は、難しい按摩は、糊で
固める。キーワードは [のり,按摩]
漢字は 「南男难」の3番目

tiao调2
調整する、適度
である、挑む

条件に挑んで調整したら、薬はトマト。
キーワードは [トマト,薬] 漢字は 「条
调」の2番目

民众 min2 zhong4 民衆 min民2 民、人民
民は、森の音におびえている。
キーワードは [森,音] 漢字は 「民」

观众 guan1 zhong4 観衆、見物人 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

大众化 da4 zhong4
hua4

大衆化している、人
気の有る

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」

hua化4 化ける

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2番目

与众不同 yu3 zhong4 bu4
tong2

一般のものとは違
う。ありふれた物で
はない

yu与3
与える、なにな
にに対して

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2番目

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

tong同2 同じ
桐原さんと同じくジュディーオングは、
トマト好き。キーワードは [トマト,ジュ
ディーオング] 漢字は 「桐同」の2番目

肿 zhong3 zhong肿3 腫れる

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2
番目

zhong众4 多い、多くの

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1番目

zhong4众

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

zhong3种
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众 zhong4 大众品牌 da4 zhong4 pin3
pai2

フォルクスワーゲン
ブランド

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」

zhong众4 多い、多くの

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1番目

pin品3 品物、物品
品の良い、ペンダントの音。キー
ワードは [ペンダント,音] 漢字は
「品」

pai牌2
立て札、看板、
商標

ぶらぶら歩いて、牌を並べるのは、愛の
こもった、ポッキーを、食べながら。
キーワードは [ポッキー,愛] 漢字は 「徘
牌排」の2番目

重大 zhong4 da4 重大である 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」

重视 zhong4 shi4 重視する shi视4 視る、見なす

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13
番目

重要 zhong4 yao4 重要である yao要4
欲しい、何々し
たい、必要、も
し何々ならば

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4番目

重病 zhong4 bing4 重病 bing病4 病気

決して病気はビールで宝石を飲め
ば直る訳ではない。キーワードは
[ビール,桜] 漢字は 「并病」の2番
目

重点 zhong4 dian3 重点 dian点3 点
祭典で点になってしまう目は、デ
ブのせい。キーワードは [デブ,眼]
漢字は 「典点」の2番目

严重 yan2 zhong4
厳しい、重大、ひど
い

yan严2 厳しい

岩塩の、炎の色研究が延びて、厳
しく言われ、眼が斧で切られたよ
うだ。キーワードは [斧,眼] 漢字は
「岩盐炎颜研延严言」の7番目

保重 bao3 zhong4 体を大事にする bao保3 保つ

満腹を保つ宝石ベッドでオリン
ピックを見る。キーワードは [ベッ
ド,オリンピック] 漢字は 「饱保
宝」の2番目

敬重 jing4 zhong4 尊敬する jing敬4 敬う

静かで、きれいな境の争いは、な
んと事も有ろうに、鏡を敬う英国
のJimで行う。キーワードは [Jim,
桜] 漢字は 「静净境竞竟镜敬」の7
番目

举重 ju3 zhong4
ウエイトリフティン
グ

ju举3
起こす、持ち上
げる

マナーが良いと持ち上げると、魚
もジェット機に乗る。キーワード
は [ジェット機,魚] 漢字は 「矩举」
の2番目

zhong重4 重い

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2番目

zhong重4 重い

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2番目

zhong4重
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着重 zhuo2 zhong4
重点的に、重点を置
く

zhuo着2
着く、着陸す
る、着る

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。
キーワードは [女王蜂,我] 漢字は
「着镯灼」の1番目

庄重 zhuang1 zhong4
言動がまじめで慎重
である

zhuang庄1 厳か、荘園
荘園で化粧を装う王様は、じゃが
芋を掘る。キーワードは [じゃが
芋,王様] 漢字は 「庄妆装」の1番目

慎重 shen4 zhong4 慎重である shen慎4 慎む、用心する

謹慎中でさえもしみ出てくる恩人
からのシューマイ汁。キーワード
は [シューマイ,恩] 漢字は 「慎甚
渗」の1番目

尊重 zun1 zhong4 尊重する zun尊1 尊敬する
尊敬し遵うのは、文章を座布団に
書いたことだけ。キーワードは [座
布団,文章] 漢字は 「尊遵」の1番目

保重身体 bao3 zhong4
shen1 ti3

体に気を付けて bao保3 保つ

満腹を保つ宝石ベッドでオリン
ピックを見る。キーワードは [ベッ
ド,オリンピック] 漢字は 「饱保
宝」の2番目

shen身1 身体

身を伸ばして申し上げます、深く
にいるなまこの恩を写真に写す。
キーワードは [写真,恩] 漢字は 「身
伸申深参」の1番目

ti体3 体
体が一番、テーブルで寝る。キーワード
は [テーブル,一] 漢字は 「体」

称体重 cheng1 ti3
zhong4

体重を量る cheng称1
重さを量る。称
する。

支えて重さを量っていたエンジェ
ルは、チャリンコから落ちた。
キーワードは [チャリンコ,エン
ジェル] 漢字は 「撑称」の2番目

ti体3 体
体が一番、テーブルで寝る。キー
ワードは [テーブル,一] 漢字は
「体」

zhong重4 重い

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2番目

请多保重 qing3 duo1 bao3
zhong4

どうぞお大事に qing请3 どうぞ
お願い、宝石をｑｕｅｅｎからも
らって？。キーワードは [queen,宝
石] 漢字は 「请」

duo多1 多い、多くの
多い我のダッチワイフ。キーワー
ドは [ダッチワイフ,我] 漢字は
「多」

bao保3 保つ

満腹を保つ宝石ベッドでオリン
ピックを見る。キーワードは [ベッ
ド,オリンピック] 漢字は 「饱保
宝」の2番目

zhong重4 重い

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2番目

zhong重4 重い

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2番目

zhong4重
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中选 zhong4 xuan3 当選する、入選する xuan选3 選ぶ、選択する
選ぶのは、野原でトリプルxする
女。キーワードは [トリプルx,原っ
ぱ] 漢字は 「选」

中毒 zhong4 du2 中毒 du毒2 毒

独身が、読む毒は、踊りのドー
ナッツに入っている。キーワード
は [ドーナッツ,踊り] 漢字は 「独读
毒」の3番目

中暑 zhong4 shu3 暑気あたり shu暑3 暑い

鼠属は、芋を数える暑い日に、踊
りながらシェイバーで毛を剃って
しまう。キーワードは [シェイ
バー,踊り] 漢字は 「鼠属薯数暑」
の5番目

中风 zhong4 feng1 脳卒中 feng风1 風

峰からの豊かな風を封じるには、
蜜蜂がエンジェルのファスナーを
閉めろ。キーワードは [ファス
ナー,エンジェル] 漢字は 「峰丰风
封蜂」の3番目

看中 kan4 zhong4 気に入る kan看4
見る、見舞う、
診察する

見たら按摩屋はキリン。キーワー
ドは [キリン,按摩] 漢字は 「看」

抽中 chou1 zhong4 くじで当選する chou抽1
引き出す、時間
を作る、吸う

抽選会で欧米のチャリンコが当っ
た。キーワードは [チャリンコ,欧
米] 漢字は 「抽」

种树 zhong4 shu4 木を植える 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

shu树4 樹木

樹木の数を束ねて述べる術で、踊
り人はシューマイをもらう。キー
ワードは [シューマイ,踊り] 漢字は
「树数束述术」の1番目

播种 bo1 zhong４
種まきする、種で植
え付ける

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

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

zhong中4
中毒のチュウ,当
たる、合格する

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3番目

zhong中4
中毒のチュウ,当
たる、合格する

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3番目

zhong4中

zhong4种
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