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充值 chong1 zhi2 お金をチャージする zhi值2 値打ち、価値

職務で植物の値段を、直ちに執行
する、バツイチの女王蜂。キー
ワードは [女王蜂,一] 漢字は 「职植
值直执」の3番目

充实 chong1 shi2 充実 shi实2
事実、実際、
実、果実

事実は、食べる時間を知っている
と、石を拾って初夜に一回投げつ
けられる。キーワードは [初夜,一]
漢字は 「实食时识石拾」の1番目

充满 chong1 man3 充満（する） man满3
満ちている、満
足

満足な按摩かどうかメガネをかけ
て確かめる。キーワードは [メガ
ネ,按摩] 漢字は 「满」

充分 chong1 fen4 十分、充分 fen分4 成分

奮い立つ、くそ、一人前の成分の
恩にフィアンセは気絶する。キー
ワードは [フィアンセ,恩] 漢字は
「奋粪份分」の4番目

充血 chong1 xue4
充血（複音節の場合
は4声で発音する）

xue血4 血、血液
血液は、へそしたより出る月のも
の。キーワードは [へそ下,月] 漢字
は 「血」

充当 chong1 dang1 務める、担当する 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」

充电 chong1 dian4 充電（する） 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

补充 bu3 chong1 補充する、 bu补3
修理する、補充
する

捕らえたら補充させよう踊り人の
ベッド。キーワードは [ベッド,踊
り] 漢字は 「捕补」の2番目

补充水分 bu3 chong1
shui3 fen4

水分補給 bu补3
修理する、補充
する

捕らえたら補充させよう踊り人の
ベッド。キーワードは [ベッド,踊
り] 漢字は 「捕补」の2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」

fen分4 成分

奮い立つ、くそ、一人前の成分の恩に
フィアンセは気絶する。キーワードは
[フィアンセ,恩] 漢字は 「奋粪份分」の4
番目

精力充沛 jing1 li4 chong1
pei4

元気が溢れている jing精1
精力、精液、精
製

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4番目

li力4 力

励まして立つ力の例はLilyが一つ
知っている。キーワードは [Lily,一]
漢字は 「厉利丽粒栗历励立力例」
の9番目

chong充1 充分満ちた

充電して突進するジュディーオン
グは、チャリンコに乗ってくる。
キーワードは [チャリンコ,ジュ
ディーオング] 漢字は 「充冲」の1
番目

pei沛4
（書）盛んであ
る

chong充1 充分満ちた

充電して突進するジュディーオン
グは、チャリンコに乗ってくる。
キーワードは [チャリンコ,ジュ
ディーオング] 漢字は 「充冲」の1
番目

chong1充

chong充1 充分満ちた

充電して突進するジュディーオン
グは、チャリンコに乗ってくる。
キーワードは [チャリンコ,ジュ
ディーオング] 漢字は 「充冲」の1
番目
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冲突 chong1 tu1 衝突 tu突1 突き進む
突進していくと踊っている狸に会
える。キーワードは [狸,踊り] 漢字
は 「突」

冲茶 chong1 cha2 お茶を入れる cha茶2 お茶

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2番目

一时冲动 yi4 shi2 chong1
dong4

ついはずみで 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。

shi时2 時間

事実は、食べる時間を知っている
と、石を拾って初夜に一回投げつ
けられる。キーワードは [初夜,一]
漢字は 「实食时识石拾」の3番目

chong冲1
注ぐ、洗い流
す、突進する

充電して突進するジュディーオン
グは、チャリンコに乗ってくる。
キーワードは [チャリンコ,ジュ
ディーオング] 漢字は 「充冲」の2
番目

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

虫牙 chong2 ya2 虫歯 chong虫2 虫

虫が重なって、ジュディーオング
は、腸ねん転。キーワードは [腸ね
ん転,ジュディーオング] 漢字は
「虫重」の1番目

ya牙2 歯
牙が芽を出したら、一生涯、牙を
斧で切り取る。キーワードは [斧,
牙] 漢字は 「牙芽涯」の1番目

杀虫药 sha1 chong2
yao4

殺虫剤 sha杀1 殺す

ソファーで殺されたおばさんは写
真写りが良い。キーワードは [写
真,おばさん] 漢字は 「沙杀」の2番
目

chong虫2 虫

虫が重なって、ジュディーオング
は、腸ねん転。キーワードは [腸ね
ん転,ジュディーオング] 漢字は
「虫重」の1番目

yao药4 薬
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2番目

萤火虫 ying2 huo3
chong2

蛍 ying萤2 蛍

営業が勝って蛍を迎える時は英国
産の斧を出す。キーワードは [斧,
英国] 漢字は 「营赢萤荧迎」の3番
目

huo火3 火
火は、仲間と私の屁に点いた。
キーワードは [屁,我] 漢字は 「火
伙」の1番目

甲壳虫 jia3 ke2 chong2 ビートル jia甲3
爪、もっともす
ぐれた

にせもの爪を、牙から作って
ジェット機で運ぶ。キーワードは
[ｊｅｔ機,牙] 漢字は 「假甲」の2
番目

ke壳2 殻
カラを食べたら咳で腹ペコ肥溜め
に落ちる。キーワードは [肥溜め,
腹ペコ] 漢字は 「壳咳」の1番目

重新 chong2 xin1
改めて、新たに,もう
一度

xin新1 新しい

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2番目

重叠 chong2 die2 重なり合う die叠2
積み重ねる、折
り畳む

積み重ねた皿は、夜ドーナッツを
盛る。キーワードは [ドーナッツ,
夜] 漢字は 「叠碟」の1番目

双重 shuang1 chong2 二重の 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

chong重2 重なる

虫が重なって、ジュディーオング
は、腸ねん転。キーワードは [腸ね
ん転,ジュディーオング] 漢字は
「虫重」の2番目

公司重组 gong1 si1
chong2 zu3

リストラ gong公1 公共の、公の

おめでたい、公な宮殿工事の供給
功績は、ジュディーオングを攻め
たガードマン。キーワードは [ガー
ドマン,ジュディーオング] 漢字は
「恭公宫工供功攻」の2番目

si司1 つかさどる

細切りシルクをつかさどる私の思
いは、一本の桜に託している。
キーワードは [桜,一] 漢字は 「丝司
私思」の2番目

chong重2 重なる

虫が重なって、ジュディーオング
は、腸ねん転。キーワードは [腸ね
ん転,ジュディーオング] 漢字は
「虫重」の2番目

zu组3 組
先祖組が、はばむ踊りは銭が要る。キー
ワードは [銭,踊り] 漢字は 「祖组阻」の2
番目

chong冲1
注ぐ、洗い流
す、突進する

充電して突進するジュディーオン
グは、チャリンコに乗ってくる。
キーワードは [チャリンコ,ジュ
ディーオング] 漢字は 「充冲」の2
番目

chong1冲

chong虫2 虫

虫が重なって、ジュディーオング
は、腸ねん転。キーワードは [腸ね
ん転,ジュディーオング] 漢字は
「虫重」の1番目

chong2虫

chong重2 重なる

虫が重なって、ジュディーオング
は、腸ねん転。キーワードは [腸ね
ん転,ジュディーオング] 漢字は
「虫重」の2番目

chong2重
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宠爱 chong3 ai4 寵愛する ai爱4 愛
愛を妨害して生き埋めにされた。
キーワードは [生埋め,愛] 漢字は
「爱碍」の1番目

宠物 chong3 wu4 ペット 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

chong宠3
寵愛する、かわ

いがる

寵愛するペットにジュディーオン
グは、チェリーをあげる。キー

ワードは [Cherry,ジュディーオン
グ] 漢字は 「宠」

chong3宠
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