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yao要1 要求
一番の妖怪が、腰で招いて要求する薬は、
赤とんぼが持ってくる。

幺妖腰邀要 要求yao1 qiu2 要求　　この場合は一声の声調 /
要挟yao1 xie2 弱みに付け込み脅迫する

qiu求2 求める
囚人が、求める球は、油のすべりで見積もっ
てみる。

囚求球
要求yao1 qiu2 要求　　この場合は一声の声調 /
追求zhui1 qiu2 追求する / 乞求qi3 qiu2 乞い求
める、頼み込む

yan颜2 色
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。

岩盐炎颜研延严言 颜色yan2 se4 色

se色4 色 渋い色でふさがれたケチな詩人は腹ペコだ。 涩色塞啬

颜色yan2 se4 色 /色狼se4 lang2  エッチな人 /
色情se4 qing2 エロチックである / 出色chu1
se4 成績や技術がすばらしい / 灰色hui1 se4 灰
色 / 蓝色lan2 se4 青色 /  景色jing3 se4 景色 / 浅
色qian3 se4 明るい色 / 气色qi4 se4 顔色 / 景色
迷人jing3 se4 mi2 ren2  景色が素晴らしい / 朱
红色zhu1 hong2 se4 赤色 / 粉红色fen3 hong2
se4 ピンク色 / 沿线景色yan2 xian4 jing3 se4 沿
線の景色 / 别具特色bie2 ju4 te4 se4  とりわけ
特色が有る

you优1 優れている
優秀な幽霊は、憂鬱なとき、悠々と赤とんぼ
を油で揚げる。

优幽忧悠

优秀you1 xiu4 優秀な / 优先you1 xian1 優先す
る / 优点you1 dian3 長所、優れた点 / 优美you1
mei3 すぐれて美しい / 优惠you1 hui4 特典、特
恵（とっけい） / 优势you1 shi4 優勢 /  优异
you1 yi4 成績、貢献がずば抜けている / 优惠券
you1 hui4 quan4 割引券 / 择优录取ze2 you1 lu4
qu3 成績がいい者を採用する / 风景十分优美
feng1 jing3 shi2 fen1 you1 mei3  景色が素晴ら
しい

xiu秀4 すぐれた
袖の刺繍が錆びたら、優れた油を、ヘソした
につけて嗅ぐ。

袖绣锈秀嗅 优秀you1 xiu4 優秀な / 秀美xiu4 mei3 うるわし
い、すっきりしてきれいだ

you游2 遊ぶ
遊びの理由は、郵便局へ、特に油だらけの
斧を、持っていく。

游由邮尤油

游戏you2 xi4 遊ぶ、ゲｰﾑをする / 游览you2 lan3
見物する、遊覧する /游泳池you2 yong3 chi2
プール / 游人止步you2 ren2 zhi3 bu4 観光客立
ち入り禁止 / 郊游jiao1 you2  ピクニック、遠足
/ 环游huan2 you2 周遊する / 导游dao3 you2 ガ
イド / 旅游lv3 you2 旅行 / 上游shang4 you2 河
の上流 / 下游xia4 you2 河の下流 / 旅游团lv3
you2 tuan2 旅行団 / 旅游淡季lv3 you2 dan4 ji4
旅行のシーズンオフ / 旅游胜地lv3 you2 sheng4
di4  景勝地、遊覧地 / 海水游泳hai3 shui3 you2
yong3 海水浴

xi戏4 戯れる
たわむれの、細かな系統は、一度へそしたに
戻ってみる。

戏细系

游戏you2 xi4 遊ぶ、ゲｰﾑをする / 戏剧xi4 ju4 芝
居、演劇 /马戏ma3 xi4 サーカス / 演戏yan3 xi4
演戯（えんぎ）、芝居 / 逢场作戏feng2 chang3
zuo4 xi4 場に合わせて対応する

you油2 油
遊びの理由は、郵便局へ、特に油だらけの
斧を、持っていく。

游由邮尤油

油腻you2 ni4 脂っこい、油がたっぷりしている
/ 加油jia1 you2 給油する、ファイトを出す / 蚝
油hao2 you2 オイスターソース / 黄油huang2
you2 バター / 酱油jiang4 you2 醤油 / 老油子
lao3 you2 zi0  ずる賢い人 / 老油条lao3 you2
tiao2  ずる賢い人 / 避蚊油bi4 wen2 you2 蚊よ
け用の油

ni腻4 脂っぽい。うんざりする。 脂っぽいのでニキビが一つ出来てしまった。 腻 油腻you2 ni4 脂っこい、油がたっぷりしている
/ 腻透了ni4 tou4 le0  飽き飽きする

you友3 友 友達有るので油をエメラルドで買える。 友有
友谊you3 yi4 友情 / 朋友peng2 you0 友達 / 友好
you3 hao3 友好 /  先友后婚xian1 you3 hou4
hun1  できちゃった結婚

yi谊4 よしみ、友情
芸術で友情が有益の意味は、一人で生き
埋めにされても判らない。

艺谊益意议易译义异
一

友谊you3 yi4 友情 / 深情厚谊shen1 qing2 hou4
yi4 深く厚い思いやり

yong拥1 混む、抱く、取り囲む 込み合う中を泳ぐ赤とんぼ。 拥
拥挤yong1 ji3 込み合う / 拥有yong1 you3 土
地、財産などを所有する / 拥抱yong1 bao4 抱
き合う

ji挤3
周りの人、物を押しのけ
る。込み合う

供給が幾つも込み合ったら己だけ一人ジェッ
ト機に乗れる。

给几挤己 拥挤yong1 ji3 込み合う

wu舞3 踊り、舞う
手でふさぐ、武士の、正午の踊りは、五つ星
のエメラルドホテルで踊る。

捂武午舞五 舞蹈wu3 dao3 踊る、ダンスする / 跳舞tiao4
wu3 踊り

dao蹈3 踊る、跳ねる
島踊りで倒れても、導いてくれた、オリンピック
の、デブ案内人。

岛蹈倒导 舞蹈wu3 dao3 踊る、ダンスする

wei畏4 恐れる
衛生的に胃の位置は未だなぐさめを畏れるた
めに味が生き埋めになっている。

卫胃位未慰畏为喂谓
味

畏惧wei4 ju4 恐れる，怖がる

ju惧4 恐れる、怖がる
巨大なセンテンスの距離によって、恐れる魚
がJimに居る。

巨句距据惧剧具聚拒 畏惧wei4 ju4 恐れる，怖がる / 危惧wei1 ju4 危
惧する

wen温1 温度、温かい 温度は、文章で赤とんぼーに伝える。 温

温暖wen1 nuan3 温和、温かい　思いやり、気
候 / 温和wen1 huo0 物体や液体がいくらか温か
いwen1 he2 は気候が温暖、性格態度が温和の
意味 / 温馨wen1 xin1 暖かで良い香りがする,気
候や心遣いが温かい / 温和wen1 he2 温和 / 温
情wen1 qing2 思いやりの有る態度 / 温柔wen1
rou2 おとなしい、やさしい（女性に対して使
う） /温度wen1 du4 温度 / 体温ti3 wen1 体温 /
降温jiang4 wen1 気温が下がる / 泡温泉pao4
wen1 quan2  温泉に入る

nuan暖3 暖かい 暖かい湾に、猫が泳いでいる。 暖
温暖wen1 nuan3 温和、温かい　思いやり、気
候 / 暖和nuan3 huo0 暖かい（この和は特別he2
では無い）)

単語

wu3 dao3 踊る、ダンスする

wei4 ju4 恐れる，怖がる

wen1 nuan3 
温和、温かい　思いや
り、気候

惧

10 温 暖 温暖

9 畏

挤

8 舞 蹈 舞踏

7 拥

6 友

5 油

4 游

3 优

2 颜

求1 要 要求

色 顔色

秀 優秀

戏

腻

谊

yao1 qiu2 
要求　　この場合は一声
の声調

色

優秀な

遊ぶ、ゲｰﾑをする

友情

込み合う

yan2 se4 

you1 xiu4 

you2 xi4 

you2 ni4 

you3 yi4 

yong1 ji3 

脂っこい、油がたっぷりし
ている
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wang旺4 盛んである
望みは忘れたが盛んな王様は生き埋めにす
る。

望忘旺

旺盛wang4 sheng4 人の内面の向上が盛んであ
る / 旺季wang4 ji4 （品物の出回る）シーズン
cf. 季节 /  兴旺xing1 wang4 事業の発展、人や
家畜の生命力強さが盛んである

sheng盛4 盛りである
盛大に勝ったあまりを、聖なるエンジェルは、
シューマイにする。

盛胜剩圣

旺盛wang4 sheng4 人の内面の向上が盛んであ
る / 盛大sheng4 da4 盛大である / 丰盛feng1
sheng4 盛りだくさん / 兴盛xing1 sheng4 国や
事業が盛んである

yu娱2 楽しい 魚が余って、やっと愉快に楽しく斧が使える。 鱼余于愉娱 娱乐yu2 le4 楽しむ、娯楽

le乐4 楽しい 楽しいよ、腹ペコでもLilyと一緒なら。 乐

娱乐yu2 le4 楽しむ、娯楽 / 乐观le4 guan1 楽観
的である / 乐趣le4 qu4 楽しみ / 乐意le4 yi4 喜
んで～する /可乐ke3 le4 コーラ / 快乐kuai4 le4
愉快、楽しい、快楽 / 俱乐部ju4 le4 bu4 クラブ
/ 闷闷不乐men4 men4 bu2 le4  憂鬱である。心
がふさいで晴れ晴れしない / 迪斯尼乐园di2 si1
ni2 le4 yuan2 デズニーランド

yun允3
許す、承知する、公平
である

許してください運動は、エメラルドをあげるか
ら。

允
允许yun3 xu3  許す / 公允gong1 yun3 (書）公
平である / 应允ying1 yun3 承諾する / 不允bu4
yun3 承知しない

xu许3 許す 許したら魚がトリプルxを見せた。 许

允许yun3 xu3  許す / 许多xu3 duo1 多い / 许可
xu3 ke3 許可 / 许多的xu3 duo1 de0 たくさんの
/ 容许rong2 xu3 許可する、認める / 也许ye3
xu3 もしかしたら・・・・かもしれない / 也许
来不及ye3 xu3 lai2 bu0 ji2  間に合わないかもし
れない

bao包1 包む 包んだバットで、オリンピックへ出場する。 包

包裹bao1 guo3 小包 / 包子bao1 zi0 中華饅頭 /
包间bao1 jian1 個室、貸し切り部屋 / 包括bao1
kuo4 含む、含める / 包装纸bao1 zhuang1 zhi3
包装紙 / 皮包pi2 bao1 皮製のバッグ / 打包da3
bao1 テイクアウト / 背包bei4 bao1 リュック
サック / 肉包rou4 bao1 ブタマン / 肉包子rou4
bao1 zi0 肉まん / 将军包jiang1 jun1 bao1 じゃ
んけん / 小笼包xiao3 long2 bao1 ショウロンポ
ウ / 烤面包kao3 mian4 bao1 トースト / 汉堡包
han4 bao3 bao1 ハンバーガー / 羊角面包yang2
jiao3 mian4 bao1 クロワッサン/荷包he2 bao0
ポケット

guo裹3 くるむ、包む
包んだ果物は、我とゲゲゲのキタロウが食べて
しまう。

裹果 包裹bao1 guo3 小包

bang帮1 助ける、手伝う 手助けはバットでスバルを殴ること。 帮 帮助bang1 zhu4 援助 / 帮忙bang1 mang2 手伝
う

zhu助4 助ける
著者は、助けを注いで、住んだ柱を築いて祝
い踊る爺さん。

著助注住柱筑祝

帮助bang1 zhu4 援助 / 助理zhu4 li3 アシスタン
ト / 协助xie2 zhu4 共同の仕事を援助（する） /
援助yuan2 zhu4 （政治、経済、軍事の）援助
cf,帮助 / 自助餐zi4 zhu4 can1  バイキング料
理、ビュッフェ

bang绑3 縛り上げる
二の腕を、縛り上げ、スバルのベッドに寝転が
す。

膀绑 绑扎bang3 za1 くくりつける / 绑架bang3 jia4
力づくで連行する

za扎1 縛る、束ねる 縛られたおばさんは座布団が欲しい。 扎 绑扎bang3 za1 くくりつける

bi比3 比較する
あちらの筆比べは、ベッドの上に、一本線を
書く。

彼笔比

比较bi3 jiao4 比較的、比べる / 比赛bi3 sai4 試
合 / 比方说bi3 fang0 shuo1 たとえば / 比如说
bi3 ru2 shuo1 例えばの話 / 比比看bi3 bi3 kan4
比べてみて / 相比xiang1 bi3 両方を比べる、比
較する / 对比dui4 bi3 比較する、対比する

jiao较4 比べる
叫んで眠りを比べる教育は、薬を使ってＪｉｍ
で行う。

叫觉较教 比较bi3 jiao4 比較的、比べる

bian编1 編集する
爆竹を編集する辺りで、バットマンは眼を回し
ている。

鞭编边 编辑bian1 ji2 編集する / 续编xu4 bian1 続編

ji辑2 集める、文章の集
嫉妬して、編集し、即間に合わせた一番目
のＪｏｋｅ。

极急吉级集嫉辑即及 编辑bian1 ji2 編集する

bu捕3 捕らえる 捕らえたら補充させよう踊り人のベッド。 捕补 捕捉bu3 zhuo1 逮捕する、チャンスを捉える /
捕鱼bu3 yu2 魚をとる

zhuo捉1 握る、捕らえる 机を捉えて私のじゃが芋を確保する。。 桌捉
捕捉bu3 zhuo1 逮捕する、チャンスを捉える /
捉迷藏zhuo1 mi2 cang2  鬼ごっこ、かくれんぼ
うをする。

pan盼4 待ち望む
待ち望んだ判定は、按摩屋は、ピアスをして
もＯＫである。

盼判 盼望pan4 wang4 待ち望む

wang望4 望み
望みは忘れたが盛んな王様は生き埋めにす
る。

望忘旺

盼望pan4 wang4 待ち望む / 期望qi1 wang4 期
待する、待ち望む、切望する / 希望xi1 wang4
希望 / 看望kan4 wang4 訪問する、見舞う / 太
令人失望了tai4 ling4 ren2 shi1 wang4 le0  がっ
かりした

peng烹1 調理する
調理ができるエンジェルは、パンクした車に
乗っている。

烹 烹饪peng1 ren4 料理を作る

ren饪4 調理する
見知って任せた調理は、リボンを巻いて恩人
にあげる。

认任饪 烹饪peng1 ren4 料理を作る

pi疲2 疲れる、疲労する
ビールは疲れた脾臓の皮を、ポッキーで一枚
削って飲む。

啤疲脾皮
疲惫pi2 bei4  疲労困憊している、疲れ切ってい
る / 疲惫不堪pi2 bei4 bu4 kan1  疲れ果てる / 精
疲力尽jing1 pi2 li4 jin4  精根尽き果てる

bei惫4 非常に疲れる
非常に疲れた貝の一生の備えは、背中の掛
け布団と、2倍のビールを、営業するベー。

惫贝辈备背被倍呗 疲惫pi2 bei4  疲労困憊している、疲れ切ってい
る / 疲惫不堪pi2 bei4 bu4 kan1  疲れ果てる

pin贫2 貧しい 貧しくて頻繁に、ポッキーの音を聞きたがる。 贫频 贫穷pin2 qiong2 貧乏、貧困 / 扶贫fu2 pin2 貧困
状態から救済し自立を助ける

qiong穷2 貧しい、貧乏 貧乏で泳ぐための見積もりが出来ない。 穷
贫穷pin2 qiong2 貧乏、貧困 / 无穷无尽wu2
qiong2 wu2 jin4 尽きることが無い、無尽蔵であ
る

pin2 qiong2 貧乏、貧困

pan4 wang4 待ち望む

peng1 ren4 料理を作る

pi2 bei4  
疲労困憊している、疲れ
切っている

bi3 jiao4 比較的、比べる

bian1 ji2 編集する

bu3 zhuo1 
逮捕する、チャンスを捉
える

bao1 guo3 小包

bang1 zhu4 援助

bang3 za1 くくりつける

wang4 sheng4 
人の内面の向上が盛ん
である

yu2 le4 楽しむ、娯楽

yun3 xu3  許す

穷23 贫

饪

22 疲 惫

21 烹

捉

20 盼 望

19 捕

较  比較

18 编 辑

17 比

助

16 绑 扎

15 帮

允 许

14 包 裹

13

盛

12 娱 乐 娯楽

11 旺
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pu葡2 葡萄の葡 葡萄の様な胸は、ポッキーが踊るとき刺さる。 葡脯 葡萄pu2 tao2 ぶどう

tao萄2 葡萄
陶器で作った葡萄と桃は、オリンピックでトマト
に変わる。

陶萄桃 葡萄pu2 tao2 ぶどう

ma蚂3 蟻
アリマ馬券の数は、メガネをかけたおばさんが
数える。

蚂马码 蚂蚁ma3 yi3 蟻

yi蚁3 蟻
以前の椅子で、すでに蟻が一個のエメラルド
を食べていた。

以椅已蚁 蚂蚁ma3 yi3 蟻

mi秘4 秘密 秘密の蜜は、ミサイルの中で一人でいただく。 秘密蜜 秘密mi4 mi4 秘密 / 秘书mi4 shu1 秘書

mi密4 秘密 秘密の蜜は、ミサイルの中で一人でいただく。 秘密蜜

秘密mi4 mi4 秘密 / 密码mi4 ma3  暗証番号 / 密
会mi4 hui4 秘密の会見、ひそかに会うこと / 密
切mi4 qie4 緊密である、親しい / 保密bao3 mi4
秘密 / 茂密mao4 mi4 草木がこんもり茂ってい
る

fa法3 法律、方法 法律は、おばさんがフェリーで考える。 法

法律fa3 lv4 法律 / 想法xiang3 fa0 考え方 /  方法
fang1 fa3 方法、やり方 / 无法wu2 fa3  ～する
方法がない / 语法yu3 fa3 文法 / 办法ban4 fa3
方法、手段 / 设法she4 fa3 方法を考える / 做法
zuo4 fa3 やり方

lv律4 定め、おきて、規則
緑の率律を考慮して、魚がＬｉｌｙに相談に来
た。

绿率律虑

法律fa3 lv4 法律 / 律师lv4 shi1 弁護士 / 旋律
xuan2 lv4 旋律、メロディー / 辩护律师bian4
hu4 lv4 shi1  弁護士 / 生活不规律sheng1 huo2
bu4 gui1 lv4 生活が不規則

fan繁2
繁体字のハン。多い、
複雑である。　反義は
简 jian3

平凡だが煩わしい繁体字は、按摩のフォーク
に書いて有る。

凡烦繁

繁荣fan2 rong2 繁栄する、繁栄させる / 繁杂
fan2 za2  煩雑、繁雑 / 繁殖fan2 zhi2 繁殖す
る、繁殖させる / 繁体字fan2 ti3 zi4 繁(ハン)体
字 / 频繁pin2 fan2 頻繁（ヒンパン）である

rong荣2 繁栄する、盛んになる
繁栄したら容易に溶ける、ジュディーオングの
ロボットです。

荣容溶 繁荣fan2 rong2 繁栄する、繁栄させる / 荣幸
rong2 xing4 光栄である、幸運

fang妨2 妨げる
部屋で妨害を防ぐには、スバルを歌いながら
フォークで身構える。

房妨防 妨碍fang2 ai4 妨害する、妨げる、邪魔する / 妨
碍营业fang2 ai4 ying2 ye4  営業妨害

ai碍4 妨げる、邪魔になる 愛を妨害して生き埋めにされた。 爱碍

妨碍fang2 ai4 妨害する、妨げる、邪魔する / 碍
不着ai4 bu0 zhao2 妨げとならない / 不碍事bu2
ai4 shi4  大丈夫です / 妨碍营业fang2 ai4 ying2
ye4  営業妨害 / 无碍设施wu2 ai4 she4 shi1 バ
リアフリーの施設

fu俯3 うつぶせ
腐った政府は、うつぶせを助ける踊りをフェリー
で行う。

腐府俯辅 俯卧fu3 wo4 うつぶせ

wo卧4 横になる、寝る 握られて横にされたら私は生き埋めにされる。 握卧

俯卧fu3 wo4 うつぶせ / 卧铺票wo4 pu4 piao4
列車の寝台券 / 仰卧yang3 wo4 仰向けに寝る /
仰卧起坐yang3 wo4 qi3 zuo4 仰向けで上体を起
こす腹筋運動

duo躲3 よける、避ける 耳でよけるよ私がデブの脇を歩くとき。 朵躲 躲闪duo3 shan3 よける、避ける / 闪躲shan3
duo3 よける、避ける

shan闪3
よける、きらめく、筋を違
える

よけるよ、按摩屋でシェイバーが飛んで来た
ら。

闪

躲闪duo3 shan3 よける、避ける / 闪躲shan3
duo3 よける、避ける / 闪卡shan3 ka3 メモリー
スティック / 闪电shan3 dian4 稲妻 / 闪烁shan3
shuo4  ぴかぴか光る。きらきらする / 闪光灯
shan3 guang1 deng1 撮影用フラッシュストロ
ボ / 闪烁其词shan3 shuo4 qi2 ci2  言を左右す
る

duan锻4 鍛える
段段腹を鍛えて,断絶してから湾のディオール
を取りに行く。

段锻断 锻炼duan4 lian4 鍛錬

lian炼4
熱を加えて強化する、
鍛錬する

鎖を使った恋の練習鍛錬は、眼でＬｉｌｙを見る
こと。

链恋练炼 锻炼duan4 lian4 鍛錬 / 炼乳lian4 ru3  コンデン
スミルク、練乳

dui堆1 堆積する
堆積している味は、ダッチワイフには判らな
い。

堆

堆积dui1 ji1 積み上げる / 堆叠dui1 die2  積み重
ねる / 堆肥dui1 fei2  堆肥 / 堆在dui1 zai4  積み
あがっている / 人堆里ren2 dui1 li3  人込みの中
/ 反应堆fan3 ying4 dui1  原子炉

ji积1 積み重ねる
飢えたニワトリの基地は、激しく撃たれた機械
を積み重ね,ほとんど一階のJazz喫茶に有
る。

饥鸡基激击机积几

堆积dui1 ji1 積み上げる / 积极ji1 ji2 肯定的であ
る、積極的である / 积累ji1 lei3 蓄積する、積み
重ねる / 积蓄ji1 xu4 貯金 / 积累经验ji1 lei3 jing1
yan4 経験を積む / 淤积yu1 ji1 （泥などが）堆
積する / 累积lei3 ji1  累積する、積み重なる / 囊
萤积雪nang2 ying2 ji1 xue3 蛍の光窓の雪、苦
学すること

dui堆1 堆積する
堆積している味は、ダッチワイフには判らな
い。

堆

堆叠dui1 die2  積み重ねる / 堆积dui1 ji1 積み上
げる / 堆肥dui1 fei2  堆肥 / 堆在dui1 zai4  積み
あがっている / 人堆里ren2 dui1 li3  人込みの中
/ 反应堆fan3 ying4 dui1  原子炉

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。 叠碟

堆叠dui1 die2  積み重ねる / 叠衣服die2 yi1 fu0
衣服をたたむ / 叠被子die2 bei4 zi0 掛け布団を
畳む / 重叠chong2 die2 重なり合う / 一叠钞票
yi4 die2 chao1 piao4 札束

ti啼2 声を出してなく
題目は、啼いたら提案一番、トマトを投げ
る。

题啼提 啼哭ti2 ku1 声を出してなく

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。 哭枯
啼哭ti2 ku1 声を出してなく / 哭泣ku1 qi4 しく
しく泣く、むせび泣く / 哭肿的双眼ku1 zhong3
de0 shuang1 yan3 泣いてはれた眼

ti2 ku1 声を出してなく

duan4 lian4 鍛錬

dui1 ji1 積み上げる

dui1 die2  積み重ねる

fang2 ai4 
妨害する、妨げる、邪魔
する

fu3 wo4 うつぶせ

duo3 shan3 よける、避ける

mi4 mi4 秘密

fa3 lv4 法律

fan2 rong2 繁栄する、繁栄させる

pu2 tao2 ぶどう

ma3 yi3 蟻

哭35 啼

积

34 堆 叠

33 堆

闪

32 锻 炼 鍛錬

31 躲

碍

30 俯 卧

29 妨

律 法律

28 繁 荣 繁栄

27 法

蚁

26 秘 密 秘密

25 蚂

24 葡 萄 葡萄
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tiao跳4 跳ねる、踊る 飛び跳ね踊る薬は、ティーが良い。 跳

跳舞tiao4 wu3 踊り / 跳槽tiao4 cao2 転職する /
跳蚤市场tiao4 zao0 shi4 chang3 フリーマー
ケット、ノミの市 / 抢跳qiang3 tiao4 水泳のフ
ライングスタート / 脸红心跳lian3 hong2 xin1
tiao4 緊張している様子 / 吓了我一跳xia4 le0
wo3 yi2 tiao4 びっくりした / 吓我一大跳xia4
wo3 yi2 da4 tiao4 びっくりする

wu舞3 踊り、舞う
手でふさぐ、武士の、正午の踊りは、五つ星
のエメラルドホテルで踊る。

捂武午舞五 跳舞tiao4 wu3 踊り / 舞蹈wu3 dao3 踊る、ダン
スする

tu涂2 塗る
図面を塗るのに踊りの途中でトマトを投げ
た。

图涂途 涂抹tu2 mo3 塗る、塗りつける / 涂料tu2 liao4
塗料、ペイント

mo抹3
塗る、ぬぐう、拭く、消
す、抹殺する

塗ったり拭いたり消したりできるメガネ猿の
尾。

抹 涂抹tu2 mo3 塗る、塗りつける / 抹杀mo3 sha1
抹殺する

tui腿3 すね すねの味は、テーブルの足の味。 腿

腿脚tui3 jiao3 脚力　足取り / 腿折了tui3 she2
le0 足が折れた / 腿脚不行了tui3 jiao3 bu4 xing2
le0 足が弱くなった / 火腿huo3 tui3 中国式ハム
/ 小腿xiao3 tui3 すね / 盘腿坐pan2 tui3 zuo4 あ
ぐらをかく / 哈巴腿ha4 ba0 tui3 がにまた

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。

搅饺角脚

腿脚tui3 jiao3 脚力　足取り / 脚跟jiao3 gen1
足のかかと / 脚本jiao3 ben3 脚本、台本、シナ
リオ / 脚脖子jiao3 bo2 zi0 足首 / 腿脚不行了tui3
jiao3 bu4 xing2 le0 足が弱くなった / 踩了我一
脚cai3 le0 wo3 yi4 jiao3 足を踏まれた

niao尿4 尿、小便 尿は薬だー、にきびを治す。 尿 尿尿niao4 sui1 放尿する、小便する / 撒尿sa1
niao4 放尿する、小便する

sui尿1 小便 小便ではあるが桜の味がする。 尿虽 尿尿niao4 sui1 放尿する、小便する

lan懒3 怠け者、不精だ
不精ものは、ロープを見ると按摩屋でレモンを
縛ってしまう。

懒缆览
懒惰lan3 duo4 怠ける、不精である / 懒得lan3
de0 ～するのが面倒だ / 懒散lan3 san3 だらけ
ている /  睡懒觉shui4 lan3 jiao4 朝寝坊をする

duo惰4 怠ける 怠けた私は、ディオールが買えない。 惰 懒惰lan3 duo4 怠ける、不精である / 惰性duo4
xing4 惰性

lin吝4 けちる、出し惜しみする
賃貸料をケチって、濾された音は、Lilyでも聞
こえない。

赁吝淋 吝啬lin4 se4  けちけちしている、しみったれる

se啬4
ケチである。しみったれ
である。

渋い色でふさがれたケチな詩人は腹ペコだ。 涩色塞啬 吝啬lin4 se4  けちけちしている、しみったれる

ling灵2 魂、賢い、敏感
菱形の鈴なり魂が、ゼロに近づいて、英国人
をロックする。

菱铃灵零凌

 灵魂ling2 hun2 霊魂、魂 / 灵车ling2 che1 霊柩
車 / 灵犀ling2 xi1  以心伝心、互いの意思が相互
に通じるたとえ。レイサイ霊犀 /灵感ling2 gan3
霊感 / 灵敏ling2 min3 敏感である / 心灵手巧
xin1 ling2 shou3 qiao3  頭が良くて手先が器用
である / 信则灵xin4 ze2 ling2 信じれば効き目
がある

hun魂2 魂、霊魂
すべての魂は、文中で蛍のように形容され
る。

浑魂
灵魂ling2 hun2 霊魂、魂 / 神魂shen2 hun2 正
気でない意識、神ががり / 神魂颠倒shen2 hun2
dian1 dao3 あることに夢中になり我を失う

gan感3 感じる
いそいで感じるには、敢えて棒で伸ばす按摩
を、ゲゲゲのキタロウにお願いする。

赶感敢擀

感觉gan3 jue2 感覚 / 感激gan3 ji1 感激 / 感伤
gan3 shang1 感傷的になる / 感情gan3 qing2 感
情 / 感人gan3 ren2 感動させる、感動的である /
感到gan3 dao4 感じる、思う / 感动gan3 dong4
感動 / 感冒gan3 mao4 風邪 / 感谢gan3 xie4 感
謝 / 灵感ling2 gan3 霊感 / 敏感min3 gan3 敏感
である / 性感xing4 gan3 セクシー

jue觉2 思う、感じる
役柄は、絶対決めたら感じてしまう、月でのＪ
ｏｋｅ。

角绝决觉
感觉gan3 jue2 感覚 / 觉得jue2 de0 ～と思う。
感じる / 觉悟jue2 wu4 自覚する / 嗅觉xiu4 jue2
嗅覚

guan关1 閉める、関係する
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。

观关官

关闭guan1 bi4 閉まる、閉じる / 关系guan1 xi0
関係 / 关心guan1 xin1 気にかける / 关怀guan1
huai2 上級から下級の人に配慮する、気にかけ
る / 关节guan1 jie2 関節 / 关于guan1 yu2 ～に
関する / 关键guan1 jian4 キーポイント / 关切
guan1 qie4  親切である、親しみのこもった配
慮をする / 关上guan1 shang4 ピッタリと閉じ
る、閉める / 关税guan1 shui4 関税 / 关照guan1
zhao4 面倒見てください（人に依頼するときに
使う） / 机关ji1 guan1 役所、官公庁、仕掛け /
开关kai1 guan1 スイッチ / 相关xiang1 guan1
関係する、関係がある / 报关bao4 guan1 通関
手続きをする

bi闭4 閉まる
卒業の時、壁が閉まるのを避ける為、必ず靑
だま貨幣で、ビールを一本買う。

毕壁闭避必碧币 关闭guan1 bi4 閉まる、閉じる

guan1 bi4 閉まる、閉じる

lin4 se4  
けちけちしている、しみっ
たれる

ling2 hun2 霊魂、魂

gan3 jue2 感覚

tui3 jiao3 脚力　足取り

niao4 sui1 放尿する、小便する

lan3 duo4 怠ける、不精である

tiao4 wu3 踊り

tu2 mo3 塗る、塗りつける

觉 感覚

44 关 闭

43 感

啬

42 灵 魂 霊魂

41 吝

尿 尿

40 懒 惰

39 尿

抹

38 腿 脚

37 涂

36 跳 舞
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kan看4
見る、見舞う、診察す
る

見たら按摩屋はキリン。 看

看见kan4 jian4 or jian0 目に入る、見える / 看
来kan4 lai2 見たところ～のようだ / 看懂kan4
dong3 見て分かる / 看病kan4 bing4 診察を受け
る / 看上kan4 shang4 見て気に入る、好きにな
る / 看望kan4 wang4 訪問する、見舞う / 看中
kan4 zhong4 気に入る / 看起来kan4 qi0 lai0 見
たところ～のようだ / 看不出kan4 bu0 chu1
・・・だとは思えない、見分けが付かない / 看
上去kan4 shang4 qu0 見たところ / 观看guan1
kan4 観覧する / 眼看yan3 kan4 すぐに、見るま
に / 净看电视jing4 kan4 dian4 shi4  テレビばっ
かり見ている / 比比看bi3 bi3 kan4 比べてみて /
站着看zhan4 zhe0 kan4  立って見る / 躺着看书
tang3 zhe0 kan4 shu1  横になって本を読む

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。

健建件键见间渐践剑
荐

 看见kan4 jian4 or jian0 目に入る、見える / 见
面jian4 mian4 顔を合せる / 见外jian4 wai4 よそ
よそしくする / 见树不见林jian4 shu4 bu2 jian4
lin2  木を見て森を見ず / 偏见pian1 jian4 偏見 /
听见ting1 jian4 耳にする、耳に入る /意见yi4
jian4 意見 / 再见zai4 jian4 さよなら / 不见得
bu4 jian4 de0 （主観的に）～とは限らない、
～とは決まっていない / 一见钟情yi2 jian4
zhong1 qing2 一目ぼれ / 不见不散bu2 jian4 bu2
san4  必ず会おうね / 并不见得好bing4 bu2
jian4 de0 hao3  良いとは限らない / 一会儿见
yi2 hui4 er0 jian4 ちょっと後で会いましょう /
偶然遇见ou3 ran2 yu4 jian4  偶然会う / 见树不
见林jian4 shu4 bu2 jian4 lin2  木を見て森を見
ず / 遇见yu4 jian0 出会う、出くわす

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。 考烤

考虑kao3 lv4 考慮 / 考察kao3 cha2 考察する /
考题kao3 ti2 試験問題 / 考上kao3 shang4 合格
する / 考试kao3 shi4 試験（人の能力） / 考验
kao3 yan4 試練を与える、試す / 高考gao1
kao3 大学の入学試験

lv虑4 案じる
緑の率律を考慮して、魚がＬｉｌｙに相談に来
た。

绿率律虑 考虑kao3 lv4 考慮  / 忧虑you1 lv4 憂慮する / 顾
虑gu4 lv4 懸念する

kong恐3 恐ろしい
恐ろしい穴に落ちたジュディーオングは、警察
が助ける。

恐孔
恐怖kong3 bu4 恐怖 / 恐怕kong3 pa4 ～ではな
いかと心配する / 恐怖片kong3 bu4 pian4 ホ
ラー映画

bu怖4 恐れる、怖がる
恐ろしい、布部を歩むな、ビールを飲んで踊っ
ていろ。

怖布部步不 恐怖kong3 bu4 恐怖 / 恐怖片kong3 bu4 pian4
ホラー映画

kong恐3 恐ろしい
恐ろしい穴に落ちたジュディーオングは、警察
が助ける。

恐孔
恐怕kong3 pa4 ～ではないかと心配する / 恐怖
kong3 bu4 恐怖 / 恐怖片kong3 bu4 pian4 ホ
ラー映画

pa怕4 怖い 怖がるおばさんに、ピアスをさした。 怕

恐怕kong3 pa4 ～ではないかと心配する / 怕冷
的我pa4 leng3 de0 wo3  寒がりの私 / 可怕ke3
pa4 恐ろしい / 哪怕na3 pa4 たとえ～でも＝即
使 / 害怕hai4 pa4 怖がる、恐れる

ke颗1 粒状の量詞
科学でも、粒粒な、腹ペコな河童を、捕らえ
られない。

科颗 颗粒ke1 li4 顆粒,，つぶ

li粒4 粒
すごく利用する、綺麗な粒栗の歴史が、Ｌｉｌｙ
は一番お気に入り。

厉利丽粒栗历励立力
例

颗粒ke1 li4 顆粒,，つぶ

ke咳2 咳
カラを食べたら、咳で腹ペコ、肥溜めに落ち
る。

壳咳 咳嗽ke2 sou0 咳

sou嗽4 せきをする 咳をしている欧米の詩人。 嗽 咳嗽ke2 sou0咳

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。 哭枯
哭泣ku1 qi4 しくしく泣く、むせび泣く / 哭肿
的双眼ku1 zhong3 de0 shuang1 yan3 泣いては
れた眼 / 啼哭ti2 ku1 声を出してなく

qi泣4 涙、すすり泣く
泣いた空気は、器に入れて、汽車で一番
キュートに捨てる。

泣气器汽弃 哭泣ku1 qi4 しくしく泣く、むせび泣く

kuan宽1 広い 広い湾には、河童が出る。 宽

宽敞kuan1 chang0 建物の内部空間が広々して
いる / 宽容kuan1 rong2 寛容である，大目に見
る / 宽带kuan1 dai4 ブロードバンド / 宽阔
kuan1 kuo4 広々としている

chang敞3 家や庭が広い
広々した工場の場所には、スバル星の、Ｃｈｅ
ｒｒｙが植わっていた。

敞厂场 宽敞kuan1 chang0 建物の内部空間が広々して
いる / 敞车chang3 che1 オープンカー

kuan宽1 広い 広い湾には、河童が出る。 宽

宽阔kuan1 kuo4 広々としている / 宽敞kuan1
chang0 建物の内部空間が広々している / 宽容
kuan1 rong2 寛容である，大目に見る / 宽带
kuan1 dai4 ブロードバンド

kuo阔4 面積が広い、広さ
広々した、括弧を広げて、私はキリンと一
緒。

阔括扩 宽阔kuan1 kuo4 広々としている

hen痕2 痕跡、跡形 跡形も無い蛍の恩返し。 痕 痕迹hen2 ji4 痕跡 / 裂痕lie4 hen2  ひび、裂け
目

ji迹4 跡
薬剤で締め上げた功績は、一階のJim跡に
立てる。

既际技计记寂季济继
纪寄剂系绩迹

痕迹hen2 ji4 痕跡 / 奇迹qi2 ji4 奇跡 / 遗迹yi2 ji4
遺跡 / 名胜古迹ming2 sheng4 gu3 ji4 名所旧跡

ji嫉2 嫉妬する、ねたむ
嫉妬して、編集し、即間に合わせた一番目
のＪｏｋｅ。

极急吉级集嫉辑即及 嫉妒ji2 du4 嫉妬する、ねたむ

du妒4 嫉妬する、ねたむ
度が過ぎたおなかに嫉妬して踊りのさなかに
ディオールプンプン。

度肚妒 嫉妒ji2 du4 嫉妬する、ねたむ

kuan1 kuo4 広々としている

hen2 ji4 痕跡

ji2 du4 嫉妬する、ねたむ

ke2 sou0 咳

ku1 qi4 しくしく泣く、むせび泣く

kuan1 chang0 
建物の内部空間が広々
している

kong3 bu4 恐怖

kong3 pa4 ～ではないかと心配する

ke1 li4 顆粒,，つぶ

kan4 jian4 or jian0 目に入る、見える

kao3 lv4 考慮

妒 嫉妬55 嫉

阔

54 痕 迹 痕跡

53 宽

泣

52 宽 敞

51 哭

粒 顆粒

50 咳 嗽 咳

49 颗

怖 恐怖

48 恐 怕

47 恐

见

46 考 虑 考慮

45 看
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ji寂4 さびしい
既に国際技術計画を記録する寂しい季節
だ、Jimの一階へ行こう。

既际技计记寂季济继
纪寄剂系绩迹

寂寞ji4 mo4 さみしい

mo寞4 寂しい
末っ子は、黙って寂しく砂漠に沈んだ墨の尾
にミサイルを打ち込む。

末默寞漠没墨 寂寞ji4 mo4 さみしい

jiao娇1 艶めかしい、甘える
教えてあげよう、焦ってピーマンに注いだのり
は、なまめかしく傲慢に交わる薬だ、Jazzを
聴いて、さらに交わる。

教焦椒浇胶娇骄交

娇艳jiao1 yan4 なまめかしい / 娇媚jiao1 mei4
色っぽく甘える / 撒娇sa1 jiao1  甘える、だだ
をこねる / 缠着撒娇chan2 zhe0 sa1 jiao1  い
ちゃいちゃする

yan艳4
あでやか、なまめかし
い、つややか

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。

艳宴赝燕咽验厌
 娇艳jiao1 yan4 なまめかしい /  艳丽yan4 li4 目
が覚めるように美しい /妖艳yao1 yan4 妖艶で
ある、色っぽい

jian监1 見張りする、監視する
監督は、肩の間から、みだらな目で、Jａｚｚを
見ている。

监肩间奸坚尖煎

监督jian1 du1 監督する / 监察jian1 cha2  観察
する / 监视jian1 shi4  監視する、見張る / 监测
器jian1 ce4 qi4  モニター、監視測定装置 / 监督
电话jian1 du1 dian4 hua4  苦情受付ホットライ
ン

du督1 監督する、取り締まる 都では、監督と踊るダッチワイフが大流行。 都督

监督jian1 du1 監督する / 基督ji1 du1  イエスキ
リスト / 基督教ji1 du1 jiao4  キリスト教 / 监督
电话jian1 du1 dian4 hua4  苦情受付ホットライ
ン

jian捡3 拾う
減ったはさみのカードを拾って簡単に検査する
には、眼をジェット機のように、早く動かす。

减剪柬捡简检 捡拾jian3 shi2 拾う

shi拾2 拾う
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。

实食时识石拾 捡拾jian3 shi2 拾う / 拾到shi2 dao4 拾う / 收拾
shou1 shi0 片付ける、整理する

jian检3 検査
減ったはさみのカードを拾って簡単に検査する
には、眼をジェット機のように、早く動かす。

减剪柬捡简检

检查jian3 cha2 検査 / 检测jian3 ce4 検査・測定
する / 检疫jian3 yi4 検疫 / 体检ti3 jian3 健康診
断 / 抽样检查chou1 yang4 jian3 cha2  抜き取り
検査、サンプリング検査 / 仔细检查zi3 xi4 jian3
cha2 詳細検査 / 植物检疫证zhi2 wu4 jian3 yi4
zheng4 植物検疫証

cha查2 検査
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。

察茶查

检查jian3 cha2 検査 / 查明cha2 ming2 調べて明
らかにする / 查对cha2 dui4 調べるために照合
する / 盘查pan2 cha2 尋問し検査する、取調べ
/ 审查shen3 cha2 審査する / 调查diao4 cha2 調
査 / 抽样检查chou1 yang4 jian3 cha2  抜き取り
検査、サンプリング検査 / 仔细检查zi3 xi4 jian3
cha2 詳細検査

jing竞4 競う、争う
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。

静净境竞竟镜敬 竞争jing4 zheng1 競争

zheng争1 争う、競争する
特徴は、争って蒸したエンジェルはじゃが芋み
たい。

征争蒸

竞争jing4 zheng1 競争 / 争夺zheng1 duo2  勝ち
取る、奪い取る / 争取zheng1 qu3 努力して獲
得する、実現を目指して努力する / 斗争dou4
zheng1 戦う，闘う / 战争zhan4 zheng1 戦争

ju聚4 集まる、集める
芝居の道具を集めるのを、拒む魚がJimに来
る。

巨句距据惧剧具聚拒 聚集ju4 ji2 一ヶ所に集まる / 聚会ju4 hui4 集ま
り

ji集2 集める
とっても急いで、吉の級を集めたら、一番良い
Ｊｏｋｅになった。

极急吉级集嫉辑即及

聚集ju4 ji2 一ヶ所に集まる / 集合ji2 he2  集合 /
集会ji2 hui4 集会（を開く） / 集装箱ji2
zhuang1 xiang1 コンテナ / 集成电路ji2 cheng2
dian4 lu4 集積回路

jun均1 平均、均等 軍隊では、平均台の上でJazz運動をする。 军均 均匀jun1 yun2 平均していてむらが無い / 均等
jun1 deng3 均等 / 平均ping2 jun1 平均

yun匀2 均等である
均等に雲が言う斧で運動会をぶち壊しにし
ろ。

匀云 均匀jun1 yun2 平均していてむらが無い

qiao憔2 やつれる、憔悴する 憔悴は、そば橋から見る薬で見積もる。 憔荞桥瞧 憔悴qiao2 cui4 憔悴する、やつれる

cui悴4 憔悴する
サクサク、し過ぎて憔悴し、味は、サイボーグ
に見てもらう。

脆悴 憔悴qiao2 cui4 憔悴する、やつれる

xi牺1 いけにえ
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。

析牺悉西息吸希惜夕
稀膝

牺牲xi1 sheng1 いけにえ

sheng牲1 いけにえ
いけにえが生まれた声で上がってきたエンジェ
ルの写真。

牲生声升 牺牲xi1 sheng1 いけにえ / 牲畜sheng1 chu4 家
畜

xia狭2 狭い 狭いところの歯は、Ｘ線で見る。 狭 狭窄xia2 zhai3 幅が狭い

zhai窄3 狭い ↔宽kuan1 狭い愛は、ジェンカの輪で広げる。 窄 狭窄xia2 zhai3 幅が狭い

xiao销1 売る、売り出す
宵に売れる、削れば消える薬は、クリスマスの
限定品。

宵销削消
销售xiao1 shou4 商品を販売する / 脱销tuo1
xiao1 売り切れ / 畅销chang4 xiao1 良く売れる
/ 撤销che4 xiao1 キャンセルする、アンドゥ

shou售4 売る
受け取ったら売ってしまった、痩せてるけど長
生きなケダモノに、授けてあげよう、欧米産の
シューマイ。

受售瘦寿兽授

销售xiao1 shou4 商品を販売する / 售货员
shou4 huo4 yuan2 店員、販売員 / 售票处shou4
piao4 chu4 チケット売場、切符売り場 / 售后服
务shou4 hou4 fu2 wu4 アフターサービス / 零售
ling2 shou4 小売、ばら売り（をする） / 自动售
货机zi4 dong4 shou4 huo4 ji1  自動販売機 / 电
脑联网售票dian4 nao3 lian2 wang3 shou4
piao4 オンラインシステム

xian陷4 落とし穴、くぼむ、はまる
羨ましい限りだ、現在献上した中身の具を、
落とし穴から内線で見たらへそ下に効くもの
だった。

羡限现献馅陷线 陷阱xian4 jing3 落とし穴、わな

jing阱3 落とし穴
警察の、落とし穴井戸の景色は宝石だ、
ジェット機から見る。

警阱井景 陷阱xian4 jing3 落とし穴、わな

xian4 jing3 落とし穴、わな

xi1 sheng1 いけにえ

xia2 zhai3 幅が狭い

xiao1 shou4 商品を販売する

ju4 ji2 一ヶ所に集まる

jun1 yun2 平均していてむらが無い

qiao2 cui4 憔悴する、やつれる

jian3 shi2 拾う

jian3 cha2 検査

jing4 zheng1 競争

ji4 mo4 さみしい

jiao1 yan4 なまめかしい

jian1 du1 監督する

售

68 陷 阱

67 销

牲

66 狭 窄

65 牺

匀

64 憔 悴 憔悴

63 均

争 競争

62 聚 集

61 竞

拾

60 检 查 検査

59 捡

艳

58 监 督 監督

57 娇

56 寂 寞
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xiong胸1 胸
凶悪犯の兄の胸には、クリスマスに泳いだ思
い出が有る。

凶兄胸
胸脯xiong1 pu2 胸 / 胸针xiong1 zhen1 ブロー
チ / 胸膛xiong1 tang2 胸 / 胸罩xiong1 zhao4 ブ
ラジャー / 胸脯子xiong1 pu2 zi0 胸

pu脯2 胸 葡萄の様な胸は、ポッキーが踊るとき刺さる。 葡脯 胸脯xiong1 pu2 胸 / 胸脯子xiong1 pu2 zi0 胸

xiong胸1 胸
凶悪犯の兄の胸には、クリスマスに泳いだ思
い出が有る。

凶兄胸
胸膛xiong1 tang2 胸 /  胸针xiong1 zhen1 ブ
ローチ / 胸脯xiong1 pu2 胸 / 胸罩xiong1 zhao4
ブラジャー / 胸脯子xiong1 pu2 zi0 胸

tang膛2 胸の空所、胸
お堂の砂糖の池には、胸までつかるスバルの
トマトが浮いている。

堂糖塘膛 胸膛xiong1 tang2 胸

xun寻2 探す、尋ねる
循環し、尋ねて探した、運動は、X線検査が
必要。

循寻 寻找xun2 zhao3 探す / 寻衅xun2 xin4 言いがか
りをつける

zhao找3 捜す、つり銭を出す 探すのは、オリンピックのジェンカの中。 找
寻找xun2 zhao3 探す / 找zhao3 捜す / 找钱
zhao3 qian2 つり銭 / 难找nan2 zhao3 捜すのが
難しい

xuan旋2 旋回する（名詞的） 宙吊りで旋回し、原っぱをX線で調査する。 悬旋

旋转xuan2 zhuan3 回転する、ぐるぐる回る /
旋回xuan2 hui2 旋回する、(地）周期 / 旋律
xuan2 lv4 旋律、メロディー / 回旋hui2 xuan2
旋回する、ぐるぐる回る / 盘旋pan2 xuan2 旋
回する、ぐるぐる回る

zhuan转3 転送、向きを変える
向きをぐるりと変えられる湾ならジェンカが踊れ
る。

转

旋转xuan2 zhuan3 回転する、ぐるぐる回る /
转发zhuan3 fa1 転送する / 转机zhuan3 ji1 飛行
機を乗り継ぐ / 转学zhuan3 xue2 転校する / 转
移zhuan3 yi2 移る、変わる / 回转hui2 zhuan3
向きを変える、回転する / 晴转阴qing2 zhuan3
yin1 晴れのち曇り / 多云转晴duo1 yun2 zhuan3
qing2 曇りのち晴れ / 自动转换zi4 dong4
zhuan3 huan4 自動変換

xuan选3 選ぶ、選択する 選ぶのは、野原でトリプルxする女。 选
选择xuan3 ze2 選ぶ、選択する / 挑选tiao1
xuan3 適当な物、人を選ぶ / 人选ren2 xuan3 候
補者 / 中选zhong4 xuan3  当選する、入選する

ze择2 選ぶ,選択する 責任に則り、選んだのは腹ペコな象。 责则择 选择xuan3 ze2 選ぶ、選択する / 择优录取ze2
you1 lu4 qu3 成績がいい者を採用する

zhou皱4 しわ しわしわな欧米の爺さん。 皱 皱纹zhou4 wen2 しわ

wen纹2 紋様、しわ しわしわになったニュースの文章は斧で書く。 纹闻文 皱纹zhou4 wen2 しわ /花纹hua1 wen2 柄物
（がらもの）

zhu逐2 順を追って
ろうそくが次第に竹に近づいて踊出す女王
蜂。

烛逐竹
逐渐zhu2 jian4 次第に,ゆっくりと少しずつ / 逐
步zhu2 bu4 一歩一歩次第に / 逐次zhu2 ci4 逐
次

jian渐4 だんだんに、しだいに
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。

健建件键见间渐践剑
荐

逐渐zhu2 jian4 次第に,ゆっくりと少しずつ / 渐
渐jian4 jian4 だんだん、次第に /  渐渐jian4
jian4 だんだん、次第に

zhuang状4 状況、形状
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。

壮撞状
状况zhuang4 kuang4 状況 / 形状xing2 zhuang4
形状 / 症状zheng4 zhuang4 症状 / 维持现状
wei2 chi2 xian4 zhuang4 現状維持

kuang况4 状況
鉱石が目のふちにくっついた状況は、怠けた
王様がキリンに乗って見に行く。

矿眶况旷 状况zhuang4 kuang4 状況 / 情况qing2 kuang4
情況、事情、

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。

虫重

重叠chong2 die2 重なり合う / 重新chong2 xin1
改めて、新たに,もう一度 / 双重shuang1
chong2 二重の / 公司重组gong1 si1 chong2 zu3
リストラ

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。 叠碟

重叠chong2 die2 重なり合う / 叠衣服die2 yi1
fu0  衣服をたたむ / 叠被子die2 bei4 zi0 掛け布
団を畳む / 堆叠dui1 die2  積み重ねる / 一叠钞
票yi4 die2 chao1 piao4 札束

chi池2 池
池を持つのが遅れると、一人で腸ねん転にな
る。

池持迟
池塘chi2 tang2 池 / 电池dian4 chi2 電池 / 游泳
池you2 yong3 chi2 プール / 蓄电池xu4 dian4
chi2 バッテリー

tang塘2 池
お堂の砂糖の池には、胸までつかるスバルの
トマトが浮いている。

堂糖塘膛 池塘chi2 tang2 池

chu储3 蓄える
イシズエの、処理の時、はっきりした蓄えは、
踊っているcherryには無い。

础处楚储 储蓄chu3 xu4 貯蓄する / 储存chu3 cun2 保存す
る

xu蓄4 蓄える 始まりの序曲に続いて蓄える魚のへそした。 绪序续蓄 储蓄chu3 xu4 貯蓄する / 蓄电池xu4 dian4 chi2
バッテリー / 积蓄ji1 xu4 貯金

chun纯2 純粋な
唇からの、純粋なアルコールで、腸ねん転の
文章が出来上がる。

唇纯醇 纯洁chun2 jie2 純潔である、汚れの無い / 纯金
chun2 jin1 純金 / 纯粹chun2 cui4 純粋な

jie洁2 純潔である
結婚の節目に純潔な睫毛が夜のＪｏｋｅのネ
タになる。

结节洁睫
纯洁chun2 jie2 純潔である、汚れの無い / 整洁
zheng3 jie2  きちんとしている、さっぱりして
いる / 不洁bu4 jie2 不潔な

shan闪3
よける、きらめく、筋を違
える

よけるよ、按摩屋でシェイバーが飛んで来た
ら。

闪

闪躲shan3 duo3 よける、避ける / 闪卡shan3
ka3 メモリースティック / 闪电shan3 dian4 稲
妻 / 闪烁shan3 shuo4  ぴかぴか光る。きらきら
する / 闪光灯shan3 guang1 deng1 撮影用フ
ラッシュストロボ / 闪烁其词shan3 shuo4 qi2
ci2  言を左右する / 躲闪duo3 shan3 よける、避
ける

duo躲3 よける、避ける 耳でよけるよ私がデブの脇を歩くとき。 朵躲 躲闪duo3 shan3 よける、避ける / 闪躲shan3
duo3 よける、避ける

chun2 jie2 純潔である、汚れの無い

shan3 duo3 よける、避ける

chong2 die2 重なり合う

chi2 tang2 池

chu3 xu4 貯蓄する

zhou4 wen2 しわ

zhu2 jian4 次第に,ゆっくりと少しずつ

zhuang4 kuang4 状況

xun2 zhao3 探す

xuan2 zhuan3 回転する、ぐるぐる回る

xuan3 ze2 選ぶ、選択する

xiong1 pu2 胸

xiong1 tang2 胸

躲81 闪

蓄

80 纯 洁 純潔

79 储

叠

78 池 塘

77 重

渐

76 状 况 状況

75 逐

择 選択

74 皱 纹

73 选

找

72 旋 转

71 寻

脯

70 胸 膛

69 胸
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shao稍1 少し 少し焼けたオリンピックの写真。 稍烧 稍微shao1 wei1 ほんの少し / 稍等shao1 deng3
少し待って

wei微1 わずか 威嚇され、わずかに危ない味は赤とんぼ。 威微危
稍微shao1 wei1 ほんの少し / 微波wei1 bo1 さ
ざなみ / 微风wei1 feng1 微風 / 微妙wei1 miao4
微妙 / 微波炉wei1 bo1 lu2 電子レンジ

she奢1 贅沢である
贅沢だー。腹ペコなのに写真機を持ってい
る。

奢 奢侈she1 chi3 贅沢である

chi侈3 贅沢な、大げさな
贅沢な、歯の形をした物差しは、ｃｈｅｒｒｙ一
人が持っている。

侈齿尺 奢侈she1 chi3 贅沢である

shi师1 師、先生
施しで失敗した師は、湿った一枚の写真に
なっている。

施失师湿

师傅shi1 fu0 師匠、運転手、ホテル従業員、商
店の店員への呼びかけ / 厨师chu2 shi1 料理人 /
老师lao3 shi1 先生 / 律师lv4 shi1 弁護士 / 调酒
师tiao2 jiu3 shi1 バーテンダー / 药剂师yao4 ji4
shi1  薬剤師 / 辩护律师bian4 hu4 lv4 shi1  弁護
士

fu傅1 師 夫の師は、肌出し踊りでファスナーが外れた。 夫傅肤 师傅shi1 fu0 師匠、運転手、ホテル従業員、商
店の店員への呼びかけ

shuai摔1 倒れる、落ちる 衰えて倒れるところを外から写真に撮られた。 衰摔 摔倒shuai1 dao3 つまづいて転ぶ

dao倒3 倒れる
島踊りで倒れても、導いてくれた、オリンピック
の、デブ案内人。

岛蹈倒导

摔倒shuai1 dao3 つまづいて転ぶ / 倒霉dao3
mei2 運が悪い、ついていない / 倒凤颠鸾dao3
feng4 dian1 luan2 男女の交合をさす / 颠倒
dian1 dao3 さかさまにする、あべこべにする /
跌倒die1 dao3  つまずいて転ぶ / 颠来倒去dian1
lai2 dao3 qu4 同じ事を何度も繰り返す / 颠鸾倒
凤dian1 luan2 dao3 feng4 男女の交合をさす /
神魂颠倒shen2 hun2 dian1 dao3 あることに夢
中になり我を失う

shui睡4 眠る
眠っている税金は、シューマイの味探しに使お
う。

睡税

睡眠shui4 mian2 睡眠 / 睡衣shui4 yi1 パジャマ
/ 睡着shui4 zhao2 寝付く、眠りに入る / 睡觉
shui4 jiao4 眠る / 睡懒觉shui4 lan3 jiao4 朝寝坊
をする / 睡眠不足shui4 mian2 bu4 zu2  睡眠不
足 / 临睡的时候lin2 shui4 de0 shi2 hou4  寝る前
に / 打瞌睡da3 ke1 shui4 居眠りをする、うと
うとする

mian眠2 眠る 眠るとき木綿の眼帯をして森で寝る。 眠棉绵 睡眠shui4 mian2 睡眠 / 睡眠不足shui4 mian2
bu4 zu2  睡眠不足

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。

尊遵 尊敬zun1 jing4 尊敬する / 尊重zun1 zhong4 尊
重する

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。

静净境竞竟镜敬 尊敬zun1 jing4 尊敬する / 敬重jing4 zhong4 尊
敬する / 孝敬xiao4 jing4 孝行をする

can惭2 恥じる 恥ずかしいが、残ったコーラを按摩屋で飲む。 惭残 惭愧can2 kui4 恥ずかしい

kui愧4 恥じる、恥ずかしく思う 恥ずかしいが、キリンの味はまだ知らない。 愧 惭愧can2 kui4 恥ずかしい

cuo错4 間違い 間違って私がサイボーグになってしまった。 错

错误cuo4 wu4 間違った、正しくない /　错怪
cuo4 guai4  誤って人を責める /  差错cha1 cuo4
過ち、間違い（具体的な事柄、仕事） / 不错
bu2 cuo4 素晴らしい、良い / 认错ren4 cuo4 見
間違える、誤認する / 弄错了nong4 cuo4 le0  勘
違い / 还算不错hai2 suan4 bu2 cuo4  まあま
あってとこです / 果然没错guo3 ran2 mei2 cuo4
やっぱり間違いなかった

wu误4 間違える
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。

悟务物误勿

错误cuo4 wu4 間違った、正しくない / 误会wu4
hui4 誤解する / 耽误dan1 wu0  遅らせる、手遅
れになる、滞らせる / 耽误了你的时间dan1 wu0
le0 ni3 de0 shi2 jian1 お手間を取らせました

si丝1 細切り、シルク
細切れシルクをつかさどる私の思いは、一本
の桜に託している。

丝司私思

丝绸si1 chou2 シルク、絹織物 / 丝织品si1 zhi1
pin3 シルク製品＝丝绸 / 螺丝luo2 si1 ねじ / 粉
丝fen3 si1  ファン、　ハルサメ / 鱼香肉丝yu2
xiang1 rou4 si1 辛くて酸味の有る豚肉の細切り
炒め / 青椒牛肉丝qing1 jiao1 niu2 rou4 si1 ﾁﾝ
ｼﾞｬｵﾆｭｰﾛｰｽﾋﾟｰﾏﾝと牛肉の細切り炒め

chou绸2 絹織物
絹織物製の賭け事チップに対応し、気が滅
入る欧米人は、腸ねん転になる。

绸筹酬愁 丝绸si1 chou2 シルク、絹織物 / 一匹绸子yi4
pi3 chou2 zi0 絹一匹

si寺4 寺 寺では似ている四人の一人は詩人になる。 寺似四 寺庙si4 miao4 寺 / 佛寺fo2 si4 寺

miao庙4 霊を祭る所、寺 寺の妙薬は、ミサイルで運ぶ。 庙妙 寺庙si4 miao4 寺 / 庙会miao4 hui4 縁日の市 /
赶庙会gan3 miao4 hui4 縁日に出かける

cuo4 wu4 間違った、正しくない

si1 chou2 シルク、絹織物

si4 miao4 寺

shui4 mian2 睡眠

zun1 jing4 尊敬する

can2 kui4 恥ずかしい

she1 chi3 贅沢である

shi1 fu0 
師匠、運転手、ホテル従
業員、商店の店員への
呼びかけ

shuai1 dao3 つまづいて転ぶ

shao1 wei1 ほんの少し

庙91 寺

误

90 丝 绸

89 错

敬 尊敬

88 惭 愧

87 尊

倒

86 睡 眠 睡眠

85 摔

侈

84 师 傅

83 奢

82 稍 微
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chan缠2 からむ、巻きつける からまれて按摩屋で腸ねん転になった。 缠

缠绕chan2 rao4 巻きつく、からみつく / 缠足
chan2 zu2 纏足（てんそく） /缠着撒娇chan2
zhe0 sa1 jiao1  いちゃいちゃする / 来缠lai2
chan2 からんでくる / 琐事缠身suo3 shi4 chan2
shen1  雑用に追われる

rao绕4 巻く、巻付ける
巻ついてしまった、オリンピックでのリボン競
技。

绕

缠绕chan2 rao4 巻きつく、からみつく / 绕道
rao4 dao4 回り道をする、迂回する / 绕路rao4
lu4 回り道をする、迂回する / 围绕wei2 rao4 周
りをぐるっと、取り巻く

chan2 rao4 巻きつく、からみつく92 缠 绕
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