
声調を間違うと違う意味になってしまう単語の例　50個

フレーズの中での対象漢字は青色に表示しています

NO 単語 ピンイン 日本語 用例

頼りになる、医者の衣服に一匹の赤とんぼ。 一般的な班長さんは、引っ越す時、バットを按摩屋で振り回す。

赤とんぼ 一 依医衣一 バット 按摩 般班搬

斧 一 姨疑遗仪移宜一 ビール 按摩 瓣半伴扮办拌

斧 一 姨疑遗仪移宜一 ギタア ジュディーオング 贡共

生埋め 一 艺谊益意议易译义异一 ガードマン ジュディーオング 恭公宫工供功攻

赤とんぼ 一 依医衣一 ロック 薬 僚疗聊

生埋め 一 艺谊益意一 Ｌｉｌｙ 薬 料

斧 一 姨疑遗仪移宜一 シューマイ 踊り 树数束述术

生埋め 一 艺谊益意一 シューマイ 踊り 树数束述术

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。 マフラーを巻いた違反者を維持するには、唯一斧の切れ味次第。

エメラルド 一 以椅已蚁 斧 味 围违维为唯惟

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。

生埋め 一 艺谊益意一 生埋め 味 喂谓味

夜、液体の葉っぱのページをめくる業で生き埋めにされる。 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。

生埋め 夜 夜液叶页业 Jazz 英国 京经惊精晶睛

夜、液体の葉っぱのページをめくる業で生き埋めにされる。 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。

生埋め 夜 夜液叶页业 ジェット機 宝石 警阱井景

常に長い腸を味わえる代償は、スバルに乗ったら腸ねん転になった。

斧 眼 岩盐炎颜研延严言 腸ねん転 スバル 常长肠尝偿

エメラルド 眼 眼演 チークダンス スバル 畅唱

眼は演技のエメラルドグリーン。 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。

エメラルド 眼 眼演 Jazz 英国 京经惊精晶睛

眼は演技のエメラルドグリーン。

エメラルド 眼 眼演 Jim 英国 静净境竞竟镜敬

優秀な幽霊は、憂鬱なとき、悠々と赤とんぼを油で揚げる。 仙人は、先に鮮やかな目でクリスマスを楽しんでいる。

赤とんぼ 油 优幽忧悠 クリスマス 眼 仙先鲜

優秀な幽霊は、憂鬱なとき、悠々と赤とんぼを油で揚げる。 しょっぱいのが嫌いな賢い人は、暇なとき眼をＸ線で見る。

赤とんぼ 油 优幽忧悠 x線 眼 咸嫌贤闲

優秀な幽霊は、憂鬱なとき、悠々と赤とんぼを油で揚げる。 議会でやさしく翻訳したら正義と異なり、一人で生き埋めにされた。

赤とんぼ 油 优幽忧悠 生埋め 一 议易译义异一

友達有るので油をエメラルドで買える。 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。

エメラルド 油 友有 生埋め 一 艺谊益意一

友達有るので油をエメラルドで買える。 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。

エメラルド 油 友有 生埋め 一 艺谊益意

晩に、服をまくって　お碗で湾のｴﾒﾗﾙﾄﾞを集める。

エメラルド 湾 晚挽碗 蛍 味 回

晩に、服をまくって　お碗で湾のｴﾒﾗﾙﾄﾞを集める。 為替の会議の恵みで火鍋を味わう。

エメラルド 湾 晚挽碗 火 味 汇会惠

威嚇され、わずかに危ない味は赤とんぼ。 巨大なセンテンスの距離によって、恐れる魚がJimに居る。

赤とんぼ 味 威微危 Jiｍ 魚 巨句距据惧

巨大なセンテンスの距離によって、恐れる魚がJimに居る。

生埋め 味 卫胃位未慰畏为 Jiｍ 魚 巨句距据惧

住所の紙を、ただ指で止めると、一回ジェンカが踊れる。

斧 味 围违维为唯惟 ジェンカ 一 址纸只指止

置いた雑誌の製造品質を、治めに至る爺さんの一生。

生埋め 味 卫胃位未慰畏为 爺さん 一 置志制质治至致

縁有って、元援助員は、原っぱ園で、資源を、丸まる、斧で集める。 泣いた空気は、器に入れて、汽車で一番キュートに捨てる。

斧 原っぱ 缘元援员原园源圆 キュート 一 泣气器汽弃

公共の建物の望みは怨念を、庭園と原っぱに、生き埋めにする。 泣いた空気は、器に入れて、汽車で一番キュートに捨てる。

生埋め 原っぱ 院愿怨苑 キュート 一 泣气器汽弃
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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。

回る味には、蛍もびっくり。

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。

マフラーを巻いた違反者を維持するには、唯一斧の切れ味次第。

一共 yi2 gong4 合わせて全部で

义工 yi4 gong1 
ボランティア
= 社会义工 の略

おばさんの疑わしい遺言では、計器を移動するとき適当に一本斧を持
つ。

花びらを半分伴うおしゃれな方法は、ビールを、按摩屋で、かき混ぜ、口
論する。

一般 yi1 ban1 普通である

一半 yi2 ban4 半分

一束 yi2 shu4 一束

艺术 yi4 shu4 芸術

医疗 yi1 liao2 医療

意料 yi4 liao4  予想する、予測する

液晶 ye4 jing1 液晶

夜景 ye4 jing3 夜景

以为 yi3 wei2 
実際は違うのに～と思
う、
～と考える(主観的に）

意味 yi4 wei4 
意味合い、深い意味、
味わい

眼睛 yan3 jing1 目

眼镜 yan3 jing4 メガネ

延长 yan2 chang2 延長する、延ばす

演唱 yan3 chang4 伝統劇を演じる

友谊 you3 yi4 友情

优先 you1 xian1 優先する

悠闲 you1 xian2 
ゆったりしている、のんびり
している
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畏惧 wei4 ju4 恐れる，怖がる

为止 wei2 zhi3 到と組み合わせて～まで

晚会 wan3 hui4 夜のパーティー

危惧 wei1 ju4 危惧する

有益 you3 yi4 有益

挽回 wan3 hui2 挽回する

优异 you1 yi4 
成績、貢献がずば抜け
ている

怨气 yuan4 qi4 恨み

位置 wei4 zhi0 位置

元气 yuan2 qi4 
（人、国、組織）活力、活
気

頼りになる、医者の衣服に一匹の赤とんぼ。 官僚は、治療するとき雑談しながら薬でロックを盛り上げる。

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。 料理の薬は、Liｌｙが持っている。

おばさんの疑わしい遺言では、計器を移動するとき適当に一本斧を持
つ。

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。

晚上我一般在家看电视。

夜は私は普通家でテレビを見ています。

おばさんの疑わしい遺言では、計器を移動するとき適当に一本斧を持
つ。

貢と共にジュディーオングはギターを弾く。

議会でやさしく翻訳したら正義と異なり、一人で生き埋めにされた。
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。

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。 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。

眼は演技のエメラルドグリーン。 すらすら歌えるのは、スバルのチークダンスの歌。

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。

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。

产品质量优异。

製品の品質が飛びぬけてよい。

态度悠闲。

態度がゆったりしている。

女士优先。

レディーファースト。

还有一个小时延长。

もう一時間延長する。

上海的夜景是世界最 好。
上海の夜景は世界一ですね。

现在的电视机都是液晶吧。

今のテレビはみんな液晶ですね。

我以为水的温度很合适he2 shi4。

水の温度はちょうど良いと思う。

这些都是在我们意料之中的。

これらはみな私達が予想していたことだ。

那个医院有最新的医疗设备。

あの病院は最新の医療設備が有る

到刚才为止还什么事都没有，但是突然
间肚子痛了起来。
今まで何も無かったのに急にお腹が痛くなっ
た。

无所wu2 suo3畏惧。
恐れるものがない、何も恐れない。

开晚会。
夜のパーティーを開く。

挽回面子mian4 zi0。
メンツを取り戻す。

运动有益于健康。

運動は健康に有益である。

增进zeng1 jin4友谊。

友情を深める。

心里憋bie1着的一股gu3怨气终于吐出
来了。
心の中の鬱積（うっせき）をついに晴らした。

调换diao4 huan4位置。
席をかえる。
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上段はフレーズ

下段は　キーワードと　フレーズの中の漢字

1番目の漢字 ２番目の漢字

ひとの口まで持っていって食べさせると、いわゆる味が生き埋めになってい
る。
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フレーズの中での対象漢字は青色に表示しています

NO 単語 ピンイン 日本語 用例
上段はフレーズ

下段は　キーワードと　フレーズの中の漢字

1番目の漢字 ２番目の漢字

満腹を保つ宝石ベッドでオリンピックを見る。 館の管は、湾まで、ゲゲゲのキタロウが使っている。

ベッド オリンピック 饱保宝 ｹﾞｹﾞｹﾞのきたろお 湾 馆管

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。

ビール オリンピック 暴爆抱报 ガードマン 湾 观关官
魚が余って、やっと愉快に楽しく斧が使える。

斧 魚 鱼余于愉娱

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。

ビール オリンピック 暴爆抱报 エメラルド 魚 羽与雨语

包んだバットで、オリンピックへ出場する。 注意深い紫の子供は、一円の銭より小さくならない。

バット オリンピック 包 銭 一 仔紫子

雹が降ったら、薄い帽子じゃオリンピックで怪我をする。 注意深い紫の子供は、一円の銭より小さくならない。

帽子 オリンピック 雹薄 銭 一 仔紫子

北のベットは営業が寝る。

ベッド 営業 北 Jazz 英国 京经惊精晶睛

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。

ビール 営業 惫贝辈备背被倍呗 ジェット機 宝石 警阱井景

注意深い紫の子供は、一円の銭より小さくならない。

バット 営業 悲卑杯背 銭 一 仔紫子

注意深い紫の子供は、一円の銭より小さくならない。

ビール 営業 惫贝辈备背被倍呗 銭 一 仔紫子

注意深い紫の子供は、一円の銭より小さくならない。

ビール 営業 惫贝辈备背被倍呗 銭 一 仔紫子

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。

フォーク スバル 房妨防 Jiｍ 牙 架驾嫁价假

放る、相手は、スバル星のフィアンセ。

フィアンセ スバル 放 Jiｍ 牙 架驾嫁价假

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。 住所の紙を、ただ指で止めると、一回ジェンカが踊れる。

フォーク スバル 房妨防 ジェンカ 一 址纸只指止

訪問する紡績工場には、スバルに似ているフェリーで行く。 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。

フェリー スバル 访纺仿 じゃが芋 一 知只之枝汁支织

夫の師は、肌出し踊りでファスナーが外れた。 愛有る人は、恩を感じるが、ロボットは感じない。

ファスナー 踊り 夫傅肤 ロボット 恩 仁人

愛有る人は、恩を感じるが、ロボットは感じない。

フィアンセ 踊り 覆妇负父富附付复腹副 ロボット 恩 仁人

打つ、打つ、打つのは、おばさんのデブ。 算数とニンニクは、湾岸に居る詩人では、とても無理。

デブ おばさん 打 詩人 湾 算蒜

大きなおばさんディオールぷんぷん。 算数とニンニクは、湾に居る詩人では、とても無理。

ディオール おばさん 大 詩人 湾 算蒜

肝がデカイのは、按摩屋のデブ。

デブ 按摩 胆 初夜 一 实食时识石拾

但し淡い卵は、誕生日に按摩屋で、ディオールと交換して。

ディオール 按摩 但淡蛋诞 シューマイ 一 是世事市室士适誓式

桐原さんと同じくジュディーオングは、トマト好き。

トマト
ジュディーオン
グ

桐同 初夜 一 实食时识石拾

桐原さんと同じくジュディーオングは、トマト好き。

トマト
ジュディーオン
グ

桐同 シューマイ 一 是世事市室士适誓式

モップかけを依託され、脱いだ私は、狸に化ける。

狸 我 拖托脱 x線 夜 鞋携谐协邪挟

妥協はしないと、私はテーブルに居座る。

テーブル 我 妥 x線 夜 鞋携谐协邪挟

牢獄の労働は、オリンピックのロックコンサート準備。 高架を運転する嫁の値段は、暇な歯医者よりJimのほうが安い。

ロック オリンピック 牢劳 Jiｍ 牙 架驾嫁价假

老いて、オリンピックでレモンをかじる。 りっぱな家に挟まれ、首かせを加えて牙になるＪａｚｚは変だ。

レモン オリンピック 老 Jazz 牙 佳家夹枷加

靴型携帯電話で調和を取って協力し、夜、Ｘ線で、邪悪に脅迫する。

靴型携帯電話で調和を取って協力し、夜、Ｘ線で、邪悪に脅迫する。
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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。

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。

高架を運転する嫁の値段は、暇な歯医者よりJimのほうが安い。

高架を運転する嫁の値段は、暇な歯医者よりJimのほうが安い。

保管 bao3 guan3 保管する

暴雨 bao4 yu3  大雨、豪雨

包子 bao1 zi0 中華饅頭

报关 bao4 guan1 通関手続きをする

鲍鱼 bao4 yu2 あわび

背景 bei4 jing3 背景

杯子 bei1 zi0 コップ

雹子 bao2 zi0 あられ、雹、ひょう

北京 bei3 jing1 ペキン

房价 fang2 jia4 家の値段

放假 fang4 jia4 休みになる。公の休み

被子 bei4 zi0 掛け布団

辈子 bei4 zi0 一生

夫人 fu1 ren2 夫人

妇人 fu4 ren2 婦人

防止 fang2 zhi3 防止する

纺织 fang3 zhi1 紡績

胆石 dan3 shi2 胆石

但是 dan4 shi4 しかし

打算 da3 suan0 ～するつもり

大蒜 da4 suan4 にんにく

拖鞋 tuo1 xie2 スリッパ

妥协 tuo3 xie2 妥協する

同时 tong2 shi2 同時に

同事 tong2 shi4 同僚

劳驾 lao2 jia4 （お願いするとき）チョット

老家 lao3 jia1 故郷

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。

これは、世の事市の事、室では武士がサイズが丁度いい、誓いの
シューマイを一式食べている。

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。

これは、世の事市の事、室では武士がサイズが丁度いい、誓いのシュー
マイを一式食べている。

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。

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。

暴力なら、爆弾抱いて新聞に載ればビールがオリンピックで宣伝にな
る。

暴力なら、爆弾抱いて新聞に載ればビールがオリンピックで宣伝にな
る。

劳驾,请把那本书递di4给我。
すみませんがあの本を取ってください。

单位同事。
会社の同僚。

你打算到哪里去旅行？
あなたはどこへ旅行に行くつもりですか？

防止发生事故。
事故の発生を防止する。

放暑假。
夏休みになる。

可是现在的房价偏偏都那么贵。
だけど、今の家賃はあいにく皆あんなにも高
い。

青海省不仅是长江的源头，同时也是黄
河的源头。
青海省は长江の始まりだけでなく、同時に
黄河の始まりでもある。

下辈子。
来世。

政治zheng4 zhi4背景。
政治的背景。

肉包子。
肉饅頭。

保管得很好。
非常に良く保管されている。

这次出差，我顺便回老家去看看父母。
この出張,、私はついでに実家に帰って父母
を見に行きます。
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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。

覆面した婦人に負けた父さん富士山付近で反復腹踊り、副フィアンセ
ドッキリ。
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フレーズの中での対象漢字は青色に表示しています

NO 単語 ピンイン 日本語 用例
上段はフレーズ

下段は　キーワードと　フレーズの中の漢字

1番目の漢字 ２番目の漢字

老いて、オリンピックでレモンをかじる。 施しで失敗した師は、湿った一枚の写真になっている。

レモン オリンピック 老 写真 一 施失师湿

老いて、オリンピックでレモンをかじる。

レモン オリンピック 老 シューマイ 一 是世事市室士适誓式

すももと、鯉のお礼の理由の中身は、一個のレモン。 注意深い紫の子供は、一円の銭より小さくならない。

レモン 一 李鲤礼理里 銭 一 仔紫子

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。 注意深い紫の子供は、一円の銭より小さくならない。

Ｌｉｌｙ 一 厉利丽粒栗历 銭 一 仔紫子

励まして立つ力の例は、Ｌｉｌｙが一つ知っている。 注意深い紫の子供は、一円の銭より小さくならない。

Ｌｉｌｙ 一 励立力例 銭 一 仔紫子

かわいそうな連絡は、すだれのように連なる眼がロックして伝える。 たわむれの、細かな系統は、一度へそしたに戻ってみる。

ロック 眼 怜联帘连 ヘソ下 一 戏细系

鎖を使った恋の練習鍛錬は、眼でＬｉｌｙを見ること。 習うのは、席から上がる一本のＸ線。

Ｌｉｌｙ 眼 链恋练炼 x線 一 习席

兄の歌うハトの歌は、腹ペコガードマンでも歌える。 注意深い紫の子供は、一円の銭より小さくならない。

ガードマン 腹ペコ 哥歌鸽 銭 一 仔紫子

各々個々は、腹ペコだがギター好き。 注意深い紫の子供は、一円の銭より小さくならない。

ギタア 腹ペコ 各个 銭 一 仔紫子

各々個々は、腹ペコだがギター好き。 字は、自ら一つで痔を表す。

ギタア 腹ペコ 各个 痔 一 字自

為替の会議の恵みで火鍋を味わう。

Jazz 一 饥鸡基激击机积几 火 味 汇会惠

とっても急いで、吉の級を集めたら、一番良いＪｏｋｅになった。 為替の会議の恵みで火鍋を味わう。

joke 一 极急吉级集 火 味 汇会惠

嫉妬して、編集し、即間に合わせた一番目のＪｏｋｅ。 史和が、運転で使い始めた、一つ星シェイバー。

joke 一 嫉辑即及 シェイバー 一 史驶使始

とっても急いで、吉の級を集めたら、一番良いＪｏｋｅになった。

joke 一 极急吉级集 シューマイ 一 是世事市室士适誓式

とっても急いで、吉の級を集めたら、一番良いＪｏｋｅになった。

Jazz 薬 教焦椒浇胶娇骄交 joke 一 极急吉级集

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。

Jazz 薬 教焦椒浇胶娇骄交 Jim 一 既际技计记寂季

議会でやさしく翻訳したら正義と異なり、一人で生き埋めにされた。

ｊｅｔ機 眼 减剪柬捡简检 生埋め 一 议易译义异一

ｊｅｔ機 眼 减剪柬捡简检

議会でやさしく翻訳したら正義と異なり、一人で生き埋めにされた。

Jim 眼 健建件键见间渐 生埋め 一 议易译义异一

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。

Jazz 英国 京经惊精晶睛 デブ 眼 典点

ジェット機 宝石 警阱井景 デブ 眼 典点

クリスマス 一 析牺悉西息吸希惜夕稀膝 ｹﾞｹﾞｹﾞのきたろお 湾 馆管

習うのは、席から上がる一本のＸ線。

x線 一 习席 ギタア 湾 灌惯罐冠

仙人は、先に鮮やかな目でクリスマスを楽しんでいる。

クリスマス 眼 仙先鲜 森 宝石 明名

x線 眼 咸嫌贤闲 森 宝石 明名

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。 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。

じゃが芋 一 知只之枝汁支织 ディオール オリンピック 道倒到

職務で植物の値段を、直ちに執行する、バツイチの女王蜂。 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。

女王蜂 一 职植值直执 ディオール オリンピック 道倒到

老师 lao3 shi1 先生

老是 lao3 shi4 何時も～だ(悪い意味）

例子 li4 zi0 例

联系 lian2 xi4 連絡

李子 li3 zi0 すもも

栗子 li4 zi0 栗の実

个子 ge4 zi0 人の背丈

各自 ge4 zi4 各自

31

练习 lian4 xi2 練習

鸽子 ge1 zi0 はと

30

即使 ji2 shi3 ～であっても ＝就是

急事 ji2 shi4 急用

33

机会 ji1 hui4 チャンス

集会 ji2 hui4 集会（を開く）

32

检疫 jian3 yi4 検疫

焦急 jiao1 ji2 イライラしている

交际 jiao1 ji4 交際

知道 zhi1 dao0 知っている

39

习惯 xi2 guan4 習慣

鲜明 xian1 ming2 明るい、鮮明である

37

吸管 xi1 guan3  ストロー

他们不是带你赶很多的景点，就是带你
去买东西。
彼らはあなたを大変多くの観光スポットに連
れて行くか、さもなければ、あなたと買い物に
行くかです。

館の管は、湾まで、ゲゲゲのキタロウが使っている。

灌漑の習慣は、缶からのかんむりかぶって、湾で、ギターを弾く。
长假以后总是有好几天不习惯,过几天
就正常了。
長い休みの後はいつも数日間はまだ慣れな
い、何日か過ぎてやっと正常になる。

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。

明るい名前は、森の石まつ。

祭典で点になってしまう目は、デブのせい。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。

孩子直到十点才睡觉。
子供は10時になってやっと寝た。

我知道这件事。
私はその件を知っている。

贤明的领袖。
賢明な指導者

还要给我提点儿建议。
それに、私に意見するんです。

即使，等于，就是。即使明天下大雨,我
也要去。
たとえ明日大雨でも私は行く。

他等得焦急/焦急不安。
彼はいらいらしながら待っている/いらいらして
落ち着かない。

尽管我对现在的工作比较满意，但是如
果有机会。
現在の仕事はかなり満足しているけれども、
もし機会が有ったら～

各自回家。
めいめい自分の家に帰る。

最后再做一些器械练习。
最後に再度いくつかのトレーニングマシーン
で練習する。

上班的时候老是叫不到车。
出社の頃いつも車が捕まらないのです。

老师告诉我如果要学好汉语，就一定要
学习汉字。
先生は私に言いました、もし漢語をもっとよく
学ぶなら漢字を必ず学ばねばなりません。

贤明 xian2 ming2 賢い

38

景点 jing3 dian3 観光スポット

36

建议 jian4 yi4 提案する

经典 jing1 dian3 古典、クラッシク

35

简易 jian3 yi4 手軽である、簡単である

28

29

34

直到 zhi2 dao4 
ある状態、程度になるま
で

しょっぱいのが嫌いな賢い人は、暇なとき眼をＸ線で見る。 明るい名前は、森の石まつ。

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。

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。

祭典で点になってしまう目は、デブのせい。

これは、世の事市の事、室では武士がサイズが丁度いい、誓いのシュー
マイを一式食べている。

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。

これは、世の事市の事、室では武士がサイズが丁度いい、誓いのシュー
マイを一式食べている。

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。

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。
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フレーズの中での対象漢字は青色に表示しています

NO 単語 ピンイン 日本語 用例
上段はフレーズ

下段は　キーワードと　フレーズの中の漢字

1番目の漢字 ２番目の漢字

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。

じゃが芋 一 知只之枝汁支织 初夜 一 实食时识石拾

住所の紙を、ただ指で止めると、一回ジェンカが踊れる。

ジェンカ 一 址纸只指止 シューマイ 一 是世事市室士适誓式

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。 縁有って、元援助員は、原っぱ園で、資源を、丸まる、斧で集める。

じゃが芋 一 知只之枝汁支织 斧 原っぱ 缘元援员原园源圆

職務で植物の値段を、直ちに執行する、バツイチの女王蜂。 縁有って、元援助員は、原っぱ園で、資源を、丸まる、斧で集める。

女王蜂 一 职植值直执 斧 原っぱ 缘元援员原园源圆

置いた雑誌の製造品質を、治めに至る、爺さんの一生。 公共の建物の望みは怨念を、庭園と原っぱに、生き埋めにする。

爺さん 一 置志制质治至致 生埋め 原っぱ 院愿怨苑

主人が言いつけた、煮える踊りは、ジェンカです。 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。

ジェンカ 踊り 主嘱煮 生埋め 一 艺谊益意

著者は、助けを注いで、住んだ柱を築いて祝い踊る爺さん。 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。

爺さん 踊り 著助注住柱筑祝 生埋め 一 艺谊益意

レンガの専門家は、湾にもじゃが芋を育てられる。 門は、森の恩返しで出来ている。

じゃが芋 湾 砖专 森 恩 门

ぐるぐる回って儲かって、湾で爺さん、目を回した。 門は、森の恩返しで出来ている。

爺さん 湾 转赚 森 恩 门

初めて出る踊りは、チャリンコで登場する。 習うのは、席から上がる一本のＸ線。

チャリンコ 踊り 初出 x線 一 习席

厨房のたんすを除去して踊らないと、腸ねん転になる。

腸ねん転 踊り 厨橱除 クリスマス 一 析牺悉西息吸希惜夕稀膝

監督は、肩の間から、みだらな目で、Jａｚｚを見ている。

初夜 一 实食时识石拾 Jazz 眼 监肩间奸

実践できる剣の眼をjimが推薦する。

初夜 一 实食时识石拾 Jim 眼 践剑荐

施しで失敗した師は、湿った一枚の写真になっている。 去っていく趣は、魚のキュートな顔。

写真 一 施失师湿 キュート 魚 去趣

区域内に向かう魚は、クオーツ時計をしてる。

シューマイ 一 是世事市室士适誓式 Ｑuarts 魚 区趋

高架を運転する嫁の値段は、暇な歯医者よりJimのほうが安い。

写真 踊り 叔殊蔬书输梳舒 Jiｍ 牙 架驾嫁价假

高架を運転する嫁の値段は、暇な歯医者よりJimのほうが安い。

シェイバー 踊り 鼠属薯数暑 Jiｍ 牙 架驾嫁价假

水の味は、シェイバーでは、判らない。 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。

シェイバー 味 水 Jazz 英国 京经惊精晶睛

水の味は、シェイバーでは、判らない。 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。

シェイバー 味 水 ジェット機 宝石 警阱井景

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。

キャン 踊り 粗 クリスマス 音 心新辛馨欣

酢を催促されて踊る相手は、サイボーグ。 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。

サイボーグ 踊り 醋促 クリスマス 音 心新辛馨欣

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。

桜 一 丝司私思 Jazz 一 饥鸡基激击机积几

死人は、一張羅のセーラー服を着ていた。

セーラー服 一 死 Jazz 一 饥鸡基激击机积几

知识 zhi1 shi0 知識

职员 zhi2 yuan2 職員

志愿 zhi4 yuan4 志望、望み、願い、願望

只是 zhi3 shi4 ただ～だけだ

支援 zhi1 yuan2 支援する

時間

专门 zhuan1 men2 専門の

转门 zhuan4 men2 回転扉

43

主意 zhu3 yi0 
考え、知恵、対策、意
見

注意 zhu4 yi4 注意する、気をつける

除夕 chu2 xi1 除夜、大晦日

44

45

市区 shi4 qu1 市の中

书架 shu1 jia4  本棚

46

47

实践 shi2 jian4 実践

失去 shi1 qu4 失う、なくす

出席 chu1 xi2 出席する

时间 shi2 jian1 

水晶 shui3 jing1 水晶

水井 shui3 jing3 井戸

48

暑假 shu3 jia4 夏休み、夏季休暇

司机 si1 ji1 運転手

死机 si3 ji1 パソコンが固まる

50

粗心 cu1 xin1 そそっかしい、おおざっぱ

醋心 cu4 xin1 胃酸過多、胸焼け

49

これは、世の事市の事、室では武士がサイズが丁度いい、誓いのシュー
マイを一式食べている。

おじさんが、特殊な野菜の書物を輸送する時、くし入れして、気持ち
良く踊っている写真を付ける。

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。

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。

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。

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。

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。

あらっぽい踊りなら出来る。

专门家。
専門家

注意安全。
安全に注意しなさい。

有什么主意吗？
何か意見無いですか？

这孩子只是吃饭,不吃菜。
この子はご飯ばかり食べておかずを食べな
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。

知识财产cai2 chan3权。
知的財産権。

出席开会。
会議に出席する。

通过实践取得经验jing4 yan4。
実践を通じて経験を積む。

失去方向fang1 xiang4爱情／失去方向
信心。
愛情を失う/自身をなくす

你怕什么呀，今天除夕，可以放。
あなたは何をビクビクしているの、今日は大
晦日よ、放っても大丈夫よ。

大概需要多长时间。
大体どれくらい時間が掛かりますか。

40

41

42

これは、世の事市の事、室では武士がサイズが丁度いい、誓いのシュー
マイを一式食べている。

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。
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