
問題の番号 問題 読み方 日本語の意味 前の漢字のフレーズ 後ろの漢字のフレーズ

97,1,0 经济 jing1 ji4 経済
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。

経済の継続紀念を郵送しに一階のJimに行く。

97,1,1 真理 zhen1 li3 真理 真に珍しい針は、恩人の、じゃが芋畑に生えている。 すももと、鯉のお礼の理由の中身は、一個のレモン。

97,1,2 原来 yuan2 lai2 もともと
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。

来るときは、愛のロックしてきて。

97,1,3 批评 pi1 ping2 批評（する） 批判され、まとめて仕入れた物は、一つ位が、パンクする。 瓶詰めりんごの評価には英国産のポッキーが必要。

97,1,4 发现 fa1 xian4 気付く、発見する 発するおばさんファスナーはずして飛び回る。
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。

97,2,0 幸福 xing4 fu2 幸福 幸せの、性の名字は、興味が宝石のへそしたにある。
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。

97,2,1 旅行 lv3 xing2 旅行 旅は、魚に、レモンをかけて食べるのが楽しみ。 行ったら形が宝石をＸ線で見た。

97,2,2 具体 ju4 ti3 具体的である 芝居の道具を集めるのを、拒む魚がJimに来る。 体が一番、テーブルで寝る。

97,2,3 特别 te4 bie2 特別 特に腹ペコの時には、ティーが良い。 別れは、帽子を、夜振ってお別れする。

97,2,4 反对 fan3 dui4 反対 反対だ、返る按摩をフェリーに乗せることは。 現金に換えるチームに対して、味はディオールで対抗する。

97,3,0 准备 zhun3 bei4 準備 準備した文章は　ジ　エンカ。
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。

97,3,1 打针 da3 zhen1 注射（する） 打つ、打つ、打つのは、おばさんのデブ。 真に珍しい針は、恩人の、じゃが芋畑に生えている。

97,3,2 礼物 li3 wu4 贈り物 すももと、鯉のお礼の理由の中身は、一個のレモン。 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。

97,3,3 正确 zheng4 que4
正しい、道理に合っ
ている

正しい症状の証明は、政治的にエンジェルが、爺さんと必
死に切り離した。

Ｂｕｔ確かに！すずめが却下した月はキュートでない。

97,3,4 突然 tu1 ran2 突然 突進していくと踊っている狸に会える。 その後、按摩はロボットがするようになった。

97,4,0 好久 hao3 jiu3 長い間 よいオリンピックは、屁が出ない。 9年寝かしたニラざけは、久しくジェット機の油にする。

97,4,1 永远 yong3 yuan3 永久に
勇ましく泳ぎを永久に続けていると湧き出たエメラルドが手
に入る。

遠い原っぱにはエメラルドが埋まっている。

97,4,2 努力 nu3 li4 努力 努力すれば猫でも踊りが踊れる。 励まして立つ力の例はＬｉｌｙが一つ知っている。

97,4,3 约会 yue1 hui4 デート 約束は月夜に赤とんぼを捕りに行く。 為替の会議の恵みで火鍋を味わう。

97,4,4 回答 hui2 da2 回答 回る味には、蛍もびっくり。 答えに達すれば、おばさんからドーナッツがもらえる。

97,5,0 出差 chu1 chai1 出張 初めて出る踊りは、チャリンコで登場する。 ばらばらにされても、出張の時は、愛のチャリンコに乗って行く。

97,5,1 男人 nan2 ren2 男の人 南方の男は、難しい按摩は、糊で固める。 愛有る人は、恩を感じるがロボットは、感じない。

97,5,2 生词 sheng1 ci2 新しい単語 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。 雌との別れ言葉に磁石を使うとコーラが一本おまけでもらえる。

97,5,3 问题 wen4 ti2 問題 問うた文章で生き埋めにされる。 題目は、啼いたら提案一番、トマトを投げる。

97,5,4 搬家 ban1 jia1 引っ越す
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。

りっぱな家に挟まれ、首かせを加えて牙になるＪａｚｚは変だ。

97.6,1 网站 wang3 zhan4 ウエブサイト 網の行く方向は王様のエメラルド狙い。 戦争で占領された駅は、按摩へ行く爺さんで一杯。

97.,7,1 洗澡 xi3 zao3 入浴する 喜んで洗うよ一回トリプルx。 早くに入浴してオリンピック製の銭を洗う。

97,8,1 护照 hu4 zhao4 パスポート お互い、パスポートの戸籍で、踊った火遊びが発覚。 照らしてください一兆円のオリンピックのじいさんマスク。

97,9,1 安静 an1 jing4 静か、穏やか 安全だよ按摩屋の赤とんぼ。
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。

97,10,1 长城 chang2 cheng2 万里の長城
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。

オレンジの城が完成して、誠意ある承認工程に乗ればエンジェルの
腸ねん転が治る。

96,1,0 导游 dao3 you2 ガイド 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。 遊びの理由は、郵便局へ、特に油だらけの斧を、持っていく。

96,1,1 平常 ping2 chang2 平常 どんなに平らな屏風でも英国産のポッキーで穴が開く。
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。

96,1,2 警察 jing3 cha2 警察
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。

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。

96,1,3 理解 li3 jie3 理解する すももと、鯉のお礼の理由の中身は、一個のレモン。 （帯を）ほどかれた姉さんは、夜、ジェット機に引かれた。

96,1,4 整天 zheng3 tian1 一日中 ととのった、エンジェルのジェンカ。 天に添えた眼は、狸のアッカンベー。

96,2,0 平安 ping2 an1 平安である どんなに平らな屏風でも英国産のポッキーで穴が開く。 安全だよ按摩屋の赤とんぼ。

96,2,1 出生 chu1 sheng1 生まれる 初めて出る踊りは、チャリンコで登場する。 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。

96,2,2 感激 gan3 ji1 感激
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。

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。

96,2,3 乘客 cheng2 ke4 乗客
オレンジの城が完成して、誠意ある承認工程に乗ればエン
ジェルの腸ねん転が治る。

客は、1g １５分の授業で腹ペコなのでキリンを食べる。

96,2,4 学期 xue2 qi1 学期 学ぶのは、月からのX線。
七日の期間、熱湯をかけ、いじめた親戚の妻に一つクオーツ時計を
買ってやる。

96,3,0 要紧 yao4 jin3 厳しい 光り輝く薬の鍵が欲しいと、生き埋めにされる。 ありったけ緊張の音だけでなくＪｅｔ機の飛ぶ音も有る。
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96,3,1 重点 zhong4 dian3 重点
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。

祭典で点になってしまう目は、デブのせい。

96,3,2 距离 ju4 li2 距離 巨大なセンテンスの距離によって、恐れる魚がJimに居る。 梨とガラスの距離は、ワンロック。

96,3,3 寒冷 han2 leng3 寒い 含む寒い按摩屋での蛍狩費用。 冷たい、エンジェルの、レモンソーダ。

96,3,4 恭喜 gong1 xi3 おめでとう
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。

喜んで洗うよ一回トリプルx。

96,4,0 风俗 feng1 su2 風俗、風習
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。

俗っぽい踊りは、ソースで味付け。

96,4,1 餐馆 can1 guan3 レストラン 食事に参加するのは、按摩屋もキャンである。 館の管は、湾まで、ゲゲゲのキタロウが使っている。

96,4,2 糟糕 zao1 gao1 まるでなっていない めちゃめちゃなオリンピックは、座蒲団投げて非難する。 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。

96,4,3 发达 fa1 da2 発達する 発するおばさんファスナーはずして飛び回る。 答えに達すれば、おばさんからドーナッツがもらえる。

96,4,4 京剧 jing1 ju4 京劇
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。

芝居の道具を集めるのを、拒む魚がJimに来る。

96,5,0 国际 guo2 ji4 国際 国は、私がゴルフクラブで守る。 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。

96,5,1 描写 miao2 xie3 描写 苗をなぞって書いたら、森の薬屋に売りに行く。 血を写したら、夜トリプルxの夢を見る。

96,5,2 难过 nan2 guo4 苦しい 南方の男は、難しい按摩は、糊で固める。 過ぎた日の、我は、ギター好き。

96,5,3 地球 di4 qiu2 地球 天子の弟は、地面を的に第一滴のディオールを手渡す。 囚人が、求める球は、油のすべりで見積もってみる。

96,5,4 纪念 ji4 nian4 記念する 経済の継続紀念を郵送しに一階のJimに行く。 念じて眼の、にきびを消し去る。

96,6,1 措施 cuo4 shi1 措置 #N/A 施しで失敗した師は、湿った一枚の写真になっている。

96,7,1 秩序 zhi4 xu4 秩序 #N/A 始まりの序曲に続いて蓄える魚のへそした。

96,8,1 群众 qun2 zhong4 大衆 スカートが群れて運動すると体型が見積もれる。
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。

96,9,1 少数 shao3 shu4 少数 少ない少ない、オリンピックのシェイバーの数。 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。

96,10,1 呼吸 hu1 xi1 呼吸
呼ばれたが、ほとんど突然の踊りは、ハンカチを振って対
応する。

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。

95,1,0 黄河 huang2 he2 黄河 黄色は、皇帝王様が蛍を集める色。
はすの河で和やかに合ってる箱を付き合わせると腹ペコ蛍が入って
いる。

95,1,1 国家 guo2 jia1 国家 国は、私がゴルフクラブで守る。 りっぱな家に挟まれ、首かせを加えて牙になるＪａｚｚは変だ。

95,1,2 食堂 shi2 tang2 食堂
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。

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。

95,1,3 后天 hou4 tian1 明後日 後ろの分厚い気候は、欧米からの火のせい。 天に添えた眼は、狸のアッカンベー。

95,1,4 牛奶 niu2 nai3 牛乳 牛の油は、のりになる。 ミルクは、愛する猫にやる。

95,2,0 开放 kai1 fang4 開く 開いた愛には、河童も感激。 放る、相手は、スバル星のフィアンセ。

95,2,1 空调 kong1 tiao2 空調 空中でカッパは、ジュディーオングに飛びついた。 条件に挑んで調整したら、薬はトマト。

95,2,2 生活 sheng1 huo2 生活 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。 活力を、こね回すと私に蛍が飛んでくる。

95,2,3 法律 fa3 lv4 法律 法律は、おばさんがフェリーで考える。 緑の率律を考慮して、魚がＬｉｌｙに相談に来た。

95,2,4 超市 chao1 shi4 ス－パーマーッケト
超過して紙幣を写せたら、オリンピックのチャリンコがもらえ
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。

95,3,0 地球 di4 qiu2 地球 天子の弟は、地面を的に第一滴のディオールを手渡す。 囚人が、求める球は、油のすべりで見積もってみる。

95,3,1 自己 zi4 ji3 自分 字は、自ら一つで痔を表す。 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。

95,3,2 特别 te4 bie2 特別 特に腹ペコの時には、ティーが良い。 別れは、帽子を、夜振ってお別れする。

95,3,3 变化 bian4 hua4 変化 便の回数変化を論ずるにはビール瓶を眼で数える。 計画された、化け物の話を画いたら、蛙の火あぶりだった。

95,3,4 汽车 qi4 che1 自動車
泣いた空気は、器に入れて、汽車で一番キュートに捨て
る。

車だ、腹ペコなのでチャリンコは嫌だ。

95,4,0 参加 can1 jia1 参加 食事に参加するのは、按摩屋もキャンである。 りっぱな家に挟まれ、首かせを加えて牙になるＪａｚｚは変だ。

95,4,1 刚才 gang1 cai2 たった今、今しがた 鋼は、たったいまスバルに乗ったガードマンが持って来た。 総裁の財産と材料は、たった今愛のコーラで流された。

95,4,2 音乐 yin1 yue4 音楽 音は因果な陰暦を飛ぶ赤とんぼの音。 月を飛び越えての、楽器閲覧は生き埋めにされる。

95,4,3 图书 tu2 shu1 図書 図面を塗るのに踊りの途中でトマトを投げた。
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。。

95,4,4 星期 xing1 qi1 週、曜日 高ぶる星は宝石だクリスマスの時が最高。
七日の期間、熱湯をかけ、いじめた親戚の妻に一つクオーツ時計を
買ってやる。
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95,5,0 交流 jiao1 liu2 交流
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。

リュウさんは、流れを留め、ざくろの油をロックに入れる。

95,5,1 经常 jing1 chang2
いつも、よく、しょっ
ちゅう

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。

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。

95,5,2 啤酒 pi2 jiu3 ビール ビールは疲れた脾臓の皮を、ポッキーで一枚削って飲む。 9年寝かしたニラざけは、久しくジェット機の油にする。

95,5,3 长江 zhang3 jiang1 長江 掌握度が高い長は、スバルでジェンカも踊れる。
江戸川で、どろどろな生姜をもった将軍が、羊と一緒に
Jaｚｚを聞いている。

95,5,4 寒假 han2 jia4 冬休み 含む寒い按摩屋での蛍狩費用。 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。

95,6,1 应该 ying1 gai1
～のはずだ,当然～
しなければならない

英国では桜に赤とんぼがいるはず。 当然、愛をガードマンは、知っているはずである。

95,7,1 出发 chu1 fa1 出発 初めて出る踊りは、チャリンコで登場する。 発するおばさんファスナーはずして飛び回る。

95,8,1 幸福 xing4 fu2 幸福 幸せの、性の名字は、興味が宝石のへそしたにある。
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。

95,9,1 睡觉 shui4 jiao4 眠る 眠っている税金は、シューマイの味探しに使おう。 叫んで眠りを比べる教育は、薬を使ってＪｉｍで行う。

95,10,1 比赛 bi3 sai4 試合 あちらの筆比べは、ベッドの上に、一本線を書く。 競う愛は、詩人がうまい。

94,1,0 复杂 fu4 za2 複雑
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。

雑なおばさんは、象に踏み潰される。

94,1,1 正确 zheng4 que4
正しい、道理に合っ
ている

正しい症状の証明は、政治的にエンジェルが、爺さんと必
死に切り離した。

Ｂｕｔ確かに！すずめが却下した月はキュートでない。

94,1,2 考察 kao3 cha2 考察する 考えて焼くとオリンピックで警察ざたになる。 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。

94,1,3 青年 qing1 nian2 青年 清く、青く、軽い傾向の宝石をクオーツに組み込む。 年とれば眼からのりが出る。

94,1,4 任何 ren4 he2
いかなる～にせよ、
どんな～でも

見知って任せた調理は、リボンを巻いて恩人にあげる。 #N/A

94,2,0 温暖 wen1 nuan3
温和、温かい　思い
やり、気候

温度は、文章で赤とんぼーに伝える。 暖かい湾に、猫が泳いでいる。

94,2,1 干净 gan1 jing4 清潔 甘くて乾いた肝臓を持つ、按摩屋のガードマン。
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。

94,2,2 商场 shang1 chang3 デパート 商いは傷ついたスバルの写真を見て行う。 広々した工場の場所には、スバル星の、Ｃｈｅｒｒｙが植わっていた。

94,2,3 全体 quan2 ti3 全体 げんこつで,泉全部の権利を、原っぱで見積もらせる。 体が一番、テーブルで寝る。

94,2,4 父子 fu4 zi3 父と子
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。

注意深い紫の子供は、一円の銭より小さくならない。

94,3,0 提高 ti2 gao1 向上させる 題目は、啼いたら提案一番、トマトを投げる。 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。

94,3,1 原因 yuan2 yin1 原因
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。

音は因果な陰暦を飛ぶ赤とんぼの音。

94,3,2 民族 min2 zu2 民族 民は、森の音におびえている。 一族の足は、踊りは無理だ、象の足。

94,3,3 主张 zhu3 zhang1 主張する 主人が言いつけた、煮える踊りは、ジェンカです。 バッジを引っ張ったらスバルからじゃが芋がころがり出た。

94,3,4 电梯 dian4 ti1 エレベーター 殿は、店の電気で眼は、ディオール製の下敷きを探す。 蹴り上げて欠点を除いたはしごに一匹の狸が登っていく。

94,4,0 满意 man3 yi4 満足する 満足な按摩かどうかメガネをかけて確かめる。 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。

94,4,1 洗澡 xi3 zao3 入浴する 喜んで洗うよ一回トリプルx。 早くに入浴してオリンピック製の銭を洗う。

94,4,2 存在 cun2 zai4 存在 存在していた文章にコーラをこぼしてしまった。 在るよ再度載っかった愛で痔になってしまう事。

94,4,3 米饭 mi3 fan4 米の飯 米一粒は、メガネが必要。 模範的な犯罪者のご飯は、按摩中フィアンセに食べさしてもらう。

94,4,4 方面 fang1 mian4 方面 かぐわしい方法は、スバルでファスナーをおろすこと。 面の眼にミサイルが飛び込んでくる。

94,5,0 教育 jiao4 yu4 教育 叫んで眠りを比べる教育は、薬を使ってＪｉｍで行う。
予め玉の欲望を育てるとマンション地域の浴室で偶然逢った名誉有
る魚を生き埋めにする。

94,5,1 禁止 jin4 zhi3 禁止
力強く近くに進むことを全て禁ずるため、音がＪｉｍ内に鳴り
渡る。

住所の紙を、ただ指で止めると、一回ジェンカが踊れる。

94,5,2 烤鸭 kao3 ya1 ペキンダック 考えて焼くとオリンピックで警察ざたになる。 圧力で担保にされた、鴨と、カラスと、赤とんぼの歯

94,5,3 说明 shuo1 ming2 説明する 言うぞ、私は、写真に写りたい。 明るい名前は、森の、石まつ。

94,5,4 利用 li4 yong4 利用（する）
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。

用事は無い,泳いだまま,生き埋めにしろ。

94,6,1 丰富 feng1 fu4 豊富
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。

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。

94,7,1 辛苦 xin1 ku3 ご苦労様、苦労する
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。

苦しい踊りは、警察が教える。

94,8,1 整齐 zheng3 qi2
整然としている、きち
んとしている

ととのった、エンジェルのジェンカ。 其の他の奇妙な旗が揃ったので、またいで、一式見積る。

94,9,1 精彩 jing1 cai3
（演技、文章が）すば
らしい、精彩がある

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。

踏んでしまい、気にかけて採用した、彩色豊かなセメント漬けの愛。

94,10,1 活动 huo2 dong4 活動 活力を、こね回すと私に蛍が飛んでくる。 動きが凍るとジュディーオングのディオールが漂う。
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93,1,0 寒冷 han2 leng3 寒い 含む寒い按摩屋での蛍狩費用。 冷たい、エンジェルの、レモンソーダ。

93,1,1 回国 hui2 guo2 明らかである 回る味には、蛍もびっくり。 国は、私がゴルフクラブで守る。

93,1,2 明显 ming2 xian3
はっきりしている、明
らかである

明るい名前は、森の、石まつ。 よく目立つ朝鮮人は、険しい眼でトリプルxを見る。

93,1,3 水平 shui3 ping2 レベル、水準 水の味は、シェイバーでは、判らない。 どんなに平らな屏風でも英国産のポッキーで穴が開く。

93,1,4 干杯 gan1 bei1 杯を干す、乾杯する 甘くて乾いた肝臓を持つ、按摩屋のガードマン。 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。

93,2,0 旅客 lv3 ke4 旅客 旅は、魚に、レモンをかけて食べるのが楽しみ。 客は、1g １５分の授業で腹ペコなのでキリンを食べる。

93,2,1 卫生 wei4 sheng1 衛生
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。

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。

93,2,2 可惜 ke3 xi1 残念だ 可能だ、喉が渇いた警察を腹ペコにすることは。
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。

93,2,3 上当 shang4 dang4 わなにはまる 上方の和尚は、スバルに乗ってシューマイを食べに行く。 ファイルした質屋の放蕩息子のスバルは、ディオールが漂う。

93,2,4 友谊 you3 yi4 友情 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。

93,3,0 平安 ping2 an1 平安 どんなに平らな屏風でも英国産のポッキーで穴が開く。 安全だよ按摩屋の赤とんぼ。

93,3,1 牙刷 ya2 shua1 歯ブラシ 牙が芽を出したら、一生涯、牙を斧で切り取る。 ブラシで蛙の写真を磨く。

93,3,2 菜单 cai4 dan1 メニュー おかずは、愛有るサイボーグが、作ってくれる。 ぐずぐずする担当は、単に按摩とダッチワイフが好き。

93,3,3 机票 ji1 piao4 航空券
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。

きれいな票に、ピアスを付けて薬にする。

93,3,4 打搅 da3 jiao3 邪魔をする 打つ、打つ、打つのは、おばさんのデブ。 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。

93,4,0 痛苦 tong4 ku3 つらい、苦痛 痛い（食い込む）ジュディーオングの、ティーバック。 苦しい踊りは、警察が教える。

93,4,1 住院 zhu4 yuan4 入院する
著者は、助けを注いで、住んだ柱を築いて祝い踊る爺さ
ん。

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。

93,4,2 跑步 pao3 bu4 ジョギングをする 走って、ペンダントを、オリンピックに届ける。 恐ろしい、布部を歩むな、ビールを飲んで踊っていろ。

93,4,3 握手 wo4 shou3 握手する 握られて横にされたら私は生き埋めにされる。 手首を守れるのは、欧米のシェイバー。

93,4,4 结束 jie2 shu4 終わる、終わらせる 結婚の節目に純潔な睫毛が夜のＪｏｋｅのネタになる。 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。

93,5,0 帮忙 bang1 mang2 手伝う 手助けはバットでスバルを殴ること。 忙しくても森でスバルを読まなければいけない。

93,5,1 基本 ji1 ben3 基本
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。

本当の恩は、ベッドの上で、感じるもの。

93,5,2 感觉 gan3 jue2 感覚
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。

役柄は、絶対決めたら感じてしまう月でのＪｏｋｅ。

93,5,3 篮球 lan2 qiu2 バスケットボール
藍色の蘭をかごに入れるのをさえぎる按摩屋は、ロックなも
んじゃねえ。

囚人が、求める球は、油のすべりで見積もってみる。

93,5,4 专门 zhuan1 men2 専門の 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。

93,6,1 空间 kong1 jian1 空間 空中でカッパは、ジュディーオングに飛びついた。 監督は肩の間からみだらな目でJａｚｚを見ている。

93,7,1 工具 gong1 ju4 工具
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。

芝居の道具を集めるのを、拒む魚がJimに来る。

93,8,1 顺便 shun4 bian4 ついでに 瞬時ではなく順順に文章はシューマイの話になる。 便の回数変化を論ずるにはビール瓶を眼で数える。

93,9,1 修理 xiu1 li3 修理 恥ずかしいが修理は休もう、油はクリスマスには不要だ。 すももと、鯉のお礼の理由の中身は、一個のレモン。

93,10,1 取消 qu3 xiao1 取り消す 曲を取り上げたQueenは、魚に歌わせる。 宵に売れる、削れば消える薬は、クリスマスの限定品。
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