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叉子 cha1 zi0 フォーク zi子0 接尾語
名詞・動詞・形容詞的要素の後に付けて名詞を
作る。

叉烧肉 cha1 shao1 rou4 焼き豚 shao烧1 焼く、燃やす 少し焼けたオリンピックの写真。「稍烧」 rou肉4 肉 肉は、欧米からリボンで結んで輸入する。「肉」

交叉 jiao1 cha1  交差する、交錯する jiao交1 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。「教焦椒浇胶娇骄交郊蕉礁」

cha叉1 フォーク
フォークを、さしこんで差が開くおばさんのチャリンコ。
「叉插差」

插 插座 cha1 zuo4 コンセント cha插1 挿入する、差し込む zuo座4 座るの名詞形
座る、作る、為すの３苦で私は痔になった。「坐座
作做」

差错 cha1 cuo4 過ち、間違い（具体的な事柄、仕事） 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。「错挫」

差异 cha1 yi4 相違，差異 yi异4 異なる
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。「艺谊益意议易译义异一忆疫
亿」

差别 cha1 bie2 違い、差異、格差、隔たり bie别2 別れ 別れは、帽子を、夜振ってお別れする。「别」

差两分三点 cha1 liang3 fen1
san1 dian3

３時２分前 liang两3 二 ニコニコ羊は、レモンを食べている。「两」 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。「氛分吩」

san三1 三 三度の按摩で桜色。「三」

差 偏差 pian1 cha1 偏差、誤差 pian偏1 偏る、傾く 偏った眼は、パンクする。「偏篇翩」 cha差1 差、違い
フォークを、さしこんで差が開くおばさんのチャリンコ。
「叉插差」

观察 guan1 cha2 観察する、様子を見る 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。「观关官」

考察 kao3 cha2 考察する 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」

监察 jian1 cha2  観察する 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。「监肩间奸坚尖煎笺」

警察 jing3 cha2 警察 jing警3 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。「警阱井景颈」

诊察 zhen3 cha2 診察する zhen诊3 診断する
小さな吹き出物の診断の時、枕をくれた、おんじんと
ジェンカを踊る。「疹诊枕」

视察 shi4 cha2 視察する 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。「是世事市室士适
誓式柿饰试视势示释似嗜」

茶锈 cha2 xiu4 茶渋 xiu锈4 さび、さびる
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」

茶叶 cha2 ye4 お茶の葉 ye叶4 葉っぱ
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。「夜液叶页业」

绿茶 lv4 cha2 緑茶 lv绿4 緑
緑の率律を考慮して、魚がＬｉｌｙに相談に来た。「绿
率律虑」

喝茶 he1 cha2 茶を飲む he喝1 飲む 飲みたいよ腹ペコの時ハンカチを。「喝呵」

沏茶 qi1 cha2 お茶を入れる qi沏1 熱湯をかける
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。「七期沏欺戚妻」

砖茶 zhuan1 cha2 レンガ茶 zhuan砖1 れんが
レンガの専門家は、湾にもじゃが芋を育てられる。
「砖专」

冲茶 chong1 cha2 お茶を入れる 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。「充冲」

乌龙茶 wu1 long2 cha2 ウーロン茶 wu乌1 カラス 汚い部屋で、カラスと赤とんぼは踊りだす。「污屋乌」 long龙2 竜
隆は、竜のかごでジュディーオングにロックを送る。
「隆龙笼咙」

瓶装茶 ping2 zhuang1 cha2 ペットボトルのお茶 ping瓶2 ビール瓶の瓶
瓶詰めりんごの評価には英国産のポッキーが必要。
「瓶苹评凭平屏」

zhuang装1 装う
荘園で化粧を装う王様は、じゃが芋を掘る。「庄
妆装」

盖碗茶 gai4 wan3 cha2 蓋付きの茶碗で飲む茶 gai盖4 ふた。家を建てる 概して、蓋した愛には、ギターが似合う。「概盖溉」 wan碗3 茶碗
晩に、服をまくって　お碗で湾のｴﾒﾗﾙﾄﾞを集める。
「晚挽碗」

泡点儿茶 pao4 dian3 er0 cha2 お茶
チャ

を淹
イ

れる pao泡4 泡
爆竹で泡だらけのピアスを、オリンピックでばら撒く。
「炮泡」

dian点3 点 祭典で点になってしまう目は、デブのせい。「典点」 er儿0 接尾語 名詞の接尾語に用いる

倒一杯茶 dao4 yi1 bei1 cha2 お茶を一杯注ぐ dao倒4 ひっくり返す、注ぐ
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。「道倒到」

yi一1 一
頼りになる、医者の衣服に一匹の赤とんぼ。「依
医衣一」

bei杯1 杯
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。「悲卑杯背碑」

cha1

cha叉1

cha茶2

cha2

叉

差

察

茶

フォーク
フォークを、さしこんで差が開くおばさんのチャリンコ。
「叉插差」

cha差1 差、違い

フォークを、さしこんで差が開くおばさんのチャリンコ。
「叉插差」

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。「察茶查」

cha察2 細かに調べる、察する
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。「察茶查」

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。「察茶查」

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。「察茶查」

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。「察茶查」
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查明 cha2 ming2 調べて明らかにする
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。「察茶查」

ming明2 明るい 明るい名前は、森の石まつ。「明名铭」

查对 cha2 dui4 調べるために照合する
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。「察茶查」

dui对4 対して
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。「兑队对」

盘查 pan2 cha2 尋問し検査する、取調べ pan盘2 大皿、詳細に尋問する 大皿は、ポッキー盛るのに按摩屋が使う。「盘」

调查 diao4 cha2 調査 diao调4 調べる、調子、ｱｸｾﾝﾄ
調子に吊られ釣られてUターンする薬は、ﾃﾞｨｵｰﾙを
使う。「调吊钓掉」

检查 jian3 cha2 検査 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
检俭」

审查 shen3 cha2 審査する shen审3 審査する 審査するとき、恩人のシェイバーでひげをそる。「审」

抽样检查 chou1 yang4 jian3 cha2  抜き取り検査、サンプリング検査 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。「抽」 yang样4 様子 様子は羊が生き埋めになっている。「样」

仔细检查 zi3 xi4 jian3 cha2 詳細検査 zi仔3 注意深い、家畜の子
注意深い紫の子供は、一円の銭より小さくならな
い。「仔紫子」

xi细4 細かな
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」

衩 cha3 裤衩 ku4 cha3 パンツ、ショーツ ku裤4 ズボン
ズボンは、倉庫で踊っているキリンに穿かせる。「裤库
酷」

cha衩3
"裤衩　ku4 cha3 "パンツ、
ショーツという語に用いる。

0「衩」

差极 cha4 ji2 差はきわめて ji极2 とても、実に
とっても急いで、吉の級を集めたら、一番良いＪｏｋ
ｅになった。「极急吉级集嫉辑即及藉」

差不多 cha4 bu0 duo1 たいてい bu不0
１、挿入動詞、形容詞重豊
島中間　２、挿入両個字中
間

挿入両個字中間＝碍不着、要不然、用不了
挿入動詞、形容詞重豊島中間＝拿不起来、想
不起来

duo多1 多い、多くの 多い我のダッチワイフ。「多」

差点儿 cha4 dian3 er0 危うくもう少しで dian点3 点 祭典で点になってしまう目は、デブのせい。「典点」 er儿0 接尾語 名詞の接尾語に用いる

太差 tai4 cha4 差はきわめて大きい tai太4 ひどく、きわめて タイタイの態度で、愛したティーが判る。「太态汰」

还差得远呢 hai2 cha4 de0 yuan3 ne0  まだまだです hai还2 さらに、まだ 子供はさらに愛の蛍。「孩还」 de得0 助詞
動詞や形容詞の後に用い、結果・程度を表す
補語を導く

yuan远3 遠い
遠い原っぱにはエメラルドが埋まっている。
「远」

时间差不多了 shi2 jian1 cha4 bu0
duo1 le0

そろそろ時間です 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。「实食时识石拾什」

jian间1
（名詞的用法として、）間。
部屋。量詞：部屋を数える。

監督は、肩の間から、みだらな目で、Jａｚｚを見て
いる。「监肩间奸坚尖煎笺」

cha差4
同じで無い、ちがう、足
りない

違っているおばさんのチークダンス。「差衩岔」 bu不0
１、挿入動詞、形容
詞重豊島中間　２、
挿入両個字中間

挿入両個字中間＝碍不着、要不然、用
不了　　挿入動詞、形容詞重豊島中間
＝拿不起来、想不起来

岔 岔口 cha4 kou3 道の分かれ目、分岐点 cha岔4 分かれている、分岐している 0「差衩岔」 kou口3 口 口べたで、欧米の警察になめられた。「口」

衩 开衩 kai1 cha4 服のスリットを入れる kai开1
開く、液体が沸く、スイッチを入
れる、運転する、

開いた愛には、河童も感激。「开」 cha衩4 衣服のスリット 「差衩岔」

差

cha4

cha2查

cha查2 検査

cha差4 同じで無い、ちがう、足りない 違っているおばさんのチークダンス。「差衩岔」

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」

cha差4
同じで無い、ちがう、足りな
い

違っているおばさんのチークダンス。「差衩岔」

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」

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
柬捡简检俭」
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