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挨 ai1 挨家挨户 ai1 jia1 ai1 hu4 一軒一軒 ai挨1
隣り合う、寄りか
かる

寄りかかる、哀れな愛は赤とんぼ
の歌に有る。キーワードは [赤とん
ぼ,愛] 漢字は 「挨哀」の1番目

jia家1 家

りっぱな家に挟まれ、首かせを
加えて牙になるＪａｚｚは変
だ。キーワードは [Jazz,牙] 漢字
は 「佳家夹枷加」の2番目

ai挨1
隣り合う、寄り
かかる

寄りかかる、哀れな愛は赤と
んぼの歌に有る。キーワード
は [赤とんぼ,愛] 漢字は 「挨
哀」の1番目

hu户4 戸籍、戸口

お互い、パスポートの戸籍
で、踊った火遊びが発覚。
キーワードは [火,踊り] 漢字
は 「互护户」の3番目

哀 ai1 悲哀 bei1 ai1 悲しい bei悲1 悲しい

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。キーワー
ドは [バット,営業] 漢字は 「悲卑杯
背」の1番目

ai哀1 悲しむ、哀れむ

寄りかかる、哀れな愛は赤とん
ぼの歌に有る。キーワードは
[赤とんぼ,愛] 漢字は 「挨哀」の
2番目

癌症 ai2 zheng4 癌 ai癌2 癌
癌に迫られても愛の斧で切り取れ
る。キーワードは [斧,愛] 漢字は
「癌挨」の1番目

zheng症4 症状

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。キーワードは [爺
さん,エンジェル] 漢字は 「正症
证政挣」の2番目

致癌物质 zhi4 ai2 wu4 zhi4 発癌物質 zhi致4
到る、送る、与え
る

置いた雑誌の製造品質を、治めに
至る、爺さんの一生。キーワード
は [爺さん,一] 漢字は 「置志制质治
至致」の7番目

ai癌2 癌
癌に迫られても愛の斧で切り取
れる。キーワードは [斧,愛] 漢字
は 「癌挨」の1番目

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

zhi质4 質

置いた雑誌の製造品質を、治
めに至る、爺さんの一生。
キーワードは [爺さん,一] 漢
字は 「置志制质治至致」の4
番目

挨打 ai2 da3 殴られる da打3 打つ
打つ、打つ、打つのは、おばさ
んのデブ。キーワードは [デブ,
おばさん] 漢字は 「打」

挨骂 ai2 ma4
怒鳴られる、ののし
られる

ma骂4
毒づく、ののし
る、悪態をつく

毒づいてるおばさんは、ミサイ
ルで攻撃してしまえ。キーワー
ドは [ミサイル,おばさん] 漢字は
「骂」

矮 ai3 个子矮 ge4 zi0 ai3 背が低い ge个4 個
各々個々は、腹ペコだがギター好
き。キーワードは [ギター,腹ペコ]
漢字は 「各个」の2番目

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。

ai矮3 背が低い
背が低いのでエメラルドで愛
を買う。キーワードは [エメ
ラルド,愛] 漢字は 「矮」

爱好 ai4 hao4 趣味 hao好4
好き（反義は恶
wu4)

好きな日にちの番号で、オリン
ピックに火が入る。キーワード
は [火,オリンピック] 漢字は
「好号」の1番目

爱惜 ai4 xi1
惜しむ。大切にす
る。

xi惜1 惜しむ

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。
キーワードは [クリスマス,一] 漢
字は 「析牺悉西息吸希惜夕稀
膝」の8番目

爱情片 ai4 qing2 pian4 ラブストーリー映画 qing情2 事情の情、情け

晴れた日の、情けは、宝石の見
積もり額で判る。キーワードは
[quote,宝石] 漢字は 「晴情」の2
番目

pian片4 切れ端

切れ端で、だましても眼は、
ピアスを見つけた。キーワー
ドは [ピアス,眼] 漢字は 「片
骗」の1番目

爱好者 ai4 hao4 zhe3 愛好者 hao好4
好き（反義は恶
wu4)

好きな日にちの番号で、オリン
ピックに火が入る。キーワード
は [火,オリンピック] 漢字は
「好号」の1番目

zhe者3 人や物,　人物

者者方は、腹ペコでもジェン
カを踊る。キーワードは
[ジェンカ,腹ペコ] 漢字は
「者」

恋爱 lian4 ai4 恋愛 lian恋4 恋する、恋愛する

鎖を使った恋の練習鍛錬は、眼で
Lilyを見ること。キーワードは
[Lily,眼] 漢字は 「链恋练炼」の2番
目

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

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

爱 ai4

癌 ai2

挨 ai2 ai挨2
～される、堪え
る、迫られる

癌に迫られても愛の斧で切り取れ
る。キーワードは [斧,愛] 漢字は
「癌挨」の2番目
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亲爱 qin1 ai4 親愛なる qin亲1 親愛なる

侵入されても、親愛なる音は、ク
オーツ時計なら出る。キーワード
は [Ｑuarts,音] 漢字は 「侵亲」の2
番目

宠爱 chong3 ai4 寵愛する 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」

谈恋爱 tan2 lian4 ai4 恋愛をする、 tan谈2 話す、話し合う
談合が弾むと按摩屋のトマトが美
味い。キーワードは [トマト,按摩]
漢字は 「谈弹」の1番目

lian恋4
恋する、恋愛す
る

鎖を使った恋の練習鍛錬は、眼
でLilyを見ること。キーワードは
[Lily,眼] 漢字は 「链恋练炼」の2
番目

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

你请我爱 ni3 qing3 wo3 ai4 惚れたはれた ni你3 あなた
あなた一人が、猫嫌い。キーワー
ドは [猫,一] 漢字は 「你」

qing请3 どうぞ
お願い、宝石をｑｕｅｅｎから
もらって？キーワードは
[queen,宝石] 漢字は 「请」

wo我3 われ
私は、エメラルドのように青
い顔。キーワードは [エメラ
ルド,我] 漢字は 「我」

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

碍不着 ai4 bu0 zhao2 妨げとならない 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。
キーワードは [生埋め,愛] 漢字は
「爱碍」の2番目

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

zhao着2
着く,結果の補
語

着いたオリンピック会場で女
王蜂が待っている。キーワー
ドは [女王蜂,オリンピック]
漢字は 「着」

妨碍 fang2 ai4
妨害する、妨げる、
邪魔する

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。
キーワードは [フォーク,スバル] 漢
字は 「房妨防」の2番目

障碍 zhang4 ai4 妨げ zhang障4 隔てる、障害

障害の有るタケオの帳簿は、杖を
ついてスバルに乗った爺さんが
持ってくる。キーワードは [爺さ
ん,スバル] 漢字は 「障丈账帐杖」
の1番目

不碍事 bu2 ai4 shi4 大丈夫です bu不2
次が４声の時は、
声調変化で２声に
なる。

shi事4 事、事件

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。キーワードは
[シューマイ,一] 漢字は 「是
世事市室士适誓式柿饰试视势
示释」の3番目

无碍设施 wu2 ai4 she4
shi1

バリアフリーの施設 wu无2 無い
無いよ、踊りで斧を出す事。キー
ワードは [斧,踊り] 漢字は 「无」

she设4 設ける

社で射的の宿舎設立を撮影
中、腹が減ってシューマイを
食べた。キーワードは
[シューマイ,腹ペコ] 漢字は
「社射舍设摄」の4番目

shi施1 施す、実施する

施しで失敗した師は、湿った
一枚の写真になっている。
キーワードは [写真,一] 漢字
は 「施失师湿」の1番目

妨碍营业 fang2 ai4 ying2
ye4

営業妨害 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。
キーワードは [フォーク,スバル] 漢
字は 「房妨防」の2番目

ying营2 営む

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1番目

ye业4 業績の、ぎょう

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。キーワードは [生埋め,夜]
漢字は 「夜液叶页业」の5番
目

碍 ai4

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。キーワードは [生埋め,愛] 漢
字は 「爱碍」の2番目

爱 ai4

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
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