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该不该 gai1 bu0 gai1
（懸念して）ひょっ
として～かも＝该不
是

gai该1

なになにすべきで
ある
なになにのはずで
ある

当然、愛をガードマンは、知って
いるはずである。キーワードは
[ガードマン,愛] 漢字は 「该」

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

gai该1

なになにすべき
である
なになにのはず
である

当然、愛をガードマンは、
知っているはずである。キー
ワードは [ガードマン,愛] 漢
字は 「该」

应该 ying1 gai1
～のはずだ,当然～し
なければならない

ying应1
何々にすべき、
何々にのはず

英国では桜に赤とんぼがいるは
ず。キーワードは [赤とんぼ,英国]
漢字は 「英樱应」の3番目

总该 zong3 gai1 必ず～のはずだ zong总3 総務の総
総務は、ジュディーオングの銭も
見る。キーワードは [銭,ジュ
ディーオング] 漢字は 「总」

这是应该的 zhe4 shi4 ying1
gai1 de0

これ位当たり前 zhe这4 この、これ
これは、セッコウショウの、腹ペ
コ爺さんです。キーワードは [爺さ
ん,腹ペコ] 漢字は 「这浙」の1番目

shi是4 これはなになに

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1番目

ying应1
何々にすべき、
何々にのはず

英国では桜に赤とんぼがいる
はず。キーワードは [赤とん
ぼ,英国] 漢字は 「英樱应」の
3番目

gai该1

なになにすべき
である
なになにのはず
である

当然、愛をガードマンは、
知っているはずである。キー
ワードは [ガードマン,愛] 漢
字は 「该」

改天 gai3 tian1 日を改めて tian天1 天
天に添えた眼は、狸のアッカン
ベー。キーワードは [狸,眼] 漢字
は 「天添」の1番目

改革 gai3 ge2 改革（する） ge革2
革命のカク、獣
の皮

革命で隔離された格の有る人
は、腹ペコでもゴルフをする。
キーワードは [ゴルフ,腹ペコ] 漢
字は 「革隔格」の1番目

改变 gai3 bian4
変わる、変化する、
変更する

bian变4 変わる

便の回数変化を論ずるにはビー
ル瓶を眼で数える。キーワード
は [ビール,眼] 漢字は 「便遍变
辩」の3番目

改善 gai3 shan4 改善（する） shan善4 善い、善良

善いうちわだと按摩屋のシュー
マイもよく冷える。キーワード
は [シューマイ,按摩] 漢字は
「善扇」の1番目

改造 gai3 zao4 改造する zao造4 製造する

石鹸製造で、乾燥させたら騒が
しい、オリンピックの痔の痛
さ。キーワードは [痔,オリン
ピック] 漢字は 「皂造燥噪」の2
番目

改不了 gai3 bu0 liao3 改められない 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

liao了3 了解、できる
了解、レモンは、薬になる。
キーワードは [レモン,薬] 漢
字は 「了」

更改 geng1 gai3 変更する geng更1 変える、改める

田んぼを耕すのを更新すること
は、エンジェルが、ガードマン
と、結婚するくらい大変なこと。
キーワードは [ガードマン,エン
ジェル] 漢字は 「耕更」の2番目

gai改3 改める
改めて愛は、ゲゲゲのキタロウ
から。キーワードは [ｹﾞｹﾞｹﾞ鬼,
愛] 漢字は 「改」

该 gai1
gai该1

なになにすべき
である
なになにのはず
である

当然、愛をガードマンは、知っ
ているはずである。キーワード
は [ガードマン,愛] 漢字は
「该」

改 gai3

gai改3 改める
改めて愛は、ゲゲゲのキタロウか
ら。キーワードは [ｹﾞｹﾞｹﾞ鬼,愛] 漢
字は 「改」
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概念 gai4 nian4 概念 nian念4
懐かしく思う、
声を出して読む

念じて眼の、にきびを消し去
る。キーワードは [にきび,眼] 漢
字は 「念」

概况 gai4 kuang4 概況 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。キーワードは
[キリン,王様] 漢字は 「矿眶况
旷」の3番目

大概 da4 gai4 だいたい da大4 大きい
大きなおばさんディオールぷんぷ
ん。キーワードは [ディオール,お
ばさん] 漢字は 「大」

gai概4 概して、大体

概して、蓋した愛には、ギター
が似合う。キーワードは [ギ
ター,愛] 漢字は 「概盖」の1番
目

降水概率 jiang4 shui3 gai4
lv4

降水確率 jiang降4 落ちる、下がる
味噌が降ったら羊がJimで食う。
キーワードは [Jim,羊] 漢字は 「酱
降」の2番目

shui水3 水
水の味は、シェイバーでは、判
らない。キーワードは [シェイ
バー,味] 漢字は 「水」

gai概4 概して、大体

概して、蓋した愛には、ギ
ターが似合う。キーワードは
[ギター,愛] 漢字は 「概盖」
の1番目

lv率4 率

緑の率律を考慮して、魚が
Lilyに相談に来た。キーワー
ドは [Lily,魚] 漢字は 「绿率律
虑」の2番目

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。キーワードは [ギター,愛]
漢字は 「概盖」の2番目

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。キーワード
は [エメラルド,湾] 漢字は 「晚
挽碗」の3番目

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。キーワードは [腸ねん
転,おばさん] 漢字は 「察茶
查」の2番目

覆盖 fu4 gai4 覆う fu覆4
かぶさる、ひっく
り返る

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。キーワードは [フィア
ンセ,踊り] 漢字は 「覆妇负父富附
付复腹副」の1番目

膝盖 xi1 gai4 ひざ xi膝1 膝

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11番目

盖 gai4

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。キーワードは [ギ
ター,愛] 漢字は 「概盖」の2番
目

概 gai4

gai概4 概して、大体
概して、蓋した愛には、ギターが
似合う。キーワードは [ギター,愛]
漢字は 「概盖」の1番目

2/2


