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対
象
漢
字

四番目
ピ
ン
イ
ン
と
声
調

単語 ピンイン 日本語
一番目 二番目 三番目

开关 kai1 guan1 スイッチ guan关1
閉める、関係す
る

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。
キーワードは [ガードマン,湾] 漢
字は 「观关官」の2番目

开支 kai1 zhi1 費用 zhi支1 支える

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。キーワードは [じゃが芋,一]
漢字は 「知只之枝汁支织」の6
番目

开头 kai1 tou2 始まり、始める tou头2 頭

頭を投げたら欧米のトマトのよ
うにぐちゃぐちゃ。キーワード
は [トマト,欧米] 漢字は 「头
投」の1番目

开朗 kai1 lang3 おおらかだ、明るい lang朗3 朗らか
朗らかに、スバルにレモン載せ
て帰る。キーワードは [レモン,
スバル] 漢字は 「朗」

开始 kai1 shi3 開始 shi始3 始まる

史和が、運転で使い始めた、一
つ星シェイバー。キーワードは
[シェイバー,一] 漢字は 「史驶使
始」の4番目

开往 kai1 wang3 ～に向けて出発する wang往3 行く方向

網の行く方向は王様のエメラル
ド狙い。キーワードは [エメラ
ルド,王様] 漢字は 「网往」の2
番目

开衩 kai1 cha4
服のスリットを入れ
る

cha衩4 衣服のスリット

开会 kai1 hui4 会議を開く hui会4 チャンス,出来る
為替の会議の恵みで火鍋を味わ
う。キーワードは [火,味] 漢字は
「汇会惠」の2番目

开业 kai1 ye4 開業（する） 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

开小差 kai1 xiao3 chai1
気が散る、別の事を
考えている

xiao小3 小さい
暁なら、小さな薬でもトリプルx
は可能。キーワードは [トリプ
ルx,薬] 漢字は 「晓小」の2番目

chai差1 派遣する

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。キーワードは [チャ
リンコ,愛] 漢字は 「拆差」の
2番目

开空调 kai1 kong1 tiao2 エアコンをつける kong空1 空っぽ、空中

空中でカッパは、ジュディーオ
ングに飛びついた。キーワード
は [河童,ジュディーオング] 漢字
は 「空」

tiao调2
調整する、適度
である、挑む

条件に挑んで調整したら、薬
はトマト。キーワードは [ト
マト,薬] 漢字は 「条调」の2
番目

开上窗户 kai1 shang4
chuang1 hu4

窓を閉める shang上4 上

上方の和尚は、スバルに乗って
シューマイを食べに行く。キー
ワードは [シューマイ,スバル] 漢
字は 「上尚」の1番目

chuang窗1 窓

窓から王様がチャリンコで
入ってきた。キーワードは
[チャリンコ,王様] 漢字は
「窗」

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

开 kai1 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。キー
ワードは [河童,愛] 漢字は 「开」

1/2



漢字 漢字の意味 フレーズ 漢字 漢字の意味 フレーズ 漢字 漢字の意味 フレーズ 漢字 漢字の意味 フレーズ

対
象
漢
字
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単語 ピンイン 日本語
一番目 二番目 三番目

解开 jie3 kai1 解く、ほどく jie解3 解く、ほどく

（帯を）ほどかれた姉さんは、
夜、ジェット機に引かれた。キー
ワードは [ｊｅｔ機,夜] 漢字は 「解
姐」の1番目

凉开水 liang2 kai1 shui3 冷たい湯冷まし liang凉2
触って冷たい、涼
しい

触って冷たい餌が量れる良い羊
は、ロックが踊れる。キーワード
は [ロック,羊] 漢字は 「凉粮量良」
の1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」

水烧开 shui3 shao1 kai1 お湯が沸く 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」

shao烧1 焼く、燃やす
少し焼けたオリンピックの写
真。キーワードは [写真,オリン
ピック] 漢字は 「稍烧」の2番目

节省开支

jie2 sheng3 kai1
zhi1

費用を節約する jie节2 季節の節

結婚の節目に純潔な睫毛が夜のＪ
ｏｋｅのネタになる。キーワード
は [joke ,夜] 漢字は 「结节洁睫」
の2番目

sheng省3 省略する、省

省エネは、エンジェルがシェイ
バーをやめる事から始まる。
キーワードは [シェーバー,エン
ジェル] 漢字は 「省」

zhi支1 支える

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。キーワードは
[じゃが芋,一] 漢字は 「知只
之枝汁支织」の6番目

睁不开眼 zheng1 bu4 kai1
yan3

眼を開けていられな
い

zheng睁1
眼を開ける、目を
見張る

bu不4
あらず、否定
の、ブ

恐ろしい、布部を歩むな、ビー
ルを飲んで踊っていろ。キー
ワードは [ビール,踊り] 漢字は
「怖布部步不」の5番目

yan眼3 眼

眼は演技のエメラルドグリー
ン。キーワードは [エメラル
ド,眼] 漢字は 「眼演」の1番
目

開いた愛には、河童も感激。
キーワードは [河童,愛] 漢字
は 「开」

开 kai1

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。
キーワードは [河童,愛] 漢字は
「开」

kai开1

開く、液体が沸
く、スイッチを
入れる、運転す
る、
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