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孩子 hai2 zi0 子供 hai孩2 子供
子供はさらに愛の蛍。キーワード
は [蛍,愛] 漢字は 「孩还」の1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。

率孩子 shuai4 hai2 zi0 子供を連れる shuai率4 率いる

カッコよく率いて、外のシューマ
イを食べに行く。キーワードは
[シューマイ,外] 漢字は 「帅率」の
2番目

hai孩2 子供
子供はさらに愛の蛍。キーワード
は [蛍,愛] 漢字は 「孩还」の1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。

还好 hai2 hao3
幸いにも、まずまず
よろしい

hao好3 良い
よいオリンピックは、屁が出な
い。キーワードは [屁,オリンピッ
ク] 漢字は 「好」

还是 hai2 shi4

副詞：相変わらず。
副詞：やはり。接続
詞：それとも、ある
いは

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

还算 hai2 suan4 まあ～と見なせる suan算4 算数の算

算数とニンニクは、湾岸に居る詩
人では、とても無理。キーワード
は [詩人,湾] 漢字は 「算蒜」の1番
目

还不对 hai2 bu2 dui4 少し間違えている bu不2
次が４声の時
は、声調変化で
２声になる。

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。キー
ワードは [ディオール,味] 漢字は
「兑队对」の3番目

还凑合吧 hai2 cou4 he2
ba0

良くも悪くもなくま
あまあ

cou凑4
めぐり合う,集ま
る

めぐり合ったのは、欧米のサイ
ボーグ軍団。キーワードは [サイ
ボーグ,欧米] 漢字は 「凑」

he合2 合わせる

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。キーワードは [蛍,腹
ペコ] 漢字は 「荷河和合盒核」の4
番目

ba吧0 助詞
助詞　文末に付けて相談・提案・
同意。高めに発音して賛成・承知
の意を表す

还算不错 hai2 suan4 bu2
cuo4

まあまあってとこで
す

suan算4 算数の算

算数とニンニクは、湾岸に居る詩
人では、とても無理。キーワード
は [詩人,湾] 漢字は 「算蒜」の1番
目

bu不2

次が４声の時
は、声調変化
で２声にな
る。

次の漢字の声調が４声の時は声調
変化して２声になる。

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。キーワードは [サイボー
グ,我] 漢字は 「错」

还差得远呢 hai2 cha4 de0
yuan3 ne0

まだまだです 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。キーワードは [チークダンス,
おばさん] 漢字は 「差」

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。キーワードは [エメラ
ルド,原っぱ] 漢字は 「远」

还是老样子 hai2 shi4 lao3
yang4 zi0

相変わらずです 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

lao老3 老いる
老いて、オリンピックでレモンを
かじる。キーワードは [レモン,オ
リンピック] 漢字は 「老」

yang样4 様子
様子は羊が生き埋めになってい
る。キーワードは [生埋め,羊] 漢字
は 「样」

孩 hai2

还 hai2 hai还2 さらに、まだ
子供はさらに愛の蛍。キーワード
は [蛍,愛] 漢字は 「孩还」の2番目
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海参 hai3 shen1 なまこ shen参1
なまこ、にんじ
ん

身を伸ばして申し上げます、深く
にいるなまこの恩を写真に写す。
キーワードは [写真,恩] 漢字は 「身
伸申深参」の5番目

海滩 hai3 tan1 砂浜、ビーチ tan滩1 砂浜
賄賂が必要な砂浜の按摩は、狸が
やっている。キーワードは [狸,按
摩] 漢字は 「贪滩」の2番目

海猪 hai3 zhu1 イルカ zhu猪1 豚

豚は、朱色の真珠より踊ってじゃ
が芋食べるほうが好き。キーワー
ドは [じゃが芋,踊り] 漢字は 「猪朱
珠」の1番目

海拔 hai3 ba2 海抜 ba拔2 抜く
抜いた時、おばさんの帽子が跳ね
飛んだ。キーワードは [帽子,おば
さん] 漢字は 「拔」

海蜇 hai3 zhe2 くらげ zhe蜇2 くらげ

ワダチくらげを値引きしすぎた腹
ペコな女王蜂。キーワードは [女王
蜂,腹ペコ] 漢字は 「辙蜇折」の2番
目

海鼠 hai3 shu3 なまこ shu鼠3 ねずみ

鼠属は、芋を数える暑い日に、踊
りながらシェイバーで毛を剃って
しまう。キーワードは [シェイ
バー,踊り] 漢字は 「鼠属薯数暑」
の1番目

海带 hai3 dai4 昆布 dai带4 帯、付帯する

かりた袋をかぶって代わりの帯を
待っているうちに愛のディオール
が到着する。キーワードは [ディ
オール,愛] 漢字は 「贷袋戴代带
待」の5番目

海量 hai3 liang4
酒豪  ニ声の量は量る
の動詞

liang量4
量、目方、(名詞
として使う）

明るい量と台数を許すと羊がLilyを
食べてしまう。キーワードは [Lily,
羊] 漢字は 「亮量辆谅」の2番目

海报 hai3 bao4
演劇や映画のポス
ター

bao报4 新聞、回答する

暴力なら、爆弾抱いて新聞に載れ
ばビールがオリンピックで宣伝に
なる。キーワードは [ビール,オリ
ンピック] 漢字は 「暴爆抱报」の4
番目

海关 hai3 guan1 税関 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

海 hai3 hai海3 海
海からの愛で、屁が、出っ放し。
キーワードは [屁,愛] 漢字は 「海」
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海水游泳 hai3 shui3 you2
yong3

海水浴 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」

you游2 遊ぶ

遊びの理由は、郵便局へ、特に油
だらけの斧を、持っていく。キー
ワードは [斧,油] 漢字は 「游由邮尤
油」の1番目

yong泳3 泳ぐ

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。キーワードは [エメラルド,泳
ぎ] 漢字は 「勇泳永涌湧」の2番目

海誓山盟 hai3 shi4 shan1
meng2

いつまでも変わらな
い愛を誓う

shi誓4 誓う

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8番目

shan山1 山

珊瑚という字を削除したシャツ着
て、山の按摩に行ったら、写真に
撮られた。キーワードは [写真,按
摩] 漢字は 「珊删衫山」の4番目

meng盟2 同盟を結ぶ

同盟軍は、レモンのモンタージュ
を持って森のエンジェルを探す。
キーワードは [森,エンジェル] 漢字
は 「盟檬蒙」の1番目

下海 xia4 hai3
退職して自分で独立
して商売をする

xia下4 下
夏にびっくり、下の歯は、へそ下
から生えてくる。キーワードは [ヘ
ソ下,牙] 漢字は 「夏吓下」の3番目

沧海 cang1 hai3 青海原 cang沧1 暗緑色（の水）

青海原にある、客室倉庫のスバル
は、直ぐ乗れる。キーワードは
[can,スバル] 漢字は 「沧舱仓」の1
番目

淮海路 huai2 hai3 lu4 淮海路 huai淮2
淮河。（ワイガ
とは、川の名
前）

ファイハイルーを徘徊すると、ふ
ところに外から蛍が飛んで来る。
キーワードは [蛍,外] 漢字は 「淮徊
怀」の1番目

lu路4 道

陸路で鹿の録音は、ツユだらけで
踊っている、Lilyがうまい。キー
ワードは [Lily,踊り] 漢字は 「陆路
鹿录露」の2番目

天涯海角 tian1 ya2 hai3
jiao3

地の果て 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

ya涯2 端、果て
牙が芽を出したら、一生涯、牙を
斧で切り取る。キーワードは [斧,
牙] 漢字は 「牙芽涯」の3番目

jiao角3 角

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。
キーワードは [ｊｅｔ機,薬] 漢字は
「搅饺角脚」の3番目

凉拌海蜇 liang2 ban4 hai3
zhe2

くらげ酢 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

ban拌4
かき混ぜる、口
論する

花びらを半分伴うおしゃれな方法
は、ビールを、按摩屋で、かき混
ぜ、口論する。キーワードは [ビー
ル,按摩] 漢字は 「瓣半伴扮办拌」
の6番目

zhe蜇2 くらげ

ワダチくらげを値引きしすぎた腹
ペコな女王蜂。キーワードは [女王
蜂,腹ペコ] 漢字は 「辙蜇折」の2番
目

山盟海誓 shan1 meng2
hai3 shi4

いつまでも変わらな
い愛を誓う

shan山1 山

珊瑚という字を削除したシャツ着
て、山の按摩に行ったら、写真に
撮られた。キーワードは [写真,按
摩] 漢字は 「珊删衫山」の4番目

meng盟2 同盟を結ぶ

同盟軍は、レモンのモンタージュ
を持って森のエンジェルを探す。
キーワードは [森,エンジェル] 漢字
は 「盟檬蒙」の1番目

shi誓4 誓う

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8番目

海 hai3

hai海3 海
海からの愛で、屁が、出っ放し。
キーワードは [屁,愛] 漢字は 「海」

hai海3 海
海からの愛で、屁が、出っ放し。
キーワードは [屁,愛] 漢字は 「海」

hai海3 海
海からの愛で、屁が、出っ放し。
キーワードは [屁,愛] 漢字は 「海」
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害羞 hai4 xiu1 恥ずかしがる xiu羞1 恥ずかしがる

恥ずかしいが修理は休もう、油は
クリスマスには不要だ。キーワー
ドは [クリスマス,油] 漢字は 「羞修
休」の1番目

害怕 hai4 pa4 怖がる、恐れる pa怕4 怖い
怖がるおばさんに、ピアスをさし
た。キーワードは [ピアス,おばさ
ん] 漢字は 「怕」

药害 yao4 hai4 薬害、農薬被害 yao药4 薬
光り輝く薬の鍵が欲しいと、生き
埋めにされる。キーワードは [生埋
め,薬] 漢字は 「耀药钥要」の2番目

厉害 li4 hai4 ひどく、すごい li厉4
すごい、厳し
い、ひどい、激
しい

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。キー
ワードは [Lily,一] 漢字は 「厉利丽
粒栗历励立力例」の1番目

侵害 qin1 hai4 侵害、侵害する qin侵1 侵入する、侵す

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1
番目

伤害 shang1 hai4
害する、傷つける、
壊す

shang伤1 傷
商いは傷ついたスバルの写真を見
て行う。キーワードは [写真,スバ
ル] 漢字は 「商伤」の2番目

损害 sun3 hai4
損害、損失をこうむ
らせる

sun损3 損害

タケノコが大損害だと文句をつけ
るセーラー服娘。キーワードは
[セーラー服,文章] 漢字は 「笋损」
の2番目

灾害 zai1 hai4 災害 zai灾1 災害、災難

災害の時、栽培した愛は、座布
団に乗らないくらい大きくなっ
た。キーワードは [座布団,愛] 漢
字は 「灾栽」の1番目

谋财害命 mou2 cai2 hai4
ming4

財物を奪うために人
を殺害する

mou谋2
職を求める、計
略、参謀

参謀は欧米の森でも計略を練る。
キーワードは [森,欧米] 漢字は
「谋」

cai财2 財産

総裁の財産と材料は、たった今愛
のコーラで流された。キーワード
は [コーラ,愛] 漢字は 「裁财材才」
の2番目

hai害4 害
害だ愛の火は。キーワードは [火,
愛] 漢字は 「害」

ming命4 命
命は、宝石だ、ミサイルで助け
る。キーワードは [ミサイル,宝石]
漢字は 「命」

hai害4 害
害だ愛の火は。キーワードは [火,
愛] 漢字は 「害」

hai害4 害
害だ愛の火は。キーワードは [火,
愛] 漢字は 「害」

害 hai4
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