
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

二番目 三番目 四番目
ピ
ン
イ
ン
と
声
調

単語 ピンイン 日本語
一番目対

象
漢
字

灾难 zai1 nan4 災難 nan难4
災難、災い、な
じる。攻める

非難され、苦難のすえ按摩屋はニ
キビ顔になってしまう。キーワー
ドは [にきび,按摩] 漢字は 「难」

灾害 zai1 hai4 災害 hai害4 害
害だ愛の火は。キーワードは
[火,愛] 漢字は 「害」

火灾 huo3 zai1 火災 huo火3 火
火は、仲間と私の屁に点いた。
キーワードは [屁,我] 漢字は 「火
伙」の1番目

消灾 xiao1 zai1 厄払いする xiao消1 消える

宵に売れる、削れば消える薬は、
クリスマスの限定品。キーワード
は [クリスマス,薬] 漢字は 「宵销削
消」の4番目

栽培 zai1 pei2 栽培 zai栽1
栽培する、植え
る

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2番目

pei培2
育成する、養成
する

賠償は、お供が培養した、ポッ
キーを営業が売る。キーワードは
[ポッキー,営業] 漢字は 「赔陪培」
の3番目

人工栽培 ren2 gong1 zai1
pei2

人工栽培 ren人2 ひと

愛有る人は、恩を感じるが、ロ
ボットは感じない。キーワードは
[ロボット,恩] 漢字は 「仁人」の2
番目

gong工1 工事、工業

おめでたい、公な宮殿工事の供給
功績は、ジュディーオングを攻め
たガードマン。キーワードは [ガー
ドマン,ジュディーオング] 漢字は
「恭公宫工供功攻」の4番目

zai栽1
栽培する、植
える

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2番目

pei培2
育成する、養成
する

賠償は、お供が培養した、ポッ
キーを営業が売る。キーワードは
[ポッキー,営業] 漢字は 「赔陪培」
の3番目

在 zai4 在る

在于 zai4 yu2
原因目的本質が～に
ある。～によって決
まる

yu于2
に対して、にお
いて

魚が余って、やっと愉快に楽しく
斧が使える。キーワードは [斧,魚]
漢字は 「鱼余于愉娱」の3番目

堆在 dui1 zai4 積みあがっている dui堆1 堆積する
堆積している味は、ダッチワイフ
には判らない。キーワードは [ダッ
チワイフ,味] 漢字は 「堆」

好在 hao3 zai4
幸い、都合の良い事
に＝幸亏

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」

现在 xian4 zai4 現在 xian现4 現在の現

羨ましい限りだ、現在献上した中
身の具を、落とし穴から内線で見
たらへそ下に効くものだった。
キーワードは [ヘソ下,眼] 漢字は
「羡限现献馅陷线」の3番目

实在 shi2 zai4 本当に,実際には shi实2
事実、実際、
実、果実

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。キーワードは [初夜,一]
漢字は 「实食时识石拾」の1番目

存在 cun2 zai4 存在 cun存2
存在する、預け
る

存在していた文章にコーラをこぼ
してしまった。キーワードは [コー
ラ,文章] 漢字は 「存」

不在乎 bu2 zai4 hu1
平気である、気にし
ない、

bu不2
次が４声の時
は、声調変化で
２声になる。

hu乎1 ほとんど

呼ばれたが、ほとんど突然の踊り
は、ハンカチを振って対応する。
キーワードは [ハンカチ,踊り] 漢字
は 「呼乎忽」の2番目

在 zai4

zai在4 在る
在るよ再度載っかった愛で、痔に
なってしまう事。キーワードは
[痔,愛] 漢字は 「在再载」の1番目

zai在4 在る
在るよ再度載っかった愛で痔に
なってしまう事。キーワードは
[痔,愛] 漢字は 「在再载」の1番目

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

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

灾 zai1

栽 zai1
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不在意 bu2 zai4 yi4  気にしない、無関心 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

yi意4 意味

芸術で友情が有益の意味は、一人
で生き埋めにされても判らない。
キーワードは [生埋め,一] 漢字は
「艺谊益意议易译义异」の4番目

埋在地下 mai2 zai4 di4
xia4

地下に埋める mai埋2 埋める、覆う
埋葬先は、愛の森。キーワードは
[森,愛] 漢字は 「埋」

di地4 地球の地

天子の弟は、地面を的に第一滴の
ディオールを手渡す。キーワード
は [ディオール,一] 漢字は 「帝弟地
的第递」の3番目

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

躺在床上 tang3 zai4
chuang2 shang4

ベッドで寝る tang躺3 横になる、寝る
横になったがスバルのテーブルか
ら落ちた。キーワードは [テーブ
ル,ｽﾊﾞﾙ] 漢字は 「躺」

chuang床2 ベッド
ベッドで王様は腸ねん転。キー
ワードは [腸ねん転,王様] 漢字は
「床」

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

浸在水中 jin4 zai4 shui3
zhong1

水の中に浸す jin浸4
水につける、浸
み込む

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」

zhong中1 中ほど

中国時間の終りは、ジュディーオ
ングが、じゃが芋を食べ終わると
き。キーワードは [じゃが芋,ジュ
ディーオング] 漢字は 「中钟终」
の1番目

就在这时 jiu4 zai4 zhe4
shi2

ちょうどそのころ jiu就4 就く

おじさんが救いに就けば旧い油は
Jimに入らない。キーワードは
[Jim,油] 漢字は 「舅救就旧」の3番
目

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。キーワードは [初夜,一]
漢字は 「实食时识石拾」の3番目

现在正在 xian4 zai4
zheng4 zai4

今ちょうど xian现4 現在の現

羨ましい限りだ、現在献上した中
身の具を、落とし穴から内線で見
たらへそ下に効くものだった。
キーワードは [ヘソ下,眼] 漢字は
「羡限现献馅陷线」の3番目

zheng正4 正しい

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1番目

zai在4 在る
在るよ再度載っかった愛で、痔に
なってしまう事。キーワードは
[痔,愛] 漢字は 「在再载」の1番目

站在门外 zhan4 zai4
men2 wai4

外に立つ zhan站4 駅、立つ

戦争で占領された駅は、按摩へ行
く爺さんで、いっぱい。キーワー
ドは [爺さん,按摩] 漢字は 「战占
站」の3番目

men门2 門
門は、森の恩返しで出来ている。
キーワードは [森,恩] 漢字は 「门」

wai外4 外
外に出たら生き埋めにされる。
キーワードは [生埋め,外] 漢字は
「外」

溶在牛奶 rong2 zai4 niu2
nai3

牛乳に混ぜる rong溶2 溶ける

繁栄したら容易に溶ける、ジュ
ディーオングのロボットです。
キーワードは [ロボット,ジュ
ディーオング] 漢字は 「荣容溶」
の3番目

niu牛2 牛
牛の油は、のりになる。キーワー
ドは [のり,油] 漢字は 「牛」

nai奶3 ミルク、乳
ミルクは、愛する猫にやる。キー
ワードは [猫,愛] 漢字は 「奶」

放在抽屉里 fang4 zai4
chou1 ti4 li3

引き出しに入れる fang放4
放る、爆竹を鳴
らす

放る、相手は、スバル星のフィア
ンセ。キーワードは [フィアンセ,
スバル] 漢字は 「放」

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。キーワードは [チャリンコ,欧
米] 漢字は 「抽」

ti屉4 引き出し

引き出しの鼻水に替えて一杯
ティーを入れてしまえ。キーワー
ドは [ティー,一] 漢字は 「屉涕替」
の1番目

搭在绳子上 da1 zai4 sheng2
zi0 shang4

ロープに掛ける da搭1
乗り物に乗る、
上にかける、
くっつく

乗り物に搭乗するとき、おばさん
はダッチワイフを持ち込む。キー
ワードは [ダッチワイフ,おばさん]
漢字は 「搭」

sheng绳2 縄、ひも
縄を付けて、エンジェルを初夜に
向わせる。キーワードは [初夜,エ
ンジェル] 漢字は 「绳」

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。

坐在椅子上 zuo4 zai4 yi3 zi0
shang4

椅子に座る zuo坐4 座る
座る、作る、為すの３苦で私は痔
になった。キーワードは [痔,我] 漢
字は 「坐座作做」の1番目

yi椅3 椅子

以前の椅子で、すでに蟻が一個の
エメラルドを食べていた。キー
ワードは [エメラルド,一] 漢字は
「以椅已蚁」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。

心不在焉 xin1 bu2 zai4
yan1

心ここにあらず xin心1 心

心が新しければつらくても、漂っ
てくるうれしい音は、クリスマス
ソング。キーワードは [クリスマ
ス,音] 漢字は 「心新辛馨欣」の1番
目

bu不2
次が４声の時
は、声調変化で
２声になる。

zai在4 在る
在るよ再度載っかった愛で、痔に
なってしまう事。キーワードは
[痔,愛] 漢字は 「在再载」の1番目

yan焉1
（書）これに、
ここに

在 zai4

zai在4 在る
在るよ再度載っかった愛で痔に
なってしまう事。キーワードは
[痔,愛] 漢字は 「在再载」の1番目
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到现在为止 dao4 xian4 zai4
wei2 zhi3

今までに dao到4 到着する

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。キーワードは [ディオール,オ
リンピック] 漢字は 「道倒到」の3
番目

xian现4 現在の現

羨ましい限りだ、現在献上した中
身の具を、落とし穴から内線で見
たらへそ下に効くものだった。
キーワードは [ヘソ下,眼] 漢字は
「羡限现献馅陷线」の3番目

zai在4 在る
在るよ再度載っかった愛で、痔に
なってしまう事。キーワードは
[痔,愛] 漢字は 「在再载」の1番目

wei为2 する、為す

マフラーを巻いた違反者を維持す
るには、唯一斧の切れ味次第。
キーワードは [斧,味] 漢字は 「围违
维为唯惟」の4番目

户口所在 hu4 kou3 suo3
zai4

戸籍の有るところ 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

kou口3 口
口べたで、欧米の警察になめられ
た。キーワードは [警察,欧米] 漢字
は 「口」

suo所3 所

捜索の時、鍵をかけて所ジョージ
と私は、セーラー服を着る。キー
ワードは [セーラー服,我] 漢字は
「索锁所」の3番目

现在正在 xian4 zai4
zheng4 zai4

今ちょうど xian现4 現在の現

羨ましい限りだ、現在献上した中
身の具を、落とし穴から内線で見
たらへそ下に効くものだった。
キーワードは [ヘソ下,眼] 漢字は
「羡限现献馅陷线」の3番目

zai在4 在る
在るよ再度載っかった愛で痔に
なってしまう事。キーワードは
[痔,愛] 漢字は 「在再载」の1番目

zheng正4 正しい

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1番目

再 zai4 再见 zai4 jian4 さよなら zai再4 再度
在るよ再度載っかった愛で、痔に
なってしまう事。キーワードは
[痔,愛] 漢字は 「在再载」の2番目

jian见4 見る

健康な建物件数をキーボードで見
ている間に、次第に眼が疲れてjim
に行く。キーワードは [Jim,眼] 漢
字は 「健建件键见间渐践剑荐」の
5番目

下载 xia4 zai4 ダウンロードする 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

卸载 xie4 zai4 アンイストールする xie卸4 下ろす、外す

謝謝と下痢で漏らした蟹は、外し
た機械で、夜、へそしたをちょん
切る。キーワードは [ヘソ下,夜] 漢
字は 「谢泻泄蟹卸械」の5番目

在 zai4

zai在4 在る
在るよ再度載っかった愛で、痔に
なってしまう事。キーワードは
[痔,愛] 漢字は 「在再载」の1番目

载 zai4 zai载4 載せる
在るよ再度載っかった愛で痔に
なってしまう事。キーワードは
[痔,愛] 漢字は 「在再载」の3番目
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