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南风 nan2 feng1 南風 nan南2 南
南方の男は、難しい按摩は、糊で
固める。キーワードは [のり,按摩]
漢字は 「南男难」の1番目

feng风1 風

峰からの豊かな風を封じるには、
蜜蜂がエンジェルのファスナーを
閉めろ。キーワードは [ファス
ナー,エンジェル] 漢字は 「峰丰风
封蜂」の3番目

湖南 hu2 nan2 湖南 hu湖2 湖
湖で狐がヒゲを出せばポットの蛍
が踊りだす。キーワードは [蛍,踊
り] 漢字は 「湖狐胡壶」の1番目

东南亚 dong1 nan2 ya4 東南アジア dong东1 東

冬は、東京のジュディーオングの
ダッチワイフが売り切れ。キー
ワードは [ダッチワイフ,ジュ
ディーオング] 漢字は 「冬东」の2
番目

ya亚4 アジアの略

男人 nan2 ren2 男の人 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

男女老少 nan2 nv3 lao3
shao4

老若男女 nv女3 女
女は、魚と猫が好き。キーワード
は [猫,魚] 漢字は 「女」

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」

shao少4 若い
少年に紹介されたオリンピックのシュー
マイ。キーワードは [シェイバー,オリン
ピック] 漢字は 「少绍」の1番目

难找 nan2 zhao3 捜すのが難しい zhao找3
捜す、つり銭を
出す

探すのは、オリンピックのジェン
カの中。キーワードは [ジェンカ,
オリンピック] 漢字は 「找」

难道 nan2 dao4
まさか～ではあるま
い

dao道4

道。量詞：川や
細長いもの、出
入り口や堀、命
令や問題。

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1
番目

难怪 nan2 guai4 なるほど、どうりで guai怪4
かなり、非常
に。～のせいに
する。化け物

かなり、怪しいギターが、外で
鳴っている。キーワードは [ギ
ター,外] 漢字は 「怪」

难过 nan2 guo4 苦しい guo过4 過ぎる
過ぎた日の、我は、ギター好き。
キーワードは [ギター,我] 漢字は
「过」

难受 nan2 shou4 体調がすぐれない shou受4 受ける

受け取ったら売ってしまった、痩
せてるけど長生きなケダモノに、
授けてあげよう、欧米産のシュー
マイ。キーワードは [シューマイ,
欧米] 漢字は 「受售瘦寿兽授」の1
番目

困难 kun4 nan2 困難 kun困4 眠い、困る
眠くて困ったら文章をキリンに読
んでもらう。キーワードは [キリ
ン,文章] 漢字は 「困」

患难 huan4 nan2 難儀、艱難 huan患4 患者の患

SF（幻想の世界）で、患者の交換
は、湾の火の中で行う。キーワー
ドは [火,湾] 漢字は 「幻患换」の2
番目

难 nan2

nan难2 難しい
南方の男は、難しい按摩は、糊で
固める。キーワードは [のり,按摩]
漢字は 「南男难」の3番目

nan难2 難しい
南方の男は、難しい按摩は、糊で
固める。キーワードは [のり,按摩]
漢字は 「南男难」の3番目

南 nan2

nan南2 南
南方の男は、難しい按摩は、糊で
固める。キーワードは [のり,按摩]
漢字は 「南男难」の1番目

男 nan2 nan男2 男
南方の男は、難しい按摩は、糊で
固める。キーワードは [のり,按摩]
漢字は 「南男难」の2番目
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众口难调 zhong4 kou3
nan2 tiao2

誰の口にも合うよう
な料理は作れない

zhong众4 多い、多くの

多くの重い中毒を植えつけられ、
ジュディーオングは、爺さんに
なった。キーワードは [爺さん,
ジュディーオング] 漢字は 「众重
中种」の1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」

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

浑身难受 hun2 shen1
nan2 shou4

全身がだるい hun浑2
すべて、ばかで
ある

すべての魂は、文中で蛍のように
形容される。キーワードは [蛍,文
章] 漢字は 「浑魂」の1番目

shen身1 身体

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1番目

shou受4 受ける

受け取ったら売ってしまった、痩せてる
けど長生きなケダモノに、授けてあげよ
う、欧米産のシューマイ。キーワードは
[シューマイ,欧米] 漢字は 「受售瘦寿兽
授」の1番目

苦难 ku3 nan4 苦難 ku苦3 苦い、苦しい
苦しい踊りは、警察が教える。
キーワードは [警察,踊り] 漢字は
「苦」

灾难 zai1 nan4 災難 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

nan难2 難しい
南方の男は、難しい按摩は、糊で
固める。キーワードは [のり,按摩]
漢字は 「南男难」の3番目

难 nan4 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」

难 nan2
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