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三菱 san1 ling2 三菱 ling菱2 ひし形

菱形の鈴なり魂がゼロに近づいて
英国人をロックする。キーワード
は [ロック,英国] 漢字は 「菱铃灵零
凌」の1番目

三险 san1 xian3
健康保険、年金、雇
用保険

xian险3
危険の険、険し
い

よく目立つ朝鮮人は、険しい眼で
トリプルxを見る。キーワードは
[トリプルx,眼] 漢字は 「显鲜险」
の3番目

三角架 san1 jiao3 jia4 三脚 jia架4
高架、止まり
木

高架を運転する嫁の値段は、暇な
歯医者よりJimのほうが安い。キー
ワードは [Jiｍ,牙] 漢字は 「架驾嫁
价假」の1番目

三角裤 san1 jiao3 ku4 ブリーフ ku裤4 ズボン
ズボンは、倉庫で踊っているキリ
ンに穿かせる。キーワードは [キリ
ン,踊り] 漢字は 「裤库」の1番目

三轮车 san1 lun2 che1  三輪車、輪タク lun轮2

汽船。車輪の様
なもの。太陽と
月の量詞。順番
にやる。

che车1 車
車だ、腹ペコなのでチャリンコは
嫌だ。キーワードは [チャリンコ,
腹ペコ] 漢字は 「车」

三分之一 san1 fen1 zhi1
yi1

三分の一 fen分1
時間の分、分け
る、分かれる、
分数

ムード有るふん単位の恩返しは、
ファスナーを開いてあげること。
キーワードは [ファスナー,恩] 漢字
は 「氛分」の2番目

zhi之1 なになにの

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3番目

yi一1 一
頼りになる、医者の衣服に一匹の赤とん
ぼ。キーワードは [赤とんぼ,一] 漢字は
「依医衣一」の4番目

丢三落四 diu1 san1 la4 si4 忘れっぽい diu丢1 失くす
失くした油は、ダッチワイフの中
にある。キーワードは [ダッチワイ
フ,油] 漢字は 「丢」

san三1 三
三度の按摩で桜色。キーワードは
[桜,按摩] 漢字は 「三」

la落4

もれる、書き落
とす、抜ける、
脱落する、置き
忘れる、引き離
される

si四4 四
寺では似ている四人の一人は詩人にな
る。キーワードは [詩人,一] 漢字は 「寺
似四」の3番目

差两分三点 cha1 liang3 fen1
san1 dian3

３時２分前 cha差1 差、違い

フォークを、さしこんで差が開く
おばさんのチャリンコ。キーワー
ドは [チャリンコ,おばさん] 漢字は
「叉插差」の3番目

liang两3 二
ニコニコ羊は、レモンを食べてい
る。キーワードは [レモン,羊] 漢字
は 「两」

fen分1
時間の分、分
ける、分かれ
る、分数

ムード有るふん単位の恩返しは、
ファスナーを開いてあげること。
キーワードは [ファスナー,恩] 漢字
は 「氛分」の2番目

san三1 三
三度の按摩で桜色。キーワードは [桜,按
摩] 漢字は 「三」

散光 san3 guang1 乱視 san散3
散らばっている
（形容詞）

散らばっている傘を按摩屋はセー
ラー服着て集めて回る。キーワー
ドは [セーラー服,按摩] 漢字は 「散
伞」の1番目

guang光1
光、なになにだ
けonly

光だけで、王様を、ガードマンに
判らせる。キーワードは [ガードマ
ン,王様] 漢字は 「光」

懒散 lan3 san3 だらけている lan懒3 怠け者、不精だ

不精ものは、ロープを見ると按摩
屋でレモンを縛ってしまう。キー
ワードは [レモン,按摩] 漢字は 「懒
缆览」の1番目

san散3
散らばっている
（形容詞）

散らばっている傘を按摩屋はセー
ラー服着て集めて回る。キーワー
ドは [セーラー服,按摩] 漢字は 「散
伞」の1番目

散 san3

san三1 三
三度の按摩で桜色。キーワードは
[桜,按摩] 漢字は 「三」

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

三 san1
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雨伞 yu3 san3 雨傘 yu雨3 雨

羽を与えた雨語は魚をエメラルド
に変える不思議な言葉。キーワー
ドは [エメラルド,魚] 漢字は 「羽与
雨语」の3番目

打伞 da3 san3 傘を差す da打3 打つ
打つ、打つ、打つのは、おばさん
のデブ。キーワードは [デブ,おば
さん] 漢字は 「打」

一把伞 yi4 ba3 san3 一本の傘 yi一4

一  特に一を強調す
る必要が無い場合
声調は４声にな
る。但し次が４声
の場合は２声にな
る。

ba把3
握る掴む,数量
詞,介詞

つかんでベッドに、おばさん入
る。キーワードは [ベッド,おばさ
ん] 漢字は 「把」

降落伞 jiang4 luo4 san3
落下傘、パラシュー
ト

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

luo落4 落ちる
網に絡まって落ちたのは、私とLily
さん。キーワードは [Lily,我] 漢字
は 「络落」の2番目

散步 san4 bu4 散歩する bu步4
歩み、ステッ
プ、段階

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4番目

散会 san4 hui4
会が終わる、散会す
る

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

走散 zou3 san4 はぐれる zou走3 歩く、走る
走って歩いて欧米の銭を集めまく
る。キーワードは [銭,欧米] 漢字は
「走」

san散4
撒き散らす、(動
詞）

散歩は、詩人が按摩屋へ行く。
キーワードは [詩人,按摩] 漢字は
「散」

不见不散 bu2 jian4 bu2
san4

必ず会おうね bu不2
次が４声の時
は、声調変化で
２声になる。

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

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。

san散4
撒き散らす、(動
詞）

散歩は、詩人が按摩屋へ行く。キーワー
ドは [詩人,按摩] 漢字は 「散」

san伞3 傘

散らばっている傘を按摩屋はセー
ラー服着て集めて回る。キーワー
ドは [セーラー服,按摩] 漢字は 「散
伞」の2番目

san伞3 傘

散らばっている傘を按摩屋はセー
ラー服着て集めて回る。キーワー
ドは [セーラー服,按摩] 漢字は 「散
伞」の2番目

伞 san3

散 san4

san散4
撒き散らす、(動
詞）

散歩は、詩人が按摩屋へ行く。
キーワードは [詩人,按摩] 漢字は
「散」
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