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叨念 dao1 nian4
うわさする、話題に
する

dao叨1 うわさする

うわさでは、刀を持ったダッチワ
イフがオリンピックに出場する。
キーワードは [ダッチワイフ,オリ
ンピック] 漢字は 「叨刀」の1番目

nian念4
懐かしく思う、
声を出して読む

念じて眼の、にきびを消し去る。
キーワードは [にきび,眼] 漢字は
「念」

念叨 nian4 dao1
口にする、話、話題
にする

nian念4
懐かしく思う、
声を出して読む

念じて眼の、にきびを消し去る。
キーワードは [にきび,眼] 漢字は
「念」

dao叨1 うわさする

うわさでは、刀を持ったダッチワ
イフがオリンピックに出場する。
キーワードは [ダッチワイフ,オリ
ンピック] 漢字は 「叨刀」の1番目

刀鱼 dao1 yu2 タチウオ dao刀1 刀

うわさでは、刀を持ったダッチワ
イフがオリンピックに出場する。
キーワードは [ダッチワイフ,オリ
ンピック] 漢字は 「叨刀」の2番目

yu鱼2 魚
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1番目

剪刀 jian3 dao1 はさみ

剪刀石头布 jian3 dao1 shi2
tou2 bu4

じゃんけんポン shi石2 石

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5番目

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

水果刀 shui3 guo3 dao1 果物ナイフ 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」

guo果3
果物、果実、結
果

包んだ果物は、我とゲゲゲのキタ
ロウが食べてしまう。キーワード
は [ｹﾞｹﾞｹﾞ鬼,我] 漢字は 「裹果」の
2番目

dao刀1 刀

うわさでは、刀を持ったダッチワ
イフがオリンピックに出場する。
キーワードは [ダッチワイフ,オリ
ンピック] 漢字は 「叨刀」の2番目

岛 dao3 青岛 qing1 dao3 青島 qing青1 青い

清く、青く、軽い傾向の宝石をク
オーツに組み込む。キーワードは
[Ｑuarts,宝石] 漢字は 「清青轻倾」
の2番目

dao岛3 島

島踊りで倒れても導いてくれたオ
リンピックのデブ案内人。キー
ワードは [デブ,オリンピック] 漢字
は 「岛蹈倒导」の1番目

蹈 dao3 舞蹈 wu3 dao3 踊る、ダンスする wu舞3 踊り、舞う

手でふさぐ、武士の、正午の踊り
は、五つ星のエメラルドホテルで
踊る。キーワードは [エメラルド,
踊り] 漢字は 「捂武午舞五」の4番
目

dao蹈3 踊る、跳ねる

島踊りで倒れても導いてくれたオ
リンピックのデブ案内人。キー
ワードは [デブ,オリンピック] 漢字
は 「岛蹈倒导」の2番目

倒 dao3 倒霉 dao3 mei2
運が悪い、ついてい
ない

mei霉2 カビ

無いよ！かびた梅と苺の石炭で、
眉を描いた森さんが、営業に行く
こと。キーワードは [森,営業] 漢字
は 「没霉梅莓煤眉」の2番目

dao3 倒凤颠鸾 dao3 feng4
dian1 luan2

男女の交合をさす feng凤4 鳳凰

鳳凰に奉仕してエンジェルは、
フィアンセになれた。キーワード
は [フィアンセ,エンジェル] 漢字は
「凤奉」の1番目

dian颠1 頭のてっぺん

頭のてっぺんに眼があるのは、
ダッチワイフの不良品。キーワー
ドは [ダッチワイフ,眼] 漢字は
「颠」

luan鸾2 伝説上の霊鳥
霊鳥は、湾でロックに合わせて舞い踊
る。キーワードは [ロック,湾] 漢字は
「鸾」

dao3 跌倒 die1 dao3 つまずいて転ぶ die跌1
下がる、落ちる,
転ぶ

下がっている夜は、ダッチワイフ
は不要。キーワードは [ダッチワイ
フ,夜] 漢字は 「跌」

dao3 颠倒 dian1 dao3
さかさまにする、あ
べこべにする

dian颠1 頭のてっぺん

頭のてっぺんに眼があるのは、
ダッチワイフの不良品。キーワー
ドは [ダッチワイフ,眼] 漢字は
「颠」

叨 dao1

jian剪3 はさみ

減ったはさみのカードを拾って簡
単に検査するには、眼をジェット
機のように、早く動かす。キー
ワードは [ｊｅｔ機,眼] 漢字は 「减
剪柬捡简检」の2番目

dao刀1 刀

うわさでは、刀を持ったダッチワ
イフがオリンピックに出場する。
キーワードは [ダッチワイフ,オリ
ンピック] 漢字は 「叨刀」の2番目

dao1刀

dao倒3 倒れる

島踊りで倒れても、導いてくれ
た、オリンピックの、デブ案内
人。キーワードは [デブ,オリン
ピック] 漢字は 「岛蹈倒导」の3番
目

dao倒3 倒れる

島踊りで倒れても導いてくれたオ
リンピックのデブ案内人。キー
ワードは [デブ,オリンピック] 漢字
は 「岛蹈倒导」の3番目
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摔倒 shuai1 dao3 つまづいて転ぶ shuai摔1 倒れる、落ちる
衰えて倒れるところを外から写真
に撮られた。キーワードは [写真,
外] 漢字は 「衰摔」の2番目

dao倒3 倒れる

島踊りで倒れても導いてくれたオ
リンピックのデブ案内人。キー
ワードは [デブ,オリンピック] 漢字
は 「岛蹈倒导」の3番目

颠来倒去 dian1 lai2 dao3
qu4

同じ事を何度も繰り
返す

lai来2 来る
来るときは、愛のロックしてき
て。キーワードは [ロック,愛] 漢字
は 「来」

qu去4 去る
去っていく趣は、魚のキュートな顔。
キーワードは [キュート,魚] 漢字は 「去
趣」の1番目

颠鸾倒凤 dian1 luan2
dao3 feng4

男女の交合をさす luan鸾2 伝説上の霊鳥
霊鳥は、湾でロックに合わせて舞
い踊る。キーワードは [ロック,湾]
漢字は 「鸾」

feng凤4 鳳凰
鳳凰に奉仕してエンジェルは、フィアン
セになれた。キーワードは [フィアンセ,
エンジェル] 漢字は 「凤奉」の1番目

神魂颠倒 shen2 hun2
dian1 dao3

あることに夢中にな
り我を失う

shen神2
神、精神、顔つ
き

何？神の恩は、初夜のときに受け
たの？。キーワードは [初夜,恩] 漢
字は 「什神」の2番目

hun魂2 魂、霊魂
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2番目

dian颠1 頭のてっぺん

頭のてっぺんに眼があるのは、
ダッチワイフの不良品。キーワー
ドは [ダッチワイフ,眼] 漢字は
「颠」

dao倒3 倒れる

島踊りで倒れても、導いてくれた、オリ
ンピックの、デブ案内人。キーワードは
[デブ,オリンピック] 漢字は 「岛蹈倒导」
の3番目

导游 dao3 you2 ガイド 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

导致 dao3 zhi4
悪い結果を招く、引
き起こす

zhi致4
到る、送る、与
える

置いた雑誌の製造品質を、治めに
至る爺さんの一生。キーワードは
[爺さん,一] 漢字は 「置志制质治至
致」の7番目

导演 dao3 yan3 映画監督、演出家 yan演3 演ずる
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2番目

辅导 fu3 dao3 指導（する） fu辅3
助ける、援助す
る

腐った政府は、うつぶせを助ける
踊りをフェリーで行う。キーワー
ドは [フェリー,踊り] 漢字は 「腐府
俯辅」の4番目

领导 ling3 dao3 リーダー

领导人 ling3 dao3 ren2 指導者 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

道路 dao4 lu4 道路 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

道歉 dao4 qian4 謝る、詫びを入れる qian歉4 人にすまない

あくびをして、ひとにすまない眼
は、とってもキュート。キーワー
ドは [キュート,眼] 漢字は 「欠歉」
の2番目

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

道 dao4

dian颠1 頭のてっぺん

頭のてっぺんに眼があるのは、
ダッチワイフの不良品。キーワー
ドは [ダッチワイフ,眼] 漢字は
「颠」

dao倒3 倒れる

島踊りで倒れても、導いてくれ
た、オリンピックの、デブ案内
人。キーワードは [デブ,オリン
ピック] 漢字は 「岛蹈倒导」の3番
目

倒 dao3

dao导3 導く

島踊りで倒れても、導いてくれ
た、オリンピックの、デブ案内
人。キーワードは [デブ,オリン
ピック] 漢字は 「岛蹈倒导」の4番
目

ling领3
うなじ、首、領
有する

首の宝石は、レモンの匂いがす
る。キーワードは [レモン,宝石] 漢
字は 「领」

dao导3 導く

島踊りで倒れても導いてくれたオ
リンピックのデブ案内人。キー
ワードは [デブ,オリンピック] 漢字
は 「岛蹈倒导」の4番目

dao3导
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味道 wei4 dao4 味 wei味4 味

ひとの口まで持っていって食べさ
せると、いわゆる味が生き埋めに
なっている。キーワードは [生埋
め,味] 漢字は 「卫胃位未慰畏为喂
谓味」の10番目

报道 bao4 dao4 報道する 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

跑道 pao3 dao4 滑走路、トラック pao跑3 走る

走って、ペンダントを、オリン
ピックに届ける。キーワードは [ペ
ンダント,オリンピック] 漢字は
「跑」

地道 di4 dao4
正式な場所の、本場
の、正真正銘である

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

通道 tong1 dao4 主要な道路、通路 tong通1 通る

通るには、ジュディーオングと狸
の股くぐりが必要。キーワードは
[狸,ジュディーオング] 漢字は
「通」

难道 nan2 dao4
まさか～ではあるま
い

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

念道 nian4 dao4
口にする、話、話題
にする

nian念4
懐かしく思う、
声を出して読む

念じて眼の、にきびを消し去る。
キーワードは [にきび,眼] 漢字は
「念」

过道 guo4 dao4
部屋をつなぐ廊下、
庭をつなく通路

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」

轨道 gui3 dao4 路線、鉄道のレール gui轨3 軌道、レール

鬼のレールに、味の素を、撒いて
いる、ゲゲゲのキタロウ。キー
ワードは [ｹﾞｹﾞｹﾞ鬼,味] 漢字は 「鬼
轨」の2番目

知道 zhi1 dao4 知っている zhi知1 知っている

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1番目

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

dao4道
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顺道 shun4 dao4
道すがら、通りがけ
に、通りすがりに

shun顺4
順調、ついで
に、順々

瞬時ではなく、順順に文章は
シューマイの話になる。キーワー
ドは [シューマイ,文章] 漢字は 「瞬
顺」の2番目

绕道 rao4 dao4
回り道をする、迂回
する

rao绕4 巻く、巻付ける
巻ついてしまった、オリンピック
でのリボン競技。キーワードは [リ
ボン,オリンピック] 漢字は 「绕」

隧道 sui4 dao4 トンネル sui隧4
地下道、トンネ
ル

トンネルで年取ると砕けた味は詩
人が味わう。キーワードは [詩人,
味] 漢字は 「隧岁碎」の1番目

挖隧道 wa1 sui4 dao4 トンネルを掘る wa挖1
掘る、えぐりだ
す

掘り出しても、蛙は蛙、赤とんぼ
は赤とんぼ。キーワードは [赤とん
ぼ,蛙] 漢字は 「挖蛙」の1番目

sui隧4
地下道、トンネ
ル

トンネルで年取ると砕けた味は詩
人が味わう。キーワードは [詩人,
味] 漢字は 「隧岁碎」の1番目

跆拳道 tai2 quan2 dao4 テコンドー tai跆2
”跆拳道”という語
に使われる。

quan拳2 げんこつ

げんこつで,泉全部の権利を、原っ
ぱで見積もらせる。キーワードは
[quote,原っぱ] 漢字は 「拳泉全
权」の1番目

靠通道 kao4 tong1 dao4 通路側 kao靠4
接近する,寄りか
かる depend on

接近戦は、オリンピックでキリン
が強い。キーワードは [キリン,オ
リンピック] 漢字は 「靠」

tong通1 通る

通るには、ジュディーオングと狸
の股くぐりが必要。キーワードは
[狸,ジュディーオング] 漢字は
「通」

人行道 ren2 xing2 dao4 歩道 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

xing行2 行く、行う
行ったら形が宝石をＸ線で見た。
キーワードは [X'lay,宝石] 漢字は
「行形型」の1番目

胡说八道 hu2 shuo1 ba1
dao4

口から出まかせを言
う。でたらめを言
う。

hu胡2 ひげ
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3番目

shuo说1 言う
言うぞ、私は、写真に写りたい。
キーワードは [写真,我] 漢字は
「说」

ba八1 八

待ち焦がれた八百屋のおばさんは
バットを振り回す。キーワードは
[バット,おばさん] 漢字は 「巴八」
の2番目

人行横道 ren2 xing2
heng2 dao4

横断歩道 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

xing行2 行く、行う
行ったら形が宝石をＸ線で見た。
キーワードは [X'lay,宝石] 漢字は
「行形型」の1番目

heng横2 横
横に飛んで重さを量る、エンジェ
ル蛍。キーワードは [蛍,エンジェ
ル] 漢字は 「横衡」の1番目

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

道 dao4

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

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

dao道4
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倒车 dao4 che1 車をバックさせる 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」

倒睫 dao4 jie2 逆さ睫毛 jie睫2 睫毛

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
4番目

倒酒 dao4 jiu3 酒を注ぐ jiu酒3 酒

9年寝かしたニラざけは、久しく
ジェット機の油にする。キーワー
ドは [ｊｅｔ機,油] 漢字は 「九韭酒
久」の3番目

倒一杯茶 dao4 yi1 bei1
cha2

お茶を一杯注ぐ 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

bei杯1 杯

悲しく卑しい杯を背負って営業は
バッティングで負けた。キーワー
ドは [バット,営業] 漢字は 「悲卑杯
背」の3番目

cha茶2 お茶

察するに、お茶の検査は、おばさんの腸
ねん転の検査と同じだ。キーワードは
[腸ねん転,おばさん] 漢字は 「察茶查」の
2番目

那倒不是 na4 dao4 bu4
shi4

そうはいかないわ na那4 あの、その
あれがおばさんの、にきびです。
キーワードは [にきび,おばさん] 漢
字は 「那」

dao倒4
ひっくり返す、
注ぐ

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2
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。

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

到了 dao4 le0 着いた le了0 助詞
動態助詞と語気助詞の二つが有
る。

到期 dao4 qi1 期限になる qi期1 期間

七日の期間、熱湯をかけ、いじめ
た親戚の妻に一つクオーツ時計を
買ってやる。キーワードは [Ｑ
uarts,一] 漢字は 「七期沏欺戚妻」
の2番目

到底 dao4 di3 いったい di底3 底
底には一人デブがいる。キーワー
ドは [デブ,一] 漢字は 「底」

到处 dao4 chu4
至るところ、あちこ
ち

chu处4 所,場所

触れられても所かまわず踊ろう
チークダンス。キーワードは [チー
クダンス,踊り] 漢字は 「触处」の2
番目

到达时间 dao4 da2 shi2
jian1

到着時刻 da达2 達する

答えに達すれば、おばさんから
ドーナッツがもらえる。キーワー
ドは [ドーナッツ,おばさん] 漢字は
「答达」の2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

jian间1

（名詞的用法と
して、）間。部
屋。量詞：部屋
を数える。

監督は、肩の間から、みだらな目で、J
ａｚｚを見ている。キーワードは [Jazz,
眼] 漢字は 「监肩间奸坚尖煎」の3番目

dao倒4
ひっくり返す、
注ぐ

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2
番目

dao4倒

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

到着するdao到4dao4到
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到底不如 dao4 di3 bu4 ru2 到底及ばない di底3 底
底には一人デブがいる。キーワー
ドは [デブ,一] 漢字は 「底」

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

ru如2
もし、ﾙｰｺﾞｰの
ﾙｰ。なになにの
ごとく

もし、踊っているのがロボットだった
ら？。キーワードは [ロボット,踊り] 漢字
は 「如」

到岸价格 dao4 an4 jia4
ge2

運賃・保険料込み料
金=CIF

an岸4 岸

案内された、暗い岸辺の按摩屋で
生き埋めにされる。キーワードは
[生埋め,按摩] 漢字は 「案暗岸按」
の3番目

jia价4 値段

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4番目

ge格2 規格
革命で隔離された格の有る人は、腹ペコ
でもゴルフをする。キーワードは [ゴル
フ,腹ペコ] 漢字は 「革隔格」の3番目

到刚才为止 dao4 gang1 cai2
wei2 zhi3

ちょっと前まで gang刚1 たったいま

鋼は、たったいまスバルに乗った
ガードマンが持って来た。キー
ワードは [ガードマン,スバル] 漢字
は 「钢刚」の2番目

cai才2
たった今、よ
うやく,才能

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4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

到明天为止 dao4 ming2
tian1 wei2 zhi3

明日までです ming明2 明るい
明るい名前は、森の、石まつ。
キーワードは [森,宝石] 漢字は 「明
名」の1番目

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

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

到现在为止 dao4 xian4 zai4
wei2 zhi3

今までに 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

碰到 peng4 dao4 出会う、出くわす peng碰4
出くわす、ぶつ
かる

出くわした、エンジェルは、ピア
スの穴だらけであった。キーワー
ドは [ピアス,エンジェル] 漢字は
「碰」

得到 de2 dao4 得る、手に入れる de得2 得る
徳が有っても得たいよ、腹ペコの
時ドーナツ。キーワードは [ドーナ
ツ,腹ペコ] 漢字は 「德得」の2番目

赶到 gan3 dao4
間にあうように到着
する

gan赶3
行く、急ぐ、追
う

いそいで感じるには、敢えて棒で
伸ばす按摩を、ゲゲゲのキタロウ
にお願いする。キーワードは [ｹﾞｹﾞ
ｹﾞ鬼,按摩] 漢字は 「赶感敢擀」の1
番目

感到 gan3 dao4 感じる、思う gan感3 感じる

いそいで感じるには、敢えて棒で
伸ばす按摩を、ゲゲゲのキタロウ
にお願いする。キーワードは [ｹﾞｹﾞ
ｹﾞ鬼,按摩] 漢字は 「赶感敢擀」の2
番目

想到 xiang3 dao4
思い出す、思いつ
く、予想する

xiang想3 思う、したい
享受したいよ、響く羊とのトリプ
ルx。キーワードは [トリプルx,羊]
漢字は 「享想响」の2番目

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

到 dao4

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
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粘到 zhan1 dao4 くっつく zhan粘1
くっつく、糊付
けする

くっついたじゃが芋は、按摩屋で
とってもらう。キーワードは [じゃ
が芋,按摩] 漢字は 「粘」

直到 zhi2 dao4
ある状態、程度にな
るまで

zhi直2
まっすぐ、直ち
に

職務で植物の値段を、直ちに執行
する、バツイチの女王蜂。キー
ワードは [女王蜂,一] 漢字は 「职植
值直执」の4番目

迟到 chi2 dao4 遅刻する chi迟2 遅れ
池を持つのが遅れると、一人で腸
ねん転になる。キーワードは [腸ね
ん転,一] 漢字は 「池持迟」の3番目

收到 shou1 dao4
受け取る、手に入れ
る

shou收1 収める
収めてしまおう欧米からの写真
集。キーワードは [写真,欧米] 漢字
は 「收」

受到 shou4 dao4 受ける 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

拾到 shi2 dao4 拾う shi拾2 拾う

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6番目

周到 zhou1 dao4
行き届いている、周
到

zhou周1 周、まわり
州の周辺の粥は、欧米ではじゃが
芋から作る。キーワードは [じゃが
芋,欧米] 漢字は 「州周粥」の2番目

了解到 liao3 jie3 dao4
すでに１００％わ
かっている

liao了3 了解、できる
了解、レモンは、薬になる。キー
ワードは [レモン,薬] 漢字は 「了」

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

想不到 xiang3 bu0 dao4 考えつかない xiang想3 思う、したい
享受したいよ、響く羊とのトリプ
ルx。キーワードは [トリプルx,羊]
漢字は 「享想响」の2番目

bu不0

１、挿入動詞、
形容詞重豊島中
間　２、挿入両
個字中間

挿入両個字中間＝碍不着、要不
然、用不了　　挿入動詞、形容詞
重豊島中間＝拿不起来、想不起来

叫不到车 jiao4 bu2 dao4
che1

タクシーがつかまら
ない

jiao叫4 叫ぶ

叫んで眠りを比べる教育は、薬を
使ってＪｉｍで行う。キーワード
は [Jim,薬] 漢字は 「叫觉较教」の
1番目

bu不2
次が４声の時
は、声調変化で
２声になる。

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」

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

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

到 dao4
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