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牢牢 lao2 lao2 しっかりと lao牢2
牢獄の牢、堅固
である

牢獄の労働は、オリンピックの
ロックコンサート準備。キーワー
ドは [ロック,オリンピック] 漢字は
「牢劳」の1番目

大牢 da4 lao2 牢獄 da大4 大きい
大きなおばさんディオールぷんぷ
ん。キーワードは [ディオール,お
ばさん] 漢字は 「大」

劳动 lao2 dong4 労働 dong动4 動く

動きが凍るとジュディーオングの
ディオールが漂う。キーワードは
[ディオール,ジュディーオング] 漢
字は 「动冻」の1番目

劳驾 lao2 jia4
（お願いするとき）
チョット

jia驾4 運転する

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2番目

徒劳 tu2 lao2
無駄である、徒労で
ある

tu徒2
何もない、空で
ある。徒弟。

过劳死 guo4 lao2 si3 過労死 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」

si死3 死
死人は、一張羅のセーラー服を着
ていた。キーワードは [セーラー
服,一] 漢字は 「死」

麦当劳 mai4 dang1 lao2 マグドナルド mai麦4 麦
麦を売ってあげた愛は、ミサイル
でも壊せない。キーワードは [ミサ
イル,愛] 漢字は 「麦卖」の1番目

dang当1
当然,、担当す
る、互角である

当たったー、スバルのダッチワイ
フ。キーワードは [ダッチワイフ,
スバル] 漢字は 「当」

lao劳2 労働する

牢獄の労働は、オリンピックの
ロックコンサート準備。キーワー
ドは [ロック,オリンピック] 漢字は
「牢劳」の2番目

老婆 lao3 po2 かみさん、女房 po婆2 おばあさん
おばあさんは、ポッキーを、尾に
刺した。キーワードは [ポッキー,
尾] 漢字は 「婆」

老爷 lao3 ye2 母の父 ye爷2 おじいさん
おじいさんは夜、斧を持ち歩く。
キーワードは [斧,夜] 漢字は 「爷」

老公 lao3 gong1 だんなさん gong公1 公共の、公の

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2番目

老姑 lao3 gu1 父の一番末の妹 gu姑1 おば

老家 lao3 jia1 故郷 jia家1 家

りっぱな家に挟まれ、首かせを加
えて牙になるＪａｚｚは変だ。
キーワードは [Jazz,牙] 漢字は
「佳家夹枷加」の2番目

老师 lao3 shi1 先生 shi师1 師、先生

施しで失敗した師は、湿った一枚
の写真になっている。キーワード
は [写真,一] 漢字は 「施失师湿」の
3番目

lao牢2
牢獄の牢、堅固
である

牢獄の労働は、オリンピックの
ロックコンサート準備。キーワー
ドは [ロック,オリンピック] 漢字は
「牢劳」の1番目

lao2牢

lao劳2 労働する

牢獄の労働は、オリンピックの
ロックコンサート準備。キーワー
ドは [ロック,オリンピック] 漢字は
「牢劳」の2番目

lao劳2 労働する

牢獄の労働は、オリンピックの
ロックコンサート準備。キーワー
ドは [ロック,オリンピック] 漢字は
「牢劳」の2番目

劳 lao2

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」

lao3老
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老乡 lao3 xiang1 同郷 xiang乡1 ふるさと

相互の箱に入った故郷の、よい香
りは、羊のクリスマスプレゼン
ト。キーワードは [クリスマス,羊]
漢字は 「相箱乡香」の3番目

老板 lao3 ban3 経営者、店主 ban板3 板
版画の板は按摩のベットになる。
キーワードは [ベッド,按摩] 漢字は
「版板」の2番目

老虎 lao3 hu3 虎 hu虎3 虎
虎が踊ると屁を連発する。キー
ワードは [屁,踊り] 漢字は 「虎」

老鼠 lao3 shu3 ねずみ 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

老伴 lao3 ban4
老夫婦、連れ合いの
女性方

ban伴4 伴う

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3番目

老是 lao3 shi4
何時も～だ(悪い意
味）

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

老套 lao3 tao4 古くさい tao套4 一式
セットは、オリンピックのティー
セット。キーワードは [ティー,オ
リンピック] 漢字は 「套」

老土 lao3 tu3
ダサい、いなかくさ
い

tu土3 土
土は、踊るときテーブルに盛って
おく。キーワードは [テーブル,踊
り] 漢字は 「土」

老油子 lao3 you2 zi0 ずる賢い人 you油2 油

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5番目

老头子 lao3 tou2 zio じじい 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

老油条 lao3 you2 tiao2 ずる賢い人 you油2 油

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5番目

tiao条2

条件の条。
（量詞）細長
いものを数え
る。

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1番目

老板娘 lao3 ban3
niang2

女性の店主 ban板3 板
版画の板は按摩のベットになる。
キーワードは [ベッド,按摩] 漢字は
「版板」の2番目

niang娘2 娘
娘は羊の、のりが大好き。キー
ワードは [のり,羊] 漢字は 「娘」

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」

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。

老 lao3
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老同学 lao3 tong2 xue2 同窓生 tong同2 同じ

桐原さんと同じくジュディーオン
グは、トマト好き。キーワードは
[トマト,ジュディーオング] 漢字は
「桐同」の2番目

xue学2 学ぶ
学ぶのは、月からのX線。キーワー
ドは [X'lay,月] 漢字は 「学」

老百姓 lao3 bai3 xiang4 庶民、一般大衆 bai百3 百
百回も揺らしたベッドで、愛を並
べる。キーワードは [ベッド,愛] 漢
字は 「百摆」の1番目

xiang姓4
姓は・・・で
ある

老百姓lao3 bai3 xiang4 庶民、一般
大衆 漢字は 「象像相项向」

太老实 tai4 lao3 shi2
真面目でおとなしす
ぎる

tai太4
ひどく、きわめ
て

タイタイの態度で、愛したティー
が判る。キーワードは [ティー,愛]
漢字は 「太态」の1番目

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

古老肉 gu3 lao3 rou4 酢豚 gu古3 古い

古株を、骨でたたいて踊るゲゲゲ
のキタロウ。キーワードは [ｹﾞｹﾞｹﾞ
鬼,踊り] 漢字は 「古股骨鼓」の1番
目

rou肉4 肉
肉は、欧米からリボンで結んで輸
入する。キーワードは [リボン,欧
米] 漢字は 「肉」

地老天荒 di4 lao3 tian1
huang1

長い年月が経過する 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

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

huang荒1 荒れる
慌てて荒れている王様を、ハンカチ突っ
込み、黙らせる。キーワードは [ハンカ
チ,王様] 漢字は 「慌荒」の2番目

男女老少 nan2 nv3 lao3
shao4

老若男女 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

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

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

还是老样子 hai2 shi4 lao3
yang4 zi0

相変わらずです 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

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

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」

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」

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」

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」

lao3老
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