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高跷 gao1 qiao1 竹馬 qiao跷1 つま先で立つ

つま先立ちでドアをノックすると
薬がクオーツ時計から出てくる。
キーワードは [Ｑuarts,薬] 漢字は
「跷敲」の1番目

高级 gao1 ji2 高級 ji级2 等級

とっても急いで吉の級を集めたら
一番良いＪｏｋｅになった。キー
ワードは [joke,一] 漢字は 「极急吉
级集嫉辑即及」の4番目

高考 gao1 kao3 大学の入学試験 kao考3
試験、テスト、
考える

考えて焼くとオリンピックで警察
ざたになる。キーワードは [警察,
オリンピック] 漢字は 「考烤」の1
番目

高领 gao1 ling3 タートルネック 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」

高手 gao1 shou3 達人 shou手3 手
手首を守れるのは、欧米のシェイ
バー。キーワードは [シェイバー,
欧米] 漢字は 「手首守」の1番目

高档 gao1 dang4
高級、上等の（商
品）

dang档4
ファイルする、
ランク等級

ファイルした質屋の放蕩息子のス
バルは、ディオールが漂う。キー
ワードは [ディオール,スバル] 漢字
は 「档当荡」の1番目

高架 gao1 jia4 高架道路 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

高兴 gao1 xing4 楽しい xing兴4
興味、面白み
（名詞）

幸せの、性の名字は、興味が宝石
のへそしたにある。キーワードは
[ヘソ下,宝石] 漢字は 「幸性姓兴」
の4番目

高中 gao1 zhong1
高校（高級中学の
略）

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

高温 gao1 wen1 高温 wen温1 温度、温かい
温度は、文章で赤とんぼーに伝え
る。キーワードは [赤とんぼ,文章]
漢字は 「温」

gao高1 高い

高いねばねばした小麦粉食品は、ｵ
ﾘﾝﾋﾟｯｸのｶﾞｰﾄﾞﾏﾝに取られた。キー
ワードは [ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ,ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ] 漢字は
「高膏糕」の1番目

高 gao1
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高跟鞋 gao1 gen1 xie2 ハイヒール gen跟1
なになにと一緒
に、ヒール

根元から一緒に、ガードマンに恩
返し。キーワードは [ガードマン,
恩] 漢字は 「根跟」の2番目

xie鞋2 靴

靴型携帯電話で調和を取って協力
し、夜、Ｘ線で、邪悪に脅迫す
る。キーワードは [X'lay,夜] 漢字は
「鞋携谐协邪挟」の1番目

高楼大厦 gao1 lou2 da4
sha4

ビルディング lou楼2 フロア、階
フロアで欧米人は、ロックコン
サートをする。キーワードは [ロッ
ク,欧米] 漢字は 「楼」

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」

sha厦4 ビルディング
ビルディングからおばさんは、シューマ
イを落とした。キーワードは [シューマ
イ,おばさん] 漢字は 「厦」

高速公路 gao1 su4 gong1
lu4

高速道路 su速4 速い

宿のビニールの素を、高速で訴え
る踊り上手な詩人。キーワードは
[詩人,踊り] 漢字は 「宿塑素速诉」
の4番目

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

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

高级百货店 gao1 ji2 bai3
huo4 dian4

高級デパート ji级2 等級

とっても急いで吉の級を集めたら
一番良いＪｏｋｅになった。キー
ワードは [joke,一] 漢字は 「极急吉
级集嫉辑即及」の4番目

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

huo货4 貨物の貨
獲得した貨物或いは禍の惑いが、私を火
あぶりにする。キーワードは [火,我] 漢字
は 「获货或祸惑」の2番目

提高 ti2 gao1 向上させる ti提2 提案するの提
題目は、啼いたら提案一番、トマ
トを投げる。キーワードは [トマ
ト,一] 漢字は 「题啼提」の3番目

身高 shen1 gao1 身長 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

兴高采烈 xing4 gao1 cai3
lie4

上機嫌である、大喜
びである

xing兴4
興味、面白み
（名詞）

幸せの、性の名字は、興味が宝石
のへそしたにある。キーワードは
[ヘソ下,宝石] 漢字は 「幸性姓兴」
の4番目

cai采3
取り入れる、
選び取る、採
用する

踏んでしまい、気にかけて採用し
た、彩色豊かなセメント漬けの
愛。キーワードは [セメント,愛] 漢
字は 「踩睬采彩」の3番目

lie烈4 激しい、厳しい
列車が強烈に裂ける夜は、Lilyもこわ
い。キーワードは [Lily,夜] 漢字は 「列烈
裂」の2番目

并不高 bing4 bu0 gao1 決して高くない bing并4 決して、別に

決して病気はビールで宝石を飲め
ば直る訳ではない。キーワードは
[ビール,桜] 漢字は 「并病」の1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

量身高 liang2 shen1
gao1

身長を測る liang量2
量る（動詞とし
て使う）

触って冷たい餌が量れる良い羊
は、ロックが踊れる。キーワード
は [ロック,羊] 漢字は 「凉粮量良」
の3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

青藏高原 qing1 zang4
gao1 yuan2

チベット高原 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

zang藏4 蔵、チベット

チベットの葬式は、臓器を、スバ
ル星の、痔の人にあげる。キー
ワードは [痔,スバル] 漢字は 「藏葬
脏」の1番目

yuan原2 原っぱ

縁有って、元援助員は、原っぱ園で、資
源を、丸まる、斧で集める。キーワード
は [斧,原っぱ] 漢字は 「缘元援员原园源
圆」の5番目

gao高1 高い

高いねばねばした小麦粉食品は、ｵ
ﾘﾝﾋﾟｯｸのｶﾞｰﾄﾞﾏﾝに取られた。キー
ワードは [ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ,ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ] 漢字は
「高膏糕」の1番目

gao高1 高い

高いねばねばした小麦粉食品は、ｵ
ﾘﾝﾋﾟｯｸのｶﾞｰﾄﾞﾏﾝに取られた。キー
ワードは [ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ,ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ] 漢字は
「高膏糕」の1番目

gao高1 高い

高いねばねばした小麦粉食品は、ｵ
ﾘﾝﾋﾟｯｸのｶﾞｰﾄﾞﾏﾝに取られた。キー
ワードは [ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ,ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ] 漢字は
「高膏糕」の1番目

gao1高
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膏 gao1 牙膏 ya2 gao1 練り歯磨き ya牙2 歯
牙が芽を出したら、一生涯、牙を
斧で切り取る。キーワードは [斧,
牙] 漢字は 「牙芽涯」の1番目

gao膏1
ねばねばしたの
り状の物、油

高いねばねばした小麦粉食品は、ｵ
ﾘﾝﾋﾟｯｸのｶﾞｰﾄﾞﾏﾝに取られた。キー
ワードは [ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ,ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ] 漢字は
「高膏糕」の2番目

蛋糕 dan4 gao1
カステラスポンジ
ケーキ

dan蛋4 卵

但し淡い卵は、誕生日に按摩屋
で、ディオールと交換して。キー
ワードは [ディオール,按摩] 漢字は
「但淡蛋诞」の3番目

年糕 nian2 gao1 正月に食べる甘い餅 nian年2 年数
年とれば眼からのりが出る。キー
ワードは [のり,眼] 漢字は 「年」

糟糕 zao1 gao1 まるでなっていない zao糟1
酒粕。めちゃめ
ちゃである

めちゃめちゃなオリンピックは、
座蒲団投げて非難する。キーワー
ドは [座布団,オリンピック] 漢字は
「糟」

稿 gao3 稿子 gao3 zi0 原稿 gao稿3 原稿

原稿するのは、オリンピックで、
ゲゲゲのキタロウ。キーワードは
[ｹﾞｹﾞｹﾞ鬼,ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ] 漢字は 「稿
搞」の1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。

搞笑 gao3 xiao4 笑わせる、おかしい xiao笑4 笑う
笑いの効果は、校舎で薬をヘソし
たにつけて判る。キーワードは [ヘ
ソ下,薬] 漢字は 「笑效校」の1番目

搞清楚 gao3 qing1 chu3 はっきりさせる qing清1 清い

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1番目

chu楚3
はっきりして
いる

イシズエの、処理の時、はっきり
した蓄えは、踊っているcherryに
は無い。キーワードは [Cherry,踊
り] 漢字は 「础处楚储」の3番目

搞定了 gao3 ding4 le0 決まりましたよ ding定4 定める
予約で定めた宝石は、ディオール
ブランド。キーワードは [ディオー
ル,宝石] 漢字は 「订定」の2番目

le了0 助詞
動態助詞と語気助詞の二つが有
る。

搞不清楚 gao3 bu4 qing1
chu3

どうするか判らない 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

qing清1 清い

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1番目

chu楚3
はっきりしてい
る

イシズエの、処理の時、はっきりした蓄
えは、踊っているcherryには無い。キー
ワードは [Cherry,踊り] 漢字は 「础处楚
储」の3番目

gao搞3 なになにをする

原稿するのは、オリンピックで、
ゲゲゲのキタロウ。キーワードは
[ｹﾞｹﾞｹﾞ鬼,ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ] 漢字は 「稿
搞」の2番目

gao3搞

gao糕1 小麦粉食品

高いねばねばした小麦粉食品は、ｵ
ﾘﾝﾋﾟｯｸのｶﾞｰﾄﾞﾏﾝに取られた。キー
ワードは [ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ,ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ] 漢字は
「高膏糕」の3番目

gao1糕
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告诉 gao4 su4 告げる、知らせる su诉4 訴える、述べる

宿のビニールの素を、高速で訴え
る踊り上手な詩人。キーワードは
[詩人,踊り] 漢字は 「宿塑素速诉」
の5番目

告辞 gao4 ci2
訪問先の主人に別れ
を告げる

ci辞2 別れを告げる

雌との別れ言葉に磁石を使うと
コーラが一本おまけでもらえる。
キーワードは [コーラ,一] 漢字は
「雌辞词磁」の2番目

广告 guang3 gao4 広告 guang广3 広場
広場の王は、ゲゲゲのキタロウ。
キーワードは [ｹﾞｹﾞｹﾞ鬼,王様] 漢字
は 「广」

劝告 quan4 gao4 勧告する、忠告する quan劝4
勧告する、勧め
る

勧められた券で原っぱをキュート
に回る。キーワードは [キュート,
原っぱ] 漢字は 「劝券」の1番目

无可奉告 wu2 ke3 feng4
gao4

ノーコメント wu无2 無い
無いよ、踊りで斧を出す事。キー
ワードは [斧,踊り] 漢字は 「无」

ke可3 可能
可能だ、喉が渇いた警察を腹ペコ
にすることは。キーワードは [警
察,腹ペコ] 漢字は 「可渴」の1番目

feng奉4
お仕えする、
奉納する

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2番目

提交报告 ti2 jiao1 bao4
gao4

レポートを提出する ti提2 提案するの提
題目は、啼いたら提案一番、トマ
トを投げる。キーワードは [トマ
ト,一] 漢字は 「题啼提」の3番目

jiao交1 交わる

教えてあげよう、焦ってピーマン
に注いだのりは、なまめかしく傲
慢に交わる薬だ、Jazzを聴いて、
さらに交わる。キーワードは
[Jazz,薬] 漢字は 「教焦椒浇胶娇骄
交」の8番目

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

招聘广告

zhao1 pin4
guang3 gao4

募集広告 zhao招1 手招きする
手招きしているオリンピックの
じゃが芋畑。キーワードは [じゃが
芋,オリンピック] 漢字は 「招」

pin聘4 募集する、招く
募集した、ピアスの音。キーワー
ドは [ピアス,音] 漢字は 「聘」

guang广3 広場
広場の王は、ゲゲゲのキタロウ。
キーワードは [ｹﾞｹﾞｹﾞ鬼,王様] 漢字
は 「广」

gao告4 告げる
告げるには、オリンピックでギ
ターの響き。キーワードは [ギ
ター,オリンピック] 漢字は 「告」

gao告4 告げる
告げるには、オリンピックでギ
ターの響き。キーワードは [ギ
ター,オリンピック] 漢字は 「告」

gao告4 告げる
告げるには、オリンピックでギターの響
き。キーワードは [ギター,オリンピック]
漢字は 「告」

gao4告
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