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招呼 zhao1 hu0  名前や肩書を呼ぶ。 hu呼1
息を吐き出す、
呼ぶ

呼ばれたが、ほとんど突然の踊り
は、ハンカチを振って対応する。
キーワードは [ハンカチ,踊り] 漢字
は 「呼乎忽」の1番目

招手 zhao1 shou3 手招き 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

招待 zhao1 dai4
宴席をもって招待、
接待する

dai待4
待つ、扱う、接
待する、

かりた袋をかぶって代わりの帯を
待っているうちに愛のディオール
が到着する。キーワードは [ディ
オール,愛] 漢字は 「贷袋戴代带
待」の6番目

招聘 zhao1 pin4 募集する

招聘广告 zhao1 pin4
guang3 gao4

募集広告 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」

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」

招贴画 zhao1 tie1 hua4 ポスター、宣伝画 tie贴1 貼り付ける
貼り付けるぞ、夜の狸。キーワー
ドは [狸,夜] 漢字は 「贴」

hua画4 描く

計画された、化け物の話を画いた
ら、蛙の火あぶりだった。キー
ワードは [火,蛙] 漢字は 「划化话
画」の4番目

招牌菜 zhao1 pai2 cai4 お勧め料理 pai牌2
立て札、看板、
商標

ぶらぶら歩いて、牌を並べるの
は、愛のこもった、ポッキーを、
食べながら。キーワードは [ポッ
キー,愛] 漢字は 「徘牌排」の2番目

cai菜4 野菜、おかず
おかずは、愛有るサイボーグが、
作ってくれる。キーワードは [サイ
ボーグ,愛] 漢字は 「菜」

打招呼 da3 zhao1 hu0
言葉や動作で挨拶す
る。

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」

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」

hu呼1
息を吐き出
す、呼ぶ

呼ばれたが、ほとんど突然の踊り
は、ハンカチを振って対応する。
キーワードは [ハンカチ,踊り] 漢字
は 「呼乎忽」の1番目

着急 zhao2 ji2
あせる、あわてる、
いらいらする

zhao着2 着く,結果の補語
着いたオリンピック会場で女王蜂
が待っている。キーワードは [女王
蜂,オリンピック] 漢字は 「着」

ji急2 急ぐ

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2番目

睡着 shui4 zhao2 寝付く、眠りに入る shui睡4 眠る

眠っている税金は、シューマイの
味探しに使おう。キーワードは
[シューマイ,味] 漢字は 「睡税」の
1番目

别着急 bie2 zhao2 ji2 急がなくても良い bie别2 別れ
別れは、帽子を、夜振ってお別れ
する。キーワードは [帽子,夜] 漢字
は 「别」

干着急了 gan1 zhao2 ji2
le0

やきもきするだけで
手のつけようが無い

gan干1 乾いた

甘くて乾いた肝臓を持つ、按摩屋
のガードマン。キーワードは [ガー
ドマン,按摩] 漢字は 「甘干肝」の2
番目

le了0 助詞 動態助詞と語気助詞の二つが有る。

碍不着 ai4 bu0 zhao2 妨げとならない ai碍4
妨げる、邪魔に
なる

愛を妨害して生き埋めにされた。
キーワードは [生埋め,愛] 漢字は
「爱碍」の2番目

摸不着 mo1 bu0 zhao2
つかめない、探り当
てられない

mo摸1 手で触る
手で触る尾は、ママ好み。キー
ワードは [ママ,尾] 漢字は 「摸」

zhao着2 着く,結果の補語
着いたオリンピック会場で女王蜂
が待っている。キーワードは [女王
蜂,オリンピック] 漢字は 「着」

ji急2 急ぐ

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

zhao着2
着く,結果の補
語

着いたオリンピック会場で女王蜂
が待っている。キーワードは [女王
蜂,オリンピック] 漢字は 「着」

zhao2着

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」

zhao1招
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找 zhao3 捜す 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」

找钱 zhao3 qian2 つり銭 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」

qian钱2 お金、代金
潜水し目の前の銭を見積もる。
キーワードは [quote,眼] 漢字は
「潜前钱」の3番目

难找 nan2 zhao3 捜すのが難しい 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

寻找 xun2 zhao3 探す xun寻2 探す、尋ねる
循環し、尋ねて探した、運動は、X
線検査が必要。キーワードは [x
lay,運動] 漢字は 「循寻」の2番目

照办 zhao4 ban4
そのとおりに処理す
る

ban办4 方法

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5番目

照顾 zhao4 gu4 面倒を見る gu顾4
かまう、注意す
る

雇われて故意に固まりに注意する
踊りは、ギターで踊る。キーワー
ドは [ギター,踊り] 漢字は 「雇故固
顾」の4番目

照片 zhao4 pian4 写真 pian片4 切れ端
切れ端で、だましても眼は、ピア
スを見つけた。キーワードは [ピア
ス,眼] 漢字は 「片骗」の1番目

照耀 zhao4 yao4 照り輝く、照らす yao耀4 光り輝く
光り輝く薬の鍵が欲しいと、生き
埋めにされる。キーワードは [生埋
め,薬] 漢字は 「耀药钥要」の1番目

照理说 zhao4 li3 shuo1 一般的には li理3 理由

すももと、鯉のお礼の理由の中身
は、一個のレモン。キーワードは
[レモン,一] 漢字は 「李鲤礼理里」
の4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」

照相机 zhao4 xiang4 ji1 カメラ xiang相4 形、姿、外観

象の形のうなじに向かって羊のへ
そしたを投げた。キーワードは [ヘ
ソ下,羊] 漢字は 「象像相项向」の3
番目

ji机1 機械

飢えたニワトリの基地は、激しく
撃たれた機械を積み重ね,ほとんど
一階のJazz喫茶に有る。キーワー
ドは [Jazz,一] 漢字は 「饥鸡基激
击机积几」の6番目

按照 an4 zhao4 ～に照らし合わせて an按4
按摩の按、基づ
いて

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4番目

拍照 pai1 zhao4 写真を撮る pai拍1
手の平で軽くた
たく,撮影する

手の平で軽くたたくと、愛が、パ
ンクする。キーワードは [パンク,
愛] 漢字は 「拍」

zhao照4 照らす

照らしてください一兆円のオリン
ピックのじいさんマスク。キー
ワードは [爺さん,オリンピック] 漢
字は 「照兆罩」の1番目

zhao照4 照らす

照らしてください一兆円のオリン
ピックのじいさんマスク。キー
ワードは [爺さん,オリンピック] 漢
字は 「照兆罩」の1番目

zhao4照

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」

zhao3找
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关照 guan1 zhao4
面倒見てください
（人に依頼するとき
に使う）

guan关1
閉める、関係す
る

ながめているのを閉めるのは、カ
ンリンと湾のガードマン。キー
ワードは [ガードマン,湾] 漢字は
「观关官」の2番目

护照 hu4 zhao4 パスポート hu护4
保護する、パス
ポート

お互い、パスポートの戸籍で、
踊った火遊びが発覚。キーワード
は [火,踊り] 漢字は 「互护户」の2
番目

执照 zhi2 zhao4
政府が発行する許可
証

zhi执2
執行する、手に
取る

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5番目

驾驶执照 jia4 shi3 zhi2
zhao4

運転免許証 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

shi驶3 運転する

史和が、運転で使い始めた、一つ
星シェイバー。キーワードは [シェ
イバー,一] 漢字は 「史驶使始」の2
番目

zhi执2
執行する、手
に取る

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5番目

禁止拍照 jin4 zhi3 pai1
zhao4

撮影禁止 jin禁4 禁止の禁

力強く近くに進むことを全て禁ず
るため、音がＪｉｍ内に鳴り渡
る。キーワードは [Jim,音] 漢字は
「劲近进尽禁」の5番目

zhi止3 止まる

住所の紙を、ただ指で止めると、
一回ジェンカが踊れる。キーワー
ドは [ジェンカ,一] 漢字は 「址纸只
指止」の5番目

pai拍1
手の平で軽く
たたく,撮影す
る

手の平で軽くたたくと、愛が、パ
ンクする。キーワードは [パンク,
愛] 漢字は 「拍」

兆赫 zhao4 he4 メガヘルツ zhao兆4 兆し、兆

照らしてください一兆円のオリン
ピックのじいさんマスク。キー
ワードは [爺さん,オリンピック] 漢
字は 「照兆罩」の2番目

he赫4 ヘルツ

賀正鶴をになって、周波数回数腹
ペコだ、火あぶりにして食べてし
まおう。キーワードは [火,腹ペコ]
漢字は 「贺鹤荷赫」の4番目

预兆 yu4 zhao4 前兆、兆し yu预4
あらかじめ、事
前に

予め玉の欲望を育てると、マン
ション地域の浴室で偶然逢った名
誉有る魚を生き埋めにする。キー
ワードは [生埋め,魚] 漢字は 「预玉
欲育寓域浴遇誉」の1番目

一兆日元 yi1 zhao4 ri4
yuan2

日本円で一兆円 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

ri日4 日
日本へは、ﾘﾎﾞﾝ一本でつながっ
ている。キーワードは [リボン,
一] 漢字は 「日」

yuan元2 元

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2番目

口罩 kou3 zhao4 マスク 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」

胸罩 xiong1 zhao4 ブラジャー xiong胸1 胸

凶悪犯の兄の胸には、クリスマス
に泳いだ思い出が有る。キーワー
ドは [クリスマス,泳ぎ] 漢字は 「凶
兄胸」の3番目

zhao罩4 マスク

照らしてください一兆円のオリン
ピックのじいさんマスク。キー
ワードは [爺さん,オリンピック] 漢
字は 「照兆罩」の3番目

zhao4罩

zhao照4 照らす

照らしてください一兆円のオリン
ピックのじいさんマスク。キー
ワードは [爺さん,オリンピック] 漢
字は 「照兆罩」の1番目

zhao照4 照らす

照らしてください一兆円のオリンピック
のじいさんマスク。キーワードは [爺さ
ん,オリンピック] 漢字は 「照兆罩」の1
番目

zhao4照

zhao兆4 兆し、兆

照らしてください一兆円のオリン
ピックのじいさんマスク。キー
ワードは [爺さん,オリンピック] 漢
字は 「照兆罩」の2番目

zhao4兆
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