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稍微 shao1 wei1 ほんの少し wei微1 わずか
威嚇され、わずかに危ない味は赤
とんぼ。キーワードは [赤とんぼ,
味] 漢字は 「威微危」の2番目

稍等 shao1 deng3 少し待って deng等3 待つ
待っているうちにエンジェルはデ
ブになる。キーワードは [デブ,エ
ンジェル] 漢字は 「等」

烧伤 shao1 shang1 やけど shang伤1 傷
商いは傷ついたスバルの写真を見
て行う。キーワードは [写真,スバ
ル] 漢字は 「商伤」の2番目

烧香 shao1 xiang1 焼香する xiang香1 好いにおい

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4番目

烧鹅 shao1 e2 ガチョウのロースト e鹅2 鵞鳥
鵞鳥の額は腹ペコのとき,斧で割
る。キーワードは [斧,腹ペコ] 漢字
は 「鹅额」の1番目

发烧 fa1 shao1 熱が出る fa发1 発する
発するおばさんファスナーはずし
て飛び回る。キーワードは [ファス
ナー,おばさん] 漢字は 「发」

红烧 hong2 shao1 醤油煮込み hong红2 赤い

洪水で虹が赤くなるとジュディー
オングに蛍が、連れそう。キー
ワードは [蛍,ジュディーオング] 漢
字は 「洪虹红」の3番目

干烧鱼 gan1 shao1 yu2 魚の煮つけ 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

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

叉烧肉 cha1 shao1 rou4 焼き豚 cha叉1 フォーク

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」

水烧开 shui3 shao1 kai1 お湯が沸く 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」

kai开1

開く、液体が
沸く、スイッ
チを入れる、
運転する、

開いた愛には、河童も感激。キー
ワードは [河童,愛] 漢字は 「开」

勺子 shao2 zi0 さじ shao勺2 さじ
さじを投げたいオリンピックの初
夜。キーワードは [初夜,オリン
ピック] 漢字は 「勺」

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。

汤勺 tang1 shao2 れんげ tang汤1 スープ
スープは、スバルの狸汁。キー
ワードは [狸,ｽﾊﾞﾙ] 漢字は 「汤」

小勺 xiao3 shao2 さじ xiao小3 小さい
暁なら、小さな薬でもトリプルxは
可能。キーワードは [トリプルx,薬]
漢字は 「晓小」の2番目

shao烧1 焼く、燃やす
少し焼けたオリンピックの写真。
キーワードは [写真,オリンピック]
漢字は 「稍烧」の2番目

shao烧1 焼く、燃やす
少し焼けたオリンピックの写真。
キーワードは [写真,オリンピック]
漢字は 「稍烧」の2番目

shao1烧

shao勺2 さじ
さじを投げたいオリンピックの初
夜。キーワードは [初夜,オリン
ピック] 漢字は 「勺」

shao2勺

shao稍1 少し
少し焼けたオリンピックの写真。
キーワードは [写真,オリンピック]
漢字は 「稍烧」の1番目

shao1稍
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减少 jian3 shao3 減少 jian减3 減る

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1番目

缺少 que1 shao3
欠く、足りない、不
足している

que缺1 欠く、足りない
欠けていく月は、クオーツ時計で
計る。キーワードは [Ｑuarts,月] 漢
字は 「缺」

至少 zhi4 shao3
（最小の限度を示
す）少なくとも、せ
めて

zhi至4 至

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6番目

多少度 duo1 shao3 du4 何度位？ duo多1 多い、多くの
多い我のダッチワイフ。キーワー
ドは [ダッチワイフ,我] 漢字は
「多」

du度4 度

度が過ぎたおなかに嫉妬して踊り
のさなかにディオールプンプン。
キーワードは [ディオール,踊り] 漢
字は 「度肚妒」の1番目

极少的 ji2 shao3 de0 極めて少ない ji极2 とても、実に

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1番目

de的0 助詞
名詞の修飾語を作る。速く発音さ
れる場合や歌詞の中ではdiとな
る。

缺少经验 que1 shao3
jing1 yan4

経験不足 que缺1 欠く、足りない
欠けていく月は、クオーツ時計で
計る。キーワードは [Ｑuarts,月] 漢
字は 「缺」

jing经1 経る、経済

京都の経済で驚いたのは、精巧な
水晶の瞳でJazzを奏でる英国人。
キーワードは [Jazz,英国] 漢字は
「京经惊精晶睛」の2番目

yan验4 体験する

艶やかな、宴会で、にせつばめの目を飲
み込む体験は嫌いだ、目は生き埋めにし
てしまえ。キーワードは [生埋め,眼] 漢字
は 「艳宴赝燕咽验厌」の6番目

少年 shao4 nian2 少年少女 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

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」

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」

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」

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

绍兴酒 shao4 xing1 jiu3 紹興酒 shao绍4 紹介する

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 [シュー
マイ,オリンピック] 漢字は 「少
绍」の2番目

xing兴1
興す、興じる
（動詞）

高ぶる星は宝石だクリスマスの時
が最高。キーワードは [クリスマ
ス,宝石] 漢字は 「兴星」の1番目

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

介绍 jie4 shao4 （人を）紹介する jie介4 介在する

世界の、からしを借りるのに、介
在をやめた夜のＪｉｍ。キーワー
ドは [Jim,夜] 漢字は 「界芥借介
戒」の4番目

shao绍4 紹介する

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 [シュー
マイ,オリンピック] 漢字は 「少
绍」の2番目

shao4少

shao4绍

shao少3 少ない

少ない少ない、オリンピックの
シェイバーの数。キーワードは
[シェイバー,オリンピック] 漢字は
「少」

shao3少
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