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糟糕 zao1 gao1 まるでなっていない 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

糟透了 zao1 tou4 le0
最悪！　　まったく
ひどい

tou透4 透ける
透け透けだー欧米のティーバッ
ク。キーワードは [ティー,欧米] 漢
字は 「透」

le了0 助詞
動態助詞と語気助詞の二つが有
る。

乱七八糟 luan4 qi1 ba1
zao1

ぐちゃぐちゃであ
る。めちゃめちゃで
ある。

luan乱4 乱れる
乱れたLilyは、湾に落ちた。キー
ワードは [Lily,湾] 漢字は 「乱」

qi七1 七

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1番目

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

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」

早晨 zao3 chen2 朝早く chen晨2 朝早く

朝早くゴミで沈んだ陳さんは、恩
を感じて腸ねん転になった。キー
ワードは [腸ねん転,恩] 漢字は 「晨
尘沉陈」の1番目

早已 zao3 yi3
早くからすでに、と
うの昔から

yi已3
すでに。（⇔ま
だの反義語）

以前の椅子で、すでに蟻が一個の
エメラルドを食べていた。キー
ワードは [エメラルド,一] 漢字は
「以椅已蚁」の3番目

早晚 zao3 wan3
①朝晩②いずれは、
遅かれ早かれ

wan晚3 晩

晩に、服をまくって　お碗で湾のｴ
ﾒﾗﾙﾄﾞを集める。キーワードは [エ
メラルド,湾] 漢字は 「晚挽碗」の1
番目

早饭 zao3 fan4 朝食 fan饭4 ご飯

模範的な犯罪者のご飯は、按摩中
フィアンセに食べさしてもらう。
キーワードは [フィアンセ,按摩] 漢
字は 「范犯饭」の3番目

早就 zao3 jiu4
ずっと前、とっく
に、すでに

jiu就4 就く

おじさんが救いに就けば旧い油は
Jimに入らない。キーワードは
[Jim,油] 漢字は 「舅救就旧」の3番
目

早出晚归 zao3 chu1 wan3
gui1

朝早く出て夜遅く帰
る

chu出1 出る、出発
初めて出る踊りは、チャリンコで
登場する。キーワードは [チャリン
コ,踊り] 漢字は 「初出」の2番目

wan晚3 晩

晩に、服をまくって　お碗で湾のｴ
ﾒﾗﾙﾄﾞを集める。キーワードは [エ
メラルド,湾] 漢字は 「晚挽碗」の1
番目

gui归1 帰る＝回
亀の規則で、帰りの味は、ガードマンが
決める。キーワードは [ガードマン,味] 漢
字は 「龟规归」の3番目

越早越好 yue4 zao3 yue4
hao3

早ければ早いほどい
い

yue越4 越える

月を飛び越えての、楽器閲覧は生
き埋めにされる。キーワードは [生
埋め,月] 漢字は 「月跃越乐阅」の3
番目

zao早3 早い
早くに入浴してオリンピック製の
銭を洗う。キーワードは [銭,オリ
ンピック] 漢字は 「早澡」の1番目

yue越4 越える

月を飛び越えての、楽器閲覧は生
き埋めにされる。キーワードは [生
埋め,月] 漢字は 「月跃越乐阅」の3
番目

hao好3 良い
よいオリンピックは、屁が出ない。キー
ワードは [屁,オリンピック] 漢字は
「好」

澡巾 zao3 jin1 バスマット zao澡3 入浴する
早くに入浴してオリンピック製の
銭を洗う。キーワードは [銭,オリ
ンピック] 漢字は 「早澡」の2番目

jin巾1 布、きれ

今なら耐えられる500グラムの唾と
汗で潤った筋金入りの布から出る
Jazzの音。キーワードは [Jazz,音]
漢字は 「今禁斤津筋金巾」の7番
目

洗澡 xi3 zao3 入浴する xi洗3 洗う
喜んで洗うよ一回トリプルx。キー
ワードは [トリプルx,一] 漢字は
「喜洗」の2番目

zao澡3 入浴する
早くに入浴してオリンピック製の
銭を洗う。キーワードは [銭,オリ
ンピック] 漢字は 「早澡」の2番目

zao早3 早い
早くに入浴してオリンピック製の
銭を洗う。キーワードは [銭,オリ
ンピック] 漢字は 「早澡」の1番目

zao3早

zao3澡

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」

zao1糟
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皂 zao4 肥皂 fei2 zao4 石鹸 fei肥2 （動物が）太る
太った動物は、営業がフォークを
持って食べに行く。キーワードは
[フォーク,営業] 漢字は 「肥」

zao皂4 石鹸

石鹸製造で、乾燥させたら騒がし
い、オリンピックの痔の痛さ。
キーワードは [痔,オリンピック] 漢
字は 「皂造燥噪」の1番目

改造 gai3 zao4 改造する gai改3 改める
改めて愛は、ゲゲゲのキタロウか
ら。キーワードは [ｹﾞｹﾞｹﾞ鬼,愛] 漢
字は 「改」

建造 jian4 zao4 建築する、修築する jian建4 建てる

健康な建物件数をキーボードで見
ている間に、次第に眼が疲れてjim
に行く。キーワードは [Jim,眼] 漢
字は 「健建件键见间渐践剑荐」の
2番目

创造 chuang4 zao4 創造 chuang创4 創造する
創造主の王様は、チークダンスが
大好き。キーワードは [チークダン
ス,王様] 漢字は 「创」

塑造 su4 zao4 形作る su塑4
土や木で作った
像、プラスチッ
ク

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2番目

制造 zhi4 zao4 製造

制造商 zhi4 zao4
shang1

maker shang商1
相談する、商
い

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1番目

人造卫星 ren2 zao4 wei4
xing1

人工衛星 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

wei卫4 衛生

衛生的に胃の位置は未だなぐさめ
を畏れるために味が生き埋めに
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1番目

xing星1 星
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2番目

燥 zao4 干燥 gan1 zao4 乾燥している 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

zao燥4
乾いている、乾
燥している

石鹸製造で、乾燥させたら騒がし
い、オリンピックの痔の痛さ。
キーワードは [痔,オリンピック] 漢
字は 「皂造燥噪」の3番目

噪 zao4 噪音 zao4 yin1 騒音 zao噪4 鳴く、騒ぐ

石鹸製造で、乾燥させたら騒がし
い、オリンピックの痔の痛さ。
キーワードは [痔,オリンピック] 漢
字は 「皂造燥噪」の4番目

yin音1 音
音は因果な陰暦を飛ぶ赤とんぼの
音。キーワードは [赤とんぼ,音] 漢
字は 「音因阴」の1番目

zhi制4
製造する。制限
する

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3番目

zao造4 製造する

石鹸製造で、乾燥させたら騒がし
い、オリンピックの痔の痛さ。
キーワードは [痔,オリンピック] 漢
字は 「皂造燥噪」の2番目

zao4造
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