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芳 fang1 芳草 fang1 cao3 良い香りのする草花 fang芳1 かぐわしい

かぐわしい方法は、スバルでファ
スナーをおろすこと。キーワード
は [ファスナー,スバル] 漢字は 「芳
方」の1番目

cao草3 草
草は、オリンピックのセメントに
生えている。キーワードは [セメン
ト,オリンピック] 漢字は 「草」

方形 fang1 xing2 四角形 xing形2 形
行ったら形が宝石をＸ線で見た。
キーワードは [X'lay,宝石] 漢字は
「行形型」の2番目

方法 fang1 fa3 方法、やり方 fa法3 法律、方法
法律は、おばさんがフェリーで考
える。キーワードは [フェリー,お
ばさん] 漢字は 「法」

方便 fang1 bian4
便利である、都合が
良い

bian便4
便利だ、手軽
な、小大便

便の回数変化を論ずるにはビール
瓶を眼で数える。キーワードは
[ビール,眼] 漢字は 「便遍变辩」の
1番目

方式 fang1 shi4 方式 shi式4 一式の式

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9番目

方向 fang1 xiang4 方向、方角

方向盘 fang1 xiang4
pan2

ハンドル pan盘2
大皿、詳細に
尋問する

大皿は、ポッキー盛るのに按摩屋
が使う。キーワードは [ポッキー,
按摩] 漢字は 「盘」

方便食品 fang1 bian4 shi2
pin3

インスタント食品 bian便4
便利だ、手軽
な、小大便

便の回数変化を論ずるにはビール
瓶を眼で数える。キーワードは
[ビール,眼] 漢字は 「便遍变辩」の
1番目

shi食2 食べる

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2番目

pin品3 品物、物品
品の良い、ペンダントの音。キーワード
は [ペンダント,音] 漢字は 「品」

对方 dui4 fang1 相手 dui对4 対して

現金に換えるチームに対して、味
はディオールで対抗する。キー
ワードは [ディオール,味] 漢字は
「兑队对」の3番目

比方说 bi3 fang1 shuo1 たとえば bi比3 比較する

あちらの筆比べは、ベッドの上
に、一本線を書く。キーワードは
[ベッド,一] 漢字は 「彼笔比」の3
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」

平方米 ping2 fang1 mi3 平方メートル ping平2 平ら

どんなに平らな屏風でも英国産の
ポッキーで穴が開く。キーワード
は [ポッキー,英国] 漢字は 「瓶苹评
凭平屏」の5番目

mi米3
コメ、メート
ル

米一粒は、メガネが必要。キー
ワードは [メガネ,一] 漢字は 「米」

fang方1 方法のホウ

かぐわしい方法は、スバルでファ
スナーをおろすこと。キーワード
は [ファスナー,スバル] 漢字は 「芳
方」の2番目

xiang向4 向かう

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5
番目

fang方1 方法のホウ

かぐわしい方法は、スバルでファ
スナーをおろすこと。キーワード
は [ファスナー,スバル] 漢字は 「芳
方」の2番目

fang1方
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西方人 xi1 fang1 ren2 西洋人 xi西1 西

分析では、いけにえは、全部西か
ら息を吸うのが希望だが、惜しい
よｸﾘｽﾏｽの時、夕方、稀に、膝から
一回だけ吸える。キーワードは [ク
リスマス,一] 漢字は 「析牺悉西息
吸希惜夕稀膝」の4番目

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

长方形 chang2 fang1
xing2

長方形 chang长2 長い

常に長い腸を味わえる代償は、ス
バルに乗ったら腸ねん転になっ
た。キーワードは [腸ねん転,スバ
ル] 漢字は 「常长肠尝偿」の2番目

xing形2 形
行ったら形が宝石をＸ線で見た。
キーワードは [X'lay,宝石] 漢字は
「行形型」の2番目

细节地方 xi4 jie2 di4 fang1 細かなとこと xi细4 細かな

たわむれの、細かな系統は、一度
へそしたに戻ってみる。キーワー
ドは [ヘソ下,一] 漢字は 「戏细系」
の2番目

jie节2 季節の節

結婚の節目に純潔な睫毛が夜のＪ
ｏｋｅのネタになる。キーワード
は [joke ,夜] 漢字は 「结节洁睫」
の2番目

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

fang方1 方法のホウ
かぐわしい方法は、スバルでファスナー
をおろすこと。キーワードは [ファス
ナー,スバル] 漢字は 「芳方」の2番目

房子 fang2 zi0 家 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。

房东 fang2 dong1 大家 dong东1 東

冬は、東京のジュディーオングの
ダッチワイフが売り切れ。キー
ワードは [ダッチワイフ,ジュ
ディーオング] 漢字は 「冬东」の2
番目

房间 fang2 jian1 部屋 jian间1

（名詞的用法と
して、）間。部
屋。量詞：部屋
を数える。

監督は肩の間からみだらな目でJａ
ｚｚを見ている。キーワードは
[Jazz,眼] 漢字は 「监肩间奸坚尖
煎」の3番目

房租 fang2 zu1 家賃 zu租1 有料で借りる
金を出して踊ったら座布団をくれ
た。キーワードは [座布団,踊り] 漢
字は 「租」

房价 fang2 jia4 家の値段 jia价4 値段

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4番目

房地产 fang2 di4 chan3 不動産 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

chan产3 産まれる
産まれたのは、按摩屋で、Ｃｈｅ
ｒｒｙ。キーワードは [Cherry,按
摩] 漢字は 「产」

退房 tui4 fang2 チェックアウト tui退4 退く
退くときは、味の素をティーに入
れて合図する。キーワードは
[ティー,味] 漢字は 「退」

空房 kong4 fang2 空き室 kong空4 空にする
空にしたジュディーオングのキリ
ンビール。キーワードは [キリン,
ジュディーオング] 漢字は 「空」

住房 zhu4 fang2 住居、居間 zhu住4
住む　（驻 も
zhu4と発音す
る）

著者は、助けを注いで、住んだ柱
を築いて祝い踊る爺さん。キー
ワードは [爺さん,踊り] 漢字は 「著
助注住柱筑祝」の4番目

fang房2 部屋

部屋で妨害を防ぐには、スバルを
歌いながらフォークで身構える。
キーワードは [フォーク,スバル] 漢
字は 「房妨防」の1番目

fang房2 部屋

部屋で妨害を防ぐには、スバルを
歌いながらフォークで身構える。
キーワードは [フォーク,スバル] 漢
字は 「房妨防」の1番目

fang2房

fang方1 方法のホウ

かぐわしい方法は、スバルでファ
スナーをおろすこと。キーワード
は [ファスナー,スバル] 漢字は 「芳
方」の2番目

方 fang1
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厨房 chu2 fang2 台所 chu厨2 厨房

厨房のたんすを除去して踊らない
と、腸ねん転になる。キーワード
は [腸ねん転,踊り] 漢字は 「厨橱
除」の1番目

乳房 ru3 fang2 乳房 ru乳3 お乳
乳を振りまく踊りでレコード大賞
をもらった。キーワードは [レコー
ド,踊り] 漢字は 「乳」

瓦房 wa3 fang2
瓦（かわら）ぶきの
家

wa瓦3 瓦（かわら）

单人房 dan1 ren2 fang2 シングルルーム dan单1 単に

ぐずぐずする担当は、単に按摩と
ダッチワイフが好き。キーワード
は [ダッチワイフ,按摩] 漢字は 「耽
担单」の3番目

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

健身房 jian4 shen1
fang2

ジム jian健4 健康の健

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
1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

双人房 shuang1 ren2
fang2

ツインルーム shuang双1 双方、ペア
双方で霜降り王様の写真を、撮り
あう。キーワードは [写真,王様] 漢
字は 「双霜」の1番目

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

妨碍 fang2 ai4
妨害する、妨げる、
邪魔する

妨碍营业 fang2 ai4 ying2
ye4

営業妨害 ying营2 営む

営業が勝って蛍を迎える時は英国
産の斧を出す。キーワードは [斧,
英国] 漢字は 「营赢萤荧迎」の1番
目

ye业4 業績の、ぎょう
夜、液体の葉っぱのページをめくる業で
生き埋めにされる。キーワードは [生埋
め,夜] 漢字は 「夜液叶页业」の5番目

防止 fang2 zhi3 防止する 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

防晒霜 fang2 shai4
shuang1

日焼け止めクリーム shai晒4 日に当たる
日に当たると、愛は(ｵ）シューマ
イになる。キーワードは [シューマ
イ,愛] 漢字は 「晒」

shuang霜1 霜
双方で霜降り王様の写真を、撮り
あう。キーワードは [写真,王様] 漢
字は 「双霜」の2番目

预防 yu4 fang2 予防 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

堤防 di1 fang2 堤防 di堤1 土手、堤防

低い堤防は、滴が一杯で、ダッチ
ワイフが浮かんでいる。キーワー
ドは [ダッチワイフ,一] 漢字は 「低
堤滴」の2番目

fang防2 防ぐ

部屋で妨害を防ぐには、スバルを
歌いながらフォークで身構える。
キーワードは [フォーク,スバル] 漢
字は 「房妨防」の3番目

fang防2 防ぐ

部屋で妨害を防ぐには、スバルを
歌いながらフォークで身構える。
キーワードは [フォーク,スバル] 漢
字は 「房妨防」の3番目

fang2防

fang房2 部屋

部屋で妨害を防ぐには、スバルを
歌いながらフォークで身構える。
キーワードは [フォーク,スバル] 漢
字は 「房妨防」の1番目

fang房2 部屋

部屋で妨害を防ぐには、スバルを
歌いながらフォークで身構える。
キーワードは [フォーク,スバル] 漢
字は 「房妨防」の1番目

fang2房

fang妨2 妨げる

部屋で妨害を防ぐには、スバルを
歌いながらフォークで身構える。
キーワードは [フォーク,スバル] 漢
字は 「房妨防」の2番目

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

fang2妨
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访问 fang3 wen4 訪問する、 fang访3 訪れる、訪ねる

訪問する紡績工場には、スバルに
似ているフェリーで行く。キー
ワードは [フェリー,スバル] 漢字は
「访纺仿」の1番目

wen问4 たずねる
問うた文章で生き埋めにされる。
キーワードは [生埋め,文章] 漢字は
「问」

拜访 bai4 fang3
（敬）お訪ねする、
訪問する

bai拜4 拝む

敗れても、拝み倒してビールを愛
ちゃんからもらった。キーワード
は [ビール,愛] 漢字は 「败拜」の2
番目

fang访3 訪れる、訪ねる

訪問する紡績工場には、スバルに
似ているフェリーで行く。キー
ワードは [フェリー,スバル] 漢字は
「访纺仿」の1番目

纺织 fang3 zhi1 紡績 fang纺3 紡ぐ

訪問する紡績工場には、スバルに
似ているフェリーで行く。キー
ワードは [フェリー,スバル] 漢字は
「访纺仿」の2番目

zhi织1
布を織る、毛糸
や糸で織る

知っている?いっついの枝汁を支え
て織るのは、一本のじゃが芋。
キーワードは [じゃが芋,一] 漢字は
「知只之枝汁支织」の7番目

棉纺织品 mian2 fang3
zhi1 pin3

綿織物 mian棉2 綿、木綿
眠るとき木綿の眼帯をして森で寝
る。キーワードは [森,眼] 漢字は
「眠棉绵」の2番目

fang纺3 紡ぐ

訪問する紡績工場には、スバルに
似ているフェリーで行く。キー
ワードは [フェリー,スバル] 漢字は
「访纺仿」の2番目

zhi织1
布を織る、毛
糸や糸で織る

知っている?いっついの枝汁を支え
て織るのは、一本のじゃが芋。
キーワードは [じゃが芋,一] 漢字は
「知只之枝汁支织」の7番目

pin品3 品物、物品
品の良い、ペンダントの音。キーワード
は [ペンダント,音] 漢字は 「品」

仿佛 fang3 fu2,
fu0,fo0

あたかも～のようだ
（書き言葉に使う）

fang仿3
まねる、似てい
る

訪問する紡績工場には、スバルに
似ているフェリーで行く。キー
ワードは [フェリー,スバル] 漢字は
「访纺仿」の3番目

fu2佛2
異読fo2” 拂” に
同じ。（書）逆
らう、背く。

模仿 mo2 fang3 模倣する mo模2 模範、模倣する
魔力で膜をこすると模型の森から
尾が出てくる。キーワードは [森,
尾] 漢字は 「魔膜摩模」の4番目

fang仿3
まねる、似てい
る

訪問する紡績工場には、スバルに
似ているフェリーで行く。キー
ワードは [フェリー,スバル] 漢字は
「访纺仿」の3番目

放松 fang4 song1 リラックスする song松1 松
松は、ジュディーオングが桜と間
違えた。キーワードは [桜,ジュ
ディーオング] 漢字は 「松」

放心 fang4 xin1 安心する xin心1 心

心が新しければつらくても、漂っ
てくるうれしい音は、
クリスマスソング。キーワードは
[クリスマス,音] 漢字は 「心新辛馨
欣」の1番目

放学 fang4 xue2 学校が終る 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」

放假 fang4 jia4
休みになる。公の休
み

jia假4 暇

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5番目

放弃 fang4 qi4 放棄する、断念する qi弃4
捨てる、放棄す
る

泣いた空気は、器に入れて、汽車
で一番キュートに捨てる。キー
ワードは [キュート,一] 漢字は 「泣
气器汽弃」の5番目

放映电影 fang4 ying4
dian4 ying3

映画を放映する ying映4
映る、反射させ
る

硬さに応じて映った英国人を生き
埋めにする。キーワードは [生埋
め,英国] 漢字は 「硬应映」の3番目

dian电4 電気の電

殿は、店の電気で眼は、ディオー
ル製の下敷きを探す。キーワード
は [ディオール,眼] 漢字は 「殿店电
垫」の3番目

ying影3 影
影が有る英国産のエメラルド。キーワー
ドは [エメラルド,英国] 漢字は 「影」

fang3访

fang3纺

fang3仿

fang放4
放る、爆竹を鳴
らす

放る、相手は、スバル星のフィア
ンセ。キーワードは [フィアンセ,
スバル] 漢字は 「放」

fang4放
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単語 ピンイン 日本語
一番目

放在抽屉里 fang4 zai4
chou1 ti4 li3

引き出しに入れる fang放4
放る、爆竹を鳴
らす

放る、相手は、スバル星のフィア
ンセ。キーワードは [フィアンセ,
スバル] 漢字は 「放」

zai在4 在る
在るよ再度載っかった愛で痔に
なってしまう事。キーワードは
[痔,愛] 漢字は 「在再载」の1番目

chou抽1
引き出す、時
間を作る、吸
う

抽選会で欧米のチャリンコが当っ
た。キーワードは [チャリンコ,欧
米] 漢字は 「抽」

ti屉4 引き出し
引き出しの鼻水に替えて一杯ティーを入
れてしまえ。キーワードは [ティー,一] 漢
字は 「屉涕替」の1番目

摆放 bai3 fang4 据える、安置する bai摆3
並べる、陳列す
る、振れる、衣
服のすそ

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2番目

竖放 shu4 fang4 縦に置く shu竖4 縦の、縦にする 竖放　shu4 fang4 縦に置く

释放 shi4 fang4 釈放する、放出する shi释4
解釈する、説明
する、釈放する

柿を飾って試してみたら視察団
が、勢いで示した解釈は、シュー
マイは、一個だけ。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16
番目

决不放弃 jue2 bu2 fang4
qi4

絶対にあきらめない jue决2 決める

役柄は、絶対決めたら感じてしま
う、月でのＪｏｋｅ。キーワード
は [joke ,月] 漢字は 「角绝决觉」
の3番目

bu不2
次が４声の時
は、声調変化で
２声になる。

fang放4
放る、爆竹を
鳴らす

放る、相手は、スバル星のフィア
ンセ。キーワードは [フィアンセ,
スバル] 漢字は 「放」

qi弃4
捨てる、放棄す
る

泣いた空気は、器に入れて、汽車で一番
キュートに捨てる。キーワードは
[キュート,一] 漢字は 「泣气器汽弃」の5
番目

fang放4
放る、爆竹を鳴
らす

放る、相手は、スバル星のフィア
ンセ。キーワードは [フィアンセ,
スバル] 漢字は 「放」

fang4放
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