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当天 dang1 tian1 当日、その日 tian天1 天
天に添えた眼は、狸のアッカン
ベー。キーワードは [狸,眼] 漢字は
「天添」の1番目

当心 dang1 xin1 用心する、注意する 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

当前 dang1 qian2 当面 qian前2 前
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2番目

当然 dang1 ran2 当然 ran然2
正しい、ありさ
ま

その後、按摩はロボットがするよ
うになった。キーワードは [ロボッ
ト,按摩] 漢字は 「然」

当时 dang1 shi2 そのとき、当時 shi时2 時間

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3番目

当作 dang1 zuo4
～とみなす。～と思
う。

zuo作4 作る
座る、作る、為すの３苦で私は痔
になった。キーワードは [痔,我] 漢
字は 「坐座作做」の3番目

当做 dang1 zuo4
～とみなす、～と思
う

zuo做4 為す、する
座る、作る、為すの３苦で私は痔
になった。キーワードは [痔,我] 漢
字は 「坐座作做」の4番目

便当 bian4 dang1 弁当 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

担当 dan1 dang1
重要な仕事、任務の
担当

dan担1 担う

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2番目

相当 xiang1 dang1 かなり xiang相1 互いに。

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1番目

相当好 xiang1 dang1
hao3

かなりいい xiang相1 互いに。

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1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」

充当 chong1 dang1 務める、担当する chong充1 充分満ちた

充電して突進するジュディーオン
グは、チャリンコに乗ってくる。
キーワードは [チャリンコ,ジュ
ディーオング] 漢字は 「充冲」の1
番目

麦当劳 mai4 dang1 lao2 マグドナルド mai麦4 麦
麦を売ってあげた愛は、ミサイル
でも壊せない。キーワードは [ミサ
イル,愛] 漢字は 「麦卖」の1番目

lao劳2 労働する

牢獄の労働は、オリンピックの
ロックコンサート準備。キーワー
ドは [ロック,オリンピック] 漢字は
「牢劳」の2番目

dang当1
当然,、担当す
る、互角である

当たったー、スバルのダッチワイ
フ。キーワードは [ダッチワイフ,
スバル] 漢字は 「当」

dang当1
当然,、担当す
る、互角である

当たったー、スバルのダッチワイ
フ。キーワードは [ダッチワイフ,
スバル] 漢字は 「当」

dang1当
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门当户对 men2 dang1 hu4
dui4

(縁組をする男女双方
の）家柄・財産がつ
りあっていること

men门2 門
門は、森の恩返しで出来ている。
キーワードは [森,恩] 漢字は 「门」

dang当1
当然,、担当す
る、互角である

当たったー、スバルのダッチワイ
フ。キーワードは [ダッチワイフ,
スバル] 漢字は 「当」

hu户4 戸籍、戸口

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3
番目

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

不敢当 bu4 gan3 dang1
（ほめられた時）そ
んなとんでもない

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

gan敢3
敢えて、（助動
詞）

いそいで感じるには、敢えて棒で
伸ばす按摩をゲゲゲのキタロウに
お願いする。キーワードは [ｹﾞｹﾞｹﾞ
鬼,按摩] 漢字は 「赶感敢擀」の3番
目

印象当中 yin4 xiang4
dang1 zhong1

イメージ yin印4 しるし
印は無い、音で生き埋めを確かめ
ろ。キーワードは [生埋め,音] 漢字
は 「印」

xiang象4 動物の象

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1
番目

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

理所当然 li3 suo3 dang1
ran2

当然である。理論上
当然である。

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

suo所3 所

捜索の時、鍵をかけて所ジョージ
と私は、セーラー服を着る。キー
ワードは [セーラー服,我] 漢字は
「索锁所」の3番目

ran然2
正しい、ありさ
ま

その後、按摩はロボットがするように
なった。キーワードは [ロボット,按摩] 漢
字は 「然」

档次 dang4 ci4 等級、ランク 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

ci次4 次
次に刺されるのは、一階のサイ
ボーグ。キーワードは [サイボー
グ,一] 漢字は 「次刺」の1番目

一档 yi2 dang4 ワンランク、一階級 yi一2
一 次が４声の場
合声調変化で２
声に換わる

高档 gao1 dang4
高級、上等の（商
品）

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

存档 cun2 dang4 ファイルする cun存2
存在する、預け
る

存在していた文章にコーラをこぼ
してしまった。キーワードは [コー
ラ,文章] 漢字は 「存」

当真 dang4 zhen1
本気にする、本当で
ある

zhen真1 真に,本当に

真に珍しい針は、恩人の、じゃが
芋畑に生えている。キーワードは
[じゃが芋,恩] 漢字は 「真珍针」の
1番目

当铺 dang4 pu4 質屋 pu铺4 板がけの寝台
寝台で踊るとピアスが刺さる。
キーワードは [ピアス,踊り] 漢字は
「铺」

不当 bu2 dang4
妥当でない。適切で
ない

bu不2
次が４声の時
は、声調変化で
２声になる。

妥当 tuo3 dang4
妥当である、適切で
ある

tuo妥3 妥当である
妥協はしないと、私はテーブルに
居座る。キーワードは [テーブル,
我] 漢字は 「妥」

dang当4
丁度良い、質入
する

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2番目

dang当4
丁度良い、質入
する

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2番目

dang4当

dang当1
当然,、担当す
る、互角であ
る

当たったー、スバルのダッチワイ
フ。キーワードは [ダッチワイフ,
スバル] 漢字は 「当」

dang1当

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

dang4档
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荡气回肠 dang4 qi4 hui2
chang2

深い感銘を与える dang荡4
オオミズで草木
が揺れ動く

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3番目

qi气4 空気の気

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2番目

hui回2 回る、帰る
回る味には、蛍もびっくり。キー
ワードは [蛍,味] 漢字は 「回」

chang肠2 お腹の腸

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3番目

回肠荡气 hui2 chang2
dang4 qi4

深い感銘を与える hui回2 回る、帰る
回る味には、蛍もびっくり。キー
ワードは [蛍,味] 漢字は 「回」

chang肠2 お腹の腸

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3番目

dang荡4
オオミズで草
木が揺れ動く

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3番目

qi气4 空気の気

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2
番目

dang4荡
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