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陡坡 dou3 po1 急勾配 dou陡3
傾斜が急な、急
で険しい

傾斜が急すぎて、身震いするデブ
は、欧米人。キーワードは [デブ,
欧米] 漢字は 「陡抖」の1番目

东坡肉 dong1 po1 rou4
杭州名物トンポーロ
ウ豚のばら肉の
醤油炒め豚の角煮

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

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」

新加坡 xin1 jia1 po1 シンガポール xin新1 新しい

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2番
目

jia加1 加わる

りっぱな家に挟まれ、首かせを加
えて牙になるＪａｚｚは変だ。
キーワードは [Jazz,牙] 漢字は
「佳家夹枷加」の5番目

po坡1 坂
坂で液体を撒いたら、尾が刺さっ
て、パンクした。キーワードは [パ
ンク,尾] 漢字は 「坡泼」の1番目

泼冷水 po1 leng3 shui3 水をかける leng冷3 冷たい
冷たい、エンジェルの、レモン
ソーダ。キーワードは [レモン,エ
ンジェル] 漢字は 「冷」

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」

泼一点水 po1 yi4 dian3
shui3

少し水を撒く yi一4

一  特に一を強
調する必要が無
い場合声調は４
声になる。但し
次が４声の場合

dian点3 点
祭典で点になってしまう目は、デ
ブのせい。キーワードは [デブ,眼]
漢字は 「典点」の2番目

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」

活泼 huo2 po1
生き生きしている、
元気が良い

huo活2 活力の活
活力を、こね回すと私に蛍が飛ん
でくる。キーワードは [蛍,我] 漢字
は 「活和」の1番目

po泼1
（液体を）ま
く、ぶっ掛ける

坂で液体を撒いたら、尾が刺さっ
て、パンクした。キーワードは [パ
ンク,尾] 漢字は 「坡泼」の2番目

老婆 lao3 po2 かみさん、女房 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」

麻婆豆腐 ma2 po2 dou4
fu3

マーボ豆腐 ma麻2 ゴマ
ゴマ取りに森へおばさんは、行
く。キーワードは [森,おばさん] 漢
字は 「麻」

dou豆4 豆

人を引きつける豆は、闘争して欧
米のディオールブランドを手に入
れた。キーワードは [ディオール,
欧米] 漢字は 「逗豆斗」の2番目

fu腐3 腐る、豆腐
腐った政府は、うつぶせを助ける踊りを
フェリーで行う。キーワードは [フェ
リー,踊り] 漢字は 「腐府俯辅」の1番目

被迫 bei4 po4
強いられる、仕方な
く～する

bei被4
掛け布団,なにな
にされる

非常に疲れた貝の一生の備えは、
背中の掛け布団と、2倍のビール
を、営業するベー。キーワードは
[ビール,営業] 漢字は 「惫贝辈备背
被倍呗」の6番目

逼迫 bi1 po4
強制する、やらざる
を得ないよう仕向け
る

bi逼1
迫る,本物そっく
り

本物、そっくりな、バット一本。
キーワードは [バット,一] 漢字は
「逼」

强迫 qiang3 po4
強迫する、無理やり
服従させる

qiang强3 無理やり

急いで、無理やり、羊はｑｕｅｅ
ｎに食われる。キーワードは
[queen,羊] 漢字は 「抢强」の2番
目

po迫4 迫る
迫られて、破れたピアスが、尾に
刺さる。キーワードは [ピアス,尾]
漢字は 「迫破」の1番目

po4迫

po坡1 坂
坂で液体を撒いたら、尾が刺さっ
て、パンクした。キーワードは [パ
ンク,尾] 漢字は 「坡泼」の1番目

po1坡

po泼1
（液体を）ま
く、ぶっ掛ける

坂で液体を撒いたら、尾が刺さっ
て、パンクした。キーワードは [パ
ンク,尾] 漢字は 「坡泼」の2番目

po1泼

po婆2 おばあさん
おばあさんは、ポッキーを、尾に
刺した。キーワードは [ポッキー,
尾] 漢字は 「婆」

po2婆
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破坏 po4 huai4 破壊する huai坏4 壊れる、悪い
壊れたら、外で火で燃やせ。キー
ワードは [火,外] 漢字は 「坏」

破烂 po4 lan4 オンボロである lan烂4
ボロボロ、腐っ
ている

ボロボロの按摩屋は、Lilyがやって
いる。キーワードは [Lily,按摩] 漢
字は 「烂」

破裂 po4 lie4 破裂 lie裂4 裂ける
列車が強烈に裂ける夜は、Lilyもこ
わい。キーワードは [Lily,夜] 漢字
は 「列烈裂」の3番目

爆破 bao4 po4 爆破 bao爆4 爆発

暴力なら、爆弾抱いて新聞に載れ
ばビールがオリンピックで宣伝に
なる。キーワードは [ビール,オリ
ンピック] 漢字は 「暴爆抱报」の2
番目

突破 tu1 po4 突破する tu突1 突き進む
突進していくと踊っている狸に会
える。キーワードは [狸,踊り] 漢字
は 「突」

被猫抓破了 bei4 mao1
zhua1 po4 le0

猫に引っかかれた bei被4
掛け布団,なにな
にされる

非常に疲れた貝の一生の備えは、
背中の掛け布団と、2倍のビール
を、営業するベー。キーワードは
[ビール,営業] 漢字は 「惫贝辈备背
被倍呗」の6番目

mao猫1 猫
猫は、ママがオリンピックで抱い
ている。キーワードは [ママ,オリ
ンピック] 漢字は 「猫」

zhua抓1
指でつかむ、
握る、かく

指でかいても蛙は、じゃが芋から
離れない。キーワードは [じゃが
芋,蛙] 漢字は 「抓」

po破4 破る、破壊する
迫られて、破れたピアスが、尾に刺さ
る。キーワードは [ピアス,尾] 漢字は
「迫破」の2番目

po破4 破る、破壊する
迫られて、破れたピアスが、尾に
刺さる。キーワードは [ピアス,尾]
漢字は 「迫破」の2番目

po破4 破る、破壊する
迫られて、破れたピアスが、尾に
刺さる。キーワードは [ピアス,尾]
漢字は 「迫破」の2番目

po4破
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