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偷偷 tou1 tou1
こっそりと、人に知
られないように

tou偷1
盗む、人目を盗
んでこっそり

コソドロは、欧米で狸がやってい
る。キーワードは [狸,欧米] 漢字は
「偷」

小偷 xiao3 tou1 泥棒、こそどろ 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

头发 tou2 fa4 頭髪 fa发4 髪の毛
髪の毛は、フィアンセとおばさん
で違う。キーワードは [フィアン
セ,おばさん] 漢字は 「发」

头晕 tou2 yun1 めまい yun晕1 めまいがする
めまいしたよ、赤とんぼの運動を
見て。キーワードは [赤とんぼ,運
動] 漢字は 「晕」

头疼 tou2 teng2 頭痛（がする） teng疼2 じわじわ痛い

藤蔓が沸騰し、じわじわ痛い、エ
ンジェルがトマト漬け。キーワー
ドは [トマト,ｴﾝｼﾞｪﾙ] 漢字は 「藤腾
疼」の3番目

头痛 tou2 tong4 頭痛（がする） tong痛4 痛い

痛い（食い込む）ジュディーオン
グの、ティーバック。キーワード
は [ティー,ジュディーオング] 漢字
は 「痛」

头绪 tou2 xu4
糸口、手がかり、目
鼻、見当

xu绪4
糸口、始まり、
感情

始まりの序曲に続いて蓄える魚の
へそした。キーワードは [ヘソ下,
魚] 漢字は 「绪序续蓄」の1番目

额头 e2 tou2 おでこ e额2 額
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2番目

码头 ma3 tou2 埠頭、港 ma码3 数

アリマ馬券の数は、メガネをかけ
たおばさんが数える。キーワード
は [メガネ,おばさん] 漢字は 「蚂马
码」の3番目

掉头 diao4 tou2 Uターン diao掉4
向きを変える、
落ちる

調子に吊られ釣られてUターンする
薬は、ﾃﾞｨｵｰﾙを使う。キーワード
は [ディオール,薬] 漢字は 「调吊钓
掉」の4番目

点头 dian3 tou2
うなずく、軽く頭を
下げる

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

抬头 tai2 tou2
領収書の名前を書く
場所

tai抬2 担ぎ上げる

罐头 guan4 tou2 食品の缶詰 guan罐4 缶

灌漑の習慣は、缶からのかんむり
かぶって、湾で、ギターを弾く。
キーワードは [ギター,湾] 漢字は
「灌惯罐冠」の3番目

开头 kai1 tou2 始まり、始める 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」

tou头2 頭
頭を投げたら欧米のトマトのよう
にぐちゃぐちゃ。キーワードは [ト
マト,欧米] 漢字は 「头投」の1番目

tou头2 頭
頭を投げたら欧米のトマトのよう
にぐちゃぐちゃ。キーワードは [ト
マト,欧米] 漢字は 「头投」の1番目

tou2头

tou偷1
盗む、人目を盗
んでこっそり

コソドロは、欧米で狸がやってい
る。キーワードは [狸,欧米] 漢字は
「偷」

tou1偷
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滑头 hua2 tou2 ずる賢い人 hua滑2 滑る

華僑の人は、滑っても割に合うよ
う蛙と蛍に船を漕がせる。キー
ワードは [蛍,蛙] 漢字は 「华滑划」
の2番目

回头 hui2 tou2
振り返る、帰ってく
る、悔い改める、し
ばらくして

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」

尽头 jin4 tou2
果て、はずれ、終
点、突き当り

jin尽4
全て、ことごと
く

力強く近くに進むことを全て禁ず
るため、音がＪｉｍ内に鳴り渡
る。キーワードは [Jim,音] 漢字は
「劲近进尽禁」の4番目

从头 cong2 tou2
初めから～する。改
めて～する。

cong从2 なになにから

ここからジュディーオングがコー
ラを飲んだ。キーワードは [コー
ラ,ジュディーオング] 漢字は
「从」

大头鱼 da4 tou2 yu2 鯛 da大4 大きい
大きなおばさんディオールぷんぷ
ん。キーワードは [ディオール,お
ばさん] 漢字は 「大」

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

老头子 lao3 tou2 zio じじい 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」

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。

晕头晕脑 yun1 tou2 yun1
nao3

頭がぼうっとする、
ふらふらする

yun晕1 めまいがする
めまいしたよ、赤とんぼの運動を
見て。キーワードは [赤とんぼ,運
動] 漢字は 「晕」

nao脑3 脳
悩める脳みそは、オリンピックの猫程
度。キーワードは [猫,オリンピック] 漢字
は 「恼脑」の2番目

晕头转向 yun1 tou2
zhuan4 xiang4

頭が混乱して方向を
見失ってしまう

zhuan转4
ぐるぐる回
る、一回りす
る

ぐるぐる回って儲かって、湾で爺
さん、目を回した。キーワードは
[爺さん,湾] 漢字は 「转赚」の1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

顶头上司 ding3 tou2
shang4 si1

直接の上司 ding顶3 頂き
頂上の宝石は、デブより先にいた
だく。キーワードは [デブ,宝石] 漢
字は 「顶」

shang上4 上

上方の和尚は、スバルに乗って
シューマイを食べに行く。キー
ワードは [シューマイ,スバル] 漢字
は 「上尚」の1番目

si司1 つかさどる
細切れシルクをつかさどる私の思いは、
一本の桜に託している。キーワードは
[桜,一] 漢字は 「丝司私思」の2番目

鸭舌头 ya1 she2 tou2 アヒルの舌 ya鸭1 鴨

圧力で担保にされた、鴨と、カラ
スと、赤とんぼの歯。キーワード
は [赤とんぼ,牙] 漢字は 「压押鸭
鸦」の3番目

she舌2 舌

蛇は、舌が折れてしまって腹ペコ
だ、初夜は、とても無理。キー
ワードは [初夜,腹ペコ] 漢字は 「蛇
舌折」の2番目

摄像头 she4 xiang4
tou2

ウエブカメラ she摄4 撮影する

社で射的の宿舎設立を撮影中、腹
が減ってシューマイを食べた。
キーワードは [シューマイ,腹ペコ]
漢字は 「社射舍设摄」の5番目

xiang像4
肖像、似てい
る、なになにの
ようだ

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2
番目

低着头 di1 zhe0 tou2 下を向いて di低1 低い

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1番目

zhe着0 助詞 動作の結果・状態の持続を表す。

睡过头 shui4 guo4 tou2 寝過ごす shui睡4 眠る

眠っている税金は、シューマイ
の味探しに使おう。キーワード
は [シューマイ,味] 漢字は 「睡
税」の1番目

guo过4 過ぎる
過ぎた日の、我は、ギター好
き。キーワードは [ギター,我] 漢
字は 「过」

tou头2 頭
頭を投げたら欧米のトマトのよう
にぐちゃぐちゃ。キーワードは [ト
マト,欧米] 漢字は 「头投」の1番目

yun晕1 めまいがする
めまいしたよ、赤とんぼの運動を
見て。キーワードは [赤とんぼ,運
動] 漢字は 「晕」

tou头2 頭
頭を投げたら欧米のトマトのよう
にぐちゃぐちゃ。キーワードは [ト
マト,欧米] 漢字は 「头投」の1番目

tou2头
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头 tou2 剪刀石头布 jian3 dao1 shi2
tou2 bu4

じゃんけんポン jian剪3 はさみ

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2番目

dao刀1 刀

うわさでは、刀を持ったダッチワ
イフがオリンピックに出場する。
キーワードは [ダッチワイフ,オリ
ンピック] 漢字は 「叨刀」の2番目

shi石2 石

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5番目

tou头2 頭
頭を投げたら欧米のトマトのようにぐ
ちゃぐちゃ。キーワードは [トマト,欧米]
漢字は 「头投」の1番目

投资 tou2 zi1 投資（する） zi资1 資産、資質
資産を姿にしたら座布団一枚だ
け。キーワードは [座布団,一] 漢字
は 「资姿」の1番目

投缘 tou2 yuan2
（多くは初対面で）
相性が良い

yuan缘2 縁

縁有って、元援助員は、原っぱ園
で、資源を、丸まる、斧で集め
る。キーワードは [斧,原っぱ] 漢字
は 「缘元援员原园源圆」の1番目

透 tou4 透明 tou4 ming2 透明である ming明2 明るい
明るい名前は、森の、石まつ。
キーワードは [森,宝石] 漢字は 「明
名」の1番目

tou4 透镜 tou4 jing4 レンズ jing镜4 鏡

静かで、きれいな境の争いは、な
んと事も有ろうに鏡を敬う英国の
Jimで行う。キーワードは [Jim,英
国] 漢字は 「静净境竞竟镜敬」の6
番目

tou4 透气性 tou4 qi4 xing4 通気性 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

xing性4 セクシーの性

幸せの、性の名字は、興味が宝石
のへそしたにある。キーワードは
[ヘソ下,宝石] 漢字は 「幸性姓兴」
の2番目

tou4 饿透了 e4 tou4 le0 お腹ぺこぺこだ e饿4
ひもじい、飢え
る

悪人は、腹ペコにされ、生き埋め
にされる。キーワードは [生埋め,
腹ペコ] 漢字は 「恶饿」の2番目

tou4 烦透了 fan2 tou4 le0 うんざりです fan烦2 煩わしい

平凡だが煩わしい繁体字は、按摩
のフォークに書いて有る。キー
ワードは [フォーク,按摩] 漢字は
「凡烦繁」の2番目

tou4 腻透了 ni4 tou4 le0 飽き飽きする ni腻4
脂っぽい。うん
ざりする。

脂っぽいのでニキビが一つ出来て
しまった。キーワードは [にきび,
一] 漢字は 「腻」

tou4 糟透了 zao1 tou4 le0
最悪！　　まったく
ひどい

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」

tou4 麻烦透了 ma2 fan2 tou4
le0

面倒くさくて仕方が
ない

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」

fan烦2 煩わしい

平凡だが煩わしい繁体字は、按摩
のフォークに書いて有る。キー
ワードは [フォーク,按摩] 漢字は
「凡烦繁」の2番目

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。

tou投2 投げる
頭を投げたら欧米のトマトのよう
にぐちゃぐちゃ。キーワードは [ト
マト,欧米] 漢字は 「头投」の2番目

tou2投

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」

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。
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