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口袋 kou3 dai4 ポケット dai袋4 袋

かりた袋をかぶって代わりの帯を
待っているうちに愛のディオール
が到着する。キーワードは [ディ
オール,愛] 漢字は 「贷袋戴代带
待」の2番目

口子 kou3 zi0 人の体の傷口、人数 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。

口胃 kou3 wei4
食べ物に対する好み
＝口味

wei胃4 胃

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2番目

口味 kou3 wei4
食べ物に対する好み
＝口胃

wei味4 味

ひとの口まで持っていって食べさ
せると、いわゆる味が生き埋めに
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10番目

口信 kou3 xin4 伝言、ことづて xin信4 信じるの、信
争っても信じれば音がへそしたに
入る。キーワードは [ヘソ下,音] 漢
字は 「衅信」の2番目

口罩 kou3 zhao4 マスク zhao罩4 マスク

照らしてください一兆円のオリン
ピックのじいさんマスク。キー
ワードは [爺さん,オリンピック] 漢
字は 「照兆罩」の3番目

口号 kou3 hao4 スローガン hao号4
号、番号、日に
ち

好きな日にちの番号で、オリン
ピックに火が入る。キーワードは
[火,オリンピック] 漢字は 「好号」
の2番目

口交 kou3 jiao1 フェラチオ jiao交1 交わる

教えてあげよう、焦ってピーマン
に注いだのりは、なまめかしく傲
慢に交わる薬だ、Jazzを聴いて、
さらに交わる。キーワードは
[Jazz,薬] 漢字は 「教焦椒浇胶娇骄
交」の8番目

口红 kou3 hong2 口紅。ルージュ hong红2 赤い

洪水で虹が赤くなるとジュディー
オングに蛍が、連れそう。キー
ワードは [蛍,ジュディーオング] 漢
字は 「洪虹红」の3番目

口香糖 kou3 xiang1
tang2

チューインガム xiang香1 好いにおい

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4番目

tang糖2 砂糖

お堂の砂糖の池には、胸までつか
るスバルのトマトが浮いている。
キーワードは [トマト,ｽﾊﾞﾙ] 漢字は
「堂塘糖膛」の3番目

kou口3 口
口べたで、欧米の警察になめられ
た。キーワードは [警察,欧米] 漢字
は 「口」

kou3口
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胃口 wei4 kou3 食欲 wei胃4 胃

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2番目

路口 lu4 kou3 交差点 lu路4 道

陸路で鹿の録音は、ツユだらけで
踊っている、Lilyがうまい。キー
ワードは [Lily,踊り] 漢字は 「陆路
鹿录露」の2番目

户口 hu4 kou3 戸籍 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

借口 jie4 kou3 言い訳、口実 jie借4 借りる

世界の、からしを借りるのに、介
在をやめた夜のＪｉｍ。キーワー
ドは [Jim,夜] 漢字は 「界芥借介
戒」の3番目

进口 jin4 kou3 輸入する jin进4
進む、商品を仕
入れる

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3番目

出口 chu1 kou3 出口。輸出する。 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

伤口 shang1 kou3 傷口 shang伤1 傷
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2番目

岔口 cha4 kou3
道の分かれ目、分岐
点

cha岔4
分かれている、
分岐している

一口 yi4 kou3

発音やアクセント等
が生粋の、混じり気
のない。きっぱり
と。一口。

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
の場合は２声にな
る。

一口气 yi4 kou3 qi4 一気に、息 yi一1 一
頼りになる、医者の衣服に一匹の
赤とんぼ。キーワードは [赤とん
ぼ,一] 漢字は 「依医衣一」の4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

偏口鱼 pian1 kou3 yu2
ひらめ　かれいは蝶
die2鱼yu2

pian偏1 偏る、傾く
偏った眼は、パンクする。キー
ワードは [パンク,眼] 漢字は 「偏」

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

户口所在 hu4 kou3 suo3
zai4

戸籍の有るところ 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

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

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

众口难调 zhong4 kou3
nan2 tiao2

誰の口にも合うよう
な料理は作れない

zhong众4 多い、多くの

多くの重い中毒を植えつけられ、
ジュディーオングは、爺さんに
なった。キーワードは [爺さん,
ジュディーオング] 漢字は 「众重
中种」の1番目

nan难2 難しい
南方の男は、難しい按摩は、糊で
固める。キーワードは [のり,按摩]
漢字は 「南男难」の3番目

tiao调2
調整する、適度
である、挑む

条件に挑んで調整したら、薬はトマト。
キーワードは [トマト,薬] 漢字は 「条
调」の2番目

kou口3 口
口べたで、欧米の警察になめられ
た。キーワードは [警察,欧米] 漢字
は 「口」

kou3口
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可口的味道 ke3 kou3 de0
wei4 dao4

口に合う味 ke可3 可能
可能だ、喉が渇いた警察を腹ペコ
にすることは。キーワードは [警
察,腹ペコ] 漢字は 「可渴」の1番目

kou口3 口
口べたで、欧米の警察になめられ
た。キーワードは [警察,欧米] 漢字
は 「口」

de的0 助詞
名詞の修飾語を作る。速く発音さ
れる場合や歌詞の中ではdiとな
る。

wei味4 味

ひとの口まで持っていって食べさせる
と、いわゆる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10番目

登机口 deng1 ji1 kou3 搭乗ゲート deng登1 登る

電灯を持って登るエンジェルは、
最高のダッチワイフだ。キーワー
ドは [ダッチワイフ,エンジェル] 漢
字は 「灯登」の2番目

ji机1 機械

飢えたニワトリの基地は、激しく
撃たれた機械を積み重ね,ほとんど
一階のJazz喫茶に有る。キーワー
ドは [Jazz,一] 漢字は 「饥鸡基激
击机积几」の6番目

kou口3 口
口べたで、欧米の警察になめられ
た。キーワードは [警察,欧米] 漢字
は 「口」

饭来张口 fan4 lai2 zhang1
kou3

飯が来れば口を開け
る

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

lai来2 来る
来るときは、愛のロックしてき
て。キーワードは [ロック,愛] 漢字
は 「来」

zhang张1
開く、伸ばす,
一枚二枚の枚

バッジを引っ張ったらスバルから
じゃが芋がころがり出た。キー
ワードは [じゃが芋,スバル] 漢字は
「章张」の2番目

丁字路口 ding1 zi4 lu4
kou3

T字路 ding丁1 人口
人口分の宝石は無い、ダッチワイ
フなら有る。キーワードは [ダッチ
ワイフ,宝石] 漢字は 「丁」

zi字4 文字
字は、自ら一つで痔を表す。キー
ワードは [痔,一] 漢字は 「字自」の
1番目

lu路4 道

陸路で鹿の録音は、ツユだらけで
踊っている、Lilyがうまい。キー
ワードは [Lily,踊り] 漢字は 「陆路
鹿录露」の2番目

脍炙人口 kuai4 zhi4 ren2
kou3

文章や事柄が人々に
よく知られ親しまれ
ている。人口（じん
こう）に膾炙（かい
しゃ）する。

kuai脍4
（書）細く刻ん
だ肉や魚。

zhi炙4
あぶる。＝烧
shao1

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

十字路口 shi2 zi4 lu4 kou3 十字路 shi十2 １０、十 zi字4 文字
字は、自ら一つで痔を表す。キー
ワードは [痔,一] 漢字は 「字自」の
1番目

lu路4 道

陸路で鹿の録音は、ツユだらけで
踊っている、Lilyがうまい。キー
ワードは [Lily,踊り] 漢字は 「陆路
鹿录露」の2番目

纽扣 niu3 kou4 ボタン niu纽3
つまみ、ボタ
ン、かなめ

ねじったボタンが油だらけで、猫
がなめに来た。キーワードは [猫,
油] 漢字は 「扭纽」の2番目

折扣 zhe2 kou4 割引 zhe折2
値引きする、折
る

ワダチくらげを値引きしすぎた腹
ペコな女王蜂。キーワードは [女王
蜂,腹ペコ] 漢字は 「辙蜇折」の3番
目

缝扣子 feng2 kou4 zi0 ボタンをつける feng缝2
縫う、縫い合わ
せる

出会いを縫い合わせるのに、エン
ジェルは、フォークで操作する。
キーワードは [フォーク,エンジェ
ル] 漢字は 「逢缝」の2番目

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。

袖扣儿 xiu4 kou4 er0 カフスボタン xiu袖4 衣服のそで

袖の刺繍が錆びたら、優れた油
を、ヘソしたにつけて嗅ぐ。キー
ワードは [ヘソ下,油] 漢字は 「袖绣
锈秀嗅」の1番目

er儿0 接尾語 名詞の接尾語に用いる

打折扣 da3 zhe2 kou4 割引する da打3 打つ
打つ、打つ、打つのは、おばさん
のデブ。キーワードは [デブ,おば
さん] 漢字は 「打」

zhe折2
値引きする、折
る

ワダチくらげを値引きしすぎた腹
ペコな女王蜂。キーワードは [女王
蜂,腹ペコ] 漢字は 「辙蜇折」の3番
目

kou扣4
差し引く、ボ
タン

ボタンを差し引かれたら、欧米で
キリンは飼えない。キーワードは
[キリン,欧米] 漢字は 「扣」

kou口3 口
口べたで、欧米の警察になめられた。
キーワードは [警察,欧米] 漢字は 「口」

kou3口

差し引く、ボタ
ン

kou扣4
ボタンを差し引かれたら欧米でキ
リンは飼えない。キーワードは [キ
リン,欧米] 漢字は 「扣」

kou4扣
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