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柔软体操 rou2 ruan3 ti3
cao1

柔軟体操 rou柔2 柔らかい
柔らかい欧米のロボット。キー
ワードは [ロボット,欧米] 漢字は
「柔」

ruan软3 柔らかい、軟式
軟式ボールを湾のレコードに向っ
て投げる。キーワードは [レコー
ド,湾] 漢字は 「软」

ti体3 体
体が一番、テーブルで寝る。キー
ワードは [テーブル,一] 漢字は
「体」

cao操1 操る
体操は、オリンピックでキャンである。
キーワードは [can,オリンピック] 漢字は
「操」

温柔 wen1 rou2
おとなしい、やさし
い（女性に対して使
う）

wen温1 温度、温かい
温度は、文章で赤とんぼーに伝え
る。キーワードは [赤とんぼ,文章]
漢字は 「温」

rou柔2 柔らかい
柔らかい欧米のロボット。キー
ワードは [ロボット,欧米] 漢字は
「柔」

肉包 rou4 bao1 ブタマン

肉包子 rou4 bao1 zi0 肉まん 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。

肉末 rou4 mo4 ひき肉 mo末4 末

末っ子は、黙って寂しく砂漠に沈
んだ墨の尾にミサイルを打ち込
む。キーワードは [ミサイル,尾] 漢
字は 「末默寞漠没墨」の1番目

肉丸子 rou4 wan2 zi0 肉団子 wan丸2 球状の玉
完全に頑張る遊びは丸い斧で湾を
漕ぐこと。キーワードは [斧,湾] 漢
字は 「完顽玩丸」の4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。

肥肉 fei2 rou4 脂身 fei肥2 （動物が）太る
太った動物は、営業がフォークを
持って食べに行く。キーワードは
[フォーク,営業] 漢字は 「肥」

烤肉 kao3 rou4 焼肉 kao烤3 焼く

考えて焼くとオリンピックで警察
ざたになる。キーワードは [警察,
オリンピック] 漢字は 「考烤」の2
番目

猪肉 zhu1 rou4 豚肉 zhu猪1 豚

豚は、朱色の真珠より踊ってじゃ
が芋食べるほうが好き。キーワー
ドは [じゃが芋,踊り] 漢字は 「猪朱
珠」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

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

古老肉 gu3 lao3 rou4 酢豚 gu古3 古い

古株を、骨でたたいて踊るゲゲゲ
のキタロウ。キーワードは [ｹﾞｹﾞｹﾞ
鬼,踊り] 漢字は 「古股骨鼓」の1番
目

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」

回锅肉 hui2 guo1 rou4

四川の大衆料理ホｲゴ
ウロウ
豆板醤炒め豚バラ炒
め

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」

guo锅1 鍋
鍋は、私もガードマンも大好き。
キーワードは [ガードマン,我] 漢字
は 「锅」

夹鸭肉 jia1 ya1 rou4 アヒルの肉を挟む jia夹1
挟む、脇に抱え
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3番目

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

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」

bao包1 包む
包んだバットで、オリンピックへ
出場する。キーワードは [バット,
オリンピック] 漢字は 「包」

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」

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」

rou4肉

rou2柔
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叉烧肉 cha1 shao1 rou4 焼き豚 cha叉1 フォーク

フォークを、さしこんで差が開く
おばさんのチャリンコ。キーワー
ドは [チャリンコ,おばさん] 漢字は
「叉插差」の1番目

shao烧1 焼く、燃やす
少し焼けたオリンピックの写真。
キーワードは [写真,オリンピック]
漢字は 「稍烧」の2番目

涮牛肉 shuan4 niu2
rou4

牛肉のしゃぶしゃぶ shuan涮4
ゆすぐ、箸でか
き回す

しゃぶしゃぶとシューマイは、東
京湾の名物だ。キーワードは
[シューマイ,湾] 漢字は 「涮」

niu牛2 牛
牛の油は、のりになる。キーワー
ドは [のり,油] 漢字は 「牛」

涮羊肉 shuan4 yang2
rou4

羊肉のしゃぶしゃぶ shuan涮4
ゆすぐ、箸でか
き回す

しゃぶしゃぶとシューマイは、東
京湾の名物だ。キーワードは
[シューマイ,湾] 漢字は 「涮」

yang羊2 羊
羊は西洋で楊さんが太陽の下で斧
で切り殺す。キーワードは [斧,羊]
漢字は 「羊洋杨阳」の1番目

鱼香肉丝 yu2 xiang1 rou4
si1

辛くて酸味の有る豚
肉の細切り炒め

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

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

si丝1 細切り、シルク
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1番目

蒜泥白肉 suan4 ni2 bai2
rou4

湯で豚のニンニク
ソース

suan蒜4 にんにく
算数とニンニクは、湾に居る詩人
では、とても無理。キーワードは
[詩人,湾] 漢字は 「算蒜」の2番目

ni泥2 泥
泥一塊をのりで固める。キーワー
ドは [のり,一] 漢字は 「泥」

bai白2 白
白は、愛する人の、帽子の色。
キーワードは [帽子,愛] 漢字は
「白」

青椒牛肉丝 qing1 jiao1 niu2
rou4 si1

ﾁﾝｼﾞｬｵﾆｭｰﾛｰｽﾋﾟｰﾏﾝと
牛肉の細切り炒め

qing青1 青い

清く、青く、軽い傾向の宝石をク
オーツに組み込む。キーワードは
[Ｑuarts,宝石] 漢字は 「清青轻倾」
の2番目

jiao椒1 ピーマン

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3番目

niu牛2 牛
牛の油は、のりになる。キーワー
ドは [のり,油] 漢字は 「牛」

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」

rou4肉

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」
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