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冬天 dong1 tian1 冬 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

冬装 dong1 zhuang1
冬服、冬天的衣服 の
方が一般的

zhuang装1 装う
荘園で化粧を装う王様は、じゃが
芋を掘る。キーワードは [じゃが
芋,王様] 漢字は 「庄妆装」の3番目

乌冬面 wu1 dong1
mian4

うどん wu乌1 カラス
汚い部屋で、カラスと赤とんぼは
踊りだす。キーワードは [赤とん
ぼ,踊り] 漢字は 「污屋乌」の3番目

dong冬1 冬

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1
番目

mian面4 面
つらの眼に、ミサイルが飛び込ん
でくる。キーワードは [ミサイル,
眼] 漢字は 「面」

东西 dong1 xi1 物 xi西1 西

分析では、いけにえは、全部西か
ら息を吸うのが希望だが、惜しい
よｸﾘｽﾏｽの時、夕方、稀に、膝から
一回だけ吸える。キーワードは [ク
リスマス,一] 漢字は 「析牺悉西息
吸希惜夕稀膝」の4番目

东边 dong1 bian1 東の辺り bian边1 辺り

爆竹を編集する辺りで、バットマ
ンは眼を回している。キーワード
は [バット,眼] 漢字は 「鞭编边」の
3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

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

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」

东南亚 dong1 nan2 ya4 東南アジア nan南2 南
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1番目

ya亚4 アジアの略 0

东京塔 dong1 jing1 ta3 東京タワー jing京1 都、首都

京都の経済で驚いたのは、精巧
な水晶の瞳でJazzを奏でる英国
人。キーワードは [Jazz,英国] 漢
字は 「京经惊精晶睛」の1番目

ta塔3 タワー。塔
タワーを見る為テーブルに乗る
おばさん。

房东 fang2 dong1 大家 fang房2 部屋

部屋で妨害を防ぐには、スバルを
歌いながらフォークで身構える。
キーワードは [フォーク,スバル] 漢
字は 「房妨防」の1番目

浦东 pu3 dong1 浦东

浦东机场 pu3 dong1 ji1
chang3

浦东机场 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

chang场3 場所

広々した工場の場所には、スバル星の、
Ｃｈｅｒｒｙが植わっていた。キーワー
ドは [Cherry,スバル] 漢字は 「敞厂场」
の3番目

dong冬1 冬

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1
番目dong1冬

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

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

dong1东

pu浦3 浦

普通、浦での質素な踊りは、ペン
ダントが必要。キーワードは [ペン
ダント,踊り] 漢字は 「普浦朴」の2
番目
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看懂 kan4 dong3 見て分かる kan看4
見る、見舞う、
診察する

見たら按摩屋はキリン。キーワー
ドは [キリン,按摩] 漢字は 「看」

dong懂3
分かる、理解す
る

分かっているよジュディーオング
は、デブになった。キーワードは
[デブ,ジュディーオング] 漢字は
「懂」

通俗易懂 tong1 su2 yi4
dong3

 わかりやすい tong通1 通る

通るには、ジュディーオングと狸
の股くぐりが必要。キーワードは
[狸,ジュディーオング] 漢字は
「通」

su俗2
風俗、風習、
俗っぽい

俗っぽい踊りは、ソースで味付
け。キーワードは [ソース,踊り] 漢
字は 「俗」

yi易4
やさしい、容
易である

議会でやさしく翻訳したら正義と
異なり、一人で生き埋めにされ
た。キーワードは [生埋め,一] 漢字
は 「艺谊益意议易译义异」の6番
目

dong懂3
分かる、理解す
る

分かっているよジュディーオングは、デ
ブになった。キーワードは [デブ,ジュ
ディーオング] 漢字は 「懂」

动机 dong4 ji1
動機（行動の直接の
原因）

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

动迁 dong4 qian1 住民を立ち退かせる qian迁1
移る、場所を変
える

动力 dong4 li4
動力、原動力、エネ
ルギー

li力4 力

励まして立つ力の例はLilyが一つ
知っている。キーワードは [Lily,一]
漢字は 「厉利丽粒栗历励立力例」
の9番目

动脑筋 dong4 nao3 jin1
頭を働かせる、頭を
使う

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

jin筋1 筋

今なら耐えられる500グラムの唾と
汗で潤った筋金入りの布から出る
Jazzの音。キーワードは [Jazz,音]
漢字は 「今禁斤津筋金巾」の5番
目

动画片 dong4 hua4
pian4

動画、アニメーショ
ン

hua画4 描く

計画された、化け物の話を画いた
ら、蛙の火あぶりだった。キー
ワードは [火,蛙] 漢字は 「划化话
画」の4番目

动作片 dong4 zuo4
pian4

アクション映画

动作迟钝 dong4 zuo4 chi2
dun4

動作が鈍い chi迟2 遅れ
池を持つのが遅れると、一人で腸
ねん転になる。キーワードは [腸ね
ん転,一] 漢字は 「池持迟」の3番目

dun钝4 鈍い、のろい

盾さばきが鈍くて頓死を伝える文章から
はディオールが漂わない。キーワードは
[ディオール,文章] 漢字は 「盾钝顿」の2
番目

移动 yi2 dong4 移動 yi移2 移す

おばさんの疑わしい遺言では、計
器を移動するとき適当に一本斧を
持つ。キーワードは [斧,一] 漢字は
「姨疑遗仪移宜」の5番目

运动 yun4 dong4 運動 yun运4 運ぶ、運動
妊娠したときの運動は生き埋め運
動。キーワードは [生埋め,運動] 漢
字は 「孕运」の2番目

被动 bei4 dong4 受動的である 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

dong动4 動く

動きが凍るとジュディーオングの
ディオールが漂う。キーワードは
[ディオール,ジュディーオング] 漢
字は 「动冻」の1番目

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

pian片4 切れ端
切れ端で、だましても眼は、ピア
スを見つけた。キーワードは [ピア
ス,眼] 漢字は 「片骗」の1番目

dong动4 動く

動きが凍るとジュディーオングの
ディオールが漂う。キーワードは
[ディオール,ジュディーオング] 漢
字は 「动冻」の1番目

dong4动

dong3懂
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推动 tui1 dong4 推進する tui推1 押す,推進する
押された味は、狸も食べない。
キーワードは [狸,味] 漢字は 「推」

劳动 lao2 dong4 労働 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

感动 gan3 dong4 感動 gan感3 感じる

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2
番目

活动 huo2 dong4 活動 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

激动 ji1 dong4 感激する ji激1 激しい

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4番目

搅动 jiao3 dong4 棒で液体をかき回す jiao搅3
邪魔する、かき
混ぜる

邪魔されてギョーザの角で足がや
けど、薬はジェット機で運ぶ。
キーワードは [ｊｅｔ機,薬] 漢字は
「搅饺角脚」の1番目

举动 ju3 dong4 挙動。動作。行為、 ju举3
起こす、持ち上
げる

マナーが良いと持ち上げると、魚
もジェット機に乗る。キーワード
は [ジェット機,魚] 漢字は 「矩举」
の2番目

启动 qi3 dong4 起動する qi启3 開ける、始める

乞食が企てた、起きたらバツ一の
Ｑｕｅｅｎと一緒の事件。キー
ワードは [queen,一] 漢字は 「乞企
起启」の4番目

振动 zhen4 dong4 振動 zhen振4 振動する

ひとしきり振れた、シンセンの地
震の恩恵に爺さんは、腰を抜か
す。キーワードは [爺さん,恩] 漢字
は 「阵振圳震」の2番目

主动 zhu3 dong4
自発的である、主導
的である

zhu主3 主人

主人が言いつけた、煮える踊り
は、ジェンカです。キーワードは
[ジェンカ,踊り] 漢字は 「主嘱煮」
の1番目

转动 zhuan4 dong4 ぐるぐる回る、回す 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

鼓动 gu3 dong4
そそのかす、その気
にさせる

gu鼓3 たたく、打つ

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4番
目

dong动4 動く

動きが凍るとジュディーオングの
ディオールが漂う。キーワードは
[ディオール,ジュディーオング] 漢
字は 「动冻」の1番目

dong4动
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心动 xin1 dong4
心拍、脈拍。心が動
く、気を引かれる

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

电动扶梯 dian4 dong4 fu2
ti1

エスカレーター dian电4 電気の電

殿は、店の電気で眼は、ディオー
ル製の下敷きを探す。キーワード
は [ディオール,眼] 漢字は 「殿店电
垫」の3番目

自动扶梯 zi4 dong4 fu2 ti1 エスカレーター

自动转换 zi4 dong4
zhuan3 huan4

自動変換 zhuan转3
転送、向きを
変える

向きをぐるりと変えられる湾なら
ジェンカが踊れる。キーワードは
[ジェンカ,湾] 漢字は 「转」

huan换4 取り替える
SF（幻想の世界）で、患者の交換は、湾
の火の中で行う。キーワードは [火,湾] 漢
字は 「幻患换」の3番目

自动取款机 zi4 dong4 qu3
kuan3 ji1

ＡＴＭ qu取3
取る、受け取
る

曲を取り上げたQueenは、魚に歌
わせる。キーワードは [queen,魚]
漢字は 「曲取」の2番目

kuan款3
お金、洋服のデ
ザイン

洋服のデザインは、湾の警察の服。キー
ワードは [警察,湾] 漢字は 「款」

自动售货机 zi4 dong4 shou4
huo4 ji1

自動販売機 shou售4 売る

受け取ったら売ってしまった、痩
せてるけど長生きなケダモノに、
授けてあげよう、欧米産のシュー
マイ。キーワードは [シューマイ,
欧米] 漢字は 「受售瘦寿兽授」の2
番目

huo货4 貨物の貨
獲得した貨物或いは禍の惑いが、私を火
あぶりにする。キーワードは [火,我] 漢字
は 「获货或祸惑」の2番目

请勿动手 qing3 wu4
dong4 shou3

手を触れないで下さ
い

qing请3 どうぞ
お願い、宝石をｑｕｅｅｎからも
らって？。キーワードは [queen,宝
石] 漢字は 「请」

wu勿4 するな

悟くんが務めで物を間違えて踊っ
ても生き埋めにしてはいけない。
キーワードは [生埋め,踊り] 漢字は
「悟务物误勿」の5番目

dong动4 動く

動きが凍るとジュディーオングの
ディオールが漂う。キーワードは
[ディオール,ジュディーオング] 漢
字は 「动冻」の1番目

shou手3 手
手首を守れるのは、欧米のシェイバー。
キーワードは [シェイバー,欧米] 漢字は
「手首守」の1番目

一时冲动 yi4 shi2 chong1
dong4

ついはずみで 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。

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

chong冲1
注ぐ、洗い流
す、突進する

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2
番目

志愿活动 zhi4 yuan4 huo2
dong4

ボランティア活動 zhi志4 志、文章の記録

置いた雑誌の製造品質を、治めに
至る、爺さんの一生。キーワード
は [爺さん,一] 漢字は 「置志制质治
至致」の2番目

yuan愿4 望む

公共の建物の望みは怨念を、庭園
と原っぱに、生き埋めにする。
キーワードは [生埋め,原っぱ] 漢字
は 「院愿怨苑」の2番目

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

喷气发动机 pen1 qi4 fa1
dong4 ji1

ジェットエンジン pen喷1 噴き出る
噴き出た恩はパンクする。キー
ワードは [パンク,恩] 漢字は 「喷」

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

fa发1 発する
発するおばさんファスナーはずし
て飛び回る。キーワードは [ファス
ナー,おばさん] 漢字は 「发」

dong动4 動く

動きが凍るとジュディーオングの
ディオールが漂う。キーワードは
[ディオール,ジュディーオング] 漢
字は 「动冻」の1番目

fu扶2 手で支える

浮かれた福の神は、符号服を手で
支えて踊るフォークダンスですっ
転ぶ。キーワードは [フォーク,踊

り] 漢字は 「浮福符服扶」の5番目

ti梯1 はしご
蹴り上げて欠点を除いたはしごに一匹の
狸が登っていく。キーワードは [狸,一] 漢
字は 「踢剔梯」の3番目

dong动4 動く

動きが凍るとジュディーオングのディ
オールが漂う。キーワードは [ディオー
ル,ジュディーオング] 漢字は 「动冻」の
1番目

dong4动

zi自4 自分の自
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
2番目
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冻冰 dong4 bing1 氷が張る bing冰1 氷
兵士は氷のバットで宝石をたたき
割る。キーワードは [バット,宝石]
漢字は 「兵冰」の2番目

冻结 dong4 jie2 凍結する jie结2 結ぶ

結婚の節目に純潔な睫毛が夜のＪ
ｏｋｅのネタになる。キーワード
は [joke,夜] 漢字は 「结节洁睫」の
1番目

冻死 dong4 si3 凍死する、凍え死ぬ si死3 死

死人は、一張羅（イッチョウラ）
のセーラー服を着ていた。キー
ワードは [セーラー服,一] 漢字は
「死」

冻雨 dong4 yu3 みぞれ　霙 yu雨3 雨

羽を与えた雨語は魚をエメラルド
に変える不思議な言葉。キーワー
ドは [エメラルド,魚] 漢字は 「羽与
雨语」の3番目

冻豆腐 dong4 dou4 fu3 凍み豆腐 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

冷冻 leng3 dong4 冷凍する 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」

解冻 jie3 dong4 解凍する jie解3 解く、ほどく

（帯を）ほどかれた姉さんは、
夜、ジェット機に引かれた。キー
ワードは [ｊｅｔ機,夜] 漢字は 「解
姐」の1番目

都冻僵 dou1 dong4
jiang1

かじかむ、凍える dou都1 みんな、全て

ポケットの中は、全て欧米からの
ダッチワイフです。キーワードは
[ダッチワイフ,欧米] 漢字は 「兜
都」の2番目

jiang僵1 硬直している 0 漢字は 「江浆姜将」

dong冻4 凍る、氷結する

動きが凍るとジュディーオングの
ディオールが漂う。キーワードは
[ディオール,ジュディーオング] 漢
字は 「动冻」の2番目

dong冻4 凍る、氷結する

動きが凍るとジュディーオングの
ディオールが漂う。キーワードは
[ディオール,ジュディーオング] 漢
字は 「动冻」の2番目

dong4冻
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