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対
象
漢
字

四番目
ピ
ン
イ
ン
と
声
調

単語 ピンイン 日本語
一番目 二番目 三番目

空间 kong1 jian1 空間 jian间1

（名詞的用法と
して、）間。部
屋。量詞：部屋
を数える。

監督は肩の間からみだらな目でJａ
ｚｚを見ている。キーワードは
[Jazz,眼] 漢字は 「监肩间奸坚尖
煎」の3番目

空军 kong1 jun1 空軍 jun军1 軍
軍隊では、平均台の上でJazz運動
をする。キーワードは [Jazz,運動]
漢字は 「军均」の1番目

空港 kong1 gang3 空港 gang港3 港

港の持ち場でゲゲゲのキタロウは
スバルに乗っている。キーワード
は [ｹﾞｹﾞｹﾞ鬼,スバル] 漢字は 「港
岗」の1番目

空气 kong1 qi4 空気 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

空罐 kong1 guan4 空き缶 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

开空调 kai1 kong1 tiao2 エアコンをつける 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」

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

航空信 hang2 kong1
xin4

エアメール 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

航空公司 hang2 kong1
gong1 si1

航空会社 gong公1 公共の、公の

おめでたい、公な宮殿工事の供給
功績は、ジュディーオングを攻め
たガードマン。キーワードは [ガー
ドマン,ジュディーオング] 漢字は
「恭公宫工供功攻」の2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

孙悟空 sun1 wu4 kong1 孫悟空 sun孙1 孫
孫は、桜の作文をする。キーワー
ドは [桜,文章] 漢字は 「孙」

wu悟4
悟る、理解す
る、目覚める

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1番目

四维空间 si4 wei2 kong1
jian1

四次元空間 si四4 四
寺では似ている四人の一人は詩人
になる。キーワードは [詩人,一] 漢
字は 「寺似四」の3番目

wei维2
保つ、維持す
る、次元

マフラーを巻いた違反者を維持す
るには、唯一斧の切れ味次第キー
ワードは [斧,味] 漢字は 「围违维为
唯惟」の3番目

jian间1

（名詞的用法と
して、）間。部
屋。量詞：部屋
を数える。

監督は、肩の間から、みだらな目で、J
ａｚｚを見ている。キーワードは [Jazz,
眼] 漢字は 「监肩间奸坚尖煎」の3番目

kong空1 空っぽ、空中

空中で、カッパは、ジュディーオ
ングに飛びついた。キーワードは
[河童,ジュディーオング] 漢字は
「空」

kong空1 空っぽ、空中

空中でカッパは、ジュディーオン
グに飛びついた。キーワードは [河
童,ジュディーオング] 漢字は
「空」

hang航2 航行する
杭州の航行は、銀行のスバルで蛍
狩りに行く。キーワードは [蛍,ス
バル] 漢字は 「杭航行」の2番目

kong空1 空っぽ、空中

空中で、カッパは、ジュディーオ
ングに飛びついた。キーワードは
[河童,ジュディーオング] 漢字は
「空」

kong1空
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対
象
漢
字

四番目
ピ
ン
イ
ン
と
声
調

単語 ピンイン 日本語
一番目 二番目 三番目

恐怕 kong3 pa4
～ではないかと心配
する

pa怕4 怖い
怖がるおばさんに、ピアスをさし
た。キーワードは [ピアス,おばさ
ん] 漢字は 「怕」

恐怖 kong3 bu4 恐怖

恐怖片 kong3 bu4 pian4 ホラー映画 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

孔雀 kong3 que4 孔雀 kong孔3 孔子の略称、穴

恐ろしい穴に落ちたジュディーオ
ングは、警察が助ける。キーワー
ドは [警察,ジュディーオング] 漢字
は 「恐孔」の2番目

que雀4 すずめ

Ｂｕｔ確かに！すずめが却下した
月はキュートでない。キーワード
は [キュート,月] 漢字は 「却确雀」
の3番目

穿孔 chuan1 kong3 ピアス chuan穿1 着る,穴を開ける
服を着て四川の湾をチャリンコで
渡る。キーワードは [チャリンコ,
湾] 漢字は 「穿川」の1番目

kong孔3 孔子の略称、穴

恐ろしい穴に落ちたジュディーオ
ングは、警察が助ける。キーワー
ドは [警察,ジュディーオング] 漢字
は 「恐孔」の2番目

空 kong4 空房 kong4 fang2 空き室 kong空4 空にする
空にしたジュディーオングのキリ
ンビール。キーワードは [キリン,
ジュディーオング] 漢字は 「空」

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

kong3孔

kong恐3 恐ろしい

恐ろしい穴に落ちたジュディーオ
ングは、警察が助ける。キーワー
ドは [警察,ジュディーオング] 漢字
は 「恐孔」の1番目

bu怖4 恐れる、怖がる

恐ろしい、布部を歩むな、ビール
を飲んで踊っていろ。キーワード
は [ビール,踊り] 漢字は 「怖布部步
不」の1番目

kong3恐
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