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车 che1 车间 che1 jian1 作業場 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

che1 车厢 che1 xiang1  車両 xiang厢1
車の箱。ボック
ス。さじき。

che1 车辙 che1 zhe2
わだち、車の通った
跡

zhe辙2
わだち、方法、
考え

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1番
目

che1 车站 che1 zhan4 駅、停留所 zhan站4 駅、立つ

戦争で占領された駅は、按摩へ行
く爺さんで一杯。キーワードは [爺
さん,按摩] 漢字は 「战占站」の3番
目

che1 倒车 dao4 che1 車をバックさせる dao倒4
ひっくり返す、
注ぐ

道をひっくり返して到着すればオ
リンピックでディオールが手に入
る。キーワードは [ディオール,オ
リンピック] 漢字は 「道倒到」の2
番目

che1 堵车 du3 che1 車が混んでいる du堵3 さえぎる
賭けをさえぎる踊りは、デブがう
まい。キーワードは [デブ,踊り] 漢
字は 「赌堵」の2番目

che1 缆车 lan3 che1 ロープウェイ lan缆3 ロープ

不精ものは、ロープを見ると按摩
屋でレモンを縛ってしまう。キー
ワードは [レモン,按摩] 漢字は 「懒
缆览」の2番目

che1 列车 lie4 che1 列車 lie列4 列
列車が強烈に裂ける夜は、Lilyもこ
わい。キーワードは [Lily,夜] 漢字
は 「列烈裂」の1番目

che1 灵车 ling2 che1 霊柩車 ling灵2 魂、賢い、敏感

菱形の鈴なり魂が、ゼロに近づい
て、英国人をロックする。キー
ワードは [ロック,英国] 漢字は 「菱
铃灵零凌」の3番目

che1 卡车 ka3 che1
トラック　（自動車
のトラック）

ka卡3 カード
カード拾ったおばさんは、警察に
届けた。キーワードは [警察,おば
さん] 漢字は 「卡」

che1 汽车 qi4 che1 自動車 qi汽4 自動車の汽

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4番目

che1 敞车 chang3 che1 オープンカー chang敞3 家や庭が広い

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1番目

che1 乘车 cheng2 che1
車に乗る（チャン
チャー）

cheng乘2 乗じる、掛け算

オレンジの城が完成して、誠意あ
る承認工程に乗れば、エンジェル
の腸ねん転が治る。キーワードは
[腸ねん転,エンジェル] 漢字は 「橙
城成诚承程乘」の7番目

che车1 車
車だ、腹ペコなのでチャリンコは
嫌だ。キーワードは [チャリンコ,
腹ペコ] 漢字は 「车」

che车1 車
車だ、腹ペコなのでチャリンコは
嫌だ。キーワードは [チャリンコ,
腹ペコ] 漢字は 「车」
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餐车 can1 che1 食堂車 can餐1 食事
食事に参加するのは、按摩屋も
キャンである。キーワードは [can,
按摩] 漢字は 「餐参」の1番目

列车员 lie4 che1 yuan2 車掌 lie列4 列
列車が強烈に裂ける夜は、Lilyもこ
わい。キーワードは [Lily,夜] 漢字
は 「列烈裂」の1番目

yuan员2 員

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4番目

回车键 hui2 che1 jian4 リターンキー 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」

jian键4 鍵盤のキー

健康な建物件数をキーボードで見
ている間に、次第に眼が疲れてjim
に行く。キーワードは [Jim,眼] 漢
字は 「健建件键见间渐践剑荐」の
4番目

被车撞 bei4 che1
zhuang4

車にぶつかる 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

zhuang撞4
ぶつかる、出
くわす

体が強かったが、ぶつかった状況
で、王様は、爺さんになった。
キーワードは [爺さん,王様] 漢字は
「壮撞状」の2番目

末班车 mo4 ban1 che1
終電、終バス、終列
車、最後のチャンス

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

ban班1 グループ

一般的な班長さんは、引っ越す
時、バットを按摩屋で振り回す。
キーワードは [バット,按摩] 漢字は
「般班搬」の2番目

公交车 gong1 jiao1
che1

リムジンバス 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

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

急刹车 ji2 sha1 che1 急ブレーキ ji急2 急ぐ

とっても急いで、吉の級を集めた
ら、一番良いＪｏｋｅになった。
キーワードは [joke,一] 漢字は 「极
急吉级集嫉辑即及」の2番目

sha刹1
車、器械をブ
レーキをかけて
止める。

急救车 ji2 jiu4 che1
急に救う車　急救車
（中国語）、救急車

ji急2 急ぐ

とっても急いで、吉の級を集めた
ら、一番良いＪｏｋｅになった。
キーワードは [joke,一] 漢字は 「极
急吉级集嫉辑即及」の2番目

jiu救4 救う

おじさんが救いに就けば旧い油は
Jimに入らない。キーワードは
[Jim,油] 漢字は 「舅救就旧」の2番
目

救护车 jiu4 hu4 che1
救う保護する車　救
急車

jiu救4 救う

おじさんが救いに就けば旧い油は
Jimに入らない。キーワードは
[Jim,油] 漢字は 「舅救就旧」の2番
目

hu护4
保護する、パス
ポート

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2
番目

这辆车 zhe4 liang4
che1

この車 zhe这4 この、これ
これは、セッコウショウの、腹ペ
コ爺さんです。キーワードは [爺さ
ん,腹ペコ] 漢字は 「这浙」の1番目

liang辆4 車両の台数
明るい量と台数を許すと羊がLilyを
食べてしまう。キーワードは [Lily,
羊] 漢字は 「亮量辆谅」の3番目

出租车 chu1 zu1 che1 タクシー 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

zu租1 有料で借りる
金を出して踊ったら座布団をくれ
た。キーワードは [座布団,踊り] 漢
字は 「租」

手推车 shou3 tui1 che1 買い物用カート 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

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」

che车1 車
車だ、腹ペコなのでチャリンコは
嫌だ。キーワードは [チャリンコ,
腹ペコ] 漢字は 「车」

che车1 車
車だ、腹ペコなのでチャリンコは
嫌だ。キーワードは [チャリンコ,
腹ペコ] 漢字は 「车」

che1车
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三轮车 san1 lun2 che1  三輪車、輪タク san三1 三
三度の按摩で桜色。キーワードは
[桜,按摩] 漢字は 「三」

lun轮2

汽船。車輪の様
なもの。太陽と
月の量詞。順番
にやる。

先上车后补票
xian1 shang4
che1 hou4 bu3
piao4

できちゃった結婚 xian先1 先

仙人は、先に鮮やかな目でクリス
マスを楽しんでいる。キーワード
は [クリスマス,眼] 漢字は 「仙先
鲜」の2番目

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

hou后4 後ろの
後ろの分厚い気候は、欧米からの火のせ
い。キーワードは [火,欧米] 漢字は 「后
厚候」の1番目

叫不到车 jiao4 bu2 dao4
che1

タクシーがつかまら
ない

jiao叫4 叫ぶ

叫んで眠りを比べる教育は、薬を
使ってＪｉｍで行う。キーワード
は [Jim,薬] 漢字は 「叫觉较教」の
1番目

bu不2
次が４声の時
は、声調変化で
２声になる。

dao到4 到着する

道をひっくり返して到着すればオ
リンピックでディオールが手に入
る。キーワードは [ディオール,オ
リンピック] 漢字は 「道倒到」の3
番目

骑自行车 qi2 zi4 xing2
che1

自転車に乗る qi骑2 またがる

其の他の、奇妙な旗が揃ったの
で、またいで、一式見積る。キー
ワードは [quote,一] 漢字は 「其奇
旗齐骑」の5番目

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

xing行2 行く、行う
行ったら形が宝石をＸ線で見た。
キーワードは [X'lay,宝石] 漢字は
「行形型」の1番目

民航班车站
min2 hang2
ban1 che1
zhan4

空港バス乗り場 min民2 民、人民
民は、森の音におびえている。
キーワードは [森,音] 漢字は 「民」

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

ban班1 グループ

一般的な班長さんは、引っ越す
時、バットを按摩屋で振り回す。
キーワードは [バット,按摩] 漢字は
「般班搬」の2番目

撤销 che4 xiao1
キャンセルする、ア
ンドゥ

xiao销1 売る、売り出す

宵に売れる、削れば消える薬は、
クリスマスの限定品。キーワード
は [クリスマス,薬] 漢字は 「宵销削
消」の2番目

撤消 che4 xiao1
=撤销 取り消す、撤
回する

xiao消1 消える

宵に売れる、削れば消える薬は、
クリスマスの限定品。キーワード
は [クリスマス,薬] 漢字は 「宵销削
消」の4番目

彻底 che4 di3 徹底 di底3 底
底には一人デブがいる。キーワー
ドは [デブ,一] 漢字は 「底」

彻夜 che4 ye4
徹夜、一晩中、夜通
し

ye夜4 夜

夜、液体の葉っぱのページをめく
る業で生き埋めにされる。キー
ワードは [生埋め,夜] 漢字は 「夜液
叶页业」の1番目

che彻4 貫く、突き通す

撤回を徹底しろ、腹ペコの時チー
クダンスは！。キーワードは [チー
クダンス,腹ペコ] 漢字は 「撤彻」
の2番目

che4彻

che车1 車
車だ、腹ペコなのでチャリンコは
嫌だ。キーワードは [チャリンコ,
腹ペコ] 漢字は 「车」

che车1 車
車だ、腹ペコなのでチャリンコは嫌だ。
キーワードは [チャリンコ,腹ペコ] 漢字は
「车」

che1车

che撤4
引き上げる、取
り除く

撤回を徹底しろ、腹ペコの時チー
クダンスは！。キーワードは [チー
クダンス,腹ペコ] 漢字は 「撤彻」
の1番目

撤 che4
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