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　　All in 表

193 10 1 ka おばさん 河童 咖
コーヒー飲むときおばさんは、河童
の顔になる。

肥溜め #N/A 警察 卡
カード拾ったおばさんは、警察に届
けた。

ｷﾘﾝ #N/A ka

194 10 2 kai 愛 河童 开 開いた愛には、河童も感激。 肥溜め #N/A 警察 #N/A ｷﾘﾝ #N/A kai

195 10 3 kan 按摩 河童 刊
刊行物は河童が按摩屋で読んで
いる

肥溜め 無し 警察 #N/A ｷﾘﾝ 看 見たら按摩屋はキリン。 kan

196 10 4 kao オリンピック 河童 無し 肥溜め 無し 警察 考烤
考えて焼くとオリンピックで警察ざた
になる。

ｷﾘﾝ 靠 接近戦は、オリンピックでキリンが強い。 kao

197 10 5 kang スバル 河童 康
家康はスバルに乗って河童退治
する

肥溜め #N/A 警察 #N/A ｷﾘﾝ #N/A kang

198 10 7 kou 欧米 河童 #N/A 肥溜め #N/A 警察 口
口べたで、欧米の警察になめられ
た。

ｷﾘﾝ 扣 ボタンを差し引かれたら欧米でキリンは飼えない。 kou

199 10 8 kong ジュティong 河童 空
空中でカッパは、ジュディーオング
に飛びついた。

肥溜め 無し 警察 恐孔
恐ろしい穴に落ちたジュディーオン
グは、警察が助ける。

ｷﾘﾝ 空 空にしたジュディーオングのキリンビール。 kong

200 10 9 ke 腹ペコ 河童 科颗
科学でも腹ペコな粒粒河童を捕ら
えられない。

肥溜め 壳咳
カラを食べたら咳で腹ペコ肥溜めに
落ちる。

警察 可渴
可能だ、喉が渇いた警察を腹ペコに
することは。

ｷﾘﾝ 客克刻课 客は、1g １５分の授業で腹ペコなのでキリンを食べる。 ke

201 10 11 ken 恩 河童 無し 肥溜め 無し 警察 恳肯
誠意を持って、肯定的に恩は警察
に届ける。

ｷﾘﾝ #N/A ken

202 10 23 ku 踊る 河童 哭枯
泣いた涙が枯れたら河童の踊りが
始まる。

肥溜め 無し 警察 苦 苦しい踊りは、警察が教える。 ｷﾘﾝ 裤库 ズボンは、倉庫で踊っているキリンに穿かせる。 ku

203 10 24 kua 蛙 河童 夸 大げさに言うと、蛙が河童になる。 肥溜め 無し 警察 垮 壊れてダメになった警察はかえる ｷﾘﾝ 跨 大きく踏み出したら、キリンがカエルを、踏みつぶした。 kua

204 10 25 kuo 我 河童 無し 肥溜め 無し 警察 無し ｷﾘﾝ 阔括扩 広々した、括弧を広げて、私はキリンと一緒。 kuo

205 10 26 kuai 外 河童 無し 肥溜め 無し 警察 #N/A ｷﾘﾝ 会筷快块 会計は、箸で速やかに固まりを外のキリンにあげている。 kuai

206 10 27 kuan 湾 河童 宽 広い湾には、河童が出る。 肥溜め 無し 警察 款 洋服のデザインは、湾の警察の服。 ｷﾘﾝ 無し kuan

207 10 28 kui 味 河童 亏
幸いにも味はカッパには分らな
い。

肥溜め #N/A 警察 #N/A ｷﾘﾝ 愧 恥ずかしいが、キリンの味はまだ知らない。 kui

208 10 29 kun 文章 河童 #N/A 肥溜め 無し 警察 #N/A ｷﾘﾝ 困 眠くて困ったら文章をキリンに読んでもらう。 kun

209 10 30 kuang 王 河童 筐
かごを持って王様は河童を捕りに
行く。

肥溜め 狂
気が狂って王様は、肥溜めに落ち
た。

警察 #N/A ｷﾘﾝ 矿眶况旷
鉱石が目のふちにくっついた状況は、怠けた王様がキリンに
乗って見に行く。

kuang
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