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母音とキーワード

　　All in 表

304 17 1 sha おばさん 写真 沙杀
ソファーで殺されたおばさんは写
真写りが良い。

初夜 啥 何？おばさんも初夜を迎えたの？ シェーバー 傻
アホなおばさんは、シェイバーの使
い方を知らない。

シューマ
イ 厦 ビルディングからおばさんは、シューマイを落とした。 sha

305 17 2 shai 愛 写真 #N/A 初夜 無し シェーバー 色
色々な愛があったがシェーバーで綺
麗にする。

シューマ
イ 晒 日に当たると、愛は(ｵ）シューマイになる。 shai

306 17 3 shan 按摩 写真 珊删衫山
珊瑚という字を削除したシャツ着
て、山の按摩に行ったら、写真に
撮られた。

初夜 無し シェーバー 闪
よけるよ、按摩屋でシェイバーが飛
んで来たら。

シューマ
イ 善扇 善いうちわだと按摩屋のシューマイもよく冷える。 shan

307 17 4 shao オリンピック 写真 稍烧 少し焼けたオリンピックの写真。 初夜 勺 さじを投げたいオリンピックの初夜。 シェーバー 少
少ない少ない、オリンピックのシェイ
バーの数。

シューマ
イ 少绍 少年に紹介されたオリンピックのシューマイ。 shao

308 17 5 shang スバル 写真 商伤
商いは傷ついたスバルの写真を
見て行う。

初夜 無し シェーバー 赏
賞与にもらったシェイバー型のスバ
ル。

シューマ
イ 上尚 上方の和尚は、スバルに乗ってシューマイを食べに行く。 shang

309 17 7 shou 欧米 写真 收
収めてしまおう欧米からの写真
集。

初夜 #N/A シェーバー 手首守
手首を守れるのは、欧米のシェイ
バー。

シューマ
イ 受售瘦寿兽授

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。

shou

310 17 9 she 腹ペコ 写真 奢
贅沢だー。腹ペコなのに写真機を
持っている。

初夜 蛇舌折
蛇は、舌が折れてしまって腹ペコ
だ、初夜は、とても無理。

シェーバー 舍
捨てたいよ腹ペコのときシェイバー
は。

シューマ
イ 社射舍设摄

社で射的の宿舎設立を撮影中、腹が減ってシューマイを食べ
た。

she

311 17 10 shei 営業 写真 無し 初夜 谁 誰が営業娘と初夜を迎えるのか。 シェーバー 無し シューマ
イ

無し shei

312 17 11 shen 恩 写真 身伸申深参
身を伸ばして申し上げます、深くに
いるなまこの恩を写真に写す。

初夜 什神
何？神の恩は、初夜のときに受け
たの？

シェーバー 审
審査するとき、恩人のシェイバーで
ひげをそる。

シューマ
イ 慎甚渗 謹慎中でさえもしみ出てくる恩人からのシューマイ汁。 shen

313 17 12 sheng エンジェル 写真 牲生声升
いけにえが生まれた声で上がって
きたエンジェルの写真。

初夜 绳
縄を付けて、エンジェルを初夜に向
わせる。

シェーバー 省
省エネは、エンジェルがシェイバー
をやめる事から始まる。

シューマ
イ 盛胜剩圣 盛大に勝ったあまりを、聖なるエンジェルは、シューマイにする。 sheng

314 17 13 shi 一 写真 施失师湿
施しで失敗した師は、湿った一枚
の写真になっている。

初夜
实食时识石
拾

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。

シェーバー 史驶使始
史和が、運転で使い始めた、一つ星
シェイバー。

シューマ
イ

是世事市室士
适誓式柿饰试
视势示释

これは、世の事市の事、室では武士がサイズが丁度いい、誓い
のシューマイを一式食べている。柿を飾って試してみたら視察
団が、勢いで示した解釈は、シューマイは、一個だけ。

shi

315 17 23 shu 踊る 写真
叔殊蔬书输
梳舒

おじさんが、特殊な野菜の書物を
輸送する時、くし入れして、気持ち
良く踊っている写真を付ける。。

初夜 塾熟 塾で、熟した踊りは、初夜に行う。 シェーバー
鼠属薯数
暑

鼠属は、芋を数える暑い日に、踊り
ながらシェイバーで毛を剃ってしま
う。

シューマ
イ 树数束述术 樹木の数を束ねて述べる術で、踊り人はシューマイをもらう。 shu

316 17 24 shua 蛙 写真 刷 ブラシで蛙の写真を磨く。 初夜 無し シェーバー #N/A
シューマ
イ

#N/A shua

317 17 25 shuo 我 写真 说 言うぞ、私は、写真に写りたい。 初夜 無し シェーバー 無し シューマ
イ 硕 大きくなるため、私はシューマイを食べる。 shuo

318 17 26 shuai 外 写真 衰摔
衰えて倒れるところを外から写真
に撮られた。

初夜 無し シェーバー 甩
投げ売りだー、外に向ってシェイ
バーを。

シューマ
イ 帅率 カッコよく率いて、外のシューマイを食べに行く。 shuai

319 17 27 shuan 湾 写真 栓拴
栓がつながって縛られている湾の
写真。

初夜 無し シェーバー 無し シューマ
イ 涮 しゃぶしゃぶとシューマイは、東京湾の名物だ。 shuan

320 17 28 shui 味 写真 無し 初夜 谁 誰が味を見るかは、初夜の楽しみ。 シェーバー 水
水の味は、シェイバーでは、判らな
い。

シューマ
イ 睡税 眠っている税金は、シューマイの味探しに使おう。 shui

321 17 29 shun 文章 写真 無し 初夜 無し シェーバー #N/A
シューマ
イ 瞬顺 瞬時ではなく順順に文章はシューマイの話になる。 shun

322 17 30 shuang 王 写真 双霜
双方で霜降り王様の写真を、撮り
あう。

初夜 無し シェーバー 爽
性格が、はきはきしている王様は、
シェイバーを使う。

シューマ
イ 無し shuang
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