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Title 中 子音 母音 ﾋﾟﾝｲﾝ 日本語の意味 重
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母音 子音 声調と漢字の意味 用例

da瘩0 瘩 5 1 da 疙瘩という語に用いる 1 瘩 0 軽声 疙瘩 ge1 da0 <皮膚のできもの、腫れ物>

da搭1 搭 5 1 da
乗り物に乗る、上にかける、
くっつく

1 搭 1 1 乗り物に搭乗するとき、おばさんはダッチワイフを持ち込む。

搭伙 da1 huo3  <仲間入りする、仲間になる>/搭配da1 pei4  <組み合わせる、抱き合わせる>/搭飞机da1
fei1 ji1 <飛行機に乗る>/搭桥牵线da1 qiao2 qian1 xian4  <仲介する、仲を取り持つ>/搭在绳子上da1
zai4 sheng2 zi0 shang4  <ロープに掛ける>/白搭bai2 da1 <無駄である、なんにもならない>/牵线搭桥qian1
xian4 da1 qiao2  <仲介する、仲を取り持つ>

da答1 答 5 1 da 答 da2と意味は同じ 2 答 1 答应 da1 ying0 <答える、返事する、承知する このdaは特別 >

da答2 答 5 1 da 答える 2 答 1 2 答案 da2 an4 <答案>/答复da2 fu4 <回答（する）、返答（する）>/解答jie3 da2 <回答、答え>

da达2 达 5 1 da 達する 1 达 2 2
表达 biao3 da2 <考えたり感じたことを表現する、伝える>/发达fa1 da2 <発達する>/到达时间dao4 da2
shi2 jian1 <到着時刻>

da打3 打 5 1 da 打つ 1 打 3 デブ 打つ、打つ、打つのは、おばさんのデブ。

打扮 da3 ban4 <装う、着飾る。>/打算da3 suan4 <～するつもり>/打包da3 bao1 <テイクアウト>/打的da3
di1 <タクシーを拾う、タクシーに乗る>/打工da3 gong1 <アルバイトする>/打针da3 zhen1 <注射（する）>/打
折da3 zhe2 <割引する>/打表da3 biao3 <タクシーの料金メーター>/打赌da3 du3 <賭けをする>/打搅da3
jiao3 <邪魔をする>/打伞da3 san3 <傘を差す>/打扫da3 sao3 <掃除する>/打印da3 yin4 <プリントアウト>/
打哈欠da3 ha1 qian4 <あくびをする>/打招呼da3 zhao1 hu0 <言葉や動作で挨拶する。>/打八折da3 ba1
zhe2 <八掛け>/打呵欠da3 he1 qian4 <あくびをする>/打瞌睡da3 ke1 shui4 <居眠りをする、うとうとする>/
打折扣da3 zhe2 kou4 <割引する>/打盹儿da3 dun3 er0 <居眠りをする、うとうとする>/打发时间da3 fa1
shi2 jian1 <時間をつぶす>/打扰一下da3 rao3 yi2 xia4 <おじゃまします>/打扰你了da3 rao3 ni3 le0 <お
じゃましました>/打扫卫生da3 sao3 wei4 sheng1  <掃除する>/打猎为生da3 lie4 wei2 sheng1  <狩りをして
生活する>/挨打ai2 da3 <殴られる>/净打呵欠jing4 da3 he1 qian4  <欠伸ばっかりしている>

da大4 大 5 1 da 大きい 2 大 4 ディオール 大きなおばさんディオールぷんぷん。

大爷 da4 ye0 <父の一番上の兄>/大意da4 yi4 <不注意である、うかつである>/大姑da4 gu1 <父の姉妹の
一番上のおば>/大厅da4 ting1 <ロビー、広間>/大约da4 yue1 <およそ>/大牢da4 lao2 <牢獄>/大名da4
ming2 <ご高名>/大年da4 nian2 <旧正月>/大堂da4 tang2 <ホール、ロビー>/大姨da4 yi2 <母の姉妹の一
番上　おば>/大姐da4 jie3 <一番上の姉>/大便da4 bian4 <大便>/大概da4 gai4 <だいたい>/大舅da4 jiu4
<母の一番上のおじ>/大略da4 lve4  <ざっと、おおざっぱに、あらまし>/大厦da4 sha4 <ビルディング>/大蒜da4
suan4 <にんにく>/大意da4 yi4  <あらすじ、あらまし>/大街da4 jie1 <大通り、繁華街>/大脑da4 nao3 <大
脳>/大地da4 di4 <大地>/大拇指da4 mu3 zhi3 <親指>/大姑子da4 gu1 zi0 <夫の姉>/大多数da4 duo1
shu4 <ほとんどの,大多数>/大型的da4 xing2 de0 <大型の>/大头鱼da4 tou2 yu2 <鯛>/大城市da4
cheng2 shi4 <大都市>/大闸蟹da4 zha2 xie4 <上海蟹>/大伯子da4 bai3 zi0 <夫の兄>/大伙儿da4 huo3
er0 <全員で、皆さん＝大家伙儿>/大鲍翅da4 bao4 chi4 <ふかひれ>/大众化da4 zhong4 hua4 <大衆化し
ている、人気の有る>/大不了的da4 bu0 liao3 de0  <大したことではない>/大跌眼镜da4 die1 yan3 jing4  <
予想外である、びっくりさせる>/大吃一惊da4 chi1 yi4 jing1 <びっくり仰天する>/大街小巷里到处都有da4
jie1 xiao3 xiang4 li0 dao4 chu4 dou1 you3  <町中いたるところで>/大减价da4 jian3 jia4 <大バーゲン>/大
笑说话da4 xiao4 shuo1 hua4 <大声で笑いながら>/大众品牌da4 zhong4 pin3 pai2 <フォルクスワーゲンブラ
ンド>/伟大wei3 da4 <偉大である>/巨大ju4 da4 <巨大である>/重大zhong4 da4 <重大である>/盛大
sheng4 da4 <盛大である>/二大爷er4 da4 ye2 <父の二番目の兄>/皆大欢喜jie1 da4 huan1 xi3  <皆が
満足して喜ぶこと>/请大家让让路qing3 da4 jia1 rang4 rang4 lu4 <皆さんちょっと道を開けて下さい>/最大
zui4 da4 <一番大きい>/鹅毛大雪e2 mao2 da4 xue3 <ぼたん雪>/玉皇大帝yu4 huang2 da4 di4 <道教の
最高神＝大帝>/高楼大厦gao1 lou2 da4 sha4 <ビルディング>/出境大厅chu1 jing4 da4 ting1  <出発ロ
ビー>/粗心大意cu1 xin1 da4 yi4 <不注意で>/清蒸大闸蟹qing1 zheng1 da4 zha2 xie4 <上海蟹の蒸し物
>/吓我一大跳xia4 wo3 yi2 da4 tiao4 <びっくりする>

おばさん

ダッチワイフ

ドーナッツ 答えに達すれば、おばさんからドーナッツがもらえる。


