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沙发 sha1 fa1 ソファー fa发1 発する
発するおばさんファスナーはずして飛び
回る。キーワードは [ファスナー,おばさ
ん] 漢字は 「发」

沙拉 sha1 la1 サラダ la拉1 引っ張る
引っ張るおばさんランプで黒こげ。キー
ワードは [ランプ,おばさん] 漢字は
「拉」

沙滩 sha1 tan1 砂浜 tan滩1 砂浜
賄賂が必要な砂浜の按摩は、狸が
やっている。キーワードは [狸,按摩]
漢字は 「贪滩」の2番目

沙雕 sha1 diao1 砂の彫刻 diao雕1
彫りつける、彫刻
品、

沙漠 sha1 mo4 砂漠 mo漠4 砂漠

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4番目

沙滩排球 sha1 tan1 pai2
qiu2

ビーチバレー tan滩1 砂浜
賄賂が必要な砂浜の按摩は、狸が
やっている。キーワードは [狸,按摩]
漢字は 「贪滩」の2番目

pai排2 並べる

ぶらぶら歩いて、牌を並べるのは、
愛のこもった、ポッキーを、食べなが
ら。キーワードは [ポッキー,愛] 漢
字は 「徘牌排」の3番目

qiu球2 球、ボール

囚人が、求める球は、油のすべり
で見積もってみる。キーワードは
[quote,油] 漢字は 「囚求球」の3
番目

豆沙 dou4 sha1 あずきあん dou豆4 豆

人を引きつける豆は、闘争して欧米の
ディオールブランドを手に入れた。キー
ワードは [ディオール,欧米] 漢字は 「逗
豆斗」の2番目

泥沙 ni2 sha1 土砂 ni泥2 泥
泥一塊をのりで固める。キーワードは [の
り,一] 漢字は 「泥」

杀虫药 sha1 chong2 yao4 殺虫剤 sha杀1 殺す
ソファーで殺されたおばさんは写真写りが
良い。キーワードは [写真,おばさん] 漢
字は 「沙杀」の2番目

chong虫2 虫

虫が重なって、ジュディーオングは、腸
ねん転。キーワードは [腸ねん転,ジュ
ディーオング] 漢字は 「虫重」の1番
目

yao药4 薬
光り輝く薬の鍵が欲しいと、生き埋
めにされる。キーワードは [生埋め,
薬] 漢字は 「耀药钥要」の2番目

暗杀 an4 sha1 暗殺する an暗4 暗い
案内された、暗い岸辺の按摩屋で生き
埋めにされる。キーワードは [生埋め,按
摩] 漢字は 「案暗岸按」の2番目

抹杀 mo3 sha1 抹殺する mo抹3
塗る、ぬぐう、拭く、
消す、抹殺する

塗ったり拭いたり消したりできるメガネ猿
の尾。キーワードは [メガネ,尾] 漢字は
「抹」

啥 sha2 你干啥呢? ni3 gan4 sha2 ne0 何してるの？ ni你3 あなた
あなた一人が、猫嫌い。キーワードは
[猫,一] 漢字は 「你」

gan干4 する
するのは、按摩屋でギターを弾くこと。
キーワードは [ギター,按摩] 漢字は
「干」

sha啥2 何？
何？おばさんも初夜を迎えた
の？。キーワードは [初夜,おばさ
ん] 漢字は 「啥」

ne呢0 助詞
疑問文の文末に用い、答えを催
促する気分を表す。

傻 sha3 傻瓜 sha3 gua1 ばか、阿呆、間抜け sha傻3 アホ
アホなおばさんは、シェイバーの使い方を
知らない。キーワードは [シェーバー,おば
さん] 漢字は 「傻」

gua瓜1 うり
瓜を剃るのは、蛙のガードマン。キー
ワードは [ガードマン,蛙] 漢字は 「瓜
刮」の1番目

大厦 da4 sha4 ビルディング da大4 大きい
大きなおばさんディオールぷんぷん。キー
ワードは [ディオール,おばさん] 漢字は
「大」

sha厦4 ビルディング
ビルディングからおばさんは、シューマイ
を落とした。キーワードは [シューマイ,
おばさん] 漢字は 「厦」

高楼大厦 gao1 lou2 da4
sha4

ビルディング gao高1 高い

高いねばねばした小麦粉食品は、ｵﾘﾝ
ﾋﾟｯｸのｶﾞｰﾄﾞﾏﾝに取られた。キーワードは
[ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ,ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ] 漢字は 「高膏糕」
の1番目

lou楼2 フロア、階
フロアで欧米人は、ロックコンサートを
する。キーワードは [ロック,欧米] 漢字
は 「楼」

da大4 大きい
大きなおばさんディオールぷんぷ
ん。キーワードは [ディオール,おばさ
ん] 漢字は 「大」

sha厦4 ビルディング

ビルディングからおばさんは、シュー
マイを落とした。キーワードは
[シューマイ,おばさん] 漢字は
「厦」

sha沙1 砂、砂状のもの
ソファーで殺されたおばさんは写真写りが
良い。キーワードは [写真,おばさん] 漢
字は 「沙杀」の1番目

sha沙1 砂、砂状のもの
ソファーで殺されたおばさんは写真写
りが良い。キーワードは [写真,おばさ
ん] 漢字は 「沙杀」の1番目

ソファーで殺されたおばさんは写真写
りが良い。キーワードは [写真,おばさ
ん] 漢字は 「沙杀」の2番目

殺すsha杀1

厦 sha4

沙 sha1

杀 sha1
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