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白搭 bai2 da1
無駄である、なんに
もならない

da搭1
乗り物に乗る、
上にかける、
くっつく

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キー
ワードは [ダッチワイフ,おばさ
ん] 漢字は 「搭」

白糖 bai2 tang2 白糖 tang糖2 砂糖

お堂の砂糖の池には、胸までつ
かるスバルのトマトが浮いてい
る。キーワードは [トマト,ｽﾊﾞﾙ]
漢字は 「堂塘糖膛」の3番目

白骨精 bai2 gu3 jing1 エリート gu骨3 骨

古株を、骨でたたいて踊るゲゲ
ゲのキタロウ。キーワードは
[ｹﾞｹﾞｹﾞ鬼,踊り] 漢字は 「古股骨
鼓」の3番目

jing精1
精力、精液、精
製

京都の経済で驚いたのは、精
巧な水晶の瞳でJazzを奏でる
英国人。キーワードは [Jazz,
英国] 漢字は 「京经惊精晶
睛」の4番目

坦白 tan3 bai2
率直である、正直で
ある、白状する、告
白する

tan坦3 地面が平らである
毛布を平坦に敷けば按摩屋のテー
ブルを盗める。キーワードは [テー
ブル,按摩] 漢字は 「毯坦」の2番目

辣白菜 la4 bai2 cai4 白菜の唐辛子漬け la辣4 辛い

12月にろうそくたらすからいおば
さんは、Lily。キーワードは [Lily,
おばさん] 漢字は 「腊蜡辣」の3番
目

小白菜 xiao3 bai2 cai4 葉物系の中国野菜 xiao小3 小さい
暁なら、小さな薬でもトリプルxは
可能。キーワードは [トリプルx,薬]
漢字は 「晓小」の2番目

举白旗 ju3 bai2 qi2
白旗を揚げる、降参
する

ju举3
起こす、持ち上げ
る

マナーが良いと持ち上げると、魚
もジェット機に乗る。キーワード
は [ジェット機,魚] 漢字は 「矩举」
の2番目

qi旗2 旗

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3番
目

一白遮百丑 yi4 bai2 zhe1
bai3 chou3

色の白さは百難隠す yi一4

一  特に一を強調す
る必要が無い場合声
調は４声になる。但
し次が４声の場合は
２声になる。

zhe遮1 遮る

遮られたら刺してやれ、腹ペ
コの時じゃが芋を。キーワー
ドは [じゃが芋,腹ペコ] 漢字
は 「遮蜇」の1番目

bai百3 百

百回も揺らしたベッドで、愛
を並べる。キーワードは
[ベッド,愛] 漢字は 「百摆」
の1番目

蒜泥白肉 suan4 ni2 bai2
rou4

湯で豚のニンニク
ソース

suan蒜4 にんにく
算数とニンニクは、湾に居る詩人
では、とても無理。キーワードは
[詩人,湾] 漢字は 「算蒜」の2番目

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」

bai白2 白
白は、愛する人の、帽子の
色。キーワードは [帽子,愛]
漢字は 「白」

rou肉4 肉
肉は、欧米からリボンで結ん
で輸入する。キーワードは
[リボン,欧米] 漢字は 「肉」

百合 bai3 he2 ユリ bai百3 百
百回も揺らしたベッドで、愛を並
べる。キーワードは [ベッド,愛] 漢
字は 「百摆」の1番目

he合2 合わせる

はすの河で和やかに合ってる箱
を付き合わせると腹ペコ蛍が
入っている。キーワードは [蛍,
腹ペコ] 漢字は 「荷河和合盒
核」の4番目

老百姓 lao3 bai3 xiang4 庶民、一般大衆 lao老3 老いる
老いて、オリンピックでレモンを
かじる。キーワードは [レモン,オ
リンピック] 漢字は 「老」

bai百3 百
百回も揺らしたベッドで、愛を
並べる。キーワードは [ベッド,
愛] 漢字は 「百摆」の1番目

xiang姓4
姓は・・・であ
る

老百姓lao3 bai3 xiang4 庶
民、一般大衆 漢字は 「象像
相项向」

野菜、おかず

おかずは、愛有るサイボーグ
が、作ってくれる。キーワー
ドは [サイボーグ,愛] 漢字は
「菜」

百 bai3

白 bai2

bai白2 白
白は、愛する人の、帽子の色。
キーワードは [帽子,愛] 漢字は
「白」

bai白2 白
白は、愛する人の、帽子の色。
キーワードは [帽子,愛] 漢字は
「白」

cai菜4
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四百米接力赛跑
si4 bai3 mi3 jie1
li4 sai4 pao3

400mリレー si四4 四
寺では似ている四人の一人は詩人
になる。キーワードは [詩人,一] 漢
字は 「寺似四」の3番目

bai百3 百
百回も揺らしたベッドで、愛を
並べる。キーワードは [ベッド,
愛] 漢字は 「百摆」の1番目

mi米3 コメ、メートル
米一粒は、メガネが必要。
キーワードは [メガネ,一] 漢
字は 「米」

jie接1 接する

街の掲示板に接するには、階
段で、夜、Ｊａｚｚを聞きな
がらが良い。キーワードは
[Jazz,夜] 漢字は 「街揭接
阶」の3番目

高级百货店 gao1 ji2 bai3
huo4 dian4

高級デパート 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

ji级2 等級

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4番
目

bai百3 百

百回も揺らしたベッドで、愛
を並べる。キーワードは
[ベッド,愛] 漢字は 「百摆」
の1番目

huo货4 貨物の貨

獲得した貨物或いは禍の惑い
が、私を火あぶりにする。
キーワードは [火,我] 漢字は
「获货或祸惑」の2番目

一白遮百丑 yi4 bai2 zhe1
bai3 chou3

色の白さは百難隠す yi一4

一  特に一を強調す
る必要が無い場合声
調は４声になる。但
し次が４声の場合は
２声になる。

bai白2 白
白は、愛する人の、帽子の色。
キーワードは [帽子,愛] 漢字は
「白」

zhe遮1 遮る

遮られたら刺してやれ、腹ペ
コの時じゃが芋を。キーワー
ドは [じゃが芋,腹ペコ] 漢字
は 「遮蜇」の1番目

bai百3 百

百回も揺らしたベッドで、愛
を並べる。キーワードは
[ベッド,愛] 漢字は 「百摆」
の1番目

摆钟 bai3 zhong1 振り子時計 zhong钟1 時間

中国時間の終りは、ジュディー
オングが、じゃが芋を食べ終わ
るとき。キーワードは [じゃが
芋,ジュディーオング] 漢字は
「中钟终」の2番目

摆放 bai3 fang4 据える、安置する fang放4
放る、爆竹を鳴
らす

放る、相手は、スバル星のフィ
アンセ。キーワードは [フィア
ンセ,スバル] 漢字は 「放」

摆设 bai3 she4 室内を飾り付ける she设4 設ける

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。キーワードは [シューマイ,
腹ペコ] 漢字は 「社射舍设摄」
の4番目

摆弄 bai3 nong4 いじる、もてあそぶ nong弄4 いじる

いじってジュディーオングは、
にきび面。キーワードは [にき
び,ジュディーオング] 漢字は
「弄」

下摆 xia4 bai3 衣服のすそ xia下4 下
夏にびっくり、下の歯は、へそ下
から生えてくる。キーワードは [ヘ
ソ下,牙] 漢字は 「夏吓下」の3番目

摇摆 yao2 bai3 往復運動で揺れ動く

摇摆乐 yao2 bai3 yue4 rock and roll yue乐4 音楽

月を飛び越えての、楽器閲覧
は生き埋めにされる。キー
ワードは [生埋め,月] 漢字は
「月跃越乐阅」の4番目

bai摆3
並べる、陳列す
る、振れる、衣服
のすそ

百回も揺らしたベッドで、愛を並
べる。キーワードは [ベッド,愛] 漢
字は 「百摆」の2番目

yao摇2
上下左右前後に揺
れ動く

酒のさかなを、揺り動かす薬を、
斧で切り分ける。キーワードは
[斧,薬] 漢字は 「肴摇」の2番目

bai摆3
並べる、陳列す
る、振れる、衣
服のすそ

百回も揺らしたベッドで、愛を
並べる。キーワードは [ベッド,
愛] 漢字は 「百摆」の2番目

百 bai3

摆 bai3
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失败 shi1 bai4 失敗する shi失1 失う

施しで失敗した師は、湿った一枚
の写真になっている。キーワード
は [写真,一] 漢字は 「施失师湿」の
2番目

惨败 can3 bai4 惨敗する can惨3 悲惨である
惨敗すると按摩屋でセメント漬け
にされる。キーワードは [セメン
ト,按摩] 漢字は 「惨」

拜托 bai4 tuo1 お願いする tuo托1
依託する、手の
ひらに載せる

モップかけを依託され、脱いだ
私は、狸に化ける。キーワード
は [狸,我] 漢字は 「拖托脱」の2
番目

拜年 bai4 nian2 年始回りをする nian年2 年数
年とれば眼からのりが出る。
キーワードは [のり,眼] 漢字は
「年」

拜访 bai4 fang3
（敬）お訪ねする、
訪問する

fang访3 訪れる、訪ねる

訪問する紡績工場には、スバル
に似ているフェリーで行く。
キーワードは [フェリー,スバル]
漢字は 「访纺仿」の1番目

礼拜 li3 bai4 週、曜日 li礼3 お礼

すももと、鯉のお礼の理由の中身
は、一個のレモン。キーワードは
[レモン,一] 漢字は 「李鲤礼理里」
の3番目

bai拜4 拝む

敗れても、拝み倒してビールを
愛ちゃんからもらった。キー
ワードは [ビール,愛] 漢字は
「败拜」の2番目

拜 bai4

bai拜4 拝む

敗れても、拝み倒してビールを愛
ちゃんからもらった。キーワード
は [ビール,愛] 漢字は 「败拜」の2
番目

bai败4 敗北する

敗れても、拝み倒してビールを
愛ちゃんからもらった。キー
ワードは [ビール,愛] 漢字は
「败拜」の1番目

败 bai4
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