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呆着 dai1 zhe0 じっとしている dai呆1

ぽかんとする、頭
が鈍い、何もしな
いでじっとしてい
る

ぽかんとして、何もしないでじっ
としているダッチワイフに、愛は
感じない。キーワードは [ダッチワ
イフ,愛] 漢字は 「呆待」の1番目

zhe着0 助詞
動作の結果・状態の持続を表
す。

发呆 fa1 dai1
ぼんやりする、ぽか
んとする

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」

dai呆1

ぽかんとする、
頭が鈍い、何も
しないでじっと
している

ぽかんとして、何もしないで
じっとしているダッチワイフ
に、愛は感じない。キーワード
は [ダッチワイフ,愛] 漢字は
「呆待」の1番目

待 dai1 待着 dai1 zhe0 じっとしている dai待1
何もしないでじっ
としている

ぽかんとして、何もしないでじっ
としているダッチワイフに、愛は
感じない。キーワードは [ダッチワ
イフ,愛] 漢字は 「呆待」の2番目

zhe着0 助詞
動作の結果・状態の持続を表
す。

贷款 dai4 kuan3
金を貸し付ける、
ローン

dai贷4 貸付金、貸し出す

かりた袋をかぶって代わりの帯を
待っているうちに愛のディオール
が到着する。キーワードは [ディ
オール,愛] 漢字は 「贷袋戴代带
待」の1番目

kuan款3
お金、洋服のデ
ザイン

洋服のデザインは、湾の警察の
服。キーワードは [警察,湾] 漢字
は 「款」

信贷 xin4 dai4 金融、貸付 xin信4 信じるの、信
争っても信じれば音がへそしたに
入る。キーワードは [ヘソ下,音] 漢
字は 「衅信」の2番目

靠贷款买房 kao4 dai4 kuan3
mai3 fang2

ローンで部屋を買う kao靠4
接近する,寄りか
かる depend on

接近戦は、オリンピックでキリン
が強い。キーワードは [キリン,オ
リンピック] 漢字は 「靠」

kuan款3
お金、洋服のデ
ザイン

洋服のデザインは、湾の警察
の服。キーワードは [警察,湾]
漢字は 「款」

mai买3 買う
買いたいね、愛の見えるメガ
ネ。キーワードは [メガネ,愛]
漢字は 「买」

向银行贷款
xiang4 yin2
hang2 dai4
kuan3

銀行のローンによっ
て

xiang向4 向かう

象の形のうなじに向かって羊のへ
そしたを投げた。キーワードは [ヘ
ソ下,羊] 漢字は 「象像相项向」の5
番目

yin银2 銀
みだらな銀行は音を斧で出す。
キーワードは [斧,音] 漢字は
「淫银」の2番目

hang行2
銀行、商店、商
社

杭州の航行は、銀行のスバル
で蛍狩りに行く。キーワード
は [蛍,スバル] 漢字は 「杭航
行」の3番目

dai贷4
貸付金、貸し出
す

かりた袋をかぶって代わりの
帯を待っているうちに愛の
ディオールが到着する。キー
ワードは [ディオール,愛] 漢
字は 「贷袋戴代带待」の1番
目

袋子 dai4 zi0 袋 dai袋4 袋

かりた袋をかぶって代わりの帯を
待っているうちに愛のディオール
が到着する。キーワードは [ディ
オール,愛] 漢字は 「贷袋戴代带
待」の2番目

zi子0 接尾語
名詞・動詞・形容詞的要素の後
に付けて名詞を作る。

衣袋 yi1 dai4 ポケット yi衣1 衣服
頼りになる、医者の衣服に一匹の
赤とんぼ。キーワードは [赤とん
ぼ,一] 漢字は 「依医衣一」の3番目

脑袋 nao3 dai4 頭 nao脑3 脳
悩める脳みそは、オリンピックの
猫程度。キーワードは [猫,オリン
ピック] 漢字は 「恼脑」の2番目

口袋 kou3 dai4 ポケット kou口3 口
口べたで、欧米の警察になめられ
た。キーワードは [警察,欧米] 漢字
は 「口」

塑料袋 su4 liao4 dai4 ビニール袋 su塑4
土や木で作った
像、プラスチック

宿のビニールの素を、高速で訴え
る踊り上手な詩人。キーワードは
[詩人,踊り] 漢字は 「宿塑素速诉」
の2番目

liao料4 材料、原料
料理の薬は、Lilyが持っている。
キーワードは [Lily,薬] 漢字は
「料」

dai袋4 袋

かりた袋をかぶって代わりの
帯を待っているうちに愛の
ディオールが到着する。キー
ワードは [ディオール,愛] 漢
字は 「贷袋戴代带待」の2番
目

呆 dai1

贷 dai4
dai贷4

貸付金、貸し出
す

かりた袋をかぶって代わりの帯
を待っているうちに愛のディ
オールが到着する。キーワード
は [ディオール,愛] 漢字は 「贷
袋戴代带待」の1番目

袋 dai4
dai袋4 袋

かりた袋をかぶって代わりの帯
を待っているうちに愛のディ
オールが到着する。キーワード
は [ディオール,愛] 漢字は 「贷
袋戴代带待」の2番目
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戴起眼镜 dai4 qi3 yan3
jing4

眼鏡をかける qi起3 起きる

乞食が企てた、起きたらバツ一
のＱｕｅｅｎと一緒の事件。
キーワードは [queen,一] 漢字は
「乞企起启」の3番目

yan眼3 眼

眼は演技のエメラルドグリー
ン。キーワードは [エメラル
ド,眼] 漢字は 「眼演」の1番
目

jing镜4 鏡

静かで、きれいな境の争い
は、なんと事も有ろうに、鏡
を敬う英国のJimで行う。
キーワードは [Jim,英国] 漢字
は 「静净境竞竟镜敬」の6番
目

戴绿帽子 dai4 lv4 mao4
zi0

妻が浮気しているの
に気づかない夫

lv绿4 緑
緑の率律を考慮して、魚がLilyに
相談に来た。キーワードは [Lily,
魚] 漢字は 「绿率律虑」の1番目

mao帽4 帽子

風邪を引いたら帽子が茂った
姿でオリンピックでミサイル
を貿易する。キーワードは
[ミサイル,オリンピック] 漢字
は 「冒帽茂貌贸」の2番目

zi子0 接尾語
名詞・動詞・形容詞的要素の
後に付けて名詞を作る。

代沟 dai4 gou1 世代間のギャップ gou沟1 溝、堀、下水道

誘い出された溝は、欧米のガー
ドマンが埋めてくれる。キー
ワードは [ガードマン,欧米] 漢字
は 「勾沟」の2番目

代偿 dai4 chang2 代償 chang偿2 つぐなう

常に長い腸を味わえる代償は、
スバルに乗ったら腸ねん転に
なった。キーワードは [腸ねん
転,スバル] 漢字は 「常长肠尝
偿」の5番目

代数 dai4 shu4 代数 shu数4 数（名詞）

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。
キーワードは [シューマイ,踊り]
漢字は 「树数束述术」の2番目

代替 dai4 ti4
代替、替える、代わ
りに

ti替4
なになにに替わ
る

引き出しの鼻水に替えて一杯
ティーを入れてしまえ。キー
ワードは [ティー,一] 漢字は
「屉涕替」の3番目

近代 jin4 dai4 近代 jin近4 近い

力強く近くに進むことを全て禁ず
るため、音がＪｉｍ内に鳴り渡
る。キーワードは [Jim,音] 漢字は
「劲近进尽禁」の2番目

交代 jiao1 dai4

①仕事などを引き継
ぐ②言い聞かせる③
事情を説明する④釈
明する⑤白状する

jiao交1 交わる

教えてあげよう、焦ってピーマン
に注いだのりは、なまめかしく傲
慢に交わる薬だ、Jazzを聴いて、
さらに交わる。キーワードは
[Jazz,薬] 漢字は 「教焦椒浇胶娇骄
交」の8番目

取代 qu3 dai4 取って代わる qu取3 取る、受け取る
曲を取り上げたQueenは、魚に歌
わせる。キーワードは [queen,魚]
漢字は 「曲取」の2番目

现代 xian4 dai4 現代 xian现4 現在の現

羨ましい限りだ、現在献上した中
身の具を、落とし穴から内線で見
たらへそ下に効くものだった。
キーワードは [ヘソ下,眼] 漢字は
「羡限现献馅陷线」の3番目

dai代4 代わり、代理

かりた袋をかぶって代わりの帯
を待っているうちに愛のディ
オールが到着する。キーワード
は [ディオール,愛] 漢字は 「贷
袋戴代带待」の4番目

戴 dai4 dai戴4 かぶる、かける

かりた袋をかぶって代わりの帯を
待っているうちに愛のディオール
が到着する。キーワードは [ディ
オール,愛] 漢字は 「贷袋戴代带
待」の3番目

代 dai4

dai代4 代わり、代理

かりた袋をかぶって代わりの帯を
待っているうちに愛のディオール
が到着する。キーワードは [ディ
オール,愛] 漢字は 「贷袋戴代带
待」の4番目
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腰带 yao1 dai4 帯、ベルト yao腰1 腰

一番の妖怪が、腰で招いて要求す
る薬は、赤とんぼが持ってくる。
キーワードは [赤とんぼ,薬] 漢字は
「幺妖腰邀要」の3番目

皮带 pi2 dai4 ベルト pi皮2 皮

ビールは疲れた脾臓の皮を、ポッ
キーで一枚削って飲む。キーワー
ドは [ポッキー,一] 漢字は 「啤疲脾
皮」の4番目

领带 ling3 dai4 ネクタイ ling领3
うなじ、首、領有
する

首の宝石は、レモンの匂いがす
る。キーワードは [レモン,宝石] 漢
字は 「领」

宽带 kuan1 dai4 ブロードバンド kuan宽1 広い
広い湾には、河童が出る。キー
ワードは [河童,湾] 漢字は 「宽」

海带 hai3 dai4 昆布 hai海3 海
海からの愛で、屁が、出っ放し。
キーワードは [屁,愛] 漢字は 「海」

携带 xie2 dai4 携帯する、持ち歩く xie携2
持つ、携える、携
帯する

靴型携帯電話で調和を取って協力
し、夜、Ｘ線で、邪悪に脅迫す
る。キーワードは [X'lay,夜] 漢字は
「鞋携谐协邪挟」の2番目

挟带 xie2 dai4 隠し持つ xie挟2
弱みに付け込み、
脅迫する、小脇に
挟む

靴型携帯電話で調和を取って協力
し、夜、Ｘ線で、邪悪に脅迫す
る。キーワードは [X'lay,夜] 漢字は
「鞋携谐协邪挟」の6番目

系领带 ji4 ling3 dai4 ネクタイを締める ji系4 結ぶ、締める

薬剤で締め上げた功績は、一階の
Jim跡に立てる。キーワードは
[Jim,一] 漢字は 「既际技计记寂季
济继纪寄剂系绩迹」の13番目

ling领3
うなじ、首、領
有する

首の宝石は、レモンの匂いがす
る。キーワードは [レモン,宝石]
漢字は 「领」

dai带4 帯、付帯する

かりた袋をかぶって代わりの
帯を待っているうちに愛の
ディオールが到着する。キー
ワードは [ディオール,愛] 漢
字は 「贷袋戴代带待」の5番
目

带 dai4

dai带4 帯、付帯する

かりた袋をかぶって代わりの帯
を待っているうちに愛のディ
オールが到着する。キーワード
は [ディオール,愛] 漢字は 「贷
袋戴代带待」の5番目
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待遇 dai4 yu4 待遇 dai待4
待つ、扱う、接待
する、

かりた袋をかぶって代わりの帯を
待っているうちに愛のディオール
が到着する。キーワードは [ディ
オール,愛] 漢字は 「贷袋戴代带
待」の6番目

yu遇4
会う、もてな
す、機会

予め玉の欲望を育てるとマン
ション地域の浴室で偶然逢った
名誉有る魚を生き埋めにする。
キーワードは [生埋め,魚] 漢字は
「预玉欲育寓域浴遇誉」の8番
目

等待 deng3 dai4
待つ（待　に待つの
意味は無い）

deng等3 待つ
待っているうちにエンジェルはデ
ブになる。キーワードは [デブ,エ
ンジェル] 漢字は 「等」

款待 kuan3 dai4 ねんごろにもてなす kuan款3
お金、洋服のデザ
イン

洋服のデザインは、湾の警察の
服。キーワードは [警察,湾] 漢字は
「款」

接待 jie1 dai4 接待する 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

交待 jiao1 dai4

交代の③④⑤と同
じ。　③事情を説明
する④釈明する⑤白
状する

jiao交1 交わる

教えてあげよう、焦ってピーマン
に注いだのりは、なまめかしく傲
慢に交わる薬だ、Jazzを聴いて、
さらに交わる。キーワードは
[Jazz,薬] 漢字は 「教焦椒浇胶娇骄
交」の8番目

期待 qi1 dai4 期待する qi期1 期間

七日の期間、熱湯をかけ、いじめ
た親戚の妻に一つクオーツ時計を
買ってやる。キーワードは [Ｑ
uarts,一] 漢字は 「七期沏欺戚妻」
の2番目

招待 zhao1 dai4
宴席をもって招待、
接待する

zhao招1 手招きする
手招きしているオリンピックの
じゃが芋畑。キーワードは [じゃが
芋,オリンピック] 漢字は 「招」

守株待兔 shou3 zhu1 dai4
tu4

切り株の番をして兔
を待つ。棚からぼた
餅

shou守3 守る
手首を守れるのは、欧米のシェイ
バー。キーワードは [シェイバー,
欧米] 漢字は 「手首守」の3番目

zhu株1 木の株。 dai待4
待つ、扱う、接
待する、

かりた袋をかぶって代わりの
帯を待っているうちに愛の
ディオールが到着する。キー
ワードは [ディオール,愛] 漢
字は 「贷袋戴代带待」の6番
目

tu兔4 ウサギ

ウサギが吐くものは、踊りの
途中でティー。キーワードは
[ティー,踊り] 漢字は 「兔
吐」の1番目

待 dai4 dai待4
待つ、扱う、接
待する、

かりた袋をかぶって代わりの帯
を待っているうちに愛のディ
オールが到着する。キーワード
は [ディオール,愛] 漢字は 「贷
袋戴代带待」の6番目
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