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台阶 tai2 jie1 玄関などのステップ tai台2 台、ステージ
台の上の愛のトマト。キーワード
は [トマト,愛] 漢字は 「台」

jie阶1 階段

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4番目

阳台 yang2 tai2 ベランダ yang阳2 太陽
羊は西洋で楊さんが太陽の下で斧
で切り殺す。キーワードは [斧,羊]
漢字は 「羊洋杨阳」の4番目

电台 dian4 tai2 ラジオ放送局 dian电4 電気の電

殿は、店の電気で眼は、ディオー
ル製の下敷きを探す。キーワード
は [ディオール,眼] 漢字は 「殿店电
垫」の3番目

前台 qian2 tai2 フロント qian前2 前
潜水し目の前の銭を見積もる。
キーワードは [quote,眼] 漢字は
「潜前钱」の2番目

烛台 zhu2 tai2 燭台、ろうそく台 zhu烛2 ろうそく
ろうそくが次第に竹に近づいて踊
出す女王蜂。キーワードは [女王
蜂,踊り] 漢字は 「烛逐竹」の1番目

茅台酒 mao2 tai2 jiu3 マオタイ酒 mao茅2
マオタイ酒のま
お、チガヤ

流行しているマオタイ酒で矛盾だ
らけの毛は、オリンピックの森か
ら吹き出てくる。キーワードは
[森,オリンピック] 漢字は 「髦茅矛
毛」の2番目

jiu酒3 酒

9年寝かしたニラざけは、久
しくジェット機の油にする。
キーワードは [ｊｅｔ機,油]
漢字は 「九韭酒久」の3番目

柜台办理 gui4 tai2 ban4 li3 カウンター gui柜4 たんす、帳場

値段が高いたんすにひざまずいて
ギターの調べを味わう。キーワー
ドは [ギター,味] 漢字は 「贵柜跪」
の2番目

ban办4 方法

花びらを半分伴うおしゃれな
方法は、ビールを、按摩屋
で、かき混ぜ、口論する。
キーワードは [ビール,按摩]
漢字は 「瓣半伴扮办拌」の5
番目

li理3 理由

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4番目

收银台 shou1 yin2 tai2 レジ 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

收款台 shou1 kuan3 tai2 レジ 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」

总服务台 zong3 fu2 wu4
tai2

フロント zong总3 総務の総
総務は、ジュディーオングの銭も
見る。キーワードは [銭,ジュ
ディーオング] 漢字は 「总」

fu服2 服

浮かれた福の神は、符号服を手
で支えて踊るフォークダンスで
すっ転ぶ。キーワードは
[フォーク,踊り] 漢字は 「浮福符
服扶」の4番目

wu务4 務め

悟くんが務めで、物を間違え
て踊っても生き埋めにしては
いけない。キーワードは [生
埋め,踊り] 漢字は 「悟务物误
勿」の2番目

tai台2 台、ステージ
台の上の愛のトマト。キー
ワードは [トマト,愛] 漢字は
「台」

台 tai2

tai台2 台、ステージ
台の上の愛のトマト。キーワー
ドは [トマト,愛] 漢字は 「台」

tai台2 台、ステージ
台の上の愛のトマト。キー
ワードは [トマト,愛] 漢字は
「台」

shou收1 収める
収めてしまおう欧米からの写真
集。キーワードは [写真,欧米] 漢字
は 「收」
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太阳 tai4 yang2 太陽 yang阳2 太陽

羊は西洋で楊さんが太陽の下で
斧で切り殺す。キーワードは
[斧,羊] 漢字は 「羊洋杨阳」の4
番目

太差 tai4 cha4 差はきわめて大きい cha差4
同じで無い、ち
がう、足りない

違っているおばさんのチークダ
ンス。キーワードは [チークダ
ンス,おばさん] 漢字は 「差」

太极拳 tai4 ji2 quan2 太極拳 ji极2 とても、実に

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1番
目

quan拳2 げんこつ

げんこつで,泉全部の権利を、
原っぱで見積もらせる。キー
ワードは [quote,原っぱ] 漢字
は 「拳泉全权」の1番目

太老实 tai4 lao3 shi2
真面目でおとなしす
ぎる

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」

shi实2
事実、実際、
実、果実

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。キーワー
ドは [初夜,一] 漢字は 「实食
时识石拾」の1番目

太烂了 tai4 lan4 le0 でたらめだ lan烂4
ボロボロ、腐っ
ている

ボロボロの按摩屋は、Lilyがやっ
ている。キーワードは [Lily,按
摩] 漢字は 「烂」

le了0 助詞
動態助詞と語気助詞の二つが
有る。

太阳眼镜 tai4 yang2 yan3
jing4

サングラス yang阳2 太陽

羊は西洋で楊さんが太陽の下で
斧で切り殺す。キーワードは
[斧,羊] 漢字は 「羊洋杨阳」の4
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

太过分了 tai4 guo4 fen4
le0

それはひどい guo过4 過ぎる
過ぎた日の、我は、ギター好
き。キーワードは [ギター,我] 漢
字は 「过」

fen分4 成分

奮い立つ、くそ、一人前の成
分の恩にフィアンセは気絶す
る。キーワードは [フィアン
セ,恩] 漢字は 「奋粪份分」の
4番目

le了0 助詞
動態助詞と語気助詞の二つが
有る。

太令人失望了 tai4 ling4 ren2
shi1 wang4 le0

がっかりした ling令4 命令
命令で別の宝石をLilyは欲しが
る。キーワードは [Lily,宝石] 漢
字は 「令另」の1番目

ren人2 ひと

愛有る人は、恩を感じるが、
ロボットは感じない。キー
ワードは [ロボット,恩] 漢字
は 「仁人」の2番目

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

不太 bu2 tai4 あまり～でない bu不2
次が４声の時は、
声調変化で２声に
なる。

tai太4
ひどく、きわめ
て

タイタイの態度で、愛した
ティーが判る。キーワードは
[ティー,愛] 漢字は 「太态」の1
番目

蒙太奇 meng2 tai4 qi2 モンタージュ meng蒙2 かぶせる

同盟軍は、レモンのモンタージュ
を持って森のエンジェルを探す。
キーワードは [森,エンジェル] 漢字
は 「盟檬蒙」の3番目

tai太4
ひどく、きわめ
て

タイタイの態度で、愛した
ティーが判る。キーワードは
[ティー,愛] 漢字は 「太态」の1
番目

qi奇2
珍しい、意外で
ある

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2番
目

晒太阳 shai4 tai4 yang2
ひなたぼっこ（をす
る）

shai晒4 日に当たる
日に当たると、愛は(ｵ）シューマ
イになる。キーワードは [シューマ
イ,愛] 漢字は 「晒」

tai太4
ひどく、きわめ
て

タイタイの態度で、愛した
ティーが判る。キーワードは
[ティー,愛] 漢字は 「太态」の1
番目

yang阳2 太陽

羊は西洋で楊さんが太陽の下
で斧で切り殺す。キーワード
は [斧,羊] 漢字は 「羊洋杨
阳」の4番目

tai太4 ひどく、きわめて
タイタイの態度で、愛したティー
が判る。キーワードは [ティー,愛]
漢字は 「太态」の1番目

太 tai4
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态度 tai4 du4 態度 tai态4 態度
タイタイの態度で、愛したティー
が判る。キーワードは [ティー,愛]
漢字は 「太态」の2番目

du度4 度

度が過ぎたおなかに嫉妬して踊
りのさなかにディオールプンプ
ン。キーワードは [ディオール,
踊り] 漢字は 「度肚妒」の1番目

神态 shen2 tai4 表情と態度、そぶり shen神2 神、精神、顔つき
何？神の恩は、初夜のときに受け
たの？。キーワードは [初夜,恩] 漢
字は 「什神」の2番目

姿态 zi1 tai4 姿、形。格好 zi姿1 姿、形
資産を姿にしたら座布団一枚だ
け。キーワードは [座布団,一] 漢字
は 「资姿」の2番目

タイタイの態度で、愛した
ティーが判る。キーワードは
[ティー,愛] 漢字は 「太态」の2
番目

态 tai4

tai态4 態度
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