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来宾 lai2 bin1 来賓、来客 bin宾1 客
浜辺にいる客のバットは音が出
る。キーワードは [バット,音] 漢
字は 「滨宾」の2番目

来缠 lai2 chan2 からんでくる chan缠2
からむ、巻きつ
ける

からまれて按摩屋で腸ねん転に
なった。キーワードは [腸ねん
転,按摩] 漢字は 「缠」

来回 lai2 hui2 来て帰る、往復 hui回2 回る、帰る
回る味には、蛍もびっくり。
キーワードは [蛍,味] 漢字は
「回」

来信 lai2 xin4 便り 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

来不及 lai2 bu0 ji2 間に合わない bu不0

１、挿入動詞、
形容詞重豊島中
間　２、挿入両
個字中間

挿入両個字中間＝碍不着、要不
然、用不了　　挿入動詞、形容
詞重豊島中間＝拿不起来、想不
起来

来得及 lai2 de0 ji2 間に合う de得0 助詞
動詞や形容詞の後に用い、結
果・程度を表す補語を導く

来不了 lai2 bu0 liao3 来られない bu不0

１、挿入動詞、
形容詞重豊島中
間　２、挿入両
個字中間

挿入両個字中間＝碍不着、要不
然、用不了　　挿入動詞、形容
詞重豊島中間＝拿不起来、想不
起来

liao了3 了解、できる
了解、レモンは、薬になる。
キーワードは [レモン,薬] 漢
字は 「了」

以来 yi3 lai2
依然として、相変わ
らず

yi以3 以前の以

以前の椅子で、すでに蟻が一個の
エメラルドを食べていた。キー
ワードは [エメラルド,一] 漢字は
「以椅已蚁」の1番目

未来 wei4 lai2 未来 wei未4 いまだに

衛生的に胃の位置は未だなぐさめ
を畏れるために味が生き埋めに
なっている。キーワードは [生埋
め,味] 漢字は 「卫胃位未慰畏为喂
谓味」の4番目

本来 ben3 lai2 もともと、本来 ben本3
元来、本を数える
量詞、冊

本当の恩は、ベッドの上で、感じ
るもの。キーワードは [ベッド,恩]
漢字は 「本」

ji及2 間にあう

嫉妬して、編集し、即間に合
わせた一番目のＪｏｋｅ。
キーワードは [joke,一] 漢字は
「极急吉级集嫉辑即及」の9
番目

lai来2 来る
来る時は、愛のロックしてきて。
キーワードは [ロック,愛] 漢字は
「来」

来 lai2

lai来2 来る
来るときは、愛のロックしてき
て。キーワードは [ロック,愛] 漢
字は 「来」
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不来 bu4 lai2
（動詞の後に付け
て）習慣、経験不足
で、出来ない

bu不4
あらず、否定の、
ブ

恐ろしい、布部を歩むな、ビール
を飲んで踊っていろ。キーワード
は [ビール,踊り] 漢字は 「怖布部步
不」の5番目

看来 kan4 lai2
見たところ～のよう
だ

kan看4
見る、見舞う、診
察する

見たら按摩屋はキリン。キーワー
ドは [キリン,按摩] 漢字は 「看」

快来 kuai4 lai2 早く来て kuai快4 早い

会計は、箸で速やかに固まりを外
のキリンにあげている。キーワー
ドは [キリン,外] 漢字は 「会筷快
块」の3番目

后来 hou4 lai2
その後,後になって
（単独に使う）

hou后4 後ろの
後ろの分厚い気候は、欧米からの
火のせい。キーワードは [火,欧米]
漢字は 「后厚候」の1番目

回来 hui2 lai2 帰ってくる hui回2 回る、帰る
回る味には、蛍もびっくり。キー
ワードは [蛍,味] 漢字は 「回」

近来 jin4 lai2 このところ 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

将来 jiang1 lai2 将来 jiang将1
養生する、保養す
る

江戸川で、どろどろな生姜をもっ
た将軍が、羊と一緒にJaｚｚを聞
いている。キーワードは [Jazz,羊]
漢字は 「江浆姜将」の4番目

出来 chu1 lai2 出てくる chu出1 出る、出発
初めて出る踊りは、チャリンコで
登場する。キーワードは [チャリン
コ,踊り] 漢字は 「初出」の2番目

越来越 yue4 lai2 yue4 ますます yue越4 越える

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3
番目

yue越4 越える

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3番目

自来水 zi4 lai2 shui3 水道、水道の水 zi自4 自分の自
字は、自ら一つで痔を表す。キー
ワードは [痔,一] 漢字は 「字自」の
2番目

shui水3 水

水の味は、シェイバーでは、
判らない。キーワードは
[シェイバー,味] 漢字は
「水」

lai来2 来る
来るときは、愛のロックしてき
て。キーワードは [ロック,愛] 漢
字は 「来」

来 lai2
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衣来伸手 yi1 lai2 shen1
shou3

衣服が来れば手を伸
ばす

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

shen伸1 伸ばす

身を伸ばして申し上げます、
深くにいるなまこの恩を写真
に写す。キーワードは [写真,
恩] 漢字は 「身伸申深参」の2
番目

shou手3 手

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1番目

原来如此 yuan2 lai2 ru2
ci3

なるほど、そうだっ
たのですか

yuan原2 原っぱ

縁有って、元援助員は、原っぱ園
で、資源を、丸まる、斧で集め
る。キーワードは [斧,原っぱ] 漢字
は 「缘元援员原园源圆」の5番目

ru如2
もし、ﾙｰｺﾞｰの
ﾙｰ。なになにの
ごとく

もし、踊っているのがロボッ
トだったら？。キーワードは
[ロボット,踊り] 漢字は
「如」

ci此3 これ＝这
これは、一番のセメント。
キーワードは [セメント,一]
漢字は 「此」

饭来张口 fan4 lai2 zhang1
kou3

飯が来れば口を開け
る

fan饭4 ご飯

模範的な犯罪者のご飯は、按摩中
フィアンセに食べさしてもらう。
キーワードは [フィアンセ,按摩] 漢
字は 「范犯饭」の3番目

zhang张1
開く、伸ばす,
一枚二枚の枚

バッジを引っ張ったらスバル
からじゃが芋がころがり出
た。キーワードは [じゃが芋,
スバル] 漢字は 「章张」の2番
目

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」

颠来倒去 dian1 lai2 dao3
qu4

同じ事を何度も繰り
返す

dian颠1 頭のてっぺん

頭のてっぺんに眼があるのは、
ダッチワイフの不良品。キーワー
ドは [ダッチワイフ,眼] 漢字は
「颠」

dao倒3 倒れる

島踊りで倒れても、導いてく
れた、オリンピックの、デブ
案内人。キーワードは [デブ,
オリンピック] 漢字は 「岛蹈
倒导」の3番目

qu去4 去る

去っていく趣は、魚のキュー
トな顔。キーワードは
[キュート,魚] 漢字は 「去
趣」の1番目

刚来不久 gang1 lai2 bu4
jiu3

来て間もなく bu不4
あらず、否定
の、ブ

恐ろしい、布部を歩むな、
ビールを飲んで踊っていろ。
キーワードは [ビール,踊り]
漢字は 「怖布部步不」の5番
目

jiu久3 久しい

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4番目

刚来的时候 gang1 lai2 de0
shi2 hou4

来たばかりのころ de的0 助詞
名詞の修飾語を作る。速く発
音される場合や歌詞の中では
diとなる。

shi时2 時間

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3番目

过来一下 guo4 lai2 yi2 xia4 ちょっと来て 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」

yi一2
一 次が４声の
場合声調変化で
２声に換わる

おばさんの疑わしい遺言で
は、計器を移動するとき適当
に一本斧を持つ。 漢字は
「姨疑遗仪移宜」

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

反过来 fan3 guo4 lai2 反対に、逆にする fan反3 反対
反対だ、返る按摩をフェリーに乗
せることは。キーワードは [フェ
リー,按摩] 漢字は 「反返」の1番目

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」

看起来 kan4 qi3 lai2
見たところ～のよう
だ

kan看4
見る、見舞う、診
察する

見たら按摩屋はキリン。キーワー
ドは [キリン,按摩] 漢字は 「看」

记起来 ji4 qi3 lai2 覚える ji记4 記録の記、覚える

既に国際技術計画を記録する寂し
い季節だ、Jimの一階へ行こう。
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5番目

lai来2 来る
来る時は、愛のロックしてき
て。キーワードは [ロック,愛]
漢字は 「来」

来 lai2

lai来2 来る
来るときは、愛のロックしてき
て。キーワードは [ロック,愛] 漢
字は 「来」

gang刚1 たったいま

鋼は、たったいまスバルに乗った
ガードマンが持って来た。キー
ワードは [ガードマン,スバル] 漢字
は 「钢刚」の2番目

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
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记下来 ji4 xia4 lai2 書きとめる ji记4 記録の記、覚える

既に国際技術計画を記録する寂し
い季節だ、Jimの一階へ行こう。
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5番目

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

想起来 xiang3 qi3 lai2 思い出す xiang想3 思う、したい
享受したいよ、響く羊とのトリプ
ルx。キーワードは [トリプルx,羊]
漢字は 「享想响」の2番目

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

吃不来 chi1 bu0 lai2
食べることができな
い

chi吃1 食べる

たべるぞ、気が狂っても一人で
チャリンコに乗って。キーワード
は [チャリンコ,一] 漢字は 「吃痴」
の1番目

bu不0

１、挿入動詞、
形容詞重豊島中
間　２、挿入両
個字中間

挿入両個字中間＝碍不着、要不
然、用不了　　挿入動詞、形容
詞重豊島中間＝拿不起来、想不
起来

凑起来 cou4 qi3 lai2 一緒に合わせて cou凑4
めぐり合う,集ま
る

めぐり合ったのは、欧米のサイ
ボーグ軍団。キーワードは [サイ
ボーグ,欧米] 漢字は 「凑」

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

醒过来 xing3 guo4 lai2 目覚める xing醒3 目が覚める

目が覚めて、反省すると、宝石も
トリプルxももらえる。キーワード
は [トリプルx,宝石] 漢字は 「醒
省」の1番目

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」

走着来的 zou3 zhe0 lai2
de0

歩いて来た zou走3 歩く、走る
走って歩いて欧米の銭を集めまく
る。キーワードは [銭,欧米] 漢字は
「走」

zhe着0 助詞
動作の結果・状態の持続を表
す。

de的0 助詞
名詞の修飾語を作る。速く発
音される場合や歌詞の中では
diとなる。

总的来说 zong3 de0 lai2
shuo1

総じていえば 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」

de的0 助詞
名詞の修飾語を作る。速く発音
される場合や歌詞の中ではdiと
なる。

shuo说1 言う
言うぞ、私は、写真に写りた
い。キーワードは [写真,我]
漢字は 「说」

跳出来了 tiao4 chu1 lai2
le0

跳び出て来る tiao跳4 跳ねる、踊る
飛び跳ね踊る薬は、ティーが良
い。キーワードは [ティー,薬] 漢字
は 「跳」

chu出1 出る、出発

初めて出る踊りは、チャリンコ
で登場する。キーワードは
[チャリンコ,踊り] 漢字は 「初
出」の2番目

le了0 助詞
動態助詞と語気助詞の二つが
有る。

也许来不及 ye3 xu3 lai2 bu0
ji2

間に合わないかもし
れない

ye也3 なになにも
野も夜になればエメラルドの輝
き。キーワードは [エメラルド,夜]
漢字は 「野也」の2番目

xu许3 許す
許したら魚がトリプルxを見せ
た。キーワードは [トリプルx,
魚] 漢字は 「许」

bu不0

１、挿入動詞、
形容詞重豊島中
間　２、挿入両
個字中間

挿入両個字中間＝碍不着、要
不然、用不了　　挿入動詞、
形容詞重豊島中間＝拿不起
来、想不起来

坐下来歇歇 zuo4 xia4 lai2
xie1 xie1

座って休む zuo坐4 座る
座る、作る、為すの３苦で私は痔
になった。キーワードは [痔,我] 漢
字は 「坐座作做」の1番目

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

xie歇1 休む

いくつかの休んだ夜は、クリ
スマスに過ごした。キーワー
ドは [クリスマス,夜] 漢字は
「些歇」の2番目

lai来2 来る
来る時は、愛のロックしてき
て。キーワードは [ロック,愛]
漢字は 「来」

来 lai2
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我自己来 wo3 zi4 ji3 lai2 自分でやる wo我3 われ
私は、エメラルドのように青い
顔。キーワードは [エメラルド,我]
漢字は 「我」

zi自4 自分の自
字は、自ら一つで痔を表す。
キーワードは [痔,一] 漢字は
「字自」の2番目

ji己3 自分

供給が幾つも込み合ったら己
だけ一人ジェット機に乗れ
る。キーワードは [ｊｅｔ機,
一] 漢字は 「给几挤己」の4番
目

突如其来 tu1 ru2 qi2 lai2 突然やってくる tu突1 突き進む
突進していくと踊っている狸に会
える。キーワードは [狸,踊り] 漢字
は 「突」

ru如2
もし、ﾙｰｺﾞｰの
ﾙｰ。なになにの
ごとく

もし、踊っているのがロボット
だったら？キーワードは [ロ
ボット,踊り] 漢字は 「如」

qi其2 彼ら、それら

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1番
目

拿不起来 na2 bu0 qi3 lai2
重くて持ち上げられ
ない、任に耐えない

na拿2
つかむ、持つ。
（介詞）何々を用
いて

つかんだおばさんのりだらけ。
キーワードは [のり,おばさん] 漢字
は 「拿」

bu不0

１、挿入動詞、
形容詞重豊島中
間　２、挿入両
個字中間

挿入両個字中間＝碍不着、要不
然、用不了　　挿入動詞、形容
詞重豊島中間＝拿不起来、想不
起来

礼尚往来 li3 shang4
wang3 lai2

礼を受ければ礼を返
さなければならない

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

shang尚4 流行、気風

上方の和尚は、スバルに乗って
シューマイを食べに行く。キー
ワードは [シューマイ,スバル] 漢
字は 「上尚」の2番目

快藏起来 kuai4 cang2 qi3
lai2

早く隠れろ kuai快4 早い

会計は、箸で速やかに固まりを外
のキリンにあげている。キーワー
ドは [キリン,外] 漢字は 「会筷快
块」の3番目

cang藏2 隠す、貯蔵する

隠して貯蔵してたらスバルの中
はコーラの山となった。キー
ワードは [コーラ,スバル] 漢字は
「藏」

回想起来 hui2 xiang3 qi3
lai2

思い出すと hui回2 回る、帰る
回る味には、蛍もびっくり。キー
ワードは [蛍,味] 漢字は 「回」

xiang想3 思う、したい
享受したいよ、響く羊とのトリ
プルx。キーワードは [トリプル
x,羊] 漢字は 「享想响」の2番目

想不起来 xiang3 bu0 qi3
lai2

思い出せない xiang想3 思う、したい
享受したいよ、響く羊とのトリプ
ルx。キーワードは [トリプルx,羊]
漢字は 「享想响」の2番目

bu不0

１、挿入動詞、
形容詞重豊島中
間　２、挿入両
個字中間

挿入両個字中間＝碍不着、要不
然、用不了　　挿入動詞、形容
詞重豊島中間＝拿不起来、想不
起来

爬不起来了 pa2 bu4 qi3 lai2
le0

ベッドから這い出る
ことが出来ない

pa爬2 はう、登る

すりは這い上がって、おばさん
の、ポッキーをする。キーワード
は [ポッキー,おばさん] 漢字は 「扒
爬」の2番目

bu不4
あらず、否定
の、ブ

恐ろしい、布部を歩むな、ビー
ルを飲んで踊っていろ。キー
ワードは [ビール,踊り] 漢字は
「怖布部步不」の5番目

后悔也来不及 hou4 hui3 ye3
lai2 bu0 ji2

後悔しても遅い hou后4 後ろの
後ろの分厚い気候は、欧米からの
火のせい。キーワードは [火,欧米]
漢字は 「后厚候」の1番目

hui悔3
後悔の悔、悔い
る

悔いた味は、屁の味。キーワー
ドは [屁,味] 漢字は 「悔」

ye也3 なになにも

野も夜になればエメラルドの
輝き。キーワードは [エメラ
ルド,夜] 漢字は 「野也」の2
番目

赖 lai4 信赖 xin4 lai4
信頼する、信用し頼
りにする

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

lai赖4
頼る、頼りにす
る

頼る愛は、Lilyさん。キーワード
は [Liily,愛] 漢字は 「赖」

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

lai来2 来る
来る時は、愛のロックしてき
て。キーワードは [ロック,愛]
漢字は 「来」

来 lai2
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