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贪 tan1 贪污 tan1 wu1 汚職する、収賄する tan贪1
賄賂をとる、汚
職する

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1番目

wu污1 汚い
汚い部屋で、カラスと赤とんぼは
踊りだす。キーワードは [赤とん
ぼ,踊り] 漢字は 「污屋乌」の1番目

海滩 hai3 tan1 砂浜、ビーチ 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」

沙滩 sha1 tan1 砂浜

沙滩排球 sha1 tan1 pai2
qiu2

ビーチバレー 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

谈话 tan2 hua4 話をする hua话4 話す、言う

計画された、化け物の話を画いた
ら、蛙の火あぶりだった。キー
ワードは [火,蛙] 漢字は 「划化话
画」の3番目

谈论 tan2 lun4
語り論じる、議論す
る

lun论4 論じる、述べる
論文は、Lilyが持っている。キー
ワードは [Lily,文章] 漢字は 「论」

谈判 tan2 pan4 折衝する、談判する pan判4 判定する

待ち望んだ判定は、按摩屋は、ピ
アスをしてもＯＫである。キー
ワードは [ピアス,按摩] 漢字は 「盼
判」の2番目

谈不上 tan2 bu0 shang4
話にならない、問題
外で有る

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

shang上4 上

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1番目

谈恋爱 tan2 lian4 ai4 恋愛をする、 lian恋4
恋する、恋愛す
る

鎖を使った恋の練習鍛錬は、眼で
Lilyを見ること。キーワードは
[Lily,眼] 漢字は 「链恋练炼」の2番
目

ai爱4 愛
愛を妨害して生き埋めにされた。
キーワードは [生埋め,愛] 漢字は
「爱碍」の1番目

会谈 hui4 tan2 会談（する） hui会4 チャンス,出来る
為替の会議の恵みで火鍋を味わ
う。キーワードは [火,味] 漢字は
「汇会惠」の2番目

洽谈 qia4 tan2 商売の面談、商談 qia洽4
相談する、交渉
する

商談の時、うまい具合に出っ歯が
キュートに見える。キーワードは
[キュート,牙] 漢字は 「洽恰」の1
番目

闲谈 xian2 tan2 雑談する xian闲2 暇

しょっぱいのが嫌いな賢い人は、
暇なとき眼をＸ線で見る。キー
ワードは [X'lay,眼] 漢字は 「咸嫌
贤闲」の4番目

边吃边谈 bian1 chi1 bian1
tan2

食事をしながら談笑
する

bian边1 辺り

爆竹を編集する辺りで、バットマ
ンは眼を回している。キーワード
は [バット,眼] 漢字は 「鞭编边」の
3番目

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

bian边1 辺り

爆竹を編集する辺りで、バットマ
ンは眼を回している。キーワード
は [バット,眼] 漢字は 「鞭编边」の
3番目

tan谈2 話す、話し合う
談合が弾むと按摩屋のトマトが美味い。
キーワードは [トマト,按摩] 漢字は 「谈
弹」の1番目

滩 tan1

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

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

谈 tan2

tan谈2 話す、話し合う
談合が弾むと按摩屋のトマトが美
味い。キーワードは [トマト,按摩]
漢字は 「谈弹」の1番目

tan谈2 話す、話し合う
談合が弾むと按摩屋のトマトが美
味い。キーワードは [トマト,按摩]
漢字は 「谈弹」の1番目
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弹 tan2 弾く

弹钢琴 tan2 gang1 qin2 ピアノを弾く gang钢1 鋼

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1番目

qin琴2 楽器の琴
芹洋子の勤務は、琴を音で見積も
ること。キーワードは [quote,音]
漢字は 「芹勤琴」の3番目

弹吉他 tan2 ji2 ta１ ギターを弾く ji吉2 吉

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3番目

ta他1 彼
彼と彼女は、おばさんに狸をあげ
た。キーワードは [狸,おばさん] 漢
字は 「他她」の1番目

毯子 tan3 zi0 毛布 tan毯3 毛布
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1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。

毛毯 mao2 tan3 毛布 mao毛2 毛

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4番目

tan毯3 毛布
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1番目

坦白 tan3 bai2
率直である、正直で
ある、白状する、告
白する

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」

坦率 tan3 shuai4 率直である shuai率4 率いる

カッコよく率いて、外のシューマ
イを食べに行く。キーワードは
[シューマイ,外] 漢字は 「帅率」の
2番目

平坦 ping2 tan3 平坦な ping平2 平ら

どんなに平らな屏風でも英国産の
ポッキーで穴が開く。キーワード
は [ポッキー,英国] 漢字は 「瓶苹评
凭平屏」の5番目

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

叹词 tan4 ci2 感嘆詞 ci词2 言葉

雌との別れ言葉に磁石を使うと
コーラが一本おまけでもらえる。
キーワードは [コーラ,一] 漢字は
「雌辞词磁」の3番目

叹气 tan4 qi4 ため息をつく qi气4 空気の気

泣いた空気は、器に入れて、汽車
で一番キュートに捨てる。キー
ワードは [キュート,一] 漢字は 「泣
气器汽弃」の2番目

炭 tan4 煤炭 mei2 tan4 石炭 mei煤2 石炭

無いよ！かびた梅と苺の石炭で、
眉を描いた森さんが、営業に行く
こと。キーワードは [森,営業] 漢字
は 「没霉梅莓煤眉」の5番目

tan炭4 炭、木炭

ため息をついて石炭探して按摩屋
でティーを飲む。キーワードは
[ティー,按摩] 漢字は 「叹炭探」の
2番目

叹 tan4 tan叹4
嘆く、ため息を
つく

ため息をついて石炭探して按摩屋
でティーを飲む。キーワードは
[ティー,按摩] 漢字は 「叹炭探」の
1番目

弹 tan2 tan弹2
楽器を弾く、弾
む

談合が弾むと按摩屋のトマトが美
味い。キーワードは [トマト,按摩]
漢字は 「谈弹」の2番目

毯 tan3

坦 tan3

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
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金属探测仪 jin1 shu3 tan4
ce4 yi2

金属探知機

今なら耐えられる500グラムの唾と
汗で潤った筋金入りの布から出る
Jazzの音。キーワードは [Jazz,音]
漢字は 「今禁斤津筋金巾」の6番
目

金属探测器 jin1 shu3 tan4
ce4 qi4

金属探知機

今なら耐えられる500グラムの唾と
汗で潤った筋金入りの布から出る
Jazzの音。キーワードは [Jazz,音]
漢字は 「今禁斤津筋金巾」の6番
目

鼠属は、芋を数える暑い日に、踊
りながらシェイバーで毛を剃って
しまう。キーワードは [シェイ
バー,踊り] 漢字は 「鼠属薯数暑」
の2番目

jin金1 金、ゴールド tan探4 探す、探る

ため息をついて石炭探して按摩屋
でティーを飲む。キーワードは
[ティー,按摩] 漢字は 「叹炭探」の
3番目

ce测4 測る

短冊持って、策をトイレで測るには、腹
ペコ過ぎる、サイボーグにやらせよう。
キーワードは [サイボーグ,腹ペコ] 漢字は
「册策厕测」の4番目

探 tan4 shu属3 属す
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