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甘 gan1 甘薯 gan1 shu3 サツマイモ gan甘1 甘い

甘くて乾いた肝臓を持つ、按摩屋
のガードマン。キーワードは [ガー
ドマン,按摩] 漢字は 「甘干肝」の1
番目

shu薯3 芋の総称

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3番目

干杯 gan1 bei1 杯を干す、乾杯する bei杯1 杯

悲しく卑しい杯を背負って営業は
バッティングで負けた。キーワー
ドは [バット,営業] 漢字は 「悲卑杯
背」の3番目

干冰 gan1 bing1 ドライアイス bing冰1 氷
兵士は氷のバットで宝石をたたき
割る。キーワードは [バット,宝石]
漢字は 「兵冰」の2番目

干花 gan1 hua1 ドライフラワー hua花1
花、使う、消費
する

花の中で蛙がハンカチを振ってい
る。キーワードは [ハンカチ,蛙] 漢
字は 「花」

干枯 gan1 ku1 干からびる ku枯1 枯れる
泣いた涙が枯れたら河童の踊りが
始まる。キーワードは [河童,踊り]
漢字は 「哭枯」の2番目

干粉 gan1 fen3 はるさめ fen粉3 粉
粉にからめて恩は、フェリーに乗
せる。キーワードは [フェリー,恩]
漢字は 「粉」

干洗 gan1 xi3 ドライクリーニング xi洗3 洗う
喜んで洗うよ一回トリプルx。キー
ワードは [トリプルx,一] 漢字は
「喜洗」の2番目

干脆 gan1 cui4
行動がテキパキして
いる、思い切って

cui脆4
サクサクしてい
る

サクサク、し過ぎて憔悴し、味
は、サイボーグに見てもらう。
キーワードは [サイボーグ,味] 漢字
は 「脆悴」の1番目

干净 gan1 jing4 清潔 jing净4
きれいな,なにな
にだけ、ばっか
り

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2
番目

干燥 gan1 zao4 乾燥している zao燥4
乾いている、乾
燥している

石鹸製造で、乾燥させたら騒がし
い、オリンピックの痔の痛さ。
キーワードは [痔,オリンピック] 漢
字は 「皂造燥噪」の3番目

干烧鱼 gan1 shao1 yu2 魚の煮つけ shao烧1 焼く、燃やす
少し焼けたオリンピックの写真。
キーワードは [写真,オリンピック]
漢字は 「稍烧」の2番目

yu鱼2 魚
魚が余って、やっと愉快に楽しく
斧が使える。キーワードは [斧,魚]
漢字は 「鱼余于愉娱」の1番目

干着急了 gan1 zhao2 ji2
le0

やきもきするだけで
手のつけようが無い

zhao着2 着く,結果の補語
着いたオリンピック会場で女王蜂
が待っている。キーワードは [女王
蜂,オリンピック] 漢字は 「着」

ji急2 急ぐ

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2番目

le了0 助詞 動態助詞と語気助詞の二つが有る。

gan干1 乾いた

甘くて乾いた肝臓を持つ、按摩屋
のガードマン。キーワードは [ガー
ドマン,按摩] 漢字は 「甘干肝」の2
番目

gan1干
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干炸子鸡 gan1 zha2 zi3 ji1 ひな鳥のから揚げ gan干1 乾いた

甘くて乾いた肝臓を持つ、按摩屋
のガードマン。キーワードは [ガー
ドマン,按摩] 漢字は 「甘干肝」の2
番目

zha炸2 油で揚げる

上海蟹を油で揚げるおばさんは、
女王蜂と戦う。キーワードは [女王
蜂,おばさん] 漢字は 「闸炸」の2番
目

zi子3 息子、子供
注意深い紫の子供は、一円の銭よ
り小さくならない。キーワードは
[銭,一] 漢字は 「仔紫子」の3番目

ji鸡1 ニワトリ

飢えたニワトリの基地は、激しく撃たれ
た機械を積み重ね,ほとんど一階のJazz喫
茶に有る。キーワードは [Jazz,一] 漢字
は 「饥鸡基激击机积几」の2番目

饼干 bing3 gan1 ビスケット bing饼3
お餅・粉の平
べったい円盤

お餅といえば桜餅、ベッドで食べ
よう。キーワードは [ベッド,桜] 漢
字は 「饼」

gan干1 乾いた

甘くて乾いた肝臓を持つ、按摩屋
のガードマン。キーワードは [ガー
ドマン,按摩] 漢字は 「甘干肝」の2
番目

肝 gan1 肝脏 gan1 zang4 肝臓 gan肝1 肝

甘くて乾いた肝臓を持つ、按摩屋
のガードマン。キーワードは [ガー
ドマン,按摩] 漢字は 「甘干肝」の3
番目

zang脏4 臓器

チベットの葬式は、臓器を、スバ
ル星の、痔の人にあげる。キー
ワードは [痔,スバル] 漢字は 「藏葬
脏」の3番目

赶到 gan3 dao4
間にあうように到着
する

dao到4 到着する

道をひっくり返して到着すればオ
リンピックでディオールが手に入
る。キーワードは [ディオール,オ
リンピック] 漢字は 「道倒到」の3
番目

赶快 gan3 kuai4 早く、急いで 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

赶紧 gan3 jin3 大急ぎで、さっそく jin紧3 緊張するの緊

ありったけ緊張の音だけでなくＪ
ｅｔ機の飛ぶ音も有る。キーワー
ドは [ｊｅｔ機,音] 漢字は 「尽紧
仅」の2番目

赶得上 gan3 de0
shang4

追いつく、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

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

赶庙会 gan3 miao4 hui4 縁日に出かける miao庙4 霊を祭る所、寺
寺の妙薬は、ミサイルで運ぶ。
キーワードは [ミサイル,薬] 漢字は
「庙妙」の1番目

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

感激 gan3 ji1 感激 ji激1 激しい

飢えたニワトリの基地は、激しく
撃たれた機械を積み重ね,ほとんど
一階のJazz喫茶に有る。キーワー
ドは [Jazz,一] 漢字は 「饥鸡基激
击机积几」の4番目

感伤 gan3 shang1 感傷的になる shang伤1 傷
商いは傷ついたスバルの写真を見
て行う。キーワードは [写真,スバ
ル] 漢字は 「商伤」の2番目

感 gan3 gan感3 感じる

いそいで感じるには、敢えて棒で
伸ばす按摩を、ゲゲゲのキタロウ
にお願いする。キーワードは [ｹﾞｹﾞ
ｹﾞ鬼,按摩] 漢字は 「赶感敢擀」の2
番目

干 gan1

赶 gan3 gan赶3
行く、急ぐ、追
う

いそいで感じるには、敢えて棒で
伸ばす按摩を、ゲゲゲのキタロウ
にお願いする。キーワードは [ｹﾞｹﾞ
ｹﾞ鬼,按摩] 漢字は 「赶感敢擀」の1
番目

2/4



漢字 漢字の意味 フレーズ 漢字 漢字の意味 フレーズ 漢字 漢字の意味 フレーズ 漢字 漢字の意味 フレーズ

対
象
漢
字

四番目
ピ
ン
イ
ン
と
声
調

単語 ピンイン 日本語
一番目 二番目 三番目

感觉 gan3 jue2 感覚 jue觉2 思う、感じる

役柄は、絶対決めたら感じてしま
う月でのＪｏｋｅ。キーワードは
[joke ,月] 漢字は 「角绝决觉」の4
番目

感情 gan3 qing2 感情 qing情2 事情の情、情け

晴れた日の、情けは、宝石の見積
もり額で判る。キーワードは
[quote,宝石] 漢字は 「晴情」の2番
目

感人 gan3 ren2
感動させる、感動的
である

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

感到 gan3 dao4 感じる、思う dao到4 到着する

道をひっくり返して到着すればオ
リンピックでディオールが手に入
る。キーワードは [ディオール,オ
リンピック] 漢字は 「道倒到」の3
番目

感动 gan3 dong4 感動 dong动4 動く

動きが凍るとジュディーオングの
ディオールが漂う。キーワードは
[ディオール,ジュディーオング] 漢
字は 「动冻」の1番目

感冒 gan3 mao4 風邪 mao冒4 風邪

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1番目

感谢 gan3 xie4 感謝 xie谢4 感謝する

謝謝と下痢で漏らした蟹は、外し
た機械で夜へそしたをちょん切
る。キーワードは [ヘソ下,夜] 漢字
は 「谢泻泄蟹卸械」の1番目

感受 gan3 shou4
感じる（こと）、体
験する（こと）、感
銘（を受ける）

shou受4 受ける

受け取ったら売ってしまった、痩
せてるけど長生きなケダモノに、
授けてあげよう、欧米産のシュー
マイ。キーワードは [シューマイ,
欧米] 漢字は 「受售瘦寿兽授」の1
番目

敏感 min3 gan3 敏感である min敏3 素早い、賢い
敏感なメガネは、音が出る。キー
ワードは [メガネ,音] 漢字は 「敏」

灵感 ling2 gan3 霊感 ling灵2 魂、賢い、敏感

菱形の鈴なり魂が、ゼロに近づい
て、英国人をロックする。キー
ワードは [ロック,英国] 漢字は 「菱
铃灵零凌」の3番目

感じる

いそいで感じるには、敢えて棒で
伸ばす按摩をゲゲゲのキタロウに
お願いする。キーワードは [ｹﾞｹﾞｹﾞ
鬼,按摩] 漢字は 「赶感敢擀」の2番
目

gan3感

gan感3 感じる

いそいで感じるには、敢えて棒で
伸ばす按摩を、ゲゲゲのキタロウ
にお願いする。キーワードは [ｹﾞｹﾞ
ｹﾞ鬼,按摩] 漢字は 「赶感敢擀」の2
番目

gan感3
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性感 xing4 gan3 セクシー xing性4 セクシーの性

幸せの、性の名字は、興味が宝石
のへそしたにある。キーワードは
[ヘソ下,宝石] 漢字は 「幸性姓兴」
の2番目

gan感3 感じる

いそいで感じるには、敢えて棒で
伸ばす按摩をゲゲゲのキタロウに
お願いする。キーワードは [ｹﾞｹﾞｹﾞ
鬼,按摩] 漢字は 「赶感敢擀」の2番
目

自卑感 zi4 bei1 gan3 劣等感 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

bei卑1 低い、卑しい

悲しく卑しい杯を背負って営業は
バッティングで負けた。キーワー
ドは [バット,営業] 漢字は 「悲卑杯
背」の2番目

gan感3 感じる

いそいで感じるには、敢えて棒で
伸ばす按摩を、ゲゲゲのキタロウ
にお願いする。キーワードは [ｹﾞｹﾞ
ｹﾞ鬼,按摩] 漢字は 「赶感敢擀」の2
番目

敢做敢为 gan3 zuo4 gan3
wei2

恐れずに思い切って
事を行う

gan敢3
敢えて、（助動
詞）

いそいで感じるには、敢えて棒で
伸ばす按摩を、ゲゲゲのキタロウ
にお願いする。キーワードは [ｹﾞｹﾞ
ｹﾞ鬼,按摩] 漢字は 「赶感敢擀」の3
番目

zuo做4 為す、する
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4番目

gan敢3
敢えて、（助
動詞）

いそいで感じるには、敢えて棒で
伸ばす按摩を、ゲゲゲのキタロウ
にお願いする。キーワードは [ｹﾞｹﾞ
ｹﾞ鬼,按摩] 漢字は 「赶感敢擀」の3
番目

wei为2 する、為す
マフラーを巻いた違反者を維持するに
は、唯一斧の切れ味次第。キーワードは
[斧,味] 漢字は 「围违维为唯惟」の4番目

勇敢 yong3 gan3 勇敢 yong勇3
勇ましい、勇敢
である

勇ましく泳ぎを永久に続けている
と湧き出たエメラルドが手に入
る。キーワードは [エメラルド,泳
ぎ] 漢字は 「勇泳永涌湧」の1番目

不敢当 bu4 gan3 dang1
（ほめられた時）そ
んなとんでもない

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

dang当1
当然,、担当す
る、互角であ
る

当たったー、スバルのダッチワイ
フ。キーワードは [ダッチワイフ,
スバル] 漢字は 「当」

干活 gan4 huo2 仕事をする、働く gan干4 する
するのは、按摩屋でギターを弾く
こと。キーワードは [ギター,按摩]
漢字は 「干」

huo活2 活力の活
活力を、こね回すと私に蛍が飛ん
でくる。キーワードは [蛍,我] 漢字
は 「活和」の1番目

骨干 gu3 gan4 中堅、中核 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

你干啥呢? ni3 gan4 sha2
ne0

何してるの？ ni你3 あなた
あなた一人が、猫嫌い。キーワー
ドは [猫,一] 漢字は 「你」

sha啥2 何？
何？おばさんも初夜を迎えた
の？。キーワードは [初夜,おばさ
ん] 漢字は 「啥」

ne呢0 助詞
疑問文の文末に用い、答えを催促する気
分を表す。

干 gan4

gan干4 する
するのは、按摩屋でギターを弾く
こと。キーワードは [ギター,按摩]
漢字は 「干」

感 gan3

敢 gan3

gan敢3
敢えて、（助動
詞）

いそいで感じるには、敢えて棒で
伸ばす按摩をゲゲゲのキタロウに
お願いする。キーワードは [ｹﾞｹﾞｹﾞ
鬼,按摩] 漢字は 「赶感敢擀」の3番
目
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