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豪宅 hao2 zhai2 豪邸 hao豪2 豪華である

豪邸でミリメートルのオリンピッ
クに蛍が出場する。キーワードは
[蛍,オリンピック] 漢字は 「豪毫」
の1番目

zhai宅2 住宅
宅地は、愛する女王蜂が、住んで
いる。キーワードは [女王蜂,愛] 漢
字は 「宅」

自豪 zi4 hao2 誇りに感ずる 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

hao豪2 豪華である

豪邸でミリメートルのオリンピッ
クに蛍が出場する。キーワードは
[蛍,オリンピック] 漢字は 「豪毫」
の1番目

毫升 hao2 sheng1 ミリリットル sheng升1 上る

いけにえが生まれた声で上がって
きたエンジェルの写真。キーワー
ドは [写真,エンジェル] 漢字は 「牲
生声升」の4番目

毫米 hao2 mi3 ミリメートル mi米3 コメ、メートル
米一粒は、メガネが必要。キー
ワードは [メガネ,一] 漢字は 「米」

毫克 hao2 ke4 ミリグラム ke克4
グラム。こな
す、勝つ。

客は、1g １５分の授業で腹ペコな
のでキリンを食べる。キーワード
は [キリン,腹ペコ] 漢字は 「客克刻
课」の2番目

好多 hao3 duo1 多くの、沢山 duo多1 多い、多くの
多い我のダッチワイフ。キーワー
ドは [ダッチワイフ,我] 漢字は
「多」

好些 hao3 xie1 多くの、沢山 xie些1 いくつか
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1番目

好评 hao3 ping2 好評 ping评2 評価の評

瓶詰めりんごの評価には英国産の
ポッキーが必要。キーワードは
[ポッキー,英国] 漢字は 「瓶苹评凭
平屏」の3番目

好玩 hao3 wan2 面白い、愛嬌が有る wan玩2 遊ぶ
完全に頑張る遊びは丸い斧で湾を
漕ぐこと。キーワードは [斧,湾] 漢
字は 「完顽玩丸」の3番目

好使 hao3 shi3 使いやすい shi使3 使う

史和が、運転で使い始めた、一つ
星シェイバー。キーワードは [シェ
イバー,一] 漢字は 「史驶使始」の3
番目

好汉 hao3 han4 男らしい男 han汉4 漢民族、男

遺憾遺憾、漢字の汗が、按摩屋の
火あぶりで出てしまう。キーワー
ドは [火,按摩] 漢字は 「憾汉汗」の
2番目

好坏 hao3 huai4 良し悪し huai坏4 壊れる、悪い
壊れたら、外で火で燃やせ。キー
ワードは [火,外] 漢字は 「坏」

好像 hao3 xiang4 まるで～のようだ xiang像4
肖像、似てい
る、なになにの
ようだ

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2
番目

好在 hao3 zai4
幸い、都合の良い事
に＝幸亏

zai在4 在る
在るよ再度載っかった愛で痔に
なってしまう事。キーワードは
[痔,愛] 漢字は 「在再载」の1番目

hao2豪

hao毫2 ミリメートル

豪邸でミリメートルのオリンピッ
クに蛍が出場する。キーワードは
[蛍,オリンピック] 漢字は 「豪毫」
の2番目

毫 hao2

hao好3 良い
よいオリンピックは、屁が出な
い。キーワードは [屁,オリンピッ
ク] 漢字は 「好」

hao3好
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好些了 hao3 xie1 le0 少し良くなった hao好3 良い
よいオリンピックは、屁が出な
い。キーワードは [屁,オリンピッ
ク] 漢字は 「好」

xie些1 いくつか
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1番目

le了0 助詞
動態助詞と語気助詞の二つが有
る。

友好 you3 hao3 友好 you友3 友
友達有るので油をエメラルドで買
える。キーワードは [エメラルド,
油] 漢字は 「友有」の1番目

弄好 nong4 hao3
乱雑なものをきちん
とする、壊れたもの
を直す。

nong弄4 いじる
いじってジュディーオングは、に
きび面。キーワードは [にきび,
ジュディーオング] 漢字は 「弄」

您好 nin2 hao3
こんにちはの丁寧な
言い方

nin您2 あなた様
あなた様の音は、のりのりだ。
キーワードは [のり,音] 漢字は
「您」

刚好 gang1 hao3
丁度良い、ピッタリ
である

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

还好 hai2 hao3
幸いにも、まずまず
よろしい

hai还2 さらに、まだ
子供はさらに愛の蛍。キーワード
は [蛍,愛] 漢字は 「孩还」の2番目

恰好 qia4 hao3
ちょうど良く一致す
る（数量、時間、広
さ）

qia恰4
丁度良い、程よ
い

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2
番目

正好 zheng4 hao3
丁度良い、都合が良
い

zheng正4 正しい

正しい症状の証明は、政治的にエ
ンジェルが、爺さんと必死に切り
離した。キーワードは [爺さん,エ
ンジェル] 漢字は 「正症证政挣」
の1番目

只好 zhi3 hao3
仕方なく～する
cf.zhi1一つだけ、一
対

zhi只3 唯

住所の紙を、ただ指で止めると、
一回ジェンカが踊れる。キーワー
ドは [ジェンカ,一] 漢字は 「址纸只
指止」の3番目

挺好的 ting3 hao3 de0 すごく良い ting挺3 とても、かなり
とっても似合う宝石がテーブルに
置いてある。キーワードは [テーブ
ル,宝石] 漢字は 「挺」

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。

那正好 na4 zheng4
hao3

丁度良かった。 na那4 あの、その
あれがおばさんの、にきびです。
キーワードは [にきび,おばさん] 漢
字は 「那」

zheng正4 正しい

正しい症状の証明は、政治的にエ
ンジェルが、爺さんと必死に切り
離した。キーワードは [爺さん,エ
ンジェル] 漢字は 「正症证政挣」
の1番目

相当好 xiang1 dang1
hao3

かなりいい xiang相1 互いに。

相互の箱に入った故郷の、よい香
りは、羊のクリスマスプレゼン
ト。キーワードは [クリスマス,羊]
漢字は 「相箱乡香」の1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」

谁知好景不长
shei2 zhi1 hao3
jing3 bu4
chang2

良い事は長く続かな
い

shei谁2 誰
誰が営業娘と初夜を迎えるのか。
キーワードは [初夜,営業] 漢字は
「谁」

zhi知1 知っている

知っている?いっついの枝汁を支え
て織るのは、一本のじゃが芋。
キーワードは [じゃが芋,一] 漢字は
「知只之枝汁支织」の1番目

jing景3 景色

警察の、落とし穴井戸の景色は宝石だ、
ジェット機から見る。キーワードは
[ジェット機,宝石] 漢字は 「警阱井景」の
4番目

よいオリンピックは、屁が出な
い。キーワードは [屁,オリンピッ
ク] 漢字は 「好」

hao3好

hao好3 良い
よいオリンピックは、屁が出な
い。キーワードは [屁,オリンピッ
ク] 漢字は 「好」

hao好3 良い
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好 hao3 越早越好 yue4 zao3 yue4
hao3

早ければ早いほどい
い

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

zao早3 早い
早くに入浴してオリンピック製の
銭を洗う。キーワードは [銭,オリ
ンピック] 漢字は 「早澡」の1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

hao好3 良い
よいオリンピックは、屁が出ない。キー
ワードは [屁,オリンピック] 漢字は
「好」

好奇 hao4 qi2 好奇心が有る hao好4
好き（反義は恶
wu4)

好きな日にちの番号で、オリン
ピックに火が入る。キーワードは
[火,オリンピック] 漢字は 「好号」
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

爱好 ai4 hao4 趣味 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

嗜好 shi4 hao4 好み、嗜好 shi嗜4
特に好む。たし
なむ

嗜好　shi4 hao4 好み、嗜好

爱好者 ai4 hao4 zhe3 愛好者 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

zhe者3 人や物,　人物
者者方は、腹ペコでもジェンカを
踊る。キーワードは [ジェンカ,腹
ペコ] 漢字は 「者」

号码 hao4 ma3 番号 hao号4
号、番号、日に
ち

好きな日にちの番号で、オリン
ピックに火が入る。キーワードは
[火,オリンピック] 漢字は 「好号」
の2番目

ma码3 数

アリマ馬券の数は、メガネをかけ
たおばさんが数える。キーワード
は [メガネ,おばさん] 漢字は 「蚂马
码」の3番目

外号 wai4 hao4
あだ名、ニックネー
ム

wai外4 外
外に出たら生き埋めにされる。
キーワードは [生埋め,外] 漢字は
「外」

逗号 dou4 hao4 カンマ dou逗4
笑わせる、引き
つける

人を引きつける豆は、闘争して欧
米のディオールブランドを手に入
れた。キーワードは [ディオール,
欧米] 漢字は 「逗豆斗」の1番目

口号 kou3 hao4 スローガン 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」

句号 ju4 hao4
句点、終止符、ピリ
オド

ju句4
句、センテン
ス、終止符

巨大なセンテンスの距離によっ
て、恐れる魚がJimに居る。キー
ワードは [Jiｍ,魚] 漢字は 「巨句距
据惧剧具聚拒」の2番目

型号 xing2 hao4 モデル、タイプ xing型2 型
行ったら形が宝石をＸ線で見た。
キーワードは [X'lay,宝石] 漢字は
「行形型」の3番目

挂号信 gua4 hao4 xin4 書留郵便 gua挂4 掛ける、吊るす
吊るしてあるのは、蛙のギター。
キーワードは [ギター,蛙] 漢字は
「挂」

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

对号入座 dui4 hao4 ru4
zuo4

指定席 dui对4 対して

現金に換えるチームに対して、味
はディオールで対抗する。キー
ワードは [ディオール,味] 漢字は
「兑队对」の3番目

ru入4 入る
入りたい踊りは、ﾘﾎﾞﾝをくぐって
入る。キーワードは [リボン,踊り]
漢字は 「入」

zuo座4 座るの名詞形
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2番目

号 hao4 序列号 xu4 lie4 hao4 シリアルナンバー xu序4 順序,開始前
始まりの序曲に続いて蓄える魚の
へそした。キーワードは [ヘソ下,
魚] 漢字は 「绪序续蓄」の2番目

lie列4 列
列車が強烈に裂ける夜は、Lilyもこ
わい。キーワードは [Lily,夜] 漢字
は 「列烈裂」の1番目

hao号4
号、番号、日
にち

好きな日にちの番号で、オリン
ピックに火が入る。キーワードは
[火,オリンピック] 漢字は 「好号」
の2番目

hao好4
好き（反義は恶
wu4)

好きな日にちの番号で、オリン
ピックに火が入る。キーワードは
[火,オリンピック] 漢字は 「好号」
の1番目

hao4好

hao号4
号、番号、日に
ち

好きな日にちの番号で、オリン
ピックに火が入る。キーワードは
[火,オリンピック] 漢字は 「好号」
の2番目

hao4号
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