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汤勺 tang1 shao2 れんげ tang汤1 スープ
スープは、スバルの狸汁。キー
ワードは [狸,ｽﾊﾞﾙ] 漢字は 「汤」

shao勺2 さじ
さじを投げたいオリンピックの初
夜。キーワードは [初夜,オリン
ピック] 漢字は 「勺」

酸辣汤 suan1 la4 tang1 すっぱい辛いスープ suan酸1 酸
酸は、湾の桜から出ている。キー
ワードは [桜,湾] 漢字は 「酸」

la辣4 辛い

12月にろうそくたらすからいおば
さんは、Lily。キーワードは [Lily,
おばさん] 漢字は 「腊蜡辣」の3番
目

tang汤1 スープ
スープは、スバルの狸汁。キー
ワードは [狸,ｽﾊﾞﾙ] 漢字は 「汤」

番茄蛋汤 fan1 qie2 dan4
tang1

卵とトマトのスープ fan番1 外国の

翻った外国の按摩は、、ファス
ナー外しがうまい。キーワードは
[ファスナー,按摩] 漢字は 「翻番」
の2番目

qie茄2 野菜のなす
ナスは、夜のうちに見積もってお
く。キーワードは [quote,夜] 漢字
は 「茄」

dan蛋4 卵

但し淡い卵は、誕生日に按摩屋
で、ディオールと交換して。キー
ワードは [ディオール,按摩] 漢字は
「但淡蛋诞」の3番目

tang汤1 スープ
スープは、スバルの狸汁。キーワードは
[狸,ｽﾊﾞﾙ] 漢字は 「汤」

堂哥 tang2 ge1
父の兄弟の男の子供
で年上

ge哥1 兄

兄の歌うハトの歌は、腹ペコガー
ドマンでも歌える。キーワードは
[ガードマン,腹ペコ] 漢字は 「哥歌
鸽」の1番目

堂姐 tang2 jie3
父の兄弟の女の子供
で年上

jie姐3 お姉さん

（帯を）ほどかれた姉さんは、
夜、ジェット機に引かれた。キー
ワードは [ｊｅｔ機,夜] 漢字は 「解
姐」の2番目

堂弟 tang2 di4
父の兄弟の男の子供
で年下

di弟4 弟

天子の弟は、地面を的に第一滴の
ディオールを手渡す。キーワード
は [ディオール,一] 漢字は 「帝弟地
的第递」の2番目

堂妹 tang2 mei4
父の兄弟の女の子供
で年下

mei妹4 妹

美しく魅力的な妹は、ミサイルを
営業している。キーワードは [ミサ
イル,営業] 漢字は 「媚魅妹」の3番
目

大堂 da4 tang2 ホール、ロビー da大4 大きい
大きなおばさんディオールぷんぷ
ん。キーワードは [ディオール,お
ばさん] 漢字は 「大」

课堂 ke4 tang2 教室、授業 ke课4 授業

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4番目

塘 tang2 池塘 chi2 tang2 池 chi池2 池
池を持つのが遅れると、一人で腸
ねん転になる。キーワードは [腸ね
ん転,一] 漢字は 「池持迟」の1番目

tang塘2 池

お堂の砂糖の池には、胸までつか
るスバルのトマトが浮いている。
キーワードは [トマト,ｽﾊﾞﾙ] 漢字は
「堂塘糖膛」の3番目

tang1汤

tang堂2 広間

お堂の砂糖の池には、胸までつか
るスバルのトマトが浮いている。
キーワードは [トマト,ｽﾊﾞﾙ] 漢字は
「堂塘糖膛」の1番目

tang堂2 広間

お堂の砂糖の池には、胸までつか
るスバルのトマトが浮いている。
キーワードは [トマト,ｽﾊﾞﾙ] 漢字は
「堂塘糖膛」の1番目

tang2堂
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白糖 bai2 tang2 白糖 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」

血糖 xue4 tang2 血糖 xue血4 血、血液
血液は、へそしたより出る月のも
の。キーワードは [へそ下,月] 漢字
は 「血」

泡泡糖 pao4 pao4 tang2 チューインガム pao泡4 泡

爆竹で泡だらけのピアスを、オリ
ンピックでばら撒く。キーワード
は [ピアス,オリンピック] 漢字は
「炮泡」の2番目

pao泡4 泡

爆竹で泡だらけのピアスを、オリ
ンピックでばら撒く。キーワード
は [ピアス,オリンピック] 漢字は
「炮泡」の2番目

口香糖 kou3 xiang1
tang2

チューインガム 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」

xiang香1 好いにおい

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4番目

吃喜糖 chi1 xi3 tang2 婚礼に出席する 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

xi喜3 好き、喜ぶ
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1番目

膛 tang2 胸膛 xiong1 tang2 胸 xiong胸1 胸

凶悪犯の兄の胸には、クリスマス
に泳いだ思い出が有る。キーワー
ドは [クリスマス,泳ぎ] 漢字は 「凶
兄胸」の3番目

tang膛2 胸の空所、胸

お堂の砂糖の池には、胸までつか
るスバルのトマトが浮いている。
キーワードは [トマト,ｽﾊﾞﾙ] 漢字は
「堂塘糖膛」の4番目

躺着看书 tang3 zhe0 kan4
shu1

横になって本を読む zhe着0 助詞 動作の結果・状態の持続を表す。 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」

shu书1 書物

おじさんが、特殊な野菜の書物を輸送す
る時、くし入れして、気持ち良く踊って
いる写真を付ける。キーワードは [写真,
踊り] 漢字は 「叔殊蔬书输梳舒」の4番目

躺在床上 tang3 zai4
chuang2 shang4

ベッドで寝る 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

chuang床2 ベッド
ベッドで王様は腸ねん転。キー
ワードは [腸ねん転,王様] 漢字は
「床」

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

烫 tang4 烫伤 tang4 shang1
熱湯、湯気でのやけ
ど

tang烫4
やけどしそうに
熱い

アッチッチー、何度往復しても熱
いスバルのティー。キーワードは
[ティー,スバル] 漢字は 「烫趟」の
1番目

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

趟 tang4 两趟 liang3 tang4 2回往復する liang两3 二
ニコニコ羊は、レモンを食べてい
る。キーワードは [レモン,羊] 漢字
は 「两」

tang趟4 往復の数量詞

アッチッチー、何度往復しても熱
いスバルのティー。キーワードは
[ティー,スバル] 漢字は 「烫趟」の
2番目

tang2糖

tang糖2 砂糖

お堂の砂糖の池には、胸までつか
るスバルのトマトが浮いている。
キーワードは [トマト,ｽﾊﾞﾙ] 漢字は
「堂塘糖膛」の3番目

tang糖2 砂糖

お堂の砂糖の池には、胸までつか
るスバルのトマトが浮いている。
キーワードは [トマト,ｽﾊﾞﾙ] 漢字は
「堂塘糖膛」の3番目

tang躺3 横になる、寝る
横になったがスバルのテーブルか
ら落ちた。キーワードは [テーブ
ル,ｽﾊﾞﾙ] 漢字は 「躺」

tang3躺
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