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常识 chang2 shi2 常識 chang常2 常に

常に長い腸を味わえる代償は、ス
バルに乗ったら腸ねん転になっ
た。キーワードは [腸ねん転,スバ
ル] 漢字は 「常长肠尝偿」の1番目

shi识2
知っている、見
分ける

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4番目

异常 yi4 chang2
普通でない。非常に
=非常

yi异4 異なる

議会でやさしく翻訳したら正義と
異なり、一人で生き埋めにされ
た。キーワードは [生埋め,一] 漢字
は 「艺谊益意议易译义异」の9番
目

往常 wang3 chang2
今まで、普段、いつ
も

wang往3 行く方向
網の行く方向は王様のエメラルド
狙い。キーワードは [エメラルド,
王様] 漢字は 「网往」の2番目

非常 fei1 chang2 とっても、非常に fei非1 非常に

楊貴妃の非常に良く飛ぶ営業の
ファスナー。キーワードは [ファス
ナー,営業] 漢字は 「妃非飞」の2番
目

经常 jing1 chang2
いつも、よく、
しょっちゅう

jing经1 経る、経済

京都の経済で驚いたのは、精巧な
水晶の瞳でJazzを奏でる英国人。
キーワードは [Jazz,英国] 漢字は
「京经惊精晶睛」の2番目

日常 ri4 chang2 日常 ri日4 日
日本へは、ﾘﾎﾞﾝ一本でつながって
いる。キーワードは [リボン,一] 漢
字は 「日」

长靴 chang2 xue1 ブーツ、長靴 xue靴1 ブーツ、長靴
ブーツを履いてクリスマスに月を
見に行く。キーワードは [クリスマ
ス,月] 漢字は 「靴」

长袖 chang2 xiu4 長袖 xiu袖4 衣服のそで

袖の刺繍が錆びたら、優れた油
を、ヘソしたにつけて嗅ぐ。キー
ワードは [ヘソ下,油] 漢字は 「袖绣
锈秀嗅」の1番目

长度 chang2 du4 長さ du度4 度

度が過ぎたおなかに嫉妬して踊り
のさなかにディオールプンプン。
キーワードは [ディオール,踊り] 漢
字は 「度肚妒」の1番目

长方形 chang2 fang1
xing2

長方形 fang方1 方法のホウ

かぐわしい方法は、スバルでファ
スナーをおろすこと。キーワード
は [ファスナー,スバル] 漢字は 「芳
方」の2番目

xing形2 形
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2番目

长颈鹿 chang2 jing3 lu4 ジラフ jing颈3 瓶などの首 lu鹿4 鹿

陸路で鹿の録音は、ツユだらけで
踊っている、Lilyがうまい。キー
ワードは [Lily,踊り] 漢字は 「陆路
鹿录露」の3番目

长野县 chang2 ye3
xian4

長野県 ye野3 野原
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1番目

xian县4 県

chang常2 常に

常に長い腸を味わえる代償は、ス
バルに乗ったら腸ねん転になっ
た。キーワードは [腸ねん転,スバ
ル] 漢字は 「常长肠尝偿」の1番目

chang2常

chang长2 長い

常に長い腸を味わえる代償は、ス
バルに乗ったら腸ねん転になっ
た。キーワードは [腸ねん転,スバ
ル] 漢字は 「常长肠尝偿」の2番目

chang2长

1/5



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

延长 yan2 chang2 延長する、延ばす yan延2 延びる

岩塩の、炎の色研究が延びて、厳
しく言われ、眼が斧で切られたよ
うだ。キーワードは [斧,眼] 漢字は
「岩盐炎颜研延严言」の6番目

漫长 man4 chang2
先が見えないほどと
ても長い

man漫4
水があふれ出
る、しまりがな
い

ゆっくり漫画を見ていると按摩屋
でミサイル攻撃にあう。キーワー
ドは [ミサイル,按摩] 漢字は 「慢
漫」の2番目

特长 te4 chang2
特に優れた技能、特
技、特長

te特4 特に
特に腹ペコの時には、ティーが良
い。キーワードは [ティー,腹ペコ]
漢字は 「特」

身长 shen1 chang2 身長 shen身1 身体

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1番目

天长地久 tian1 chang2 di4
jiu3

末永く tian天1 天
天に添えた眼は、狸のアッカン
ベー。キーワードは [狸,眼] 漢字は
「天添」の1番目

di地4 地球の地

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3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

肠子 chang2 zi0 腸 chang肠2 お腹の腸

常に長い腸を味わえる代償は、ス
バルに乗ったら腸ねん転になっ
た。キーワードは [腸ねん転,スバ
ル] 漢字は 「常长肠尝偿」の3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。

香肠 xiang1 chang2 腸詰、ソーセージ 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

回肠荡气 hui2 chang2
dang4 qi4

深い感銘を与える 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」

dang荡4
オオミズで草
木が揺れ動く

ファイルした質屋の放蕩息子のス
バルは、ディオールが漂う。キー
ワードは [ディオール,スバル] 漢字
は 「档当荡」の3番目

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

荡气回肠 dang4 qi4 hui2
chang2

深い感銘を与える dang荡4
オオミズで草木
が揺れ動く

ファイルした質屋の放蕩息子のス
バルは、ディオールが漂う。キー
ワードは [ディオール,スバル] 漢字
は 「档当荡」の3番目

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

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」

chang肠2 お腹の腸

常に長い腸を味わえる代償は、スバルに
乗ったら腸ねん転になった。キーワード
は [腸ねん転,スバル] 漢字は 「常长肠尝
偿」の3番目

尝试 chang2 shi4 試みる、試してみる shi试4 試す

柿を飾って試してみたら視察団
が、勢いで示した解釈は、シュー
マイは、一個だけ。キーワードは
[シューマイ,一] 漢字は 「是世事市
室士适誓式柿饰试视势示释」の12
番目

尝咸淡 chang2 xian2
dan4

塩加減をみる xian咸2 しょっぱい

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1番目

dan淡4 淡い

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2番目

品尝 pin3 chang2 味をみる、味わう pin品3 品物、物品
品の良い、ペンダントの音。キー
ワードは [ペンダント,音] 漢字は
「品」

chang尝2
味わう、体験す
る

常に長い腸を味わえる代償は、ス
バルに乗ったら腸ねん転になっ
た。キーワードは [腸ねん転,スバ
ル] 漢字は 「常长肠尝偿」の4番目

chang长2 長い

常に長い腸を味わえる代償は、ス
バルに乗ったら腸ねん転になっ
た。キーワードは [腸ねん転,スバ
ル] 漢字は 「常长肠尝偿」の2番目

chang2长

chang肠2 お腹の腸

常に長い腸を味わえる代償は、ス
バルに乗ったら腸ねん転になっ
た。キーワードは [腸ねん転,スバ
ル] 漢字は 「常长肠尝偿」の3番目

chang2肠

chang尝2
味わう、体験す
る

常に長い腸を味わえる代償は、ス
バルに乗ったら腸ねん転になっ
た。キーワードは [腸ねん転,スバ
ル] 漢字は 「常长肠尝偿」の4番目

chang2尝
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无偿 wu2 chang2 無料である、無償 wu无2 無い
無いよ、踊りで斧を出す事。キー
ワードは [斧,踊り] 漢字は 「无」

补偿 bu3 chang2
補償する、埋め合わ
せる、償う

bu补3
修理する、補充
する

捕らえたら補充させよう踊り人の
ベッド。キーワードは [ベッド,踊
り] 漢字は 「捕补」の2番目

代偿 dai4 chang2 代償 dai代4 代わり、代理

かりた袋をかぶって代わりの帯を
待っているうちに愛のディオール
が到着する。キーワードは [ディ
オール,愛] 漢字は 「贷袋戴代带
待」の4番目

如愿以偿 ru2 yuan4 yi3
chang2

願いがかなえられる 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」

yuan愿4 望む

公共の建物の望みは怨念を、庭園
と原っぱに、生き埋めにする。
キーワードは [生埋め,原っぱ] 漢字
は 「院愿怨苑」の2番目

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

chang偿2 つぐなう

常に長い腸を味わえる代償は、スバルに
乗ったら腸ねん転になった。キーワード
は [腸ねん転,スバル] 漢字は 「常长肠尝
偿」の5番目

敞车 chang3 che1 オープンカー chang敞3 家や庭が広い

広々した工場の場所には、スバル
星の、Ｃｈｅｒｒｙが植わってい
た。キーワードは [Cherry,スバル]
漢字は 「敞厂场」の1番目

che车1 車
車だ、腹ペコなのでチャリンコは
嫌だ。キーワードは [チャリンコ,
腹ペコ] 漢字は 「车」

宽敞 kuan1 chang3
建物の内部空間が
広々している

kuan宽1 広い
広い湾には、河童が出る。キー
ワードは [河童,湾] 漢字は 「宽」

chang敞3 家や庭が広い

広々した工場の場所には、スバル
星の、Ｃｈｅｒｒｙが植わってい
た。キーワードは [Cherry,スバル]
漢字は 「敞厂场」の1番目

厂长 chang3 zhang3 工場長 chang厂3 工場

広々した工場の場所には、スバル
星の、Ｃｈｅｒｒｙが植わってい
た。キーワードは [Cherry,スバル]
漢字は 「敞厂场」の2番目

zhang长3 グループ長

掌握度が高い長は、スバルでジェ
ンカも踊れる。キーワードは [ジェ
ンカ,スバル] 漢字は 「掌涨长」の3
番目

工厂 gong1 chang3 工場 gong工1 工事、工業

おめでたい、公な宮殿工事の供給
功績は、ジュディーオングを攻め
たガードマン。キーワードは [ガー
ドマン,ジュディーオング] 漢字は
「恭公宫工供功攻」の4番目

chang厂3 工場

広々した工場の場所には、スバル
星の、Ｃｈｅｒｒｙが植わってい
た。キーワードは [Cherry,スバル]
漢字は 「敞厂场」の2番目

场合 chang3 he2 場合、場所 he合2 合わせる

はすの河で和やかに合ってる箱を
付き合わせると腹ペコ蛍が入って
いる。キーワードは [蛍,腹ペコ] 漢
字は 「荷河和合盒核」の4番目

场面 chang3 mian4 映画などの場面 mian面4 面
面の眼にミサイルが飛び込んでく
る。キーワードは [ミサイル,眼] 漢
字は 「面」

牧场 mu4 chang3 牧場 mu牧4 放牧する、牧場

牧場の墓の木目慕ってスクリーン
で髪を洗う踊りは、ミサイルの的
になる。キーワードは [ミサイル,
踊り] 漢字は 「牧墓木目慕幕沐」
の1番目

广场 guang3 chang3 広場 guang广3 広場
広場の王は、ゲゲゲのキタロウ。
キーワードは [ｹﾞｹﾞｹﾞ鬼,王様] 漢字
は 「广」

chang3敞

chang3厂

chang场3 場所

広々した工場の場所には、スバル
星の、Ｃｈｅｒｒｙが植わってい
た。キーワードは [Cherry,スバル]
漢字は 「敞厂场」の3番目

chang场3 場所

広々した工場の場所には、スバル
星の、Ｃｈｅｒｒｙが植わってい
た。キーワードは [Cherry,スバル]
漢字は 「敞厂场」の3番目

chang3场

chang偿2 つぐなう

常に長い腸を味わえる代償は、ス
バルに乗ったら腸ねん転になっ
た。キーワードは [腸ねん転,スバ
ル] 漢字は 「常长肠尝偿」の5番目

chang2偿
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机场 ji1 chang3 飛行場 ji机1 機械

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6番目

商场 shang1 chang3 デパート shang商1 相談する、商い
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1番目

操场 cao1 chang3 グラウンド cao操1 操る
体操は、オリンピックでキャンで
ある。キーワードは [can,オリン
ピック] 漢字は 「操」

绷场面 beng1 chang3
mian4

見栄を張る、外観を
取り繕う。

beng绷1
布、ひも等がピ
ンと張ってい
る。

撑场面 cheng1 chang3
mian4

見栄を張る、外観を
取り繕う。

cheng撑1
支える。ぴんと
広げる。

支えて重さを量っていたエンジェ
ルは、チャリンコから落ちた。
キーワードは [チャリンコ,エン
ジェル] 漢字は 「撑称」の1番目

分场合 fen1 chang3 he2 場をわきまえる fen分1
時間の分、分け
る、分かれる、
分数

ムード有るふん単位の恩返しは、
ファスナーを開いてあげること。
キーワードは [ファスナー,恩] 漢字
は 「氛分」の2番目

he合2 合わせる

はすの河で、和やかに合ってる箱
を付き合わせると、腹ペコ蛍が
入っている。キーワードは [蛍,腹
ペコ] 漢字は 「荷河和合盒核」の4
番目

逢场作戏 feng2 chang3
zuo4 xi4

場に合わせて対応す
る

feng逢2
出会う、出くわ
す

出会いを縫い合わせるのに、エン
ジェルは、フォークで操作する。
キーワードは [フォーク,エンジェ
ル] 漢字は 「逢缝」の1番目

zuo作4 作る
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3番目

xi戏4 戯れる
たわむれの、細かな系統は、一度へそし
たに戻ってみる。キーワードは [ヘソ下,
一] 漢字は 「戏细系」の1番目

现场发挥 xian4 chang3
fa1 hui1

場に合わせて力を発
揮する

xian现4 現在の現

羨ましい限りだ、現在献上した中
身の具を、落とし穴から内線で見
たらへそ下に効くものだった。
キーワードは [ヘソ下,眼] 漢字は
「羡限现献馅陷线」の3番目

fa发1 発する
発するおばさんファスナーはずし
て飛び回る。キーワードは [ファス
ナー,おばさん] 漢字は 「发」

hui挥1
指揮する、めぐ
らす

灰が揮発した味は、ハンカチを燃やした
味。キーワードは [ハンカチ,味] 漢字は
「灰挥」の2番目

网球场 wang3 qiu2
chang3

テニスコート wang网3 網
網の行く方向は王様のエメラルド
狙い。キーワードは [エメラルド,
王様] 漢字は 「网往」の1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

公共场所 gong1 gong4
chang3 suo3

公共場所 gong公1 公共の、公の

おめでたい、公な宮殿工事の供給
功績は、ジュディーオングを攻め
たガードマン。キーワードは [ガー
ドマン,ジュディーオング] 漢字は
「恭公宫工供功攻」の2番目

gong共4 共に

貢と共にジュディーオングはギ
ターを弾く。キーワードは [ギ
ター,ジュディーオング] 漢字は
「贡共」の2番目

suo所3 所

捜索の時、鍵をかけて所ジョージと私
は、セーラー服を着る。キーワードは
[セーラー服,我] 漢字は 「索锁所」の3番
目

浦东机场 pu3 dong1 ji1
chang3

浦东机场 pu浦3 浦

普通、浦での質素な踊りは、ペン
ダントが必要。キーワードは [ペン
ダント,踊り] 漢字は 「普浦朴」の2
番目

dong东1 東

冬は、東京のジュディーオングの
ダッチワイフが売り切れ。キー
ワードは [ダッチワイフ,ジュ
ディーオング] 漢字は 「冬东」の2
番目

ji机1 機械

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6番目

跳蚤市场 tiao4 zao3 shi4
chang3

フリーマーケット、
ノミの市

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」

zao蚤3 ノミ shi市4 市場の市

これは、世の事市の事、室では武
士がサイズが丁度いい、誓いの
シューマイを一式食べている。
キーワードは [シューマイ,一] 漢字
は 「是世事市室士适誓式柿饰试视
势示释」の4番目

つらの眼に、ミサイルが飛び込ん
でくる。キーワードは [ミサイル,
眼] 漢字は 「面」

chang场3 場所

広々した工場の場所には、スバル
星の、Ｃｈｅｒｒｙが植わってい
た。キーワードは [Cherry,スバル]
漢字は 「敞厂场」の3番目

chang场3 場所

広々した工場の場所には、スバル星の、
Ｃｈｅｒｒｙが植わっていた。キーワー
ドは [Cherry,スバル] 漢字は 「敞厂场」
の3番目

chang3场

chang场3 場所

広々した工場の場所には、スバル
星の、Ｃｈｅｒｒｙが植わってい
た。キーワードは [Cherry,スバル]
漢字は 「敞厂场」の3番目

mian面4 面
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対
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単語 ピンイン 日本語
一番目 二番目 三番目

畅销 chang4 xiao1 良く売れる chang畅4 すらすら進む

すらすら歌えるのは、スバルの
チークダンスの歌。キーワードは
[チークダンス,スバル] 漢字は 「畅
唱」の1番目

xiao销1 売る、売り出す

宵に売れる、削れば消える薬は、
クリスマスの限定品。キーワード
は [クリスマス,薬] 漢字は 「宵销削
消」の2番目

流畅 liu2 chang4
流暢（りゅうちょ
う）である=流利

liu流2 流れる

リュウさんは、流れを留め、ざく
ろの油をロックに入れる。キー
ワードは [ロック,油] 漢字は 「刘流
留榴」の2番目

舒畅 shu1 chang4
のびのびして気持ち
がいい

shu舒1 気持ちがいい

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7番目

唱歌 chang4 ge1 歌を歌う ge歌1 歌、歌う

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2番目

唱腔 chang4 qiang1 京劇の節回し qiang腔1
体内の空洞部、
調子、アクセン
ト

京劇の節回しができる羊は、ク
オーツ時計をしている。キーワー
ドは [Ｑuarts,羊] 漢字は 「腔」

演唱 yan3 chang4 伝統劇を演じる yan演3 演ずる
眼は演技のエメラルドグリーン。
キーワードは [エメラルド,眼] 漢字
は 「眼演」の2番目

演唱会 yan3 chang4
hui4

ライブ、コンサート yan演3 演ずる
眼は演技のエメラルドグリーン。
キーワードは [エメラルド,眼] 漢字
は 「眼演」の2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

chang唱4 歌う

すらすら歌えるのは、スバルの
チークダンスの歌。キーワードは
[チークダンス,スバル] 漢字は 「畅
唱」の2番目

chang4唱

chang畅4 すらすら進む

すらすら歌えるのは、スバルの
チークダンスの歌。キーワードは
[チークダンス,スバル] 漢字は 「畅
唱」の1番目

chang4畅

chang唱4 歌う

すらすら歌えるのは、スバルの
チークダンスの歌。キーワードは
[チークダンス,スバル] 漢字は 「畅
唱」の2番目
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