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商量 shang1 liang2
相談する、打ち合わ
せる

liang量2
量る（動詞とし
て使う）

触って冷たい餌が量れる良い羊
は、ロックが踊れる。キーワード
は [ロック,羊] 漢字は 「凉粮量良」
の3番目

商品 shang1 pin3 商品、品物 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」

商场 shang1 chang3 デパート 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

商业 shang1 ye4 商業 ye业4 業績の、ぎょう

夜、液体の葉っぱのページをめく
る業で生き埋めにされる。キー
ワードは [生埋め,夜] 漢字は 「夜液
叶页业」の5番目

商务舱 shang1 wu4
cang1

ビジネスクラス wu务4 務め

悟くんが務めで物を間違えて踊っ
ても生き埋めにしてはいけない。
キーワードは [生埋め,踊り] 漢字は
「悟务物误勿」の2番目

cang舱1
飛行機、船の
部屋の総称

青海原にある、客室倉庫のスバル
は、直ぐ乗れる。キーワードは
[can,スバル] 漢字は 「沧舱仓」の2
番目

供应商 gong1 ying4
shang1

Ｖendor gong供1 供給する

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5番目

ying应4 応じる
硬さに応じて映った英国人を生き
埋めにする。キーワードは [生埋
め,英国] 漢字は 「硬应映」の2番目

制造商 zhi4 zao4
shang1

maker zhi制4
製造する。制限
する

置いた雑誌の製造品質を、治めに
至る、爺さんの一生。キーワード
は [爺さん,一] 漢字は 「置志制质治
至致」の3番目

zao造4 製造する

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2番目

伤心 shang1 xin1
悲しむ、悲しくな
る、悔しい

xin心1 心

心が新しければつらくても、漂っ
てくるうれしい音は、
クリスマスソング。キーワードは
[クリスマス,音] 漢字は 「心新辛馨
欣」の1番目

伤口 shang1 kou3 傷口 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」

伤害 shang1 hai4
害する、傷つける、
壊す

hai害4 害
害だ愛の火は。キーワードは [火,
愛] 漢字は 「害」

伤痛 shang1 tong4 悲しみ tong痛4 痛い

痛い（食い込む）ジュディーオン
グの、ティーバック。キーワード
は [ティー,ジュディーオング] 漢字
は 「痛」

悲伤 bei1 shang1 悲しむ、心が痛む bei悲1 悲しい

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1番目

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

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

shang1商

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

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

shang1伤
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感伤 gan3 shang1 感傷的になる 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

灼伤 zhuo2 shang1 やけど zhuo灼2 焼く、あぶる

着陸でブレスレットが焼けたと
き、私は、女王蜂に刺された。
キーワードは [女王蜂,我] 漢字は
「着镯灼」の3番目

烧伤 shao1 shang1 やけど 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

受伤 shou4 shang1 傷つく 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

观赏 guan1 shang3
観賞する、見て楽し
む

guan观1 眺め

ながめているのを閉めるのは、カ
ンリンと湾のガードマン。キー
ワードは [ガードマン,湾] 漢字は
「观关官」の1番目

欣赏 xin1 shang3 鑑賞する xin欣1 喜ぶ、うれしい

心が新しければつらくても、漂っ
てくるうれしい音は、クリスマス
ソング。キーワードは [クリスマ
ス,音] 漢字は 「心新辛馨欣」の5番
目

上班 shang4 ban1 出社する ban班1 グループ

一般的な班長さんは、引っ越す
時、バットを按摩屋で振り回す。
キーワードは [バット,按摩] 漢字は
「般班搬」の2番目

上升 shang4 sheng1 上がる 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

上游 shang4 you2 河の上流 you游2 遊ぶ

遊びの理由は、郵便局へ、特に油
だらけの斧を、持っていく。キー
ワードは [斧,油] 漢字は 「游由邮尤
油」の1番目

上脸 shang4 lian3
酒のために顔が赤く
なる

lian脸3 顔
顔の眼は、レモンのようだ。キー
ワードは [レモン,眼] 漢字は 「脸」

上锁 shang4 suo3 鍵をかける suo锁3 鍵をかける

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2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

shang1伤

shang赏3
ほうび、観賞す
る

賞与にもらったシェイバー型のス
バル。キーワードは [ｼｪｲﾊﾞｰ,スバ
ル] 漢字は 「赏」

shang3赏

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

shang4上
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上网 shang4 wang3 インターネット 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

上演 shang4 yan3 上演する 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

上涨 shang4 zhang3
値段、水位が上昇す
る

zhang涨3
高くなる、上が
る

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2
番目

上帝 shang4 di4
キリスト教の絶対の
神エホバ

di帝4 てんし、皇帝

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1番目

上课 shang4 ke4 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

上药 shang4 yao4 薬を塗る yao药4 薬
光り輝く薬の鍵が欲しいと、生き
埋めにされる。キーワードは [生埋
め,薬] 漢字は 「耀药钥要」の2番目

上层 shang4 ceng2 上層、上層部 ceng层2 重なる、層

かつては、重なってエンジェル
は、コーラを飲んだ。キーワード
は [コーラ,エンジェル] 漢字は 「曾
层」の2番目

上街 shang4 jie1 街 jie街1 街

街の掲示板に接するには、階段で
夜Ｊａｚｚを聞きながらが良い。
キーワードは [Jazz,夜] 漢字は
「街揭接阶」の1番目

上床 shang4 chuang2 床に入る 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」

上班族 shang4 ban1
zu2

サラリーマン ban班1 グループ

一般的な班長さんは、引っ越す
時、バットを按摩屋で振り回す。
キーワードは [バット,按摩] 漢字は
「般班搬」の2番目

zu族2 一族、家族
一族の足は、踊りは無理だ、象の
足。キーワードは [象,踊り] 漢字は
「族足」の1番目

晚上 wan3 shang4 夜 wan晚3 晩

晩に、服をまくって　お碗で湾のｴ
ﾒﾗﾙﾄﾞを集める。キーワードは [エ
メラルド,湾] 漢字は 「晚挽碗」の1
番目

网上 wang3 shang4 インターネット上 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

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

shang4上

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
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马上 ma3 shang4 すぐ、直ちに ma马3 馬

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2番目

府上 fu3 shang4 ＜敬＞お宅 fu府3 役所、政府機関

腐った政府は、うつぶせを助ける
踊りをフェリーで行う。キーワー
ドは [フェリー,踊り] 漢字は 「腐府
俯辅」の2番目

路上 lu4 shang4 路上、道中 lu路4 道

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2番目

关上 guan1 shang4
ピッタリと閉じる、
閉める

guan关1
閉める、関係す
る

ながめているのを閉めるのは、カ
ンリンと湾のガードマン。キー
ワードは [ガードマン,湾] 漢字は
「观关官」の2番目

看上 kan4 shang4
見て気に入る、好き
になる

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」

考上 kao3 shang4 合格する kao考3
試験、テスト、
考える

考えて焼くとオリンピックで警察
ざたになる。キーワードは [警察,
オリンピック] 漢字は 「考烤」の1
番目

加上 jia1 shang4
そのうえ、さらに、
加えるに

jia加1 加わる

りっぱな家に挟まれ、首かせを加
えて牙になるＪａｚｚは変だ。
キーワードは [Jazz,牙] 漢字は
「佳家夹枷加」の5番目

街上 jie1 shang4 表通り、町 jie街1 街

街の掲示板に接するには、階段
で、夜、Ｊａｚｚを聞きながらが
良い。キーワードは [Jazz,夜] 漢字
は 「街揭接阶」の1番目

迷上 mi2 shang4 夢中になる mi迷2 迷う
迷うと森から一歩も出られない。
キーワードは [森,一] 漢字は 「迷」

看上去 kan4 shang4
qu4

見たところ 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」

qu去4 去る
去っていく趣は、魚のキュートな
顔。キーワードは [キュート,魚] 漢
字は 「去趣」の1番目

开上窗户 kai1 shang4
chuang1 hu4

窓を閉める kai开1

開く、液体が沸
く、スイッチを
入れる、運転す
る、

開いた愛には、河童も感激。キー
ワードは [河童,愛] 漢字は 「开」

chuang窗1 窓
窓から王様がチャリンコで入って
きた。キーワードは [チャリンコ,
王様] 漢字は 「窗」

hu户4 戸籍、戸口
お互い、パスポートの戸籍で、踊った火
遊びが発覚。キーワードは [火,踊り] 漢字
は 「互护户」の3番目

签上名字 qian1 shang4
ming2 zi4

サインをする qian签1 署名する

アサガオ鉛筆で、謙虚に,千回署名
するとき、眼はクオーツ時計を見
ている。キーワードは [Ｑuarts,眼]
漢字は 「牵铅谦千签」の5番目

ming名2 名前
明るい名前は、森の石まつ。キー
ワードは [森,宝石] 漢字は 「明名」
の2番目

zi字4 文字
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1番目

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

shang4上
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船上交货 chuan2 shang4
jiao1 huo4

FOB chuan船2 船

ファックスで、船がいる湾に腸ね
ん転患者を伝える。キーワードは
[腸ねん転,湾] 漢字は 「传船」の2
番目

jiao交1 交わる

教えてあげよう、焦ってピーマン
に注いだのりは、なまめかしく傲
慢に交わる薬だ、Jazzを聴いて、
さらに交わる。キーワードは
[Jazz,薬] 漢字は 「教焦椒浇胶娇骄
交」の8番目

huo货4 貨物の貨
獲得した貨物或いは禍の惑いが、私を火
あぶりにする。キーワードは [火,我] 漢字
は 「获货或祸惑」の2番目

你上几年级了 ni3 shang4 ji3
nian2 ji2 le0

何年生になったの？ 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」

ji几3 幾つ？

供給が幾つも込み合ったら己だけ
一人ジェット機に乗れる。キー
ワードは [ｊｅｔ機,一] 漢字は 「给
几挤己」の2番目

nian年2 年数
年とれば眼からのりが出る。キーワード
は [のり,眼] 漢字は 「年」

先上车后补票
xian1 shang4
che1 hou4 bu3
piao4

できちゃった結婚 xian先1 先

仙人は、先に鮮やかな目でクリス
マスを楽しんでいる。キーワード
は [クリスマス,眼] 漢字は 「仙先
鲜」の2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」

hou后4 後ろの
後ろの分厚い気候は、欧米からの火のせ
い。キーワードは [火,欧米] 漢字は 「后
厚候」の1番目

谈不上 tan2 bu0 shang4
話にならない、問題
外で有る

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

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

赶得上 gan3 de0
shang4

追いつく、間に合う 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

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

实际上 shi2 ji4 shang4 実際には shi实2
事実、実際、
実、果実

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1番目

ji际4 実際の際

既に国際技術計画を記録する寂し
い季節だ、Jimの一階へ行こう。
キーワードは [Jim,一] 漢字は 「既
际技计记寂季济继纪寄剂系绩迹」
の2番目

事实上 shi4 shi2 shang4 事実上、 shi事4 事、事件

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3番目

shi实2
事実、実際、
実、果実

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1番目

不分上下 bu4 fen1 shang4
xia4

甲乙つけがたい 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

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

xia下4 下
夏にびっくり、下の歯は、へそ下から生
えてくる。キーワードは [ヘソ下,牙] 漢字
は 「夏吓下」の3番目

顶头上司 ding3 tou2
shang4 si1

直接の上司 ding顶3 頂き
頂上の宝石は、デブより先にいた
だく。キーワードは [デブ,宝石] 漢
字は 「顶」

tou头2 頭
頭を投げたら欧米のトマトのよう
にぐちゃぐちゃ。キーワードは [ト
マト,欧米] 漢字は 「头投」の1番目

si司1 つかさどる
細切れシルクをつかさどる私の思いは、
一本の桜に託している。キーワードは
[桜,一] 漢字は 「丝司私思」の2番目

浑身上下 hun2 shen1
shang4 xia4

体中 hun浑2
すべて、ばかで
ある

すべての魂は、文中で蛍のように
形容される。キーワードは [蛍,文
章] 漢字は 「浑魂」の1番目

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

xia下4 下
夏にびっくり、下の歯は、へそ下から生
えてくる。キーワードは [ヘソ下,牙] 漢字
は 「夏吓下」の3番目

躺在床上 tang3 zai4
chuang2 shang4

ベッドで寝る 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」

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」

说明书上面说
shuo1 ming2
shu1 shang4
mian4 shuo1

説明書によると shuo说1 言う
言うぞ、私は、写真に写りたい。
キーワードは [写真,我] 漢字は
「说」

ming明2 明るい
明るい名前は、森の、石まつ。
キーワードは [森,宝石] 漢字は 「明
名」の1番目

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

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

shang4上

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

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

shang上4
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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

时尚 shi2 shang4 時代の流行 shi时2 時間

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3番目

礼尚往来 li3 shang4
wang3 lai2

礼を受ければ礼を返
さなければならない

li礼3 お礼

すももと、鯉のお礼の理由の中身
は、一個のレモン。キーワードは
[レモン,一] 漢字は 「李鲤礼理里」
の3番目

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

lai来2 来る
来る時は、愛のロックしてきて。キー
ワードは [ロック,愛] 漢字は 「来」

shang尚4 流行、気風

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2番目

shang4尚
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