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收拾 shou1 shi2 片付ける、整理する shi拾2 拾う

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6番目

收听 shou1 ting1 ラジオを聴く ting听1 話を聞く
ロビーで話を聞く時、宝石を狸に
あげる。キーワードは [狸,宝石] 漢
字は 「厅听」の2番目

收到 shou1 dao4
受け取る、手に入れ
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

收费 shou1 fei4 有料 fei费4 費用

廃棄した肺の費用は、営業がフィ
アンセに請求に行く。キーワード
は [フィアンセ,営業] 漢字は 「废肺
费」の3番目

收获 shou1 huo4 収穫 huo获4 獲得する

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
1番目

收据 shou1 ju4 領収書 ju据4
なになにによっ
て、証拠

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4番目

收入 shou1 ru4 収入 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」

收音机 shou1 yin1 ji1 ラジオ yin音1 音
音は因果な陰暦を飛ぶ赤とんぼの
音。キーワードは [赤とんぼ,音] 漢
字は 「音因阴」の1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

收银台 shou1 yin2 tai2 レジ yin银2 銀
みだらな銀行は音を斧で出す。
キーワードは [斧,音] 漢字は 「淫
银」の2番目

收款台 shou1 kuan3
tai2

レジ

收款处 shou1 kuan3
chu4

レジ chu处4 所,場所

触れられても所かまわず踊ろう
チークダンス。キーワードは [チー
クダンス,踊り] 漢字は 「触处」の2
番目

收件人 shou1 jian4 ren2 郵便の受取人 jian件4 件数の件

健康な建物件数をキーボードで見
ている間に、次第に眼が疲れてjim
に行く。キーワードは [Jim,眼] 漢
字は 「健建件键见间渐践剑荐」の
3番目

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

shou收1 収める
収めてしまおう欧米からの写真
集。キーワードは [写真,欧米] 漢字
は 「收」

kuan款3
お金、洋服のデ
ザイン

洋服のデザインは、湾の警察の
服。キーワードは [警察,湾] 漢字は
「款」

tai台2 台、ステージ
台の上の愛のトマト。キーワード
は [トマト,愛] 漢字は 「台」

shou1收
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收的也是 shou1 de0 ye3
shi4

そうしてもいいね shou收1 収める
収めてしまおう欧米からの写真
集。キーワードは [写真,欧米] 漢字
は 「收」

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。

ye也3 なになにも
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2番目

shi是4 これはなになに

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1番目

没收 mo4 shou1 没収 mo没4 沈む、沈没する

末っ子は、黙って寂しく砂漠に沈
んだ墨の尾にミサイルを打ち込
む。キーワードは [ミサイル,尾] 漢
字は 「末默寞漠没墨」の5番目

请收下吧 qing3 shou1
xia4 ba0

お受け取り下さい qing请3 どうぞ
お願い、宝石をｑｕｅｅｎからも
らって？。キーワードは [queen,宝
石] 漢字は 「请」

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

ba吧0 助詞
助詞　文末に付けて相談・提案・同意。
高めに発音して賛成・承知の意を表す

手机 shou3 ji1 携帯電話 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

手心 shou3 xin1 手の平 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

手淫 shou3 yin2
オナニー、マスター
ベーション

yin淫2
過度の、みだら
な

みだらな銀行は音を斧で出す。
キーワードは [斧,音] 漢字は 「淫
银」の1番目

手镯 shou3 zhuo2 ブレスレット zhuo镯2
腕輪、ブレス
レット

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2番目

手表 shou3 biao3 腕時計 biao表3 表、腕時計
おもてのベッドに、薬を置いた。
キーワードは [ベット,薬] 漢字は
「表」

手指 shou3 zhi3 指 zhi指3 指

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4番目

手背 shou3 bei4 手の甲 bei背4
背,背を向ける、
背く

非常に疲れた貝の一生の備えは、
背中の掛け布団と、2倍のビールを
営業するベー。キーワードは [ビー
ル,営業] 漢字は 「惫贝辈备背被倍
呗」の5番目

手册 shou3 ce4 ハンドブック ce册4 冊子、綴じ本

短冊持って、策をトイレで測るに
は、腹ペコ過ぎる、サイボーグに
やらせよう。キーワードは [サイ
ボーグ,腹ペコ] 漢字は 「册策厕
测」の1番目

shou手3 手
手首を守れるのは、欧米のシェイ
バー。キーワードは [シェイバー,
欧米] 漢字は 「手首守」の1番目

shou3手

shou收1 収める
収めてしまおう欧米からの写真
集。キーワードは [写真,欧米] 漢字
は 「收」

收 shou1
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手面 shou3 mian4 手の甲 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」

手套 shou3 tao4 手袋 tao套4 一式
セットは、オリンピックのティー
セット。キーワードは [ティー,オ
リンピック] 漢字は 「套」

手续 shou3 xu4 手続き xu续4 続く
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3番目

手艺 shou3 yi4
（手工業職人の）技
術cf.技术 ji4 shu4

yi艺4 芸術の芸

芸術で友情が有益の意味は、一人
で生き埋めにされても判らない。
キーワードは [生埋め,一] 漢字は
「艺谊益意议易译义异」の1番目

手杖 shou3 zhang4 ステッキ、杖 zhang杖4 杖

障害の有るタケオの帳簿は、杖を
ついてスバルに乗った爺さんが
持ってくる。キーワードは [爺さ
ん,スバル] 漢字は 「障丈账帐杖」
の5番目

手绢 shou3 juan4 ハンカチ juan绢4
絹（単独では用
いない）

手推车 shou3 tui1 che1 買い物用カート tui推1 押す,推進する
押された味は、狸も食べない。
キーワードは [狸,味] 漢字は 「推」

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」

手腕子 shou3 wan4 zi0 手首 wan腕4 腕
万の腕で湾に生き埋めにする。
キーワードは [エメラルド,湾] 漢字
は 「万腕」の2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。

手电筒 shou3 dian4
tong3

懐中電灯 dian电4 電気の電

殿は、店の電気で眼は、ディオー
ル製の下敷きを探す。キーワード
は [ディオール,眼] 漢字は 「殿店电
垫」の3番目

tong筒3 筒

桶の筒型統一でジュディーオング
は、テーブルに飛び上がる。キー
ワードは [テーブル,ジュディーオ
ング] 漢字は 「桶筒统」の2番目

手续费 shou3 xu4 fei4 手数料 xu续4 続く
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3番目

fei费4 費用

廃棄した肺の費用は、営業がフィ
アンセに請求に行く。キーワード
は [フィアンセ,営業] 漢字は 「废肺
费」の3番目

手工艺品 shou3 gong1 yi4
pin3

手工芸品 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

yi艺4 芸術の芸

芸術で友情が有益の意味は、一人
で生き埋めにされても判らない。
キーワードは [生埋め,一] 漢字は
「艺谊益意议易译义异」の1番目

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」

握手 wo4 shou3 握手する wo握4 握る、つかむ
握られて横にされたら私は生き埋
めにされる。キーワードは [生埋
め,我] 漢字は 「握卧」の1番目

扒手 pa2 shou3 すり pa扒2
かゆくてかく、
金品をする

すりは這い上がって、おばさん
の、ポッキーをする。キーワード
は [ポッキー,おばさん] 漢字は 「扒
爬」の1番目

shou手3 手
手首を守れるのは、欧米のシェイ
バー。キーワードは [シェイバー,
欧米] 漢字は 「手首守」の1番目

shou3手

shou手3 手
手首を守れるのは、欧米のシェイ
バー。キーワードは [シェイバー,
欧米] 漢字は 「手首守」の1番目

3/8



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

分手 fen1 shou3 別れる 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

拿手 na2 shou3 得意である na拿2
つかむ、持つ。
（介詞）何々を
用いて

つかんだおばさんのりだらけ。
キーワードは [のり,おばさん] 漢字
は 「拿」

高手 gao1 shou3 達人 gao高1 高い

高いねばねばした小麦粉食品は、ｵ
ﾘﾝﾋﾟｯｸのｶﾞｰﾄﾞﾏﾝに取られた。キー
ワードは [ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ,ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ] 漢字は
「高膏糕」の1番目

举手 ju3 shou3 挙手する ju举3
起こす、持ち上
げる

マナーが良いと持ち上げると、魚
もジェット機に乗る。キーワード
は [ジェット機,魚] 漢字は 「矩举」
の2番目

亲手 qin1 shou3 自分の手で qin亲1 親愛なる

侵入されても、親愛なる音は、ク
オーツ時計なら出る。キーワード
は [Ｑuarts,音] 漢字は 「侵亲」の2
番目

招手 zhao1 shou3 手招き zhao招1 手招きする
手招きしているオリンピックの
じゃが芋畑。キーワードは [じゃが
芋,オリンピック] 漢字は 「招」

失手 shi1 shou3
手を滑らす、手元が
狂う

shi失1 失う

施しで失敗した師は、湿った一枚
の写真になっている。キーワード
は [写真,一] 漢字は 「施失师湿」の
2番目

顺手 shun4 shou3
①物事が順調に運ぶ
②使いやすい③無造
作に④ついでに

shun顺4
順調、ついで
に、順々

瞬時ではなく、順順に文章は
シューマイの話になる。キーワー
ドは [シューマイ,文章] 漢字は 「瞬
顺」の2番目

双手 shuang1 shou3 両手 shuang双1 双方、ペア
双方で霜降り王様の写真を、撮り
あう。キーワードは [写真,王様] 漢
字は 「双霜」の1番目

随手 sui2 shou3
①ついでに、無造作
に②使い慣れた

sui随2 随意に
随意に味は、ソースで変えられ
る。キーワードは [ソース,味] 漢字
は 「随」

洗手间 xi3 shou3 jian1 お手洗い 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

jian间1

（名詞的用法
として、）
間。部屋。量
詞：部屋を数
える。

監督は、肩の間から、みだらな目
で、Jａｚｚを見ている。キーワー
ドは [Jazz,眼] 漢字は 「监肩间奸
坚尖煎」の3番目

两只手 liang3 zhi1
shou3

両手 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」

zhi只1 一対、数詞

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2番目

牵着手 qian1 zhe0
shou3

手をつなぐ qian牵1
ヒト、家畜を引
く,朝顔

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1番目

zhe着0 助詞 動作の結果・状態の持続を表す。

手
手首を守れるのは、欧米のシェイ
バー。キーワードは [シェイバー,
欧米] 漢字は 「手首守」の1番目

shou3手

shou手3 手
手首を守れるのは、欧米のシェイ
バー。キーワードは [シェイバー,
欧米] 漢字は 「手首守」の1番目

shou手3
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登机手续 deng1 ji1 shou3
xu4

搭乗手続き deng登1 登る

電灯を持って登るエンジェルは、
最高のダッチワイフだ。キーワー
ドは [ダッチワイフ,エンジェル] 漢
字は 「灯登」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

xu续4 続く
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3番目

心灵手巧 xin1 ling2 shou3
qiao3

 頭が良くて手先が器
用である

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

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

qiao巧3
丁度うまい、巧
み

声をひそめ、音を立てない様、巧妙に薬
でqueenを毒殺する。キーワードは
[queen,薬] 漢字は 「巧悄」

智能手机 zhi4 neng2
shou3 ji1

スマートフォン、ス
マホ

zhi智4
賢い、知恵があ
る

neng能2
なになにが出来
る

出来るのは、エンジェルをのり付
けすること。キーワードは [のり,ｴ
ﾝｼﾞｪﾙ] 漢字は 「能」

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

衣来伸手 yi1 lai2 shen1
shou3

衣服が来れば手を伸
ばす

yi衣1 衣服
頼りになる、医者の衣服に一匹の
赤とんぼ。キーワードは [赤とん
ぼ,一] 漢字は 「依医衣一」の3番目

lai来2 来る
来るときは、愛のロックしてき
て。キーワードは [ロック,愛] 漢字
は 「来」

shen伸1 伸ばす

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2番目

请勿动手 qing3 wu4
dong4 shou3

手を触れないで下さ
い

qing请3 どうぞ
お願い、宝石をｑｕｅｅｎからも
らって？。キーワードは [queen,宝
石] 漢字は 「请」

wu勿4 するな

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5番目

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

首都 shou3 du1 首都 du都1 都、都市、都会
都では、監督と踊るダッチワイフ
が大流行。キーワードは [ダッチワ
イフ,踊り] 漢字は 「都督」の1番目

首先 shou3 xian1 最初に、真っ先に 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

首付 shou3 fu4 頭金 fu付4 金を払う

覆面した婦人に負けた父さん富士
山付近で反復腹踊り、副フィアン
セドッキリ。キーワードは [フィア
ンセ,踊り] 漢字は 「覆妇负父富附
付复腹副」の7番目

首饰 shou3 shi4 装飾品 shi饰4 飾る

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11
番目

守株待兔 shou3 zhu1 dai4
tu4

切り株の番をして兔
を待つ。棚からぼた
餅

shou守3 守る
手首を守れるのは、欧米のシェイ
バー。キーワードは [シェイバー,
欧米] 漢字は 「手首守」の3番目

zhu株1 木の株。 dai待4
待つ、扱う、
接待する、

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6番目

tu兔4 ウサギ
ウサギが吐くものは、踊りの途中で
ティー。キーワードは [ティー,踊り] 漢字
は 「兔吐」の1番目

保守 bao3 shou3 秘密を守る bao保3 保つ

満腹を保つ宝石ベッドでオリン
ピックを見る。キーワードは [ベッ
ド,オリンピック] 漢字は 「饱保
宝」の2番目

shou守3 守る
手首を守れるのは、欧米のシェイ
バー。キーワードは [シェイバー,
欧米] 漢字は 「手首守」の3番目

shou3守

shou手3 手
手首を守れるのは、欧米のシェイ
バー。キーワードは [シェイバー,
欧米] 漢字は 「手首守」の1番目

shou手3 手
手首を守れるのは、欧米のシェイバー。
キーワードは [シェイバー,欧米] 漢字は
「手首守」の1番目

shou3手

shou首3 首
手首を守れるのは、欧米のシェイ
バー。キーワードは [シェイバー,
欧米] 漢字は 「手首守」の2番目

shou3首
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遵守 zun1 shou3 遵守する zun遵1 従う
尊敬し遵うのは、文章を座布団に
書いたことだけ。キーワードは [座
布団,文章] 漢字は 「尊遵」の2番目

不守信用 bu4 shou3 xin4
yong4

約束を守らない 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

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

yong用4 用いる
用事は無い,泳いだまま,生き埋めにし
ろ。キーワードは [生埋め,泳ぎ] 漢字は
「用」

受伤 shou4 shang1 傷つく 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

受到 shou4 dao4 受ける 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

受累 shou4 lei4
骨を折る、気を遣
う、苦労する

lei累4 疲れる
疲れて泪するタグイの営業は、Lily
が馬鹿にする。キーワードは [Lily,
営業] 漢字は 「累泪类」の1番目

受不了 shou4 bu0 liao3
たまらない、耐えら
れない，受け入れら
れない

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

liao了3 了解、できる
了解、レモンは、薬になる。キー
ワードは [レモン,薬] 漢字は 「了」

受欢迎 shou4 huan1
ying2

人気が有る huan欢1
喜んで、うれし
がる

歓迎は、湾でハンカチを振る。
キーワードは [ハンカチ,湾] 漢字は
「欢」

ying迎2 迎える

営業が勝って蛍を迎える時は英国
産の斧を出す。キーワードは [斧,
英国] 漢字は 「营赢萤荧迎」の5番
目

接受 jie1 shou4
受け取る、受け入れ
る

jie接1 接する

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3番目

享受 xiang3 shou4
味わい楽しむ、楽し
む、楽しみ

xiang享3
享受する、分か
ち合う

享受したいよ、響く羊とのトリプ
ルx。キーワードは [トリプルx,羊]
漢字は 「享想响」の1番目

shou守3 守る
手首を守れるのは、欧米のシェイ
バー。キーワードは [シェイバー,
欧米] 漢字は 「手首守」の3番目

shou3守

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

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

shou4受
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难受 nan2 shou4 体調がすぐれない nan难2 難しい
南方の男は、難しい按摩は、糊で
固める。キーワードは [のり,按摩]
漢字は 「南男难」の3番目

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

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

谁受得了 shei2 shou4 de2
liao3

耐えらえないよ 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」

de得2 得る
徳が有っても得たいよ、腹ペコの
時ドーナツ。キーワードは [ドーナ
ツ,腹ペコ] 漢字は 「德得」の2番目

liao了3 了解、できる
了解、レモンは、薬になる。キーワード
は [レモン,薬] 漢字は 「了」

浑身难受 hun2 shen1
nan2 shou4

全身がだるい 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

nan难2 難しい
南方の男は、難しい按摩は、糊で
固める。キーワードは [のり,按摩]
漢字は 「南男难」の3番目

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

售货员 shou4 huo4
yuan2

店員、販売員 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

yuan员2 員

縁有って、元援助員は、原っぱ園
で、資源を、丸まる、斧で集め
る。キーワードは [斧,原っぱ] 漢字
は 「缘元援员原园源圆」の4番目

售票处 shou4 piao4
chu4

チケット売場、切符
売り場

piao票4 票、券
きれいな票に、ピアスを付けて薬
にする。キーワードは [ピアス,薬]
漢字は 「漂票」の2番目

chu处4 所,場所

触れられても所かまわず踊ろう
チークダンス。キーワードは [チー
クダンス,踊り] 漢字は 「触处」の2
番目

售后服务 shou4 hou4 fu2
wu4

アフターサービス 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

fu服2 服

浮かれた福の神は、符号服を手で
支えて踊るフォークダンスですっ
転ぶ。キーワードは [フォーク,踊
り] 漢字は 「浮福符服扶」の4番目

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

零售 ling2 shou4
小売、ばら売り（を
する）

ling零2 ゼロ

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4番目

shou售4 売る

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2
番目

shou售4 売る

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2
番目

shou4售

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

shou4受
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销售 xiao1 shou4 商品を販売する

销售员 xiao1 shou4
yuan2

販売員 yuan员2 員

縁有って、元援助員は、原っぱ園
で、資源を、丸まる、斧で集め
る。キーワードは [斧,原っぱ] 漢字
は 「缘元援员原园源圆」の4番目

自动售货机 zi4 dong4 shou4
huo4 ji1

自動販売機 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

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

shou售4 売る

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2
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

瘦 shou4 瘦 shou4 痩せる shou瘦4 痩せる

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3
番目

寿 shou4 寿司 shou4 si1 寿司 shou寿4 長寿、長生き

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4
番目

si司1 つかさどる

細切り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

兽 shou4 怪兽 guai4 shou4 怪獣 guai怪4
かなり、非常
に。～のせいに
する。化け物

かなり、怪しいギターが、外で
鳴っている。キーワードは [ギ
ター,外] 漢字は 「怪」

shou兽4 けだもの、獣

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5
番目

授 shou4 教授 jiao4 shou4 教授 jiao教4
教え、教育、宗
教

叫んで眠りを比べる教育は、薬を
使ってＪｉｍで行う。キーワード
は [Jim,薬] 漢字は 「叫觉较教」の
4番目

shou授4 授ける、与える

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6
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

shou售4 売る

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2
番目

shou4售
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