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通知 tong1 zhi1 通知 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

通称 tong1 cheng1 通称。 cheng称1
重さを量る。称
する。

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2番目

通俗 tong1 su2  わかりやすい su俗2
風俗、風習、
俗っぽい

俗っぽい踊りは、ソースで味付
け。キーワードは [ソース,踊り] 漢
字は 「俗」

通道 tong1 dao4 主要な道路、通路 dao道4

道。量詞：川や
細長いもの、出
入り口や堀、命
令や問題。

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1
番目

通过 tong1 guo4 ～を通じて guo过4 過ぎる
過ぎた日の、我は、ギター好き。
キーワードは [ギター,我] 漢字は
「过」

通路 tong1 lu4
広く物体が通過する
道

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

通俗易懂 tong1 su2 yi4
dong3

 わかりやすい su俗2
風俗、風習、
俗っぽい

俗っぽい踊りは、ソースで味付
け。キーワードは [ソース,踊り] 漢
字は 「俗」

yi易4
やさしい、容
易である

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6番
目

dong懂3
分かる、理解す
る

分かっているよジュディーオングは、デ
ブになった。キーワードは [デブ,ジュ
ディーオング] 漢字は 「懂」

普通 pu3 tong1 普通 pu普3 普通の普

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1
番目

沟通 gou1 tong1 コミュニケーション gou沟1 溝、堀、下水道

誘い出された溝は、欧米のガード
マンが埋めてくれる。キーワード
は [ガードマン,欧米] 漢字は 「勾
沟」の2番目

交通 jiao1 tong1 交通 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

靠通道 kao4 tong1 dao4 通路側 kao靠4
接近する,寄りか
かる depend on

接近戦は、オリンピックでキリン
が強い。キーワードは [キリン,オ
リンピック] 漢字は 「靠」

dao道4

道。量詞：川
や細長いも
の、出入り口
や堀、命令や
問題。

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1
番目

普通存款 pu3 tong1 cun2
kuan3

普通預金 pu普3 普通の普

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1
番目

cun存2
存在する、預
ける

存在していた文章にコーラをこぼ
してしまった。キーワードは [コー
ラ,文章] 漢字は 「存」

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」

tong通1 通る

通るには、ジュディーオングと狸
の股くぐりが必要。キーワードは
[狸,ジュディーオング] 漢字は
「通」

tong通1 通る

通るには、ジュディーオングと狸
の股くぐりが必要。キーワードは
[狸,ジュディーオング] 漢字は
「通」

tong1通
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交通运输 jiao1 tong1 yun4
shu1

交通運輸、交通輸送 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

tong通1 通る

通るには、ジュディーオングと狸
の股くぐりが必要。キーワードは
[狸,ジュディーオング] 漢字は
「通」

yun运4 運ぶ、運動
妊娠したときの運動は生き埋め運
動。キーワードは [生埋め,運動] 漢
字は 「孕运」の2番目

shu输1
輸送する、負け
る

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5番目

富士通 fu4 shi4 tong1 富士通 fu富4 豊富、富

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5番目

shi士4 武士の士

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6番目

想不通 xiang3 bu0
tong1

納得できない、理解
できない

xiang想3 思う、したい
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2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

违反交通规则 wei2 fan3 jiao1
tong1 gui1 ze2

交通違反 wei违2 背く、違反する

マフラーを巻いた違反者を維持す
るには、唯一斧の切れ味次第。
キーワードは [斧,味] 漢字は 「围违
维为唯惟」の2番目

fan反3 反対
反対だ、返る按摩をフェリーに乗
せることは。キーワードは [フェ
リー,按摩] 漢字は 「反返」の1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

tong通1 通る
通るには、ジュディーオングと狸の股く
ぐりが必要。キーワードは [狸,ジュ
ディーオング] 漢字は 「通」

桐 tong2 桐 tong桐2 桐

桐原さんと同じくジュディーオン
グは、トマト好き。キーワードは
[トマト,ジュディーオング] 漢字は
「桐同」の1番目

先由桐原 xian1 you2
tong2 yuan2

先ず桐原から 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

you由2
わけ、経由す
る、なになにに
よって

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2番目

tong桐2 桐

桐原さんと同じくジュディーオン
グは、トマト好き。キーワードは
[トマト,ジュディーオング] 漢字は
「桐同」の1番目

yuan原2 原っぱ

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5番目

同居 tong2 ju1 同居する ju居1 住む
同居の魚も別居の魚もＪａｚｚを
聞く。キーワードは [Jazz,魚] 漢字
は 「居」

同乡 tong2 xiang1 同郷 xiang乡1 ふるさと

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3番目

同时 tong2 shi2 同時に 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

同行 tong2 xing2 一緒に行く xing行2 行く、行う
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1番目

同学 tong2 xue2 クラスメート xue学2 学ぶ
学ぶのは、月からのX線。キーワー
ドは [X'lay,月] 漢字は 「学」

通る

通るには、ジュディーオングと狸
の股くぐりが必要。キーワードは
[狸,ジュディーオング] 漢字は
「通」

tong1通

tong2桐

tong同2 同じ

桐原さんと同じくジュディーオン
グは、トマト好き。キーワードは
[トマト,ジュディーオング] 漢字は
「桐同」の2番目

tong2同

tong通1
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同伴 tong2 ban4 仲間、連れ ban伴4 伴う

花びらを半分伴うおしゃれな方法
は、ビールを、按摩屋で、かき混
ぜ、口論する。キーワードは [ビー
ル,按摩] 漢字は 「瓣半伴扮办拌」
の3番目

同事 tong2 shi4 同僚 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

同岁 tong2 sui4 同い年 sui岁4
年、年齢を数え
る量詞

トンネルで年取ると砕けた味は詩
人が味わう。キーワードは [詩人,
味] 漢字は 「隧岁碎」の2番目

同意 tong2 yi4 賛成する yi意4 意味

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4番目

同班同学 tong2 ban1
tong2 xue2

クラスメート 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

tong同2 同じ

桐原さんと同じくジュディーオン
グは、トマト好き。キーワードは
[トマト,ジュディーオング] 漢字は
「桐同」の2番目

xue学2 学ぶ
学ぶのは、月からのX線。キーワードは
[X'lay,月] 漢字は 「学」

共同 gong4 tong2 共同の 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

合同 he2 tong2 契約書 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

老同学 lao3 tong2 xue2 同窓生 lao老3 老いる
老いて、オリンピックでレモンを
かじる。キーワードは [レモン,オ
リンピック] 漢字は 「老」

xue学2 学ぶ
学ぶのは、月からのX線。キーワー
ドは [X'lay,月] 漢字は 「学」

相同的钥匙 xiang1 tong2
de0 yao4 shi0

合鍵 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

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。

yao钥4 鍵
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3番目

订合同 ding4 he2 tong2 契約する ding订4 予約する
予約で定めた宝石は、ディオール
ブランド。キーワードは [ディオー
ル,宝石] 漢字は 「订定」の1番目

签合同 qian1 he2 tong2 契約する 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

tong同2 同じ

桐原さんと同じくジュディーオン
グは、トマト好き。キーワードは
[トマト,ジュディーオング] 漢字は
「桐同」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

tong2同

tong同2 同じ

桐原さんと同じくジュディーオン
グは、トマト好き。キーワードは
[トマト,ジュディーオング] 漢字は
「桐同」の2番目

tong同2 同じ

桐原さんと同じくジュディーオン
グは、トマト好き。キーワードは
[トマト,ジュディーオング] 漢字は
「桐同」の2番目
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同班同学 tong2 ban1
tong2 xue2

クラスメート tong同2 同じ

桐原さんと同じくジュディーオン
グは、トマト好き。キーワードは
[トマト,ジュディーオング] 漢字は
「桐同」の2番目

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

xue学2 学ぶ
学ぶのは、月からのX線。キーワードは
[X'lay,月] 漢字は 「学」

殊途同归 shu1 tu2 tong2
gui1

道は異なるが行き着
くところは同じ

shu殊1 特殊である

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2番目

tu途2 道、道路
図面を塗るのに踊りの途中でトマ
トを投げた。キーワードは [トマ
ト,踊り] 漢字は 「图涂途」の3番目

gui归1 帰る＝回
亀の規則で、帰りの味は、ガードマンが
決める。キーワードは [ガードマン,味] 漢
字は 「龟规归」の3番目

与众不同 yu3 zhong4 bu4
tong2

一般のものとは違
う。ありふれた物で
はない

yu与3
与える、なにな
にに対して

羽を与えた雨語は魚をエメラルド
に変える不思議な言葉。キーワー
ドは [エメラルド,魚] 漢字は 「羽与
雨语」の2番目

zhong众4 多い、多くの

多くの重い中毒を植えつけられ、
ジュディーオングは、爺さんに
なった。キーワードは [爺さん,
ジュディーオング] 漢字は 「众重
中种」の1番目

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

tong同2 同じ
桐原さんと同じくジュディーオングは、
トマト好き。キーワードは [トマト,ジュ
ディーオング] 漢字は 「桐同」の2番目

马桶 ma3 tong3 ふたのついた便器

马桶座 ma3 tong3 zuo4 便座 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

邮筒 you2 tong3 郵便ポスト you邮2 郵便

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3番目

电筒 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

信筒 xin4 tong3
街頭に有る郵便ポス
ト

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

手电筒 shou3 dian4
tong3

懐中電灯 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

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

传统 chuan2 tong3 伝統 chuan传2 伝える

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1
番目

总统 zong3 tong3 大統領 zong总3 総務の総
総務は、ジュディーオングの銭も
見る。キーワードは [銭,ジュ
ディーオング] 漢字は 「总」

系统 xi4 tong3 系統 xi系4 系、系統

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

tong3筒

tong统3 統一

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3番目

tong3统

tong同2 同じ

桐原さんと同じくジュディーオン
グは、トマト好き。キーワードは
[トマト,ジュディーオング] 漢字は
「桐同」の2番目

tong2同

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

tong桶3 桶

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1番目

tong3桶
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一番目

痛苦 tong4 ku3 つらい、苦痛 ku苦3 苦い、苦しい
苦しい踊りは、警察が教える。
キーワードは [警察,踊り] 漢字は
「苦」

痛恨 tong4 hen4 心底憎む hen恨4 恨む、憎む
恨みの怨念は、火が燃えさかって
いる。キーワードは [火,恩] 漢字は
「恨」

腰痛 yao1 tong4 腰痛 yao腰1 腰

一番の妖怪が、腰で招いて要求す
る薬は、赤とんぼが持ってくる。
キーワードは [赤とんぼ,薬] 漢字は
「幺妖腰邀要」の3番目

悲痛 bei1 tong4 心が痛むほど悲しい 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

头痛 tou2 tong4 頭痛（がする） 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

伤痛 shang1 tong4 悲しみ 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

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」

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」

tong4痛
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