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対
象
漢
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ピ
ン
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ン
と
声
調

単語 ピンイン 日本語
一番目 二番目 三番目

哥哥 ge1 ge0 お兄さん 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

ge哥0 軽声

表哥 biao3 ge1
父・母の姉妹及び母
の兄弟の男の子供で
年上

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」

堂哥 tang2 ge1
父の兄弟の男の子供
で年上

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

亲哥 qin1 ge1 自分の兄 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

帅哥 shuai4 ge1 カッコイイ男性 shuai帅4 カッコイイ

カッコよく率いて、外のシューマ
イを食べに行く。キーワードは
[シューマイ,外] 漢字は 「帅率」の
1番目

歌曲 ge1 qu3 歌曲 qu曲3 曲
曲を取り上げたQueenは、魚に歌
わせる。キーワードは [queen,魚]
漢字は 「曲取」の1番目

歌剧 ge1 ju4 オペラ ju剧4 劇、芝居

芝居の道具を集めるのを、拒む魚
がJimに来る。キーワードは [Jiｍ,
魚] 漢字は 「巨句距据惧剧具聚
拒」の6番目

唱歌 chang4 ge1 歌を歌う 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

劲歌金曲 jin4 ge1 jin1 qu3 ヒット歌謡 jin劲4
意気、ファイ
ト、加減

力強く近くに進むことを全て禁ず
るため、音がＪｉｍ内に鳴り渡
る。キーワードは [Jim,音] 漢字は
「劲近进尽禁」の1番目

jin金1 金、ゴールド

今なら耐えられる500グラムの唾と
汗で潤った筋金入りの布から出る
Jazzの音。キーワードは [Jazz,音]
漢字は 「今禁斤津筋金巾」の6番
目

qu曲3 曲
曲を取り上げたQueenは、魚に歌わせ
る。キーワードは [queen,魚] 漢字は
「曲取」の1番目

鸽 ge1 鸽子 ge1 zi0 はと ge鸽1 はと

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。

革 ge2 变革 bian4 ge2 変革 bian变4 変わる

便の回数変化を論ずるにはビール
瓶を眼で数える。キーワードは
[ビール,眼] 漢字は 「便遍变辩」の
3番目

ge2 改革 gai3 ge2 改革（する） gai改3 改める
改めて愛は、ゲゲゲのキタロウか
ら。キーワードは [ｹﾞｹﾞｹﾞ鬼,愛] 漢
字は 「改」

ge革2
革命のカク、獣
の皮

革命で隔離された格の有る人は、
腹ペコでもゴルフをする。キー
ワードは [ゴルフ,腹ペコ] 漢字は
「革隔格」の1番目

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

ge1哥

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

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

ge1歌
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対
象
漢
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単語 ピンイン 日本語
一番目 二番目 三番目

隔天 ge2 tian1 一日おき 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

隔夜 ge2 ye4 一夜を越す。宵越し ye夜4 夜

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1番目

隔壁 ge2 bi4 隣、隣室、隣の家 bi壁4 壁

卒業の時、壁が閉まるのを避ける
為、必ず靑だま貨幣で、ビールを
一本買う。キーワードは [ビール,
一] 漢字は 「毕壁闭避必碧币」の2
番目

格 ge2 格式 ge2 shi4
（電算）フォーマッ
ト

shi式4 一式の式

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9番目

ge2 格外 ge2 wai4 格別、特に wai外4 外
外に出たら生き埋めにされる。
キーワードは [生埋め,外] 漢字は
「外」

ge2 严格 yan2 ge2 規則に厳格、厳しい yan严2 厳しい

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7番目

ge2 规格 gui1 ge2 規格 gui规1 規則

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2番
目

ge2 及格 ji2 ge2 試験に及第する ji及2 間にあう

嫉妬して、編集し、即間に合わせ
た一番目のＪｏｋｅ。キーワード
は [joke,一] 漢字は 「极急吉级集嫉
辑即及」の9番目

ge2 价格 jia4 ge2 値段 jia价4 値段

高架を運転する嫁の値段は、暇な
歯医者よりJimのほうが安い。キー
ワードは [Jiｍ,牙] 漢字は 「架驾嫁
价假」の4番目

ge2 性格 xing4 ge2 性格 xing性4 セクシーの性

幸せの、性の名字は、興味が宝石
のへそしたにある。キーワードは
[ヘソ下,宝石] 漢字は 「幸性姓兴」
の2番目

ge2 资格 zi1 ge2 資格 zi资1 資産、資質
資産を姿にしたら座布団一枚だ
け。キーワードは [座布団,一] 漢字
は 「资姿」の1番目

ge隔2 隔てる

革命で隔離された格の有る人は、
腹ペコでもゴルフをする。キー
ワードは [ゴルフ,腹ペコ] 漢字は
「革隔格」の2番目

ge2隔

ge格2 規格

革命で隔離された格の有る人は、
腹ペコでもゴルフをする。キー
ワードは [ゴルフ,腹ペコ] 漢字は
「革隔格」の3番目

ge格2 規格

革命で隔離された格の有る人は、
腹ペコでもゴルフをする。キー
ワードは [ゴルフ,腹ペコ] 漢字は
「革隔格」の3番目

2/3



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

格 ge2 到岸价格 dao4 an4 jia4
ge2

運賃・保険料込み料
金=CIF

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

an岸4 岸

案内された、暗い岸辺の按摩屋で
生き埋めにされる。キーワードは
[生埋め,按摩] 漢字は 「案暗岸按」
の3番目

jia价4 値段

高架を運転する嫁の値段は、暇な
歯医者よりJimのほうが安い。キー
ワードは [Jiｍ,牙] 漢字は 「架驾嫁
价假」の4番目

ge格2 規格
革命で隔離された格の有る人は、腹ペコ
でもゴルフをする。キーワードは [ゴル
フ,腹ペコ] 漢字は 「革隔格」の3番目

ge4 各种 ge4 zhong3 各種の zhong种3 種、種類

種の種類で腫れあがり、ジュ
ディーオングは、ジェンカ嫌い。
キーワードは [ジェンカ,ジュ
ディーオング] 漢字は 「种肿」の1
番目

ge4 各自 ge4 zi4 各自 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

个子 ge4 zi0 人の背丈 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。

个性 ge4 xing4 人の個性、物の特性 xing性4 セクシーの性

幸せの、性の名字は、興味が宝石
のへそしたにある。キーワードは
[ヘソ下,宝石] 漢字は 「幸性姓兴」
の2番目

个人 ge4 ren2 個人 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

个子矮 ge4 zi0 ai3 背が低い 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。

ai矮3 背が低い
背が低いのでエメラルドで愛を買
う。キーワードは [エメラルド,愛]
漢字は 「矮」

ge个4 個
各々個々は、腹ペコだがギター好
き。キーワードは [ギター,腹ペコ]
漢字は 「各个」の2番目

ge4个

ge各4 各々
各々個々は、腹ペコだがギター好
き。キーワードは [ギター,腹ペコ]
漢字は 「各个」の1番目

各
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