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喝茶 he1 cha2 茶を飲む cha茶2 お茶

察するに、お茶の検査は、おばさ
んの腸ねん転の検査と同じだ。
キーワードは [腸ねん転,おばさん]
漢字は 「察茶查」の2番目

喝不下 he1 bu2 xia4 飲みきれない bu不2
次が４声の時
は、声調変化で
２声になる。

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

喝光了 he1 guang1 le0 すっかり飲み干す guang光1
光、なになにだ
けonly

光だけで、王様を、ガードマンに
判らせる。キーワードは [ガードマ
ン,王様] 漢字は 「光」

le了0 助詞
動態助詞と語気助詞の二つが有
る。

荷包 he2 bao1 ポケット bao包1 包む
包んだバットで、オリンピックへ
出場する。キーワードは [バット,
オリンピック] 漢字は 「包」

荷叶 he2 ye4 はすの葉 ye叶4 葉っぱ

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3番目

荷兰 he2 lan2 オランダ

荷兰芹 he2 lan2 qin2 パセリ qin芹2 芹
芹洋子の勤務は、琴を音で見積も
ること。キーワードは [quote,音]
漢字は 「芹勤琴」の1番目

河蟹 he2 xie4
シナモクズガニ=上海
蟹

he河2 河

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2
番目

xie蟹4 蟹

謝謝と下痢で漏らした蟹は、外し
た機械で夜へそしたをちょん切
る。キーワードは [ヘソ下,夜] 漢字
は 「谢泻泄蟹卸械」の4番目

黄河 huang2 he2 黄河 huang黄2
黄色,約束がふい
になる

黄色は、皇帝王様が蛍を集める
色。キーワードは [蛍,王様] 漢字は
「黄皇」の1番目

he河2 河

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2番目

和平 he2 ping2 平和（である）

和平宣言 he2 ping2 xuan1
yan2

平和宣言 xuan宣1 公にする

宣言でふかふかになるのは、クリ
スマスの時、原っぱがよい。キー
ワードは [Xmas,原っぱ] 漢字は
「宣暄」の1番目

yan言2 言葉

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8番目

he荷2 はす

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1
番目

lan兰2 蘭

藍色の蘭をかごに入れるのをさえ
ぎる按摩屋は、ロックなもんじゃ
ねえ。キーワードは [ロック,按摩]
漢字は 「蓝兰篮拦」の2番目

he2荷

he2河

he和2
なごやかである,
と一緒に

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3
番目

ping平2 平ら

どんなに平らな屏風でも英国産の
ポッキーで穴が開く。キーワード
は [ポッキー,英国] 漢字は 「瓶苹评
凭平屏」の5番目

he2和

he喝1 飲む
飲みたいよ腹ペコの時ハンカチ
を。キーワードは [ハンカチ,腹ペ
コ] 漢字は 「喝」

he1喝
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和蔼可亲 he2 ai3 ke3 qin1
穏やかで親しみやす
い

he和2
なごやかである,
と一緒に

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3
番目

ai蔼3
なごやか、穏や
か

ke可3 可能
可能だ、喉が渇いた警察を腹ペコ
にすることは。キーワードは [警
察,腹ペコ] 漢字は 「可渴」の1番目

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

温和 wen1 he2 温和 wen温1 温度、温かい
温度は、文章で赤とんぼーに伝え
る。キーワードは [赤とんぼ,文章]
漢字は 「温」

调和 tiao2 he2
調和　　　tiao2 he0
も有る

tiao调2
調整する、適度
である、挑む

条件に挑んで調整したら、薬はト
マト。キーワードは [トマト,薬] 漢
字は 「条调」の2番目

合同 he2 tong2 契約書 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

合影 he2 ying3
何人かで一緒に写真
を写す

ying影3 影
影が有る英国産のエメラルド。
キーワードは [エメラルド,英国] 漢
字は 「影」

合适 he2 shi4
丁度良い,サイズが
合っている

shi适4
サイズが丁度い
い

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7番目

合作 he2 zuo4 協力（する） 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

合理的 he2 li3 de0 合理的 li理3 理由

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4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。

百合 bai3 he2 ユリ bai百3 百
百回も揺らしたベッドで、愛を並
べる。キーワードは [ベッド,愛] 漢
字は 「百摆」の1番目

配合 pei4 he2
力を合わせる、チム
ワークを取る

pei配4
交配、配合、配
給する

配られたのは、ピアスをした営業
娘。キーワードは [ﾋﾟｱｽ,営業] 漢字
は 「配」

集合 ji2 he2 集合 ji集2 集める

とっても急いで、吉の級を集めた
ら、一番良いＪｏｋｅになった。
キーワードは [joke,一] 漢字は 「极
急吉级集嫉辑即及」の5番目

he和2
なごやかである,
と一緒に

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3番目

he2和

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

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

he2合
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场合 chang3 he2 場合、場所 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

适合 shi4 he2 サイズが合っている shi适4
サイズが丁度い
い

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7番目

撮合 cuo1 he2
仲立ちをする、縁を
取り持つ

cuo撮1 寄せ集める 寄せ集めるよ、私はカンカラを。

不合算 bu4 he2 suan4 割に合わない 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

suan算4 算数の算
算数とニンニクは、湾に居る詩人
では、とても無理。キーワードは
[詩人,湾] 漢字は 「算蒜」の1番目

不合适 bu4 he2 shi4
適当ではない、ぴっ
たりしない

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

shi适4
サイズが丁度
いい

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7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

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

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

四合院 si4 he2 yuan4
４棟からなる旧式の
家

si四4 四
寺では似ている四人の一人は詩人
になる。キーワードは [詩人,一] 漢
字は 「寺似四」の3番目

yuan院4
院、公共の建
物

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1番目

集合时间 ji2 he2 shi2 jian1 集合時間 ji集2 集める

とっても急いで、吉の級を集めた
ら、一番良いＪｏｋｅになった。
キーワードは [joke,一] 漢字は 「极
急吉级集嫉辑即及」の5番目

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

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、J
ａｚｚ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

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

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

还凑合吧 hai2 cou4 he2
ba0

良くも悪くもなくま
あまあ

hai还2 さらに、まだ
子供はさらに愛の蛍。キーワード
は [蛍,愛] 漢字は 「孩还」の2番目

cou凑4
めぐり合う,集ま
る

めぐり合ったのは、欧米のサイ
ボーグ軍団。キーワードは [サイ
ボーグ,欧米] 漢字は 「凑」

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

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

he2合

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

he合2
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盒饭 he2 fan4 弁当 he盒2 箱

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5
番目

fan饭4 ご飯

模範的な犯罪者のご飯は、按摩中
フィアンセに食べさしてもらう。
キーワードは [フィアンセ,按摩] 漢
字は 「范犯饭」の3番目

一盒 yi4 he2 一箱 yi一4

一  特に一を強調す
る必要が無い場合
声調は４声にな
る。但し次が４声
の場合は２声にな
る。

he盒2 箱

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5番目

核桃 he2 tao2 くるみ tao桃2 桃

陶器で作った葡萄と桃は、オリン
ピックでトマトに変わる。キー
ワードは [トマト,オリンピック] 漢
字は 「陶萄桃」の3番目

核对 he2 dui4
照合する、突き合せ
る

dui对4 対して

現金に換えるチームに対して、味
はディオールで対抗する。キー
ワードは [ディオール,味] 漢字は
「兑队对」の3番目

祝贺 zhu4 he4 祝う zhu祝4 祝う

著者は、助けを注いで、住んだ柱
を築いて祝い踊る爺さん。キー
ワードは [爺さん,踊り] 漢字は 「著
助注住柱筑祝」の7番目

恭贺新年 gong1 he4 xin1
nian2

明けましておめでと
うございます

gong恭1
うやうやしくす
る、かしこまる

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1番目

xin新1 新しい

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」

鹤 he4 仙鹤 xian1 he4 タンチョウ鶴 xian仙1 仙人

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1番目

he鹤4
鶴（単独では用
いない）

賀正鶴をになって、周波数回数腹
ペコだ、火あぶりにして食べてし
まおう。キーワードは [火,腹ペコ]
漢字は 「贺鹤荷赫」の2番目

荷 he4 电荷 dian4 he4 電荷 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

he荷4 荷なう、担ぐ

賀正鶴をになって、周波数回数腹
ペコだ、火あぶりにして食べてし
まおう。キーワードは [火,腹ペコ]
漢字は 「贺鹤荷赫」の3番目

赫 he4 兆赫 zhao4 he4 メガヘルツ zhao兆4 兆し、兆

照らしてください一兆円のオリン
ピックのじいさんマスク。キー
ワードは [爺さん,オリンピック] 漢
字は 「照兆罩」の2番目

he赫4 ヘルツ

賀正鶴をになって、周波数回数腹
ペコだ、火あぶりにして食べてし
まおう。キーワードは [火,腹ペコ]
漢字は 「贺鹤荷赫」の4番目

he2盒

he核2 突き合せる、核

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6
番目

he2核

he贺4 祝う、祝賀

賀正鶴をになって、周波数回数腹
ペコだ、火あぶりにして食べてし
まおう。キーワードは [火,腹ペコ]
漢字は 「贺鹤荷赫」の1番目

he4贺
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