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遮 zhe1 一白遮百丑 yi4 bai2 zhe1
bai3 chou3

色の白さは百難隠す 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。

bai白2 白
白は、愛する人の、帽子の色。
キーワードは [帽子,愛] 漢字は
「白」

zhe遮1 遮る

遮られたら刺してやれ、腹ペコの
時じゃが芋を。キーワードは [じゃ
が芋,腹ペコ] 漢字は 「遮蜇」の1番
目

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

蜇 zhe1 蜜蜂蜇人 mi4 feng1 zhe1
ren2

ミツバチは人を刺す mi蜜4 蜜
秘密の蜜は、ミサイルの中で一人
でいただく。キーワードは [ミサイ
ル,一] 漢字は 「秘密蜜」の3番目

feng蜂1 蜂、ミツバチ

峰からの豊かな風を封じるには、
蜜蜂がエンジェルのファスナーを
閉めろ。キーワードは [ファス
ナー,エンジェル] 漢字は 「峰丰风
封蜂」の5番目

zhe蜇1
蜂やさそりが
刺す

遮られたら刺してやれ、腹ペコの
時じゃが芋を。キーワードは [じゃ
が芋,腹ペコ] 漢字は 「遮蜇」の2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

没辙 mei2 zhe2
万事休す、万策尽き
る、あきらめる

mei没2 無い

無いよ！かびた梅と苺の石炭で、
眉を描いた森さんが、営業に行く
こと。キーワードは [森,営業] 漢字
は 「没霉梅莓煤眉」の1番目

车辙 che1 zhe2
わだち、車の通った
跡

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」

海蜇 hai3 zhe2 くらげ hai海3 海
海からの愛で、屁が、出っ放し。
キーワードは [屁,愛] 漢字は 「海」

zhe蜇2 くらげ

ワダチくらげを値引きしすぎた腹
ペコな女王蜂。キーワードは [女王
蜂,腹ペコ] 漢字は 「辙蜇折」の2番
目

凉拌海蜇 liang2 ban4 hai3
zhe2

くらげ酢 liang凉2
触って冷たい、
涼しい

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1番目

ban拌4
かき混ぜる、口
論する

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6番目

hai海3 海
海からの愛で、屁が、出っ放し。
キーワードは [屁,愛] 漢字は 「海」

zhe蜇2 くらげ
ワダチくらげを値引きしすぎた腹ペコな
女王蜂。キーワードは [女王蜂,腹ペコ] 漢
字は 「辙蜇折」の2番目

折扣 zhe2 kou4 割引 zhe折2
値引きする、折
る

ワダチくらげを値引きしすぎた腹
ペコな女王蜂。キーワードは [女王
蜂,腹ペコ] 漢字は 「辙蜇折」の3番
目

kou扣4
差し引く、ボタ
ン

ボタンを差し引かれたら欧米でキ
リンは飼えない。キーワードは [キ
リン,欧米] 漢字は 「扣」

打折 da3 zhe2 割引する da打3 打つ
打つ、打つ、打つのは、おばさん
のデブ。キーワードは [デブ,おば
さん] 漢字は 「打」

挫折 cuo4 zhe2 挫折する cuo挫4 挫折する。

打折扣 da3 zhe2 kou4 割引する da打3 打つ
打つ、打つ、打つのは、おばさん
のデブ。キーワードは [デブ,おば
さん] 漢字は 「打」

kou扣4
差し引く、ボ
タン

ボタンを差し引かれたら、欧米で
キリンは飼えない。キーワードは
[キリン,欧米] 漢字は 「扣」

打八折 da3 ba1 zhe2 八掛け da打3 打つ
打つ、打つ、打つのは、おばさん
のデブ。キーワードは [デブ,おば
さん] 漢字は 「打」

ba八1 八

待ち焦がれた八百屋のおばさんは
バットを振り回す。キーワードは
[バット,おばさん] 漢字は 「巴八」
の2番目

zhe折2
値引きする、
折る

ワダチくらげを値引きしすぎた腹
ペコな女王蜂。キーワードは [女王
蜂,腹ペコ] 漢字は 「辙蜇折」の3番
目

或者 huo4 zhe3 あるいは huo或4 或いは

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
3番目

患者 huan4 zhe3 患者 huan患4 患者の患

SF（幻想の世界）で、患者の交換
は、湾の火の中で行う。キーワー
ドは [火,湾] 漢字は 「幻患换」の2
番目

zhe2蜇

zhe折2
値引きする、折
る

ワダチくらげを値引きしすぎた腹
ペコな女王蜂。キーワードは [女王
蜂,腹ペコ] 漢字は 「辙蜇折」の3番
目

zhe2折

zhe者3 人や物,　人物
者者方は、腹ペコでもジェンカを
踊る。キーワードは [ジェンカ,腹
ペコ] 漢字は 「者」

zhe3者

zhe辙2
わだち、方法、
考え

ワダチくらげを値引きしすぎた腹
ペコな女王蜂。キーワードは [女王
蜂,腹ペコ] 漢字は 「辙蜇折」の1番
目

zhe2辙
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记者 ji4 zhe3 記者 ji记4
記録の記、覚え
る

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5番目

著者 zhu4 zhe3 著者、 zhu著4
明らか、表す、
著作する

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1番目

作者 zuo4 zhe3 作者 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

爱好者 ai4 hao4 zhe3 愛好者 ai爱4 愛
愛を妨害して生き埋めにされた。
キーワードは [生埋め,愛] 漢字は
「爱碍」の1番目

hao好4
好き（反義は恶
wu4)

好きな日にちの番号で、オリン
ピックに火が入る。キーワードは
[火,オリンピック] 漢字は 「好号」
の1番目

旁听者 pang2 ting1
zhe3

傍聴人 pang旁2 脇、 そば
そばには、ポッキーを食べる、ス
バル星人が居る。キーワードは
[ポッキー,スバル] 漢字は 「旁」

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

素食者 su4 shi2 zhe3 ベジタリアン su素4 素

宿のビニールの素を、高速で訴え
る踊り上手な詩人。キーワードは
[詩人,踊り] 漢字は 「宿塑素速诉」
の3番目

shi食2 食べる

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2番目

这些 zhe4 xie1 これら xie些1 いくつか
いくつかの休んだ夜は、クリスマ
スに過ごした。キーワードは [クリ
スマス,夜] 漢字は 「些歇」の1番目

这次 zhe4 ci4 今回、このたび ci次4 次
次に刺されるのは、一階のサイ
ボーグ。キーワードは [サイボー
グ,一] 漢字は 「次刺」の1番目

这是 zhe4 shi4 これは～です 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

这几天 zhe4 ji3 tian1 この数日 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

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

这辆车 zhe4 liang4
che1

この車 liang辆4 車両の台数
明るい量と台数を許すと羊がLilyを
食べてしまう。キーワードは [Lily,
羊] 漢字は 「亮量辆谅」の3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」

这一阵子 zhe4 yi2 zhen4
zi0

ここのところ、 yi一2
一 次が４声の場
合声調変化で２
声に換わる

zhen阵4
陣、ひとしき
り

ひとしきり振れた、シンセンの地
震の恩恵に爺さんは、腰を抜か
す。キーワードは [爺さん,恩] 漢字
は 「阵振圳震」の1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。

者者方は、腹ペコでもジェンカを
踊る。キーワードは [ジェンカ,腹
ペコ] 漢字は 「者」

zhe3者

zhe这4 この、これ
これは、セッコウショウの、腹ペ
コ爺さんです。キーワードは [爺さ
ん,腹ペコ] 漢字は 「这浙」の1番目

zhe4这

zhe者3 人や物,　人物
者者方は、腹ペコでもジェンカを
踊る。キーワードは [ジェンカ,腹
ペコ] 漢字は 「者」

zhe者3 人や物,　人物
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这条裙子 zhe4 tiao2 qun2
zi0

このスカート tiao条2
条件の条。（量
詞）細長いもの
を数える。

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1番目

qun裙2 スカート

スカートが群れて運動すると体型
が見積もれる。キーワードは
[quote,運動] 漢字は 「裙群」の1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。

这是应该的 zhe4 shi4 ying1
gai1 de0

これ位当たり前 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

ying应1
何々にすべ
き、何々にの
はず

英国では桜に赤とんぼがいるは
ず。キーワードは [赤とんぼ,英国]
漢字は 「英樱应」の3番目

gai该1

なになにすべき
である
なになにのはず
である

当然、愛をガードマンは、知っているは
ずである。キーワードは [ガードマン,愛]
漢字は 「该」

这样算下来 zhe4 yang4
suan4 xia4 lai2

そう考えると yang样4 様子
様子は羊が生き埋めになってい
る。キーワードは [生埋め,羊] 漢字
は 「样」

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

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

就这么办 jiu4 zhe4 me0
ban4

じゃあそうしよう jiu就4 就く

おじさんが救いに就けば旧い油は
Jimに入らない。キーワードは
[Jim,油] 漢字は 「舅救就旧」の3番
目

zhe这4 この、これ
これは、セッコウショウの、腹ペ
コ爺さんです。キーワードは [爺さ
ん,腹ペコ] 漢字は 「这浙」の1番目

me么0 接尾語
軽く発音されるので、語尾が弱化
してmo又はmの様に聞こえること
がある。

ban办4 方法

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5番目

就在这时 jiu4 zai4 zhe4
shi2

ちょうどそのころ jiu就4 就く

おじさんが救いに就けば旧い油は
Jimに入らない。キーワードは
[Jim,油] 漢字は 「舅救就旧」の3番
目

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

zhe这4 この、これ
これは、セッコウショウの、腹ペ
コ爺さんです。キーワードは [爺さ
ん,腹ペコ] 漢字は 「这浙」の1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

浙 zhe4 浙江 zhe4 jiang1 せっこう省 zhe浙4
浙江省をさす漢
字

これは、セッコウショウの、腹ペ
コ爺さんです。キーワードは [爺さ
ん,腹ペコ] 漢字は 「这浙」の2番目

jiang江1 大きな川

江戸川で、どろどろな生姜をもっ
た将軍が、羊と一緒に
Jaｚｚを聞いている。キーワード
は [Jazz,羊] 漢字は 「江浆姜将」
の1番目

zhe这4 この、これ
これは、セッコウショウの、腹ペ
コ爺さんです。キーワードは [爺さ
ん,腹ペコ] 漢字は 「这浙」の1番目

zhe4这
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