
g5ng‐tit

～)一 お前はまったくあほうだ。

g5ng‐ti t愁直 〔形〕愚直な,ばか正

直な。

g6ng‐t5a‐tai愁 大'ほ
〔名〕大ばか

者.

ぶ キ 〔名〕(動〕ウシ.

が 〔動〕出会 う。chan～hong_thai

(船～風随)=船 が台風にあう。

ぶ‐bahキ 肉 〔名〕牛肉.

ぶ‐bah‐mi牛 肉麺 〔名〕牛肉うどん。

が‐b6/‐bt午 母 〔名〕雌キ.

ぶ‐Chhia牛 車 〔名〕牛車.

ぶ‐Chhin愚 窓 〔形〕薄のろな,ば
かな.

gt‐gian語 言 〔名〕言語.

ぶ‐g5ng愚愁 〔形〕(―g5ng).愚か

な, ばかな.Gもa kha h～16ng  b l‐

hiau__tit(我較～j8tL没暁得)一 私

は愚かでちっとも分かりません.

が‐hあk語争 〔名〕語学.

ぷ‐hOat言吾法 〔名〕語法,文 法.

ぶ‐id牛油 〔名〕パター.

ぶ‐kak牛角 〔名〕ウシの角.

ぶ‐kと早g牛続 〔名〕雄ウシ.

ぶ・leng/③‐niキ幼 〔名〕キ乳.

ぶ‐lenttit/③‐lin‐牛妨油 〔名〕バ

ター .

ぶ‐mび牛嘉 〔名〕(虫)ア プ.

ぶ‐減 キチみ刊豪‐leng

師‐ni‐pian牛夕乃餅 〔名〕ビスケット.

ぶ‐pai牛 排 〔名〕① ビフテキ.②

(キ肉の)ロース.

ぶ‐が キ蛇 〔名〕(虫)(ウシにつく)
ダニ,

ぶ‐pin牛痛 〔名〕(植)ゲンノショウ
コ .

ぶ_sai_chiau_とキ尿,島仔 〔名〕(鳥)
セキレイ.

ぶ‐SAi‐kuキ 尿亀 〔名〕(虫)ク ロヨ

ガネムシ.

ぶstiau牛桐 〔名〕牛舎.

が‐j6h遇 着 〔動〕出会う (一tも‐

dbh抵着)声(諺)～h6kiも‐chhen.

(～好救星)=よ い救い星に会う一

地獄に仏.

ぶ‐tin‐Chhau tti屯草 〔名〕(植)ネ
ズミノオ.

ぶ‐t h d n愚孟 〔形〕薄のろな,ばか

な.

ぶi偶  〔形〕偽の,偽 りの. ～

chёng_ht(～ 政府)―かいらい政

府.

ぶi‐hiam/①hdi_危険 〔形〕 危な
い (Oan`choan安全).～e tai_chi

(～的事誌)一危ないこと.sёB‐

mia～ (性命～)一生命が危ない。

〔名〕危険.

ぶi‐ki危 機 〔名〕危機.

がi‐kip危急 〔名〕危急.

gun F元―→goan F元

ぶn銀 →夢n銀 .

gun‐hang銀 イ子―→gin‐httg

ぶn‐hi銀 魚→」R‐hi

gun‐kak‐五 銀 角 1子……gin‐kak‐と

ぶn‐phib銀票→gin_phib

ぶn‐にも 銀袋仔→ゴn_tS‐a

H

ha頃?〔動〕(D(フーフーと″急を)吹
きかける。こng chhdi～ (用嘱～)

一回で息を吹 きかける。～siO te

(～焼茶)=熟 いお茶をフーフーい

いながら飲む。② (危険なものに

)手を出す。品‐thang khi～i(不通

去～伊)=やつに手を出すな。
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htti

hあ孝 〔名〕喪.tba～ (滞～)=喪

に服する。

ha姶 ? 〔嘆〕はあ,な るほど.
～,si lah(～,是 F位)=は あ,そ

うです。～,こ‐ian(～,有 影)=な

るほど,ご もっとも.

haネ害 〔動〕(帯などを)縮める。

ph6estba～h5・h6_sさ(皮帯～給好

勢)=ベ ルトをきちんと締める。

ha‐b3蝦 暮 〔名〕(動)ガ マ,ヒ キ
ガエ ル

hみchi夏至 〔名〕夏至.

ha_chian下嬢 〔形〕卑しい.～

lang(～ 人)=卑 しい人.

hかh6k孝服 〔名〕喪服 (=song‐

h6k喪服).

ha_kang下降 〔動〕①戻下る, 降
臨する,sian‐lこ～ (仙女～)=仙

女が天下る。②下がる.hoeh_ap
～ (血墜～)=血 圧が下がる.

un‐t6～(温度～)=温 度が下がる。

ha‐kip下級 〔名〕下級.

ha_ktti夏季 〔名〕夏季.

ha‐khb下課 〔動〕授業が終わる

(=1もh‐khb落 課).
hattng‐ian夏令告 〔名〕サマーキ

ャンプ.

ほ‐lia下流 〔名〕(川の)下流.〔形〕
下品な.～ S oS(～的話)=下品な
話 .

ha_muh□□ 〔名〕ハム.◇食品.
ha,ngむ下午 〔名〕午後.
hatpan下班 〔動〕退勤する.
M‐kt ha_ng6・ kam品_si chin cha

chis～?(不 拘下午敢不是員早就
～)=し かし,午 後はとても早 く

ひけるんじゃないですか。
ha‐San下旬 〔名〕下旬.

脳‐thin/に,, ほ‐ 夏天―・ jぬh‐thin

han咲  〔動〕脅かす (=hang喋 )。
～beh kib kこng_chhat lai(～ 要

叫警察来)=警 察 を呼ぶと言って

脅かす。

han恰 ?〔 嘆〕はあ,な に.◇ 呼

ばれて何事かといぶかるとき.～,

g6a ti chia lah.(～ ,我 在此F位)
=な に,私 はここにおりますが.

han跨 ? 〔 動〕(足を上げて)またぐ

(―hoよh跨 ).～ h5・‐tsng(～ 戸段8)
=敷 居をまたぐ.

hah女甲? 〔 動〕① (湯気 ・火気など
に)当てる。～ian(～煙)=湯 気に

当てる。②蒸す,む っとする。

chhia_lai chin～(車内員～)=車

の中はとてもむっとしてぃる。

hah合  〔動〕合う。chit nia san
こ～(此領杉有～)=こ の服はぴっ

たりだ。G6a kap iこ ～ (我及伊

含～)=私 は彼とよく合う。

Chtiもth6・こ～(水土有～)=気 候風

土に合う。

hah‐hi tt「喜? 〔 動〕あくぴをする。

と,khこn teh～ (愛姻在～)一眠気
がさしてあくびをする。

hah・i合 意 〔動〕気に入る。b6 1

hangこ～ (無一項含～)一気にい

るものは1つ もない。

hah‐su合 堰 〔形〕(衣服が体に)よ く

合った.Chit su se‐chOng S～

(此躯西装有～)=こ の背広はよ

く合う

hai海  〔名〕海.

hai□  〔嘆〕やい,お ぃ。◇無遠

慮に人を呼ぶとき。～,こiSS im .,i

‐mih b6 ka g6a kもng?(～ ,鳥

甚慶無給我講)一 やい,ど うしてri



hai 112

私 に言わないのだ.～ ,lai chit_

|.(～ ,来
一下)一 おいちょっと

来い。

hai害 〔動〕C危 害を加える。～

l a n g  c h i n  c h hムm(一 人員惨)=

人にたいへんな危害を加える。②
役に立たなくなる。chhこ～ …khヽ

(層～去)一家が壊れた.〔 形〕困

った,た いへんな.bこ hこ, tibh
～ (没赴,着 ～)キ間に合わないと

たいへんだ.〔 介〕おかげで…す

る,(人 をして)・・・させる。◇悪い

意味に使 う.～ i hau chin(～ 伊

了隻)一 おかげで彼に損をさせて

しまった.

hai_ang i毎翁 〔名〕〔動)クジラ.

hai‐bも海馬 〔名〕(魚)タツノオトシ

ゴ (=hai_chhir海象).
hai‐bi海味 〔名〕海産物

hai_bin海面 〔名〕海面.

hai‐ch6a海 蛇 〔名〕(動)ウ ミヘピ.

hai_chti海水 〔名〕海水.

hai_chti_もk海 水浴 〔名〕海水浴.

hai_chhai海菜 〔名〕(食用の)海草.

hあi‐chhau海 草 〔名〕海草(一hai_

chhよi).

hai_chhiこB'毎象 一hai_bl

hai_gia/①_g6海鷲 〔名〕(″島)①ァ
ホウドリ。②ベリカン.

hai・g6ai毎タト 〔名〕タト国,海 外.

hai‐hi海魚 〔名〕海魚.

h 痴・h i ‐l I ロロロ 〔名〕ハイヒール.
hai‐h5an海 岸→ hai_kin

hai_kau海狗 〔名〕(動)① オットセ

イ. ②アザラシ.
hai_ke_b6/‐koe‐bt海 籍母 〔名〕

(鳥)カ モメ(=hai_び,毎鴎).
hあi‐kin海ナ乾 〔名〕海辺,浜 ,浜辺,

海岸 (=hai_h6an海岸).
hai_kiap海峡 〔名〕,観峡.

hとi・koan海 闘 〔名〕税関(=sbe_
koan税 開).

hai_kun海軍 〔名〕海軍.

hai‐li海里 〔量〕海里.

hai‐mi海 綿 〔名〕海綿,スポンジ.

hai・m6a海 鰻 〔名〕〔魚)ハモ.

hai‐び 平毎鴎→hai_ke_b6

hai_can海溜 〔名〕湾.

Hとi‐6ng‐chhen/.chhin海王星 〔名〕

海王星.

hai・Pあ海豹 〔名〕(動)ア ザラシ.

hai_PiB海逸 〔名〕海辺.

haiep6,観報 〔名〕ポスター.

hai.p。ぁt海 抜 〔名〕海抜.

hai_sam/_sim海参 〔名〕(動)ナマ

hai_san海産 〔名〕海産.

hai_sian海鮮 〔名〕海産料理.

hai.sim海参一hai_sam

hai_sbaB海線 〔名〕① (海の)洲 .

②海岸沿いの鉄道線路.

hai_tこ/_t6e海底 〔名〕海底.

hai・ti海猪 〔名〕(動)イ ルカ.

hai_ti6ng海淡 〔名〕津波.

hai・t6ng海集 〔名〕(植)カ イドウ.

hai_thoah海郷 〔名〕(動)ラ ッコ.

hain'実? 〔動〕うなる.Hit 6

gin,a teh‐vpaktt6・thian

(彼個□仔在～腹姓痛)=あ の子

供 は腹が痛 くて うなっている。

httin振? 〔 動〕揺らす,ぶ らぶらさ

せる (=hin振 ).～ chhian,chhiu

(～縫鍬)=ぶ らんこをこぐ,

hak握 ?〔 動〕(不動産や家の財産 ‐

となるべき道具を)買 っておく。 |
～chhan_hag(～ 田園)=田 畑を |

|



買っておく。～gin _ k h i (～銀器)
=銀 器を買 う。

hak學  〔動〕(文)学 ぶ.～ sian
‐hoat(～仙法)=仙 術を学ぶ.

hあk‐bin學問 〔名〕学問.

hak_chё害制 〔名〕学制.

hak_chёk害 籍 〔名〕学籍,
hak_chia害者 〔名〕学者.
hak.hau争校 〔名〕学校.

hak‐h5e學 含 〔名〕学会.
hak_hti學費 〔名〕学費.
hとk‐hun害分 〔名〕単位.◇ 大学
などで学習量をはかる単位.

haksin害院 〔名〕①単科大学.
②(大学の)学部.

hak_jin害人 〔名〕学者,
hak_ki學期 〔名〕学期.
hak_11k争力 〔名〕学力.
hak_lёk學歴 〔名〕学歴.
hak_nf争年 〔名

・
〕学年.

hak_seng學生 〔名〕学生,生徒.
hak,sip學習 〔動〕(一hak).学 ぶ.
～g七‐gian(～語言)=言語を学ぶ.
〔名〕学習.

hak_soat争説 〔名〕学説.
hak_si害士 〔名〕学士.
hとk_stt害術 〔名〕学術.
hak_こi害位 〔名〕学位.
ham虫甘 〔名〕(貝)ア カガイ・ァサ

リ・ハマグリなど食用の貝. i
ham】西? 〔形〕(目などが)は れば

つたい. b6bin,bよk,chiu～

(無眠,目 明～)=寝 不足でロカ出よ
れぼったぃ。

httm子感 〔動〕たたきつける(一htth

i感?).giah thdi_a ka～__16k・khi

(搾槌仔給～落去)〒槌 をもってた
たきつける.

hanl_che

h a m月み 〔動〕(脚気などで)む くむ
( →c h こn g 腫, h とn g 塊) . k h a
～(脚～)=足がむくむ.

ham言敢 〔形〕①ぃぃ加減な.
chもseng‐li siun～倣生理尚～)
=とでもいい加減な商売をする.
②大げさな。k6ng chiah～(講此
～)=こ んなに大げさに言う.

ham含  〔動〕含む。～hin(～恨)
―恨みを合む.～ j5a chS hun‐

li5ng?(～若多分量)一 どれだけ

の分量を含んでいますか。 〔介〕
…とで.◇ 主体となった先方にこ

ちらを含めての意。ただし主体は

表記されない.～ kin_a_jit tぃh6

3 jit(～今仔日抵好三日)一 今回

でちょうど3 日になります。 ～

g6a 6 kё _k i 5 n g  i  3  k hび(～我的

計共有三元)一 私のとで合せて3

元になる。 〔連〕…。と…。(→chham

参,kap及 ).sian‐sP～ hよk_seng

a koan_hl(先 生～争生的関係)一

先生と学生の関係.

ham階  〔動〕陥落する.thian‐

p6ng～‐‐16h_lai(天房～落来)‐=

天丼が落ちてくる。〔名〕落し穴.
ham‐ban愁 慢→ham_ban

ham_ban合 慢 〔形〕不器用な,下
手な(=ham_ban愁 慢).i‐chang

hit e～ koh pin_t5an(以 前彼個
～復ほ惰)=以 前あれは不器用で

その上怠け者だった.G6a siム jF
Chin～ (我篤字長～)=私 は字を

書くのが下手です。

ham_bin幅 眠 〔動〕寝ぼける, 寝
言を言う。Li teh～ ?(体 在～)
=お 前は寝ぼけているのか。

ham_che含 剤 〔名〕接着剤.
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ham_hai

ham_hai「各害 〔動〕陥れる。こng

kё～lang備 計～人)=謀 をめぐ

らし人を陥れる.

hあm‐ham tti敢 〔形〕いい加減な,

大まかな。Chb tai‐chi 16ng～

(倣事誌|,こ～)=や ることはみな大

まかだ。

ham‐h3含 糊 〔形〕あいまいな.

k6ng o3～ (講言舌～)=話 があいま

いである。～tap‐さng(～答感)=

あいまいに引き受ける.

ham‐i6ng涵養 〔名〕教養,修養.

I chin 3～(伊長有～)=彼 はとで

も教養がある.

ham_iこ_li5ng含有量 〔名〕合有量.

httm‐kian勝鏡 〔名〕虫眼鏡,拡大

鏡.

ham_kha降ムモhhttu蛸殻仔草 〔名〕

^(植)ソ ボクサ.

ham‐にng含 鈴 〔名〕鈴.

ham,sau合 施 〔動〕ひびが入る。

au‐よ～(欧1子～)=コ ップにひびが

入る.sian～(酵～)=し わがれ声

になる。

hamosiとu_hce含笑花 〔名〕(植)ト

ウオガタマ,カ ラタネオガタマ.

han峨  〔動〕① うわさする,デ マ

をとばす。thongtte～‐‐khi‐lai(通

街～起宋)=町 中がみなうわさ

する。品‐thangび‐pもh～(不通鳥白
～)=む ちゃなデマをとばすな.

②どなる,大 声をあげる。

han l問?〔 動〕ゆるく縛る.～ leh

tibh h6(～r列着好)=軽 くゆわえ

ておけばよい。

han限  〔名〕期限.〔動〕限る。～

k↑(～期)=期 限を限る。

han_chё限制 〔動〕常J限する。 ～

seng,san(～生産)=生産を制限す

る。〔名〕制限,束縛.

han‐ch3/‐cht,‐chi番訴 〔名〕サツ

マイモ,

hとn‐i漢 魯 〔名〕漢方医.

han‐16h漢葵 〔名〕漢方薬.

han‐jI漢字 〔名〕漢字.

han_ktti早季 〔名〕乾季.

han_lia寒流 〔名〕寒流.

han_sl_choan‐sang限 時専送 〔名〕

速達.

han_st_chiam寒暑針 〔名〕寒暖計

(=han_st,pi6寒暑表).

h加‐st‐plo寒埋卦表―→han_st,chiam

hanもあi寒 帯 〔名〕寒帯.

han‐あm閑 談 〔名〕雑談, むだ話.

han_tian/①_tこng限 定 〔動〕 限定

する。

han_tit竿得 〔形〕めったにない

(Gtian_tian定定 ?)。 ◇多く副詞

的に使われる.he chian～ (後 成
～)=そ れはめったにない。I chin～

lai(伊長～来)=彼 はまれにしか

来ない。

han‐tS限 度 〔名〕限度.

hang★共 〔動〕(人で)焼 く,あ ぶる.

～mi,pau(～麺包)=パ ンを焼く.

～h5・ta(～ 給乾)=人 にあてて乾

かす.

httng喋 ― han咲

hang l電 〔動〕(炎症を起こして)は

れる (一chこng腫 ).liap_ょ～…

khi‐lai(粒仔～起来)=お できが

はれあがる.

hang降  〔動〕降参する。Kin～ !

(繁～)=早 く降参せよ.G6a～ li

(我～イホ)=君 には参った。

hang巻  〔名〕路地(=hang。と巷仔)・
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hang項  〔量〕件,項 .◇項目に分

けて数えるとき。1～taisch i(一

～事誌)=1件 の事.

hang_左巷仔→hang巻

hang_cheng行情 〔名〕相場,時価.

hantthtti舟府毎 〔動〕航海する。〔名〕

航海, お元イ子.

hanghi筋 魚 〔名〕(魚)アカエイ.

hang‐h6k降 服 〔動〕降服する。」it‐

pこn b6 t i a u‐kian～(日本無1条件～)

=日 本は無条件降服した。

hang_khong/①h6n螢航空 〔名〕①
航空 .～ kong‐si(～ 公司)=航

空会社.②航空便.kiよ～(寄～)
=航 空便で送 る。

hang_khong‐Jan/① h6R野航空便

〔名〕航空便.

hanttkhong,phoe/①h6n旨航空批→

hang_khonttphoe‐sin

hang_khong‐phoe‐sin/①h6ng‐航空

批信 〔名〕航空郵便 (=hang_kh。
n g‐phoe航空批).

hanttliat行列 〔名〕行列.

han旨16撲猛 〔名〕①こんろ.②天

火.

hanttsiO供21n〔動〕あぶる。

hap恰 ? 〔動〕①ぱくりと食う。
t 5 a  c h hもi～ ‐‐lbh‐khi (大嘴～落去

)=大 きく口を開けてぱくりと食 う.

②(上からおっかぶせるように)落
ちる.hS kもa～tibh(被蓋～着)、
=お、たがパタンと落ちてきてはさ

まれた。chhも‐kba～‐‐16h‐lai(暦蓋
～落宋)=屋 根が落ちる。

hAp合  〔動〕合わせる, い っしょ

にする。～k6・chb seng‐li(～ 股

倣生理)=資 本を合わせて商売す

る。〔量〕合.◇ =升 の十分の一.

hap‐6左

1 0～l c h i n ( 1 0～一升)=1 0合 で

1升 .

hap_chibnttkok合衆囲 〔名〕合衆

国.

hap_chok合作 〔動〕協力する,合

作する。Tak lang kも
・ka_ki,

tai`ke b6 thoan_kiat～(逐人顧家

己,大 家無団結～)=各 人が自分

のことばかり考えて,皆 で団結協

力しようとしない. 〔名〕協力,

合作.

hap_chhib/‐chhiこ
n/毎

9chhibngちき口昌

〔動〕合唱する.

hあp‐chhibntttii/D‐chhiも‐/‐chhiin_

合唱隊 〔名〕合唱隊.

haPhoat合 法 〔形〕合法的な.ian

iian_ian si～6 heng_si(演電影是
～的行鳥)=映 画の上映は合法的

な行為です。 ヽ

hとp‐kё合計 〔名〕合計,総 計.

hap_keh合 格 〔動〕(試験に)合格

する。  ・

hap_kim合 金 〔名〕合金.

hap_lёk合 力 〔動〕力を合わせる,

協力する。        ‐

hap‐li合理 〔形〕 道理にかなっ

たこ. Hit e lang k6ng e oこ, b6

Si田‐mih～篠個人講的話,無 甚慶

～)=あ の人のする話はちっとも

道理にかなっていない。

hあP,oム合侍 〔動〕合わせる,つ な

ぐ, Hit  k S n  l a n g～…khi‐lai c h iも

こlat(彼 群人～起来就有力)=

それらの人をいつしょにすれば力

になります。Chit 2 tё pang‐a

si i5ng ka～一khi‐lai e(此二競

紡仔是用惨～起宋的)=こ の2移

の板はにかわでつなぎ合わせたも
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hap_pan

のです。

hと,pan合 板 〔名〕ベニヤ板.

hと,pёng合 併 〔動〕併合する,い

っしょにする.lam‐ld_seng～

si5ng‐khb(男女生～上課)=男 女

の学生をいつしょにして授業する。

hap_se k合式 〔形〕適当な,似 合

フ. Lau‐lang Chhこng siとu‐lian

e sa・b6～ (老人穿少年的杉無～)
=老 人が若い者の服を着ても似合

わない。〔副〕当然,もちろん.

chhat_ム～胡bh h5・lang liとh(賊

仔～着被人源)=盗 人は当然捕ら

えられるべきだ。

hとPseng合 成 〔動〕合わせて…と

なる。～it‐ka(～一家)=一 家とな

る。〔名〕合成,

haPsia点 吟仙 〔動〕世間話をする。

hap‐t6ng合 同 〔名〕契約. _

hat喝  〔動〕どなりつける。品‐

thang o‐pёh～lang(不通鳥白～人)
=や たらに人をどなりつけてはい

けない.

hat乏  〔動〕欠乏する。～chti(～

水)=水 が欠乏する。

h  a t核〔名〕①しこり。②ぐりぐり.

h a u嘩 〔動〕①僚をあげて)泣く

(→khとu哭).t5a sian～ (大撃～)

=声 を張りあげて泣く。②(,島獣

が)鳴く . nttu‐chh chih‐ch出h
～ (老鼠唾口周～)=ネ ズミがチュー

チューと鳴 く.

hとu孝 〔動〕①供える。～kOng‐

ma(～ 公婚)=先 祖の位牌に供 え

る。② (俗)食 らう(→chiよh食

).kin khi～!(緊 去～)=早 く

行って食らっちまえ.〔名〕孝
hau敗  〔名〕効果,効 き目.

hau候 〔動〕(文)待 つ.～ siau‐s it

(～消息)=消息を待つ。

hau_chin_sek候診室 〔名〕(病院の)

待合室.

hau_chこ孝子 〔名〕 親孝行な子.

hau_chhia,sek候車室 〔名〕(駅の)

待合室.

hau_hiとh衆額 〔名〕でこ.

hau_hui校徹 〔名〕校章.

hau‐it校友 〔名〕液友.

hau_it_h5e校友含 〔名〕同窓会,

校友会 (=t6ng‐hak`h5e同學含).

hau_kang校工 〔名〕(学校の)用務

員.

hau‐k6効果 〔名〕効果.

hau_koa校歌 〔名〕校歌.

hau_khёng校慶 〔名〕学校の記念

日.

hau_lam孝男 〔名〕①服喪中の男

子.② (罵)間抜け者.

httu‐lam`bin孝男面 〔名〕①泣き

出しそうな顔.②ふくれ顔.

hau_ltt赦率 〔名〕効率.

hau_niあu候,弓 〔名〕渡り,島.

hau‐"g孝 飯 〔名〕死者の霊に供

える飯.

hau‐pむ候補 〔名〕候補.

hau_sず/_sr後生 〔名〕息子.

hau_sin 後 生 一 hれ ‐s en

hau‐siau言交精?〔 名〕でたらめ,

嘘 (=pёh‐chhat白賊).

hあu‐sim孝 心 〔名〕孝心.

hau_s。とn_jin候選人 〔名〕候補者.

httu‐tai孝凱 〔形〕愚鈍な。

hau_tian校庭 〔名〕校庭.

hau_ti&E校長 〔名〕校長,学長.

he灰 ―→hoe灰 .

he彼  〔代〕それ (Oche這 ).
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～kibochb ian_pit(～ 叫倣鱒 )

=そ れは鉛尊 といいます.～ Si

g6a‐‐6(～ 是我的)=そ れは私の

です。

he癖  〔動〕(ぜんそくなどで)あ え

ぐ.～ kui me(～ 規唄)=一 晩中

ぜんそくの発作にあえぐ.

hl火 →h6e火

hё貨→htte貨

hё歳→hbe歳

he llT?〔 嘆〕へえ,お やおや。◇

驚きいぶかるとき。～,tとu‐に si

an_ch6an?(～ ,到 底是接想)=

へえ,一 体 どうしたんですか.

he回 →h6e回

he蝦  〔名〕〔動)エ ピ (=he_a

蝦仔).

hこ下 〔動〕①下ろす,置 く (=

khttg病).～ ti t6‐Si?(～ 在何位)

=ど こに置いてありますか.tian

beh～d‐id(鼎 要～猪油)=鍋 に

豚油を置く。②祈る。～ptt(～傍

)=仏 に析る.

hl系  〔名〕学科.1もk‐st～ (歴史

～)=歴 史学科.～ Cht‐jim(～ 主

任)=学 科主任.

he七 蝦仔―→he蝦

he‐bi蝦米 〔名〕(皮をむいた小さな)

干 しエ ビ.

he_chin蝦煎 〔名〕エビフライ,エ

ピの天ぷら.

に。ch血 火船― h6e‐chin

hも, c h h i a火車→ h O e _ c h h i a

hこ‐hu火 灰―'h6e‐hu

h e ‐3 a n瑠二 〔名〕むきエピ.

hこ‐ki 影記―→h6e‐kl

h6‐kOe 火籍―→h6e‐ke

he_ku淳痢 〔名〕(医)ぜ んそく.

heng

距‐崎 火慮→h6c‐16

hこ‐sio火・In→h6e‐sio

腱 ‐s温 歳 詩
→ me‐ s面

he_siこ
B和

尚→h6e‐si nE

距‐tman 火 炭-16e‐ thttan

hl‐th6ng系統 〔名〕系統.

距‐thi 火 腿
―→h6c‐thi

httB懸 〔動〕ほつたらかす。tai_

chi ka～leh(事誌給～瑚)=仕 事

をほつたらかしておく。

hёk‐chiと或者 〔連〕(文)あ るいは,

もしくは,そ れとも.～ li～g6a

16ng b6 iよu‐kin(～体～我焼無要

緊)=君 かあるいはぼくかどちら

でも構わない。 〔副〕もしかする

と,あ るいは.I～品 lai(伊～不

来)=彼 女はもしかすると来ない

かもわからない。～l in‐chtn(～

含允准)=あ るいは許可されるか

もしれない。

hもk・chこ・t6ゴ 核子弾 〔名〕核爆弾,

水素爆弾.

hёk‐chin核 准 〔動〕(調査の上)許

可する。

heng胸  〔名〕胸.     ‐

hёng興  〔動〕好む,… したがる。

～sio‐chit(～焼酒)=酒 を好む.

～chhap sこ (～括事)=い ろいろ

な事に干渉したがる。

heng行  〔動〕(文)C癌 つ ,なす。

～sian(～ 善)=善 を行う,～ il

～魯)=医 をなす。②歩む.chh芭

‐p5・lan～(寸歩難～)=寸 歩も参

み難い。

heng刑  〔動〕拷問する。h5・i～

chian thiam(被伊～成珍)=彼 ti

非常にむごたらしく拷問される。

hang形 〔名〕①形,様式.②座・
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heng

hang違 〔動〕①返す。G6a bin
‐ム‐chとi chiah thёh‐lai～ (我明仔

再即提宋～)=明 日持 って来てお

返 しします.② (掛け金や利息を)

払 う。～liSsek(～利息)=利 息を

払 う。

にng杏  〔名〕(植)ア ンズ.

hang贈 ?〔動〕(冠婚葬祭に食物を)

贈る。～ang_ku(～紅亀)=赤 まん

じゅうを贈る.

henttcheng胸前 〔名〕①胸,②(
衣服の)胸の部分.

henttchёng行 政 〔名〕行政.

henttchenttpin胸前□ 〔名〕えり

どめ.

henttch5ng形状 〔名〕形状,外形.

Ie～ chin siau‐san(伊的～長消

痩)圭 彼女の外形はやせ細ってい

る。

hёRttchh芭果趣 〔名〕興味,面白
み.it‐teng kam_kak chinこ～ (
一定感覺長有～)=き っとたいヘ

ん興味を持つと思います。

heng_gもk横 逆 〔形〕暴虐な,非道

な.sat‐jin,ki6ng‐kan chin～(

殺人,強 姦員～)=殺 人,強 姦は

暴虐の極みだ。

heng_hiun行香 〔動〕(寺廟に参って)

焼香する。

heng_hoat刑法 〔名〕刑法.

heng_h。とt刑 罰 〔動〕(―hang).

拷問する。h5・lang～chin thiam

(給人～長珍)=ひ どく拷問された。

〔名〕刑罰.

hこntt hOk幸薩 〔形〕幸福な.I

chian～6 khoan(伊成～的款)=
彼女はとても幸福そうだ。 〔名〕
幸福,幸 せ.

heng‐16ng形容 〔動〕形容する。
h6ntti6ng‐st形容詞 〔名〕形容詞.
hこng‐jin杏仁 〔名〕杏仁.

henttjin_t5行人道 〔名〕歩道.

heng_kham丹匈士穴 〔名〕丹旬.

heng_1:行李 〔名〕荷,荷物,手荷
物,行李.

henttsё形勢 〔名〕形勢.

heng_sek形式 〔名〕形式,

henttseng形成 〔動〕形作る,形

成する。Inれi siau‐hもi e chhi_

kek―hun‐kt hこ‐khoan e hian_

si5ng(因 島消費的刺激～分期付

款的現象)=消 費の刺激により分

割払いの現象が形成 される。

henttsoe果衰 〔名〕盛衰 (=sSng
‐soe盛衰).

hengsi行 事 〔名〕行事.

henttsi刑事 〔名〕刑事.

henttt3/③hian_ti兄弟 〔名〕兄弟.

henttt5ng行動 〔動〕行動する。

〔名〕行動,行為.

henttthai形態 〔名〕形態.

hёnttthau興頭 〔名〕興味.

heng_di行鳥 〔名〕行為, 行ない。

hi虚 〔動〕(織り目や毛糸が)ほ つ

れる. H i t  n iと i S n‐m6・‐sa n  c h i n

h6,15a‐kt to bこ～ (彼領羊毛杉

員好,若 久都没～)=こ の毛糸の

セーターはとてもよくて長い間ほ

つれない。 〔形〕(体に)抵 抗力の

ない,衰 弱した。sin‐thこ～,とi

chiah p6・(身籠～,愛 食補)=体

に抵抗力がないから,滋 養を取ら

なければならない.

hi噌  〔動〕(かご・帽子 ・布などが)

ゆがむ,い びつになる。b5‐a～‐‐

khi(帽 仔～去)=帽 子の形がくず
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hi l市 〔名〕肺.

hi歳 〔名〕芝居.

hi魚 〔名〕魚.

hi耳 →hin耳

hi_bang/①‐b6ng希 望 〔動〕 希望

する,期 待する (=ふg‐bang向 望

),G6a～ bin‐よ。chよiShも thF(

我～明仔再含好天)=明 日晴れる

ように期待する.

hi‐bi稀微 〔形〕(場所などが)寂し

ぃ.～e s6・‐chai(～的所在)=

寂しい所.

hi‐chai魚殺 〔名〕魚苗.

hi‐chi魚子 〔名〕魚の卵.

h←chit喜酒 〔名〕祝い酒.

hi‐chan魚船 〔名〕漁船.

hi,chhi魚館 〔名〕(魚の)えら.

hi‐chhi魚辺 〔名〕フカのひれ.

hi‐chhi魚市 〔名〕魚市.

hi,chhiok喜 鵠
―→kheh‐Chttu

hi‐gam肺 癌 〔名〕〔医)周市癌.

hi‐giap魚 業 〔名〕漁業.

hi‐han稀 竿 〔形〕珍しい,ま れを,

稀有の.ph5ng‐k6chim‐ ma chin

～(膨果此浦具～)=リ ンゴは今と

でも珍しい。

hi‐hiもh耳 葉 〔名〕耳たぶ.

hi_hng蔵園→hi‐lB

hishu魚夫 〔名〕漁夫 (=th6‐hi‐

lang討魚人),
hi‐ht魚 捕 〔名〕魚肉のでんぶ,

hi‐P戯 院 〔名〕劇場 (=h ‐`hng戯

園).
hi‐iam/① hェi‐肺炎 〔名〕肺炎.

hi‐j16k虚 弱 〔形〕虚弱な,ひ弱な。

I phba_pln chin kも, 1‐keng chin

～ (伊破病具久,己 経長～)=彼

L

hi‐Siat

は病が長 くて,既 にとてもひ弱に

なつている。

hi_kang魚港 〔名〕漁港.

h↑‐kau魚釣 〔名〕釣針.

hi‐kau=干 争旬
―→hin‐kau

hi‐kこk/〇‐ki6k戯劇 〔名〕芝居,

演劇.

hi‐ki希 奇 〔形〕(文)珍 奇な,珍し

hi‐koan魚 乾 〔名〕(魚の)干物.

hi‐koが‐it魚肝油 〔名〕肝油.

hi‐khang耳子し―→hin‐khaHg

hi‐khek戯 曲 〔名〕戯曲.

h←kh6許 可 〔動〕許可する。

hi‐lan魚銭 〔名〕うろこ.

h卜liu魚鍬 〔名〕(魚)ド ジョウ,

hi‐16肺房一hiSPこn

hi‐n6‐khi□□□ 〔名〕(植)ヒノキ.

hi‐oan魚 丸 〔名〕魚のすり身で作

った団子.

hi‐pё
n/_pin戯棚一hi‐tai

hi‐Pln/.piB肺病 〔名〕(医)肺 病 (

=h ‐ヽ16肺房).

hi‐pむ魚浦 〔名〕①煮干し,②千

し魚.         ‐

hi‐P6h稀薄 〔形〕希薄な,薄 い.

s  o a n‐tこng  e  k h o n g‐kh i  k h a h― (

山項的空氣較～)=山 項の空気は

希薄だ。

hi‐phib戯票 〔名〕芝居の切符 (=

hi‐toan戯単).

hi‐seng犠 牲 〔動〕犠牲にする.

出16 e  l  p iとn  C h iとn‐ch e n g  1 6 n g～

chin chこlang(毎一通戦争綻～

具多人)=い つの戦争もみな多く

の人を犠牲にする。 〔名〕 様性.

hi,siau/①‐si6稀少 〔形〕①(数量

が)少 ない。j i n‐k h a u～ (人口～
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hi‐sit

)=人 口が少ない。② まばらな.

hf‐sit魚翼 〔名〕魚の腹びれ.

hi‐si喜 事 〔名〕慶事,祝 い。

hi‐stiteh‐li‐五□□□□□ 〔名〕(医)
ヒステ リー .

hi‐tai戯魯 〔名〕舞台 (=hi‐pen戯
棚).

hi・ti魚池 〔名〕養魚池.

hi‐tin魚 藤―→け‐tin

hi‐toゴ戯軍→ hi‐phib

hr語 ? 〔動〕① (力などが小さい

声で)ブ ンプン鳴く.bang teh～

(蚊在～)=力 がブンブン鳴いて

いる。②仔供が)泣きじゃくる。
Hit e gin_と～kah khもn‐‐khi(彼

的□仔～及咽去)=あ の子は泣 き

じゃくりながら寝てしまった.

hr振 ?→ har

hia/hi,hin耳 〔名〕①耳,② (耳の
形 をした)取 っ手 .～ lak‐‐khi(～

落去)=取 っ手がとれた。

hin硯 〔名〕すずり(=bak_p6an曇

盤).
hr_kau/hi_,hin_耳釣 〔名〕イヤリ

ング.

hr_kian/his,hin‐耳鏡 〔名〕鼓膜.
hr_khang/hi‐,hr_耳孔 〔名〕①耳
の穴.②耳.

hin‐sai/hi_,hin_耳尿 〔名〕耳くそ.
hド‐sak節杯 〔動〕捨てる。thёh‐
khi～ (提去～)=持 っていって捨
てる。

hia彼 ?〔 代〕そこ,あ そこ(〇
Chia這)。Chhian li khi～ (請体

去～)=そ こへぃってください。

ti～i3di sian‐s in(在～有三位先

生)=あ そこに3人 の先生がおら
れます。

hia靭 〔名〕ひしゃく, しゃくし.

〔動〕すくう。～hi(～魚)=魚を

すくう,

hia靴 〔名〕長靴.

hia瓦 〔名〕瓦.

hia_a有瓜仔 〔名〕①ひしゃく.②ス

コップ.

hia_chm瓦盾 〔名〕瓦ぶきの家.

hian嚇 ? 〔 動〕ぴかっと光る,き

らめく。chhen～chit―ё(星～一下

)=星 がぴかっと光る。～lang e

bak(～ 人的目)=は っと人の目を

事|く.

hiとn向  〔動〕反る,後 ろへ傾 く,

kh a h～le h ! (較 ～Fnl ) =もっと

反 りなさい. chh芭‐sin khah ～ (

層身較～)=母 家が少 し後ろへ傾

いた。

hian焚? 〔 動〕① (火を)たく.～

th6・‐thban(～土炭)=石 炭をたく.

②沸かす_～ sio‐chもi(～ 焼水)
=湯 を沸かす。

hiaE文 〔名〕(植)ヨ モギ.

hian‐ko兄 訂 〔名〕兄,兄 貴.

hiaB‐s6兄 娘 〔名〕兄嫁.  ~

hian‐ti兄弟 〔名〕兄弟.

hiah彼 ?〔 代〕そんなに。 (〇

chiah此 ),Na～ kti,4 kho・h6

b6?(那 ～貴,四 元好無)=ど う

してそんなに高いんですか,4元

でよいでしょう。～httg ah!(～

遠「阿) =そ んなに遠いの.

htth額―→htth五

hiあh‐左額仔 〔名〕額 (=hiムh額 ).

hiah‐ё彼的 〔代〕それらの,あれ

らの (Ochiah‐e此的).◇複数の

ものを指し,直接名詞を従える。
～lang(～人 )=そ れ らの人 .
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121 hian

～とn‐kian(～案件)=あ れらの事件.

hiah‐kt彼 久 〔名〕この間 (①

chiah‐kt此久).He si～ 6 tai_chヽ

(彼是～的事誌)=そ れはこの間の

ことだった。

hiah‐nih/〇‐lin彼裡 〔代〕(…hiah).

そんなに,あ んなに(O Chiah‐

nih),～sti,si m?(～ 美,是不)

=そ んなに美 しいですか。～Chこ

lang(～多人)=あ んなに人が多い。

hiaド釈?〔 動〕①(わきの下に物

を抱えて)運ぶ. G 6 a～ l  n i a  s a n

beh lai h5・ li chhこng(我 ―一領

杉要宋給体穿)=1着 服を持 って

きてお着せしましょう。②(生地

を匹単位で)買う。～l phit pもh

pah‐もng(～
一匹自百永)=白 キャ

ラコを1 匹買う。

hiaha嚇  〔動〕びくつとする。

～chit ti6(～一踊)=び くつとし

て飛びあがる。hai g6a～ chit‐|

(害我～一下)=お かげでびくつと

した。

h i a m 辛? 〔形〕辛い( →1 0 よh 来) .

◇主として鼻へつ一んとくる辛さ。

h6°_chio～(胡叔～)=こ しょうは辛

hiam険  〔副〕危 うく,すんでのと

ころで(=hiam・hiam険 険).～ bl

ki…dt(～没記得)=危 うく忘れる

ところだった。～bこhtt h6e‐chhia

(～没赴火事)=す んでのところで

汽車に乗 り遅れるところだった。

hittm職 ? 〔 動〕(声をたてて人を)

呼ぶ.～ l tai san_lian_chhia lai

(～一魯三登車来)=三 輪車を1台

呼んでくる。

hiam嫌  〔動〕①文旬を言 う。

～tang～sai(～東～西)=なにや

かやと文旬をつける。②いやがる。

～chi6 chin(～少隻)=金 の少な

いのをいやがる.

hiam‐chio‐左辛?淑 〔名〕(植)ト
ウガ ラ シ.

hiam_ゴ 嫌疑→ giar夢

hiam_hiam険 険→ hiあm除

hian拡  〔動〕 開 ける。Chhian

lin～に 5iとh(請 悠～第五頁)=

皆 さん第 5ベ ージを開けてくださ

い中 Ap。と‐kba―…khi‐lai khttan_

bai leh.G仔 蓋～起宋看至Fnl)

=箱 のふたを開けて中を見てみな

さい。

hian盤 ? 〔 動〕 ぐらぐらする,揺

れる。こ～‐‐16h‐khi!(含 ～落去)

=ぐ らぐらして落ちてしまうぞ.

hiとR献  〔動〕鎌 ずる。～kё‐chhel

(～計策)=献 策する。～p6‐pbc(

～賀貝)=宝物を差し上げる。②さ

らけだす。～heng(～胸)=胸 をさ

らけだす.～ h5・lang khttan(_

給人看)=さ らけだして人に見せる。

③ (口やすそが)広がる。～chhtti e

oan(～嘴的碗)=回 の広がった茶

碗 .

hian「は?〔 名〕(動物などの)体臭.

1 lang 1 6～(一人一個～)=各 自

の体臭がある。

hian絃 〔名〕弦.

hian現 〔形〕はつきりした,明白な.

khもan b6 sian～(看無甚～)=そ

んなにはっきり見なかつた。Chin

～e tai_chヽ(員～的事誌)=と て

も明白な事柄.〔副〕①現に.～ti

hia(～在彼 )=現 にそこにある。

②その場で.(諺 )～thとn～chiとh



hian_ょ

(～珍～食 )=そ の場 でもうけてそ

の場で食って しま う一 その 日暮 ら

し.

hian,あ 絃 仔 〔名〕胡弓.

hittn,bi‐kian頴微鏡 〔名〕顕微鏡.

hian_chai現在 〔名〕現在.Li～

tba ti t6もi?(1ホ～滞在何位)=

現在どちらにお住みですか.

hian_chr現銭 〔名〕現金(=hian
‐kim現金,hian_gin現銀).

hian_chttchi現住址 〔名〕現住所

(=ch3‐s6・住所).

hian_gin/_ganこ見銃む‐hian‐cttn

hittn‐hoat憲 法 〔名〕憲法,

hian_h6ng現況 〔名〕現況.

hittn‐kim献 金 〔動〕献金する.

hian_kim現今 〔名〕現在,今 .tもi

k6■cha kょu～ (封古早到～)=昔 か

ら現在まで。～sё‐kとi chin chも

lang(～世界銭依人)=今 の世界

は金の世の中である。

hian_kim現 金
―→hian_chin

hian_khoan現 款 〔名〕現金 (壬

hian_chin現袋,hian_kim現金).

hian_peng憲兵 〔名〕憲兵.

hian_sёng頴 聖 〔動〕(亡霊などが)

現われる。Koan‐kong～liとhLい

b6ng(開 公～源呂蒙)=関 羽の亡

霊が現われて呂蒙を捕まえる。

hian,si現時 〔名〕この節,当 節.

hian_si5ng現象 〔名〕現象.

hian_sit現責 〔名〕現実.

hian_tai現代 〔名〕現代.～ sia_

h5e(～ 破會)=現 代社会.

hian_tittn現場 〔名〕現場。

hiang響  〔動〕響く.mia‐s ian～(

名藍～)=名 声が響きわたる。
hian野さng響 悠/①hi6ng‐ 〔動〕①

呼応する。の共|す|する.

hi anttin香i由 〔名〕 ①コ
‐
マi由,

ゴマの油.の 香油.

hian旨硫 香茅 〔名〕(植〕 レモン

ラス .

hiよnttsi向日寺 〔名〕 その当時,昔 .
～hiaるchhut hai_cFhat(～彼含

出海賊)=昔 はそこに海賊が出没

していた。

hiよng―siこ享受 〔動〕楽しむ.

hiap品 〔動〕(柱を抜くときのよう

に前後左右に)揺 り動かす。 ～

thiau_a(～柱仔)=柱 を揺り動か

す。

hiあPgi協 議  〔動〕協議する。

hiとPh5e協 含 〔名〕協会.

hiと,lёk/③‐l at協力 〔動〕協力す

る.〔名〕協力.

hiat棄 ?〔 動〕(ひょいと)投 げる,

ほうる。～lai h5・g6a(～ 来給我)
=投 げてください。

hiat穴 〔名〕穴.

hia↓ap血 墜 〔名〕血圧.

hiat,chheng血清 〔名〕血清.

hiat‐lk血 液 〔名〕血液.  ―

hiat‐heng血型 〔名〕血液型.

hi at‐th6ng血統 〔名〕血統B

hau傍 ?〔 動〕①反る。pang～…

khi(筋 ～去)=板 が反って しまっ

た。②裏返しにする。～pan g (～
紡 )=板 を裏返 しにする。③裏切

る。h5'cha‐b6～ ‐‐khヽ(給査某～

去 )=女 に裏切 られた。

hiau賜 夕 〔動〕(女が男と)い ちゃつ

く,kap lang teh～ (及人在～)
=ほ かの男といちゃついている。

〔形〕(女の)みだらな (Ochhi‐k0

痴寄).～ cha‐b6。(～査某)=み だ



らな女.

hiau‐hこng傍倖 〔形〕①(思いがけ

なく)幸 運 な,ま ぐれあたりの.

～chinもh(～進學)=幸 運 にも及

第した。～tibh‐‐tibh(～着着)

=ま ぐれあたりで当たる。② 因果

な,罪 な。◇女性用語.～ ざ,ke`

a si liよu_liau。(～嗅 ,籍 仔死了

了)=な んて因果なことで しよう,

ニヮトリが全部死んでしまうなん

て.

hiauh剥 ?〔 動〕(表皮 ・張 り紙な

どが)は げる,む ける。Chhat～…

khi‐lai(漆 ～起来)=漆 がはげた。

～ph6e(～ 皮)=皮 がむける。

him熊  〔名〕(動)ク マ.

him‐b3欣 慕 〔動〕慕 う,敬 慕する.

him‐sian欣 羨 〔動〕 うらやむ.～

lang h6‐giよh(～ 人好額)=人 が金

持ちなのをうらやむ.

him‐si6ng欣 賞 〔動〕鑑賞する,観

賞する.G6a khia ti chia teh～

hong‐kこng(我 竪在此在～風景)

=私 はここに立って風景を観賞 じ

ています。

hin/hin,heng果  〔動〕盛んになる,

繁盛する。seng‐li tng～ (生理営

～)=商 売がちようど繁盛してい

るときだ。

hin□ 〔代〕その中口◇hia‐n品彼

裡の音の詰まったもの。i ti～(伊

在～)=彼 はその中にいる。

hin日玄 〔動〕(⊃めまいがする。Li

thau_khakこ～b3?ぐホ頭殻含～没)

=め まいがするのですか。② (乗物

物に)酔 う。Li chこChan e si,|

5～bこ?(体坐船的時,管 二没)=

あなたは船に乗ると酔いますか。

hi6ng

hin/hin恨 〔動〕恨む.Li品 ‐

thang～g6a6(体 不通～我峨)=

君,ぼ くを1長むなよ。〔名〕1長み.

hib「都 〔嘆〕うん,そ う.～ ,Si

lah(～ ,是 「位)=う ん,そ うだよ.

～,g6a e lah(～ ,我 的「位)=そ

う,ぼ くのだ。

hioh歓?〔 動〕①休む,憩う。

Lan lai‐khi chhi3‐a‐kha～chit―

o(1自宋去樹仔脚～一下)=木 陰ヘ

行ってちよつと休みましょう,

chiau～chhiS‐ki(鳥 ～樹枝)=鳥

が木の枝に止まる。②泊まる。～

ti ld‐koan(～ 在旅館 )=旅 館に泊

まる.

hi6h葉 〔名〕葉 (=hiもh‐ム葉仔),

〔量〕枚,棄 .ban 2～ (挽二～)

=葉 を2枚取る。hi hun,chb 4～

(肺分微四～)=肺 は4葉 に分かれ

ている。

hib h‐a葉 仔一 hi b h葉

hioh‐とm歓 暗 〔動〕宿泊する,

hioh‐30あh歓 熱 〔名〕夏休み.

hich‐k6an歓寒 〔名〕冬休み.

hioh‐khhn歓鵬 〔動〕休む,休憩す

る。Lin hioh‐joとh～kti jit?(すニ

歓熟～幾日)=夏 休みは何日間休

みますか。Lan iai～chit-3('自来

～一下)=ち よつと休憩しましょ。

う。〔名〕休み.

hiong郷  〔名〕①郷.

sSi sibk(入 ～随俗)

ば郷に従え。②故郷.

)=故郷を思う。

(諺)」 ip～

=郷 に入れ

s u～ 9 8～

hibng向 〔動〕向く,向かう。 ～

lam(～南)=南に向く。

hi6ng雄 〔形〕①恐ろしい, 残忍

な.I bin Chin～ (伊面長～)=あ
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hi6ng‐chttng

の人の顔はほんとうに恐ろしい。

sim‐koan～・占肝～)=心 が残忍だ。

②勢いが急な。btt,kё khi chin
～(物慣起員～)=物価の上昇が急
だ。

hi6ngchttng雄 性 〔形〕雄壮な.

hibngjit‐kti向 日葵 〔名〕(植)ヒ
マワリ.

hiongkangkha香 港脚 〔名〕(医)

水虫.

hionttli郷里 〔名〕郷里.

hiongOk兇 悪 〔形〕凶悪な。

hiongpin香 積 〔名〕シャンペン.

hiongphin香 片 〔名〕ジャスミン茶.
hibngsi5ng向 上 〔動〕向上する,
進歩する。

hi6nttsiこ享受 〔動〕享受する。～

thttk,chheh e khOょi_16k(～譲書的
快築)=読 書の楽しみを享受する。

hiongthむ 郷土 〔名〕郷土.

hip易 〔動〕① (写真を)写す。～

sibng(～相)=写真を写す。②密
閉する。こng p h 5 e～h5・la u  k 5 a n

(用被～給流汗)=ふ とんをすっ

ぽりかぶって汗を流す。

hiPchibh易石 〔名〕磁石.
hiPjoとh易熱 〔形〕暑苦しい,蒸
し暑い。

hiPsibngki易 相機 〔名〕カメラ
(=chittu‐sibng‐ki只召相機).

hit彼  〔代〕その,あの(①chit此).

◇原貝」として量詞を従える。～ki

pit(～ 枝筆)=あ の筆.Goan

chhも si ttti_bin～keng(院 層是撃す

面～間)=私 の家は向かいのあれ

です。

hiⅢpeng彼芳 〔代〕あちら,あっ
ち,そちら,そっち.～si i‐‐e

(～是伊的)=あ ちらは彼のです。
～si i e chhan(～是他的田)=

そちらは彼の国です。

hiu「休 〔動〕(大声で)呼ぶ.～thOa‐
chhia-6(～子笹車的)=大声で車引
きを呼ぶ.

hit洒 ?〔 動〕① (手の水を切るよ

うにして)振 る.～ t5Lchiam(～

度針)=体 温計を振る.② (液体
を)振りかける。ka～phang‐chti
(給～香水)=香水を振りかけてゃ
れ.

hit菱 〔名〕あわせ (=hid_よ委仔)
hid。と委仔→hia襲

hiu‐giとp休業 〔動〕休業する。
hiいhak休學 〔動〕休学する。
hit‐hoai朽壊 〔動〕(本などが)朽
ちる (‐→hiも‐n5a).

hiu‐i6ng休養 〔動〕休養する。
hi芭‐juh□□一nigs ban

hiu‐khek休克 〔名〕ショック.
hit‐n5a朽嫡 〔動〕腐る (―hit‐
hoai)。◇死体や果物などについ

ていう。

hiu‐sek休息 〔動〕休む,休養する。
beh h5・ta卜ke～ (要給大家～)=
皆に休養させる。

hiun香 〔名〕線香.〔形〕ひょろ長
い. i t‐ti t―‐_kh i _ l a i ,  k h a h  こ

chiah b6 pdi?(一直～起来,較

含食没肥)=だ んだんひょろ長く

なってくる力ゞ, どうして太 らない

のだろう。

hiun,こ郷下 〔名〕(文)田舎(=
chhau_tこ草地).

hiuE_in香固 〔名〕(植)ブ ッシュカ
ン.

hiun‐kび香菰 〔名〕(植)シイタケ.
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h i u n‐kO e香瓜 〔名〕(植)マ スクメ

ロ ン.

hiun‐la香螺 〔名〕(貝)サ ザエ.

hiun‐li郷里 〔名〕郷里,故 郷.

hiun‐13香 猛 〔名〕線香立て.

hiこE_peng向芳 〔名〕あちら,向こ

うイ則 (OChiSn_p6ng此芳).

h前‐chhttu茅草 〔名〕(植)チ ガヤ.

h飾_lang媒人 〔名〕仲人.

h品_lang‐p6媒人婆 〔名〕女仲人.

h m h 然? 一h a m 黙.

htth‐htth'含'含?〔 形〕腹に一物あ

る, むっつりした。(諺)～ Chi▲h

3 oan pban(～ 食三碗半)=む っ

つ りとして3ば い半も食べる一裏

でなにをやらかすかわからない。

hng口方? 〔 動〕ブンブン鳴 く.

bang_a teh～(蚊仔在～)=力 がブ

ンプン鳴いている。

hig n亨 〔嘆〕ふん。◇相手を軽視し

たときに使う。～,li ia kan

phah g6a?(～ ,体 亦敢打我)=

ぶん,ぼ くを殴るって,

i hng口享? 〔 嘆〕え.◇ ちよつと驚
| い

たとき.～ ,i S khi t6‐ こi?

|(～ ,伊 携去何位)=え ,彼 はどこ

i へ持って行つたんだろう.～ ,li

l k6ng sian?(～ ,f休講甚)=え ,

1 な んと言ったんですか。

惟 昌 楊 螢 、c t t  D  t t n

l hak_hau～ ムkin?(悠 学校遠抑

1 近 )=あ なたの学校は遠いですか。

1 品‐thang khi siun～ (不通去尚～)

| =あ まり遠 くへ行ってはなりませ

十 ん 。chin～e s6・‐chai(具～的所在)

| =遠 く,遠 い所.

ぃ6好 〔形〕①よい,よろしい,い

ぃ。seng‐11～b6?(生 理～無)=

商売はいいですか。～thr(～ 天)

=よい天気.②仲のよい。1l kap

i khah～(祢及伊較～)=君 の方が

イ皮とイ中がよい.③ '…し糸冬わる.

◇動詞のあとにつけて補語として

用い,行 為の満足すべき完了を表

ゎす。G6a san tt,tt Sこ～ (我杉

適適洗～)=ち ょうど洗たくをし

終わったところだ。 〔副〕①・・・し

やすい,(…するのに)都合がよい。

◇動作を表わす動詞の前にくる。

～chl(～坐)=座 りやすい。～

さng(～用)=使いやすい。②(…し

てみて)快い。◇感覚を表わす動詞

の前に置く。～k hban(～看)=美

しい。～thian(～葉)=耳 に快い。

〔動〕(健康が)回 復する,治 る。

pr～__kh ‐ヽ(病～去)=病 気がよく

なった.〔 嘆〕(応諾の)は い,オ
ーライ.～ ,gもa chiah khi(～ ,

我RP去)=は い,私 が参ります。

h6河  〔名〕河 (→khe浸 ,kang

江).

h6和  〔動〕合う,合 わせる.～kha

,p5・(～脚歩)=歩 調を合わせる。

② 和解する。kap i～ (及伊～)=

彼 と和解する。

h6,豪 〔名〕①堀.②濠.

h5琉 〔動〕名付ける。G6a ka li
～mia(我給体～名)=私 が名付け

てあげよう。 〔名〕①記号,印.

chb～(倣～)=記 号をつける。

②号.ISkもi‐a6～ (伊有幾若個
～)=彼 はいくつ も号 を持 ってい

る。 〔量〕①たぐい,て。◇代名

詞の後に置く.hit～thau_15・(彼
～頭路)=そ のての職。② 番 .
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h6‐bこ

◇バス・家 ・電話などの番号.7
～abょ_suh(七～的巴士)=七番の
バ ス .

h6‐bこ河馬 〔名〕(動)カ バ.
h5‐bこ琉幅 〔名〕番号.

h6‐b6k 赤日H在  〔形〕 むつまじにヽ.
h6‐chiah好 食 〔形〕おいし、、,

うまい (Dphムr_chiょh夢食).
phain khban～(夢看～)=見 かけ
は悪いがおぃしい。

h5‐ch6/‐chbe琉依 〔動〕…・と称す
る,… とぃぅ (=kib_chも「ヰ微).
Li～s ian_mih mia?(体～甚慶名
)=君 の名はなんとぃぃますか。

h5,chtte調 枚→h5‐ch心

h6_chhi心好笑 〔形〕 おかしぃ。b6
～とh teh chhib(無～亦在笑)=お
かしくもないのに笑ってぃる.

h6‐chhib_sin好笑碑 〔形〕あぃきょ
うのある。cha_b6°とi～(査某愛～)
=女 はあt きゝょぅがなくてはぃけ
ない。

h6‐chh出 好庭 〔名〕ょぃところ,長
所.

h6‐chhtti好嘴 〔形〕回の達者な,
お世辞のうまい。も・,chin kOai,
lin～,chin 3に _sb。(□,員 HTL,
悠～長有薩敷)=おゃ,ぉ利口さん.
回も達者で礼儀もいいね.chian
～,離 【もb6k6・_i(成～,不 拘無
古意)=お世辞はうまいが正直では
ない.

h6‐chhti_tau好 嘴斗 〔形〕(食べ物
に)好 き嫌ぃのない (Ophar_
chhtti_高u夢 嘴斗).～ 6 1ang
chiah s pdi(～ 的人即含肥)=好
き嫌いのない人が大るのだ。

h6‐1好 下 〔杉〕回り合わせのよい,

蒼新拠祷炉盤粘増
hiah―, ssi l_tょng thぶn t5a

Ch in?(我敢彼～,随 含営諺大袋
=ぼ くがそんなに巡 り合わせがょ
いものか,す ぐに大金をもうけた
なんて.

h6‐giとh好 額 〔形〕金持ちの,I
Chin～ (伊長～)=彼 はとても金持
ちだ。

h6‐giとh‐Iang好 額人 〔名〕 金持ち,
財産家.

h5‐節a掟 外 〔名〕号外.

h6‐hとR好 漢 〔名〕立派な男子.
h6‐h6和 好 〔形〕むつまじぃ, 親
密な.Lin hu_hi tibh khah～

leh(悠 夫婦着較～「列)=君 たち
夫婦は少し仲よくしなさい,

〔動〕仲直りする.In 2 6～ lah

(怒二個～p世)=ぁ の二人は仲直り
した。

h6。i好 意 〔名〕好意,善 意,g6a
～ka i kh。とn_k心(我～給伊勘告)
=私 は好意で勧告 したのです。

〔形〕女子意的な。chhむ,pr tai_ke

ttti gba chin～(唇邊大家営す我員
～)=近 所の皆さんは私にとでも
好意的です。

h6・ka‐chai/x_kai_好 嘉哉 〔形〕
(=ka、chai嘉哉).①幸いな。b6
s i , t i b h  s i a n g～(無死,着 上～)
=死 ななかったのは不幸中の幸い

だ。②ちょうどょに、. ～, l i  l a i
(～,十小来) =ち ょぅどt tゝ ぁヽんば
いに君が来た。

h6‐kよi和 解 〔動〕本防字する。

h6_kai‐chAi好嘉哉→h6‐ka‐chtti
h6‐Han好子 〔名〕①品行方正な若
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者.② 律義な青年.

h6‐khang女 子孔→h6‐|

h6‐khban好看 〔形〕①見かけのよ

い,体 裁のよい。 (諺)～ b6h6‐

chiなh(～ 無好食)=見 かけはよい

がおいしくない一見か|十倒 し.

②(見て)面白い.Cha_hng e tian
,ian 3～b6?(昨 昏的電景夕有～無 )

=昨 日の映画は面白かつたですか。

h6‐khoan好 款 〔動〕いい気になる,

っけあがる。Li品 ‐thang siun～ !

( 1休不通尚～)=お前あまりいい気

になるな.na  s l n g  n a～__ k h i‐la i

(那盛郭～起来)=甘やかしていた

らだんだんとつけあがつてきた・

h6- l a n , c hこ荷問喜 〔名〕【れれ)ブ ヤ

ガイモ.

h6‐lan‐tau荷 蘭豆 〔名〕(植)エ ン

ドゥ,サ ヤエンドウ.

h6‐lang好 人 〔名〕よい人,善 人

(密pha r_lang夢人).

h6‐16好 薩 〔形〕愛想のよい,親切

な. tもi l a n g‐kh e h  tぉh k h a h  ～

leh(普十人客着較～F列)=お 客さん

に対してはもっと安想よくしなけ

ればならない。

h5-1こ賀礎 〔名〕祝儀.〔動〕(金品

を贈って結婚を)祝 う。I beh

kiat_hun, g6a kan tibh khi ka

～ ?(伊 要結婚 ,我 敢着去給～)=

イ戊は結婚するが,ぼ くは行ってお

祝いをしなくてはいけないかね.

h5_1こng城 今 〔名〕号令.

h5_m左琉踊 〔名〕番号,

h6,mia好命 〔形〕幸せな,幸 福な

|  (密 phar_mia夢命).gin‐a chこ,

i  chiah～ k6h(ロ イ子多,即 ニロ閣)=

1  子 供が多いから幸せさ.

五_

h6‐thian

h6‐mia‐lang好 命人 〔名〕幸せな人.

◇子供の多い人 ・裕福な人 ・回り

合わせのよい人など.

h6‐ni‐phin賀 年片 〔名〕 年賀状.

h6‐peng/③ _pheng和 平 〔名〕平和.

h6‐pit何 必 〔副〕 なにも…。するほ

どのことはない.～ 1l pもn,sin

khi(～ 体本身去)=な にも君自身

が行くほどのことはない。

h6‐sё好勢 〔形〕具合いのよい,

打S合のよい,好 都合な。こkhah

～b6?(有 較～無)=少 しは具合

いがよろしいですか,Chin～ ,

tt‐h61i lai(長 ～,適 好体来)

=君 がちょうど来てくれてまつた

く好都合だ。

h6‐sim好 心 〔形〕″じヽの優 しい,親

切な気持 ちの (密phar_sim夢 心).

I chin～tath`tadh kiこlang(伊

長～杏合歌人)=彼 はほんとうに

親切でたびたび人を助けます,

h6‐sこ好事 〔名〕善行.langぁ i

chb～(人愛倣～)=人 は善行を積

まなければいけない。②慶事.

h6‐tan好膳 〔形〕 度胸のよい,大

月巳な。Li ka‐ki 1 6 kan kian ょm

‐15' , c h i n～(1休家己一個敢行暗路,

長～)=君 1人で暗い道を歩くな

んて大胆なことだ。

h6‐ti豪 猪 〔名〕(動)ハ リネズミ.

h5‐tian賀電 〔名〕祝電 .

h6‐thang女子通一thang‐h6

h5‐thau貌 頭 〔名〕符号,マ ーク.

h6‐thr好 天 〔名〕快晴,い い天気.

h6‐thian好 熟 〔形〕(聞いて)面 白

、ヽ に)phai_th ian夢黎)。chhib l

tё khah～ ‐‐6(唱 一塊較～的)=

もっと面白いのを歌つてごらん。
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h6‐こn

h6れn幸 運 〔形〕幸運な.

hむ 虎 〔名〕(動)ト ラ。 〔動〕ごま

かす。訴thang～g6a(不 通～我)
=私 をごまかさないでください。

hむ‖虎 〔嘆〕ほぅ,へ え.◇ 感嘆し

たとき.～ ,hiah ktti l(～ ,彼

貴)=へ え,そ んなに高いの.

h心/⊃hoh喧  〔嘆〕ほら,それ.

◇危ないと言うて注意したいとき。
～, teh_beh ka―lath‐‐khi lah !

(～,在 要加落去F位)=ほ ら,落 ち

てしまうぞ.～ ,sian,sr lai lah

(～,先 生来「位)=そ れ,先 生がい

らっしゃったよ.

hけ 序 〔動〕すくう,く み出す (→

h6'llR)。◇すくって他に移すこと.

こng chhit～chti(用 手～水)=手

で水をくみ出す。 〔形〕しゃくれ

た。こ‐tau khah～ (下斗較～)=下

あごが少ししゃくれている。

h 6 1 A 〔動〕すくい取る( 一h b ・序) .
～kim_hi(～金魚)=キ ンギョをす

くう.

hδ 者 〔形〕ひげぼうばうの.

chhもi‐chhiu～ ,bよk‐chiu thb・(嘴

髪～,目 胴吐)=ひ げがぼうぼう

として目が飛び出ている。

hS戸  〔量〕戸.6 pah～ e chng‐

sia(六 百～的庄泄)=600戸 の村.

hS雨  〔名〕雨.

hS給 ?〔 動〕与える。chin mとi
～i(袋 勿～伊)=お 金を彼にやる

な。Chhian li thёh_khi～ Ko

sian_sP(請 |ホ提去～高先生)=持

つて行って高さんにあげてくださ

い.〔 介〕…・される,… れる。

G6a～ i phah(我 ～伊打)=彼 に殴

られた。G6a bat～ ch6a ka‐tibh

l pai(我 督～蛇咬着一チ罷)=1度
へどに唆まれたことがある。②

・・・

させる。酌‐thang～i jip‐‐lai(不通
～伊進来)=彼 を入れないで くれ

よ.k6ng～ i an‐sim(講～伊安心)
=話 をして彼女を安心させる。

h3‐b6e‐lan/_bも_虎尾蘭 〔名〕(植)
チトセラン.

hS,chah雨間 〔名〕雨よけ,雨 戸.
hS‐chiあu/③‐chib護照 〔名〕パス

ポート.

hδ‐chio胡淑 〔名〕(植)コ ショウ.
h3‐ch3互 助 〔動〕助け合う。tai_

keよi～(大家愛～)=皆 は助け合
わなければならない.

h3‐chti雨水 〔名〕雨水.

h3‐chhiu新髪 〔名〕ひげ.

h3_e/_。ё雨軽 〔名〕雨靴.

h3‐hi‐chhあu虎 耳草 〔名〕(植)ユキ
ノ シ タ.

h3‐h6e後悔→hoとR‐h6e

h6‐hin糊混 〔形〕紛らわしい,あ

やふやな。k6ng oS～(講話～)=

話があやふやだ。

h3‐i雨 衣 〔名〕 レインコー ト (=

h5■s an雨杉 ).

hS‐ki後期 〔名〕後期.

hむ‐koat否 決 〔動〕否決する。

hS‐kli雨季 〔名〕雨季.

hS‐khau戸 口 〔名〕戸籍.

hび‐khi呼 氣 〔名〕呼気.

hび‐khip呼吸 〔名〕呼吸,息.
～khi_khg(～器官)=呼 吸器官.

hS‐11狐狸 〔名〕(動)キ ツネ.

hS‐11護理 〔名〕看護.～ hak,hau

(～害校)=看護学校.

h6‐liu劇輪首 〔名〕(魚)ド ジョウ.

h3,16議麗 〔名〕(植)ヒ ョウタン.



h S ‐m  n g ‐ム雨涯仔→ h S‐s a p 五

hS,mii‐あ雨沫1子→ h3‐sap‐A

h3‐3‐Chとi呼 鳴哉 ?〔 嘆〕そら見ろ,

ざま見ろ。◇人の失敗を冷笑すると

き,～ ,kとi hOan_hi l(～,蓋 歓

喜)=ざ ま見ろ,い い気味だ。

hび‐6‐tai□□□ 〔名〕包帯.

hS‐oこ護衛 〔動〕護衛する。

hむ‐phek琥拍 〔名〕(鉱)こ はく.

hS,san ttiネター‐hs‐i

h3‐sai‐kttH新獅狗 〔名〕(動)ム ク

イヌ,チ ン.

hS‐sap‐あ雨層仔 〔名〕/J雨ヽ,小 ぬ

か雨 (=h5'‐mng,と雨慶仔,h5・‐mSi

。と雨沫仔).

h3‐sin胡 蠅 〔名〕(虫)ハ エ.

hS‐sin‐ht護 身符 〔名〕護行,お 守

り.

hS‐sin‐sとi‐ki胡 蠅尿店 〔名〕そば、
かす。

h3‐si5ng互相 〔副〕本目互に.～ kとi
_siau(～介紹)=お 互いに紹介し

あう。

hs_sban雨傘 〔名〕雨がさ.
hS,sban_chat雨傘節 〔名〕(動)ア
マガサヘビ.

h3‐Si護 士 〔名〕看護婦,看 護士.
h8_ttti□□ 〔名〕包帯.
hふtautchhtti序斗嘴 〔名〕受け回.
hs_tこng戸閲 〔名〕①けはをし.
◇戸国の下にあって内外を仕切る
横木。②敷居.

hS‐t6糊塗 〔形〕無責任な, だら
しがない。chb tai_chi～倣 事誌
～)一 する仕事が無責任だ。

hs_thau_kam虎頭柑 〔名〕(植)コ
トウカン,ァ カナツ.

h6sthau_phang虎頭蜂 〔名〕(虫)ク

!h6a

マバチ.

h3‐th6胡 桃 〔名〕(植)ク ルミ.

hSn好  〔動〕好む.～ Ki(～ 奇)=

奇を好む.

hむ・/①hoh p互 〔助〕ね,な。◇文末
に置いて軽い疑問を表わす.Chit e

gin_a si li e kian～?(此個□仔

是体的子～)=こ の子供はあなた

の子ですね.

h3n 算千―→h6an

hSn□  〔嘆〕ねえ,それ見ろ。◇ 自

分の先見の明を誇る気持 ちのとき,
～,kam b6 ka li k6ng?(～ ,敢

無給体講)=ね え,言 わんこっちゃ

なぃでしょう。～,kbng phba

lah(～,預 破「也)=そ れ見ろ,こ

わしてしまった。

hSn□  〔助〕① …ねⅢ …な。◇相

手に念を押 したり同意を求めると

き。Liこ beh khi～(体有要去～)
=君 は行 くんだね`Kin‐a‐jit chin

joとh～(今仔日長熟～)=き ょうは

とても暑いですな。②…ね。◇重
要 な話 ・旬を提起する。G6a～,

bin_と,chとi―, beh khi Bi_kOk

lah(我 ～,明 仔再～,要 去美囲

口位)=ぼ くはね,明 日にはね,ア

メリカヘ行 くんだよ.

hSn‐ka好 奇 〔形〕物好きな.Li

chin、′, kよu teh sio ka , li ia

tibh chau chhut_khi khttan_(体

員～,狗 在相咬,祢 亦着走出去看)
=君 は物好きだ,イ ヌがけんかし

ているのを見に出ていくなんて.

hoa灰 ? 〔 動〕(火を)消 す,(火が)

消える(=s it想).h6e～ ‐‐khi(火

～去)=火 が消えた。

hba化  〔動〕(文)化 ける。sSi～b6
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h6a,chi6h

…khヽ(随～無去)=す ぐに化けて

消 えてしまった。② ばかす.～

khah p6h(～ 較薄)=薄 くばかす。

hba‐chi6h化石 〔名〕化石.
hba‐chong化粧 〔動〕化粧する。

〔名〕化粧.
htta,chonttphin化粧品 〔名〕化粧

品.

hba‐hak化 學 〔名〕化学.～ hoan`

ёng(～ 反磨)=化 学反応.～ kang

_giap(～ェ業)=化 学工業.

hba‐hap‐bit化 合物 〔名〕化合物.

hoa‐hoa‐kong‐cht花 花公子 〔名〕

プレーボーイ.

h6a‐kiau華 僑 〔名〕華僑.

hoa‐1沌‐pr/_輝
E 花

柳)商→sёng‐pこ
E

hoa‐seng‐id花生油 〔名〕ラッカセ

イ油(=th6itau‐i3土豆油).
h6a・'洸? 〔動〕うかうかする。～

chit_ s  c h i s  k t t e…khi(～一下就
過去)=う かうかしているうちに

過ぎてしまった_

h6an/G httn鼻干 〔動〕いびきをかく.

I teh khこn e si chin gau～(伊

在阻的時長賢～)=彼 は寝ている

ときずいぶんいびきをかく.

h5an岸 〔名〕岸,土手.
h5an接?〔 動〕①手をかける。～

lan_kan(～欄肝)=欄 子に手をか

ける。②操縦する。～chhia(～車)
=車 を操縦する。③ きりもりする.

ka_sこi teh～(家事伊在～)=家 の

ことは彼女がきりもりしている.

hoan‐hi歓 喜 〔動〕喜ぶ,う れしが

る. I ka_ki 1 6詐chai teh～

sim‐mih(伊 家己一個不知在～甚

慶)=彼 1人何を喜んでいるのか

わからない.～ chhib_gi_gi(～笑

嬉嬉)=喜 んでにこにこしている。

〔形〕 うれしい。Kin_a_jit b6

thak chheh,g6a chin～(今仔日

無讃書,我員～)=今 日は勉強がな

いからうれしい。

hoah喝 〔動〕①叫ぶ.t5a sian～
k i d  l a n g (大啓～救人)=大 声で

助けてくれと叫ぶ.②怒鳴る。～

品 k  i a n (～不驚) =ど なっても怖

がらない。③ (舎を)打つ,～ ka n

(～舎)=舎 を打つ。

hoとh跨 ? 〔 動〕(足を大きく広げて)

またぐ(→han跨).～ kbe kau(～

過溝)=み ぞをまたいで越す。

〔量〕歩.chia kよu hiaと,9～

(這到彼愛九～)=こ こからあそこ

までは9歩 かかります。

hoah‐hiu喝 嚇?〔 動〕わめく.

thian_kr langェeh～ (黎見人在～)
=人 がわめいているのを聞いた.

hoah‐lin‐long喝 玲I龍 〔動〕競売す

る。 bin_a_chai beh h5・ lang_

(明仔再要給人～)=あ す競売に

付されます。

hoai_chhii椀樹 〔名〕(植)エ ンジ

hoai_gi懐疑 〔動〕疑う。G6a～

sin_ban e siau_sit(我～新聞的

消息)=私 は新聞のニュースを疑

います.

hoai_in懐字 〔動〕妊娠する.～ 6

goёh_jit(～六月日)=妊 娠6か月,

hoar i黄〔形〕①横の.～sban(～
・

線)=横 線。 ②横暴な.Hit e
l a n g  c h i n～(彼個人員～)=あ の

人はとても横暴だ。

hoain_chai横財 〔名〕不正な財.
hoain_ke〔_左〕/‐koe_横街〔仔〕 〔名〕 |

」



i黄田丁

hoain_k6e横過 〔動〕横切る.～ in

‐t5ng‐tian(～運動場)=運 動場を

横切る。

hoain_koe〔‐あ〕横街仔→hoain_ke〔,あ〕

hoainitit横直 〔副〕どうせ,いず

れにせよ。～,bin_と‐chとi g6a ia

tibh khi pan ch占_chheh e chhit

‐sibk(～,明 仔再我亦着去排註冊

的手績)=ど うせあす私 も登録の

手続 きに行かなければなりません。

hoan番 〔名〕①野蛮人,夷狭.②

番,番 号,順 番.tibh kとu g6a a
～(着到我的～)=今 度は私の番だ。

〔形〕聞 き分けのをい。gin・な

chin～ (□仔長～)=子 供がさっ

ぱり聞き分けがない.

hoan翻  〔動〕返る,返 す.～ bS‐

khもn__tit(～没姻得)=寝 返 りばか

りうって眠れない。～ph5e(～ 被)

=ふ とんを打ち直す。②繰 り返す

ol beh～kti par?(話 要～幾子罷)

=話 を何回繰り返すのだ。gS～

chhau(牛 ～草)=ウ シが草を反す

うする。③ (約束事など)翻す。

kap lang～(及人～)=前 言を翻す。

〔量〕ハン.◇ マージャンなど上

がりのヤクを数えるとき.kとu4

～e(到 四～的)=ス ーハンのを上

がった。

hOan観  〔動〕翻訳する.Li～ kti

ptn chheh?(体 ～幾本冊)=あ な

たは本を何冊翻訳しましたか,

hOan反  〔動〕①背く.b61ang kan
～(無人敢～)=あ えて背 く人がい

ない。peh,sё
n～ …khialai(百姓～

起来)=百 姓が背きだした。②変
わる。～sek(～ 色)=色 が変わる。

hoan‐bёh

t h r  c h h i t t n  b e h～(天像要～) =

天気がどうも変わりそうだ。③翻
す。～khよu_keng(～ 口供)=自 供

を翻す。

hoan煩  〔形〕原わしい,煩 雑な.

もi～(畏～)=煩 わしいのをいやが

る。si～ (事～)=事 が煩雑だ。

hoan還  〔動〕風化する。chng_a～

…khi(驚仔～去)=れ んがが風化 し

た。

hoan磐  〔名〕(化)ミ ヨウバン.

〔動〕なめす。～ph6e(～ 皮)=

度をなめす。

hoan犯  〔動〕ぢ巳す。～tiもh t5a‐

ch5e(～ 着大罪)=大 罪を犯す。

～chhb‐g5。(～錯誤)=過 ちをあ巳す

〔名〕犯人.ah～ (押～)=犯 人を

押送する。

hoan還  〔動〕(…は…)である.◇必

ず同じ名詞 またはそれに準ずる語

を前後に置く.li～ li,g6a～ g6a

(体～体,我 ～我)=君 は君,ぼ く

はぼく。(諺)hi～ hi,he～ ha(魚

～魚,蝦 ～蝦)=魚 は魚,エ ビは

ニビ→似ていても違 うものは違 う.

hoan五番仔 〔名〕毛唐,異 人.

hoan‐左施仔 〔名〕(葬式のときに持

つ)のばり,

h。とn‐左販仔 〔名〕行商,れ い売 り

(=tと
n‐よ権仔).

hoan‐五‐hこ番仔火一hoan‐あ‐h6e

hoan七‐h6e/‐hこ番仔火 〔名〕マッ

チ (=h6e‐chha大柴).

hoan`かid番 イ子'由―→chibh‐it

hoan‐左‐kiun番仔菫 〔名〕(植)ト ウ

ガラシ(=hOan_kiun_ム番重仔).

hoaボ‐bёh番 容 〔名〕(植)ト ウモロ

コ ] / .
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hoan‐chさng

hoan_chёng反正 〔副〕どっちにし

ても. Li b6 1ai iふb6iよu‐kin,

～b61i e tai_chi(体無来亦無要

緊"～ 無体的事誌)=来 なくても

構いません, どっちにしても君の

用事はありません。

hoan_chia患 者 〔名〕患者.

hoan_ch6e犯 罪 〔名〕ぢ巳罪.

hoan‐lk翻 詳 〔動〕翻訳する。chbe

‐kin gもa～chit pもn chheh(最 近

我～此本冊)=私 は最近この本を

翻訳しました。②通訳する。
chhian lang～(億人～)=通 訳を

頼む.

hOあR‐さng反應 〔名〕反応.
hoan_eng繁案 〔形〕栄えている。
hoan‐苺ng歌辺 〔動〕歓迎する。

B6‐lSn sim_mih si 16ng chin～

_lin lai(無論甚慶時す抱長～悠来)
=い つでもあなたがたのお越 しを

歓迎いたします.

hoan‐geng‐h5e歌 迎含 〔名〕 窪欠迎

会.

hoan_hiau反傍 〔動〕 約束を破る,

裏切る。Kap lang tこng‐hun liau
taS tiもh酌_thang～(及人訂婚了後

着不通～)=婚 約したあと約束を

破つてはいけない。

hoan‐hoe番 花 〔名〕(植)イ ンドソ

ケイ.

hOあR‐h6e反 悔 〔動〕後悔する (=

h5・‐h6e後 悔).kとu si～,chiS
khah ban(到 時～,就 較慢)=そ

の時になって後悔 してももう遅い。

hottn_h6k反イ夏 〔動〕反復する,繰

り返す。～lai phah_sふg(～ 宋打

算)=繰 り返して思案する。

hoan_h山扮帖 〔動〕申しつける(―

kau_tよi交代).Li na tも_tibh i,

～i lai leh(体若抵着伊,～ 伊宋

「列)=彼 に会ったら来るように言

いつけてくれ,Na beh b6 sian,

li chiah～g6a(若要買甚,体 即～

我)=な にかお買い求めのときは

私にお申しつけください。

hoanⅢ6ng反 映 〔動〕反映する。～

i‐kittn(～意見)=意 見を反映する。

hOとR‐kak幻 覺 〔名〕幻覚.

hoan‐kiun_五番憂イ子―→hoan_左‐kiun

hoan_khttng反抗 〔動〕反抗する,

たてつく.〔 名〕反抗.

hoan_lang犯 人 〔名〕ぢ巳人.

hoan‐16煩 1笛` 〔動〕″じヽ配する,案ず

る,気 をもむ (C an_sim安心)。

He li bian～(彼体免～)=それは

ご心配なく。Li na～liau kbe_

thau,li s khi_siau(祢若～了過

頭,体 含起狂)=あ んまり気をも

みすぎると気が狂ってしまいます

よ。

hoan,moa番 視 〔名〕マント.

hoan‐Pan翻 版 〔動〕(本の)リ フ
=1サ

ン

ントをする。

hOan_sも凡?勢  〔副〕ことによると,

ひょっとすると.～ iこ lai 6・(～

伊含宋峨)=こ とによると彼は来

るかも知れないぞ.～ 詐kh6ng(
～不肯)=ひ ょっとしたらいやだ

と言うかもしれない.

hoanos th番黍 〔名〕(植)タ カキビ・

hoとn‐sこng反 省 〔動〕反省する.

〔名〕反省.

hOとR‐Sもng反 醒 〔動〕目覚める,

Li ti6h kin～(体着緊～)=お 前

ははやく目党めなければいけない,

hoan_sia番破 〔名〕蕃社.



hoan_sia反射 〔動〕反射する,照

り返す。 〔名〕反射.

hoan_sia_kian反射鏡 〔名〕反射鏡.

hoan‐sin翻身 〔動〕寝返りを打つ.

Li cha‐hng Chiah chhiもtstt,

kin_a_jit iau ttthang～(1宗昨昏即

手術,今 仔日猶不通～)=君 は昨

日手術 したばかりだから今日は寝

返 りを打ってはいけません.

hoとn‐si6ng幻想 〔名〕幻想.

hoan‐sbntth6e/①‐sang‐歓送含

〔名〕歓送会.

hoあn‐teng幻燈 〔名〕幻姪,スライ

ド.

hoan_tig反申専 〔連〕かえって。siこn

‐beh t5a thよn, ～sba sih pもn

(想要大診,～ 績餃本)=ど つさり

もうけようと思ったのにかえって

損をした。16h chiよh liau,pこ
n

～品 h6(棄 食了,病 ～不好)=薬

を飲んだらかえつて病気が悪 くな

った,

hoan‐t5ng反 動 〔名〕反動.〔形〕

反動的な。

hoin_ttti反営す 〔動〕反対する。Li

訴thang b6 1i‐i3o・‐pとh― (1宗不

通無理由鳥白～)=理 由もなくむ

ちゃに反対してはいけません。

〔名〕反対.

hOan_thtti番汰 ? 〔 形〕聞き分けの

なヽゝ. hiah～beh an_ch6an ?(彼
～要接悠)=そ んな聞き分けのな

いことでどうしますか。

hoan_di範 園 〔名〕範囲.
hOat法  〔名〕法.
hOat校  〔動〕①生える。～chhau_a

(～草仔)=草 が生える。②

(発酵して)ふくらむ.mi_pau～

hOat_hian

liよu chin sti(麺 包～了長美)=
パンがきれいにふ くらんだ。③ 支

給する,出 す。～thong‐ti(～ 通

知)=通 知を出す.～ kang‐chin

(～工袋)=賃金を支払う。④出発

する。kang_si beh～(共時要～)
=同 じ時間に出発する。③ (心 の

中のことを顔や態度などに)表 わ

す。～phi‐khi(～陣剣 =か んし

ゃくを起こす.～ siこ̀khi(～怒氣)
=腹 をたてる。

hoat罰  〔動〕罰する。Lt h5'sian

_s「～khi1 15a kこ?(体 給先生～

竪若久)=先 生に罰せられてどの

ぐらい立ったの.〔 名〕罰,処 罰.

hoat,とn法 案 〔名〕法案.

hoaⅢbl/‐b5e較 賣 〔動〕発売する。

hoat‐beng殺 明 〔動〕 発明する.

Goan_chも。tan si sim‐mih lang～

6?(原 子弾是甚稜人～的)=原 子

爆弾は誰が発明したのですか。

Hoat‐ban法 文 〔名〕フランス語.

hoat‐chai較 財 〔動〕金がもうかる。

hoat‐chek法 則 〔名〕法則.

hoat‐chok較 作 〔動〕①発作を起

こす.pln i3～ (病又～)=病 気が

また発作を起こした.②果る。

ka,こn～ (家運～)=家 運が盛んに

なる。

hcat‐chhut較出 〔動〕①生える。

②支出する。③発する.

hoat,httk法学 〔名〕法学.

hoat‐heng較行 〔動〕発行する(一

hoat‐khan), Chit pこn chap‐chi

si ti Bi_kok～6(這 本雑誌是在美

圏～的)=こ の雑誌はアメリカで

発行 したものです。

hoat‐hian較現 〔動〕①現われる。
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hoat‐hok

li6ng‐sim～ (良心～)=良 心が現

われる。② 発見する(=hoat‐kiよn

較見).

hoat‐hok設 幅 〔動〕(福々しく)太
る.

hoat‐hui較揮 〔動〕発揮する。

hoaⅢhin醸粉 〔名〕ふくらし粉.
hoat‐in法院 〔名〕裁判所.  ―
hoat‐iam安 炎 〔動〕炎症を起こす
na_au si6‐khもa～ (口能喉小許～)
=の どがちょっと炎症を起こす。

hoat_im較音 〔動〕発音する。
Chit iIムn_ch6an～?(此字按伝～)
=こ の字はどういうふうに発音す
るのですか。 〔名〕発音.

hoat‐i6k校育 〔名〕発育.
hoatti6ng校揚 〔動〕発揚する。

～sё_kよi tai_t6ng e cheng‐Sin

(～世界大同的精碑)=世 界大同の

精神 を発揚する.

hoat‐jiat校熟 〔動〕発熱する (=

hOat_siO校焼).chathng～ (昨昏
～)=昨 日熱が出た。

hoat‐jlR法人 〔名〕法人.

hcat‐kaB醸 酵 〔動〕発酵する。

Chit～(酒～)=酒 が発酵する.

〔名〕発酵.

hoat‐kian較 見 〔動〕発見する(=.
hoat_hian較現).BIskok si sim_

mih iang～6?(美 園是甚麿人～的)
=ア メリカは誰が発見 したのです

か .

hoat_kim罰金 〔名〕罰金.
hoat_kip較給 〔動〕発給する。
hoat_kOan法官 〔名〕①司法官.
②(加持祈祷をする)道士.

hoat‐k6e/‐kこ輩繰 〔名〕蒸しもち.
◇水でひいた米に砂糖と発酵素を

混ぜて蒸したもの.
hoat‐kui法規 〔名〕法規.

hoat‐ktt較掘 〔動〕発掘する。
hoat‐khan校 刊 〔動〕刊行する

(一h o a t _ h e n g ) .

hoat_khi較起 〔動〕発起する。～

ュi_hau tn_t5ng(～愛校運動)=愛

校運動を起こす。

hoat_にng法 令 〔名〕法令.

hoat‐にng校 令 〔動〕発令する。

hoat`ldt法律 〔名〕法律.

hoat_pauh較省 〔動〕輩覚する,

露見する.

hoat,piau較表 〔動〕発表する。ti‐

si beh～?(底時要～)=いつ発表

になりますか。

hoとt‐phoat活溺 〔形〕活発な.

I chin～khah Oよhttng(伊長～較

活動)=彼 は活発でよく活動する。

hoat_seng較生 〔動〕①発生する,
起こる,起 きる。cha_hngこ～kau

‐thong sS‐kも'(昨 香有～交通事故)
=昨日交通事故が発生した。②生
える.chh6‐bbk～ (草木～)=草 木

が生える。

hoat_sio ttjln→hoat_jiat

hoat_song校喪 〔動〕 死亡通知を

出す(=pb_pth報白).

hoat_stt法術 〔名〕妖術,魔 法.

hcat_tat技 達 〔動〕発達する.

hui_ki chim_ma chin～(飛機此浦

長～)=飛 行機は今とても発達 し

ている。

hoat‐teng法 廷 〔名〕法廷.

hoat‐tian較展 〔動〕発展する。

Hit keng hak_hau chin、′, hよk_

s e n gこ 4, 5  c h h e n g  6 (彼間字

校長～,学 生有四五千個)=あ の
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学校はとても発展 して学生が4,5

千人いる.

hoat‐tian安電 〔動〕発電する。

hoat‐tian‐ki安電機 〔名〕発電機.

hoat‐tian‐s3安電所 〔名〕発電所.

hoat‐tiau較篠 〔名〕①スプリング.

②ぜんまい。

hoat‐tS法度 〔名〕方法,手段.

こ～thang kit i(有～通救伊)=

彼を救 う方法はある.b6～ (無～)

=し かたがない。

hOat‐t5ng校 動 〔動〕発動する,動

き,Cf. hi‐chan thin_kng khai・si

～ (魚船天光開始～)一漁船は夜明

けとともに動 き始める。

hoとt‐t5ng活動 〔名〕活動.

hoat‐t5nttki安動機 〔名〕①エン

ジン. ② モー ター.

hoe/he灰 〔名〕①石灰。②しつく

hoe花 〔名〕花.〔動〕①紛糾す

る。ta i‐chi tek‐khak 3～ (事誌的

確含～)=事 は必ず紛糾するだろ

う。sふg liau～
__khi(算 了～去)

=数 えていたらこんがらがつてし

まった。②難癖をつける,へ理屈

を言う。 Hit e Cha‐b6・chiaE gau
～(彼個査某成賢～)=あ の女はよ

く難癖をつける。③ (眼が)かすむ.

bak_chiu～_‐khi(目岡～去)
=眼 がかすんだ.〔 形〕模様のあ

る,縞 の.～ kin(～絹)=模 様の

あるネロ.

h6e/hこ火 〔名〕①火,② のぼせ「
～t5a(～大)=ひ どくのぼせる.

hもe/hё貨 〔名〕①貨物.②商品.
htte/hも歳 〔名〕年齢.gau khttg

～(賢蔵～)=う まく年をかくす.

L

h5e‐che

〔量〕歳.Li kti～ ?(体 幾～)=

あなたは何歳ですか.chap～ (十

一)=十 歳.

h6e/he回 〔動〕①帰る.～ hiong

(～郷)=郷里に帰る。②通訳する.
～詐tibh(～不着)=通 訳を間違え

る。 〔量〕回.chau l～ (走一

～)=1回 走る。

h6e子委? 〔 動〕 なすりつける。

chhもng phin～宜とm piah(蒸鼻～

始壁)=鼻 をかんで壁になす りつ

ける。

h5e含 〔名〕①会, 会合.②たの

もし講,無 尽 (=h5e,と含仔).

〔動〕(事情 を説明して)わ びる。

～耐ti6h(～ 不着)=悪 うござい

ましたとわびる。kin khヽka～

chit,こ (緊去給～一下)=早 く行

っておわびをしなさい.

h5e涯  〔動〕為替で送る。 chin

kin～lai(銭 繁～来)=早 く送金

してこい.～ khi Hiong‐kang(～

去香港)=香 港へ送金する.

hoe‐あ花仔 〔名〕①柄.② 縞.

h5c‐a含 仔→hSe含      ｀

hoe‐bi花 眉 〔名〕(,島)ヒ メマルハ

ン .

hbe‐b6歳無 〔動〕①廃棄する。

②破棄する。

hbe‐btt/hё‐貨物 〔名〕貨物.

hbe‐bttt‐と/hё‐貨物仔 〔名〕(俗)

トラック (→h説‐btt‐chhia).

h6e‐bit‐chhia/hё‐貨物車 〔名〕

① トラックt② 貨物列車.

h6e‐chai/hこ‐火災 〔名〕火災,大

事.

h6e‐cha含 齊 〔動〕 待ち合わす,

落ち合う。Lan tiとn chhia‐thau
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hoe_chi

～(口自お車頭～)=我 々は駅で待ち

合わそう。

hoe,chi花 子 〔名〕花の種.

hbe‐chi摩 止 〔動〕廃止する。kこ̀

na～__khi(替年～去)=昨 年廃止

した。

h6e‐chin/hl‐火箭 〔名〕ロケソト.

h6e,chin,phあu/hl‐火箭抱 〔名〕ロ

ケット砲.

h6e‐chih/hこ‐火舌 〔名〕火炎,炎.

h6e‐ch6ng/h6‐大葬 〔名〕火葬,

h6e‐chin/hも‐火船 〔名〕汽船.

hbe,chan/hё_貨船 〔名〕貨物船.

h6eschhyhこ‐ 火柴―→hoan‐五‐h6e

hoe‐chhあi花菜 〔名〕(植)カ リフラ

ワ T .

hoe‐chhttu花草 〔名〕①草花.

②模様 (=hoe‐isn花様).
h6e‐chheB/hも‐chhin火星 〔名〕大

星 .

h 6 e‐chhi a / hこ‐火事 〔名〕汽車.

h6e‐chhi a‐cham / hこ_火事靖→h6e‐

chhia‐thau

h6e‐chhia‐thau/hこ_火車頭 〔名〕

① (汽車の)駅(=h6e‐chhia_cham

火車始),停車場。②機関車.

h6e‐chht/hこ‐火鼠 〔名〕(動)リス.
h6e‐ёk回憶 〔動〕回想する。～tai
‐hak 4 ni‐kもe seng_。とh(～大学
四年久的生活)=大学4年間の生活

を回想する。 〔名〕回想,思い出.

h5e‐gi含議 〔名〕会議.

h5e‐hとP含合 〔名〕会合.

h6e‐hiun菌香 〔名〕(植)ウ イキョ
ウ.

hoe‐hng花園 〔名〕花園, 庭園.
h6e‐hOe/hこ‐火花 〔名〕火花,人の

粉 ,

H 6 e‐h 6 e‐購 u回 回教 → H6 e‐購 u

h6e,hok/he‐回覆 〔動〕返答する。

G6apあi‐g5・ka li～(我拝五給体
～)=金 曜日にご返事いたします。

h6e‐h6k/het回復 〔動〕回復する。

h6e‐hu/hこ‐火灰 〔名〕灰.

h5e‐hii含 費 〔名〕会費.

h6e‐ian/hl‐火煙 〔名〕煙.

h5e‐it含友 〔名〕①会員,② 教会

の メ ンパ ー .

hoe_iェE花 様 〔名〕模様 (=hoe_

chhau花草).

hbe‐jin療人 〔名〕①廃人.② ろく

でなし.

hoc‐kan花汗 〔名〕花びん (=hoe
‐pan花瓶),

H6e‐kとu回 教 〔名〕回教 (=H6e_

h6e‐kとu回 回教).

h6e‐ke/hakoe火纂 〔名〕(鳥)シ

チ メ ンチ ョウ.

h5e‐礎 含 言十一→臨 e‐kё

hoe,ki花枝 〔名〕①花の枝.②

(動)ス ルメイカ,

h6etki/h6‐界多言己? 〔 名〕(会計担当

の)店 員.

h6e‐kim‐chhen/hこ‐‐chhin入 金星 ―

h6e‐ki H卜kび

h6e,ki m‐kび/hこ‐入金姑 〔名〕(虫)

ホタル (=h6e‐kim‐chhen入金星).

h6e,ko/hユ火鍋 〔名〕寄せ鍋.

h5e‐koムR含 館 〔名〕会館.

hoe,kong‐chibh花 筒石 〔名〕花南

岩,み かげ石.

h6β‐kこ/hこ‐火矩 〔名〕たいまつ.

hbe‐kii/hさ‐貨植 〔名〕コンテナー.

hOe‐khaE花 増 〔名〕植木鉢.

h6e‐kheh‐thian含客藤 〔名〕 応接

室.
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hOc‐khoan花 環 〔名〕花輪.

h5e‐khOan進 款 〔動〕為替で送金

する。Nふ beh～,li seng thさh

chin iai chia(若要～,体 先提袋

宋此)=も し為替で送金されるな

ら,お 金を先にここへ持って来て

ください。

h6e‐lang/hl‐大寵 〔名〕(小型の)

手あぶり.

h6e‐11k/hl,大力 〔名〕火力.

h6e‐13/hl‐火2F■〔名〕火鉢, ス ト

ー ブ,

hoe‐16k花 鹿 〔名〕(動)カ ロク.

hoe‐血花替 〔名〕1花の)つ ぼみ.

h6e‐ngS悔 悟 〔動〕後悔する。

h5e‐oan含 員 〔名〕会員.

hbe・ol校 話 〔名〕むだ話.

h6e,oS/ha_回 話一thong‐こk

h5e‐oこ含話 〔名〕会話.

hOe_pan花 斑 〔名〕まだら,はんで

ん(=pan‐tiam斑鶏).

hoe_pan花 瓶→hoe_kan

hbe,pも/hё_貨 幣 〔名〕貨幣.

hoe,p6an花 盤 〔名〕水盤.

h6e‐poe/hこ_大 寛 〔名〕はんだごて.

h5e‐phib涯 票 〔名〕為替手形 (=

h5e‐to an涯阜).
hOe_phan花 盆 〔名〕盆栽.

hOe,sek/he‐灰色 〔名〕灰色.

h5etsia含趾 〔名〕会社.

hOe,sim花心 〔名〕雌しべ。

h6e,siO/に。大焼 〔動〕人事になる

(=h6e‐sio‐chhも大焼層).t6‐こi

teh～?(1可位在～)=ど こが人事

だ。

h6essiO‐chhyh6_ 大 焼盾 一→h6e‐sio

h6e‐sit/ht_依食 〔名〕 (日々の)食

料,糧 .

hbe‐siこ/hё‐歳詩 〔名〕寿命.

h6e,siこB/h6‐和尚 〔名〕僧,僧 侶,

坊主.

h6e‐so an/hこ‐火山 〔名〕大山.

h6estap/hё‐日答.〔動〕回答する.

16ng b6～(手能無～)=ち っとも回

答がない。 〔名〕返事.

hoeste ng花燈 〔名〕飾りちょうち

ん。◇多くの場合,si5ng‐goan上

元の時に用いるものを指す。

h5c‐ti an含長 〔名〕会長.

h5e‐tian含場 〔名〕会場.

h5ettoan 准 阜
―・h5e‐ph曲

h6e‐thang/①,thi6ng鯛虫一bin_

thang

h6e‐thau回頭 〔動〕①引き返す。

it khi put～(一去不～)=行 って

しまって帰ってこない.② 改心す

る。|‐hiムu～chiS h6(含 暁～就

好)=改 心すればよい。

hce‐thiau〔_a〕花緯兆〔仔〕 〔名〕(魚)

トビハゼ.

h6e‐thttan/hl‐火炭 〔名〕炭.

h6e‐thti/hも‐火腿 〔名〕ハム.

hbe‐こR貨 運 〔名〕貨物運送.～ ｀

kong‐si(～公司)=運 送会社.

hoch/huih血 〔名〕血.

hoch‐heng/huih_血型 〔名〕 血液

型.

hoch‐kin/huih‐kun血 筋―・hcch‐Mg

hoeh‐kig/huih‐血管 〔名〕血管

(=hoeh‐kin血筋).

hOh「互→hけ口互

hOh★高 〔動〕①(一度煮た物を更にほ

かの物の中へ入れて)味 付けする。

ah‐nig hl…16h‐khi bah‐‐lin～(鴨

卵下落去肉裡～)=ア ヒルの卵 を肉

の中に入れて味付 けする。～ tau‐
ＩＬ



h6h

id(～ 豆油)=誉 油で味付けする。

②サ!ttりつけられる,ほ てる。

h6h鶴  〔名〕(鳥)ソ ル.

h6k伏  〔動〕待ち伏せする。 ～ ti

pttan‐15・ka phah(～ 在半路給打)
=途 中で待ち伏せして殴った。

h6k服  〔動〕感服する。G6a～ i

chin pこn‐sこ (我=伊 長本事)=ぼ

くは彼がほんとうにやり手をのに

感服 した。 〔量〕服.1～ 16h(一
～棄)=薬 1服 .

h6k‐bこ服務 〔動〕①服務する,動

務する。Li ti toh,こi teh～ ?

(体在何位在～)=ど こに勤務 さ

れていますか。②サービスする,

奉仕する。ka lこ_kheh～ (給旅客
～)=旅 客にサービスする。

h6k‐bi‐oan服 務員 〔名〕サービス

係,接 待員.◇ 公共の場所で一般

大衆のために働 く人をいう。

h6k‐chとp複 雑 〔形〕複雑を,こ み

いった。chhiも,si6k chin～ (手績

長～)=手 続 きがとても複雑だ。

h6k‐chi6ng服 従 〔動〕服従する。

Li tibh‐よi～pこ_b6(体 着愛～父母)
=君 は父母に従わなければなりま

せん。

h6k‐chit復 職  〔動〕復職する.

hむk‐chOng服 装 〔名〕服装.

h6k‐goan復 原 〔動〕常態に復する,

回復する。sin‐thも～(身縫～)喜体

が元通 りになる。

h6k‐heng復 果 〔動〕復興する。

〔名〕復果.

h6k‐i6h服 棄 〔動〕薬を飲む.

h6k‐kこ復奮 〔動〕復旧する。Hit

keng chhこ sio_khi,beh～b6 hiah

khOユi(彼間暦焼去,要 ～無彼快)

= あ の家は焼 けて しまった, 復 旧

はそんなに早 くないだろ う.

hok‐khi頑 氣 〔形〕幸運な,幸せな.

G6a khi soan_tこng e si chin

h6th r,chin～ (我去山項的時,

長好天,長 ～)=私 が出項に登っ

た時, とても良い天気で幸運でし

た.〔 名〕福,福 運。こ～,chiこ

こthとn chin(有～,就 含診袋)=

福運があればお金がもうかる。

hok‐li頑利 〔名〕 福利,福 祉.

hok‐loan琶 嵩L〔 名〕(医)コ レラ.

h6k‐sai服 事 〔動〕①仕える。 ～

s ist5a‐lang(～序大人)=親 に仕

える。② 察る。Sin‐cht beh～

tittm t6‐Si?(碑 主要～姑何位)
=位 牌はどこへ察 りますか。

h6k,sia複篤 〔動〕複写する。

h6k‐siあ‐ch6a複 篤紙 〔名〕複写紙.

h6k‐sip復 習 〔動〕復習する。

h6k‐sin復 警 〔動〕復讐する。

h6k‐sさ複数 〔名〕複数.

hong風 〔名〕①風.②空気.1とu
～(落～)=空気が抜ける。

hong封  〔動〕C)封 をする。～phoe

(～批)=手 紙の封をする。②封
ずる。～h6ichiok(～候昂)=侯

昂に封する。③差 し押さえる。～

chh占(～層)=家 を差し押さえる。

④ (平手で)打つ.～ chhもi‐ph6e

(～嘴頬)=ほ おを打つ.〔 量〕通,

包み。 1～phoe(一 ～批)=手 紙

1通.nig～ hoanぃな‐hbe(雨～番仔

火)=(小 箱を101回包んだ)2包みの

マ ッチ.

hong荒 ? 〔動〕ふける,心 を奪わ

れる。～kiau(～賭)=賭 博にぶ

ける。 ～Cha_b6・(～査某)=女 に
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心を奪われる。

hOng痕  〔名〕(医)l■t疾.

h6ng倣  〔動〕(文)倣 う,ま ねる。

～lang e pit‐chek(～ 人的筆蹟)

=人 の筆跡に倣 う。～g5a,kok‐

khoan(～ 外国款)=外 国風をまね

る。

httng放 〔動〕①引き伸ばす,拡 大

する。Si5ng beh～ t5a(像要～大)

=写 真を大きく引き伸ばしたい・

②拡張する。15・～khOah(路 ～闘)

=道を拡張する.〔形〕① (気分

が)ゅ ったりしている.sim tibh

pふng khah～(心着放較～)=心 を

ゅったりさせなさい。② のんきな.

I chin～(伊長～)=彼 はとてもの

んきだ.

h6ng防  〔動〕①防ぐ.～ Chhat(～

賊)=賊を防ぐ,②警戒する。b6

～ibこ。こng‐‐tit(無～伊没用得)=

やつには警戒 しなければいけない.

h6ng石黄 〔名〕①硫黄.②緑青.

h6ng残 〔名〕①毒気.② (毒気な

どのために起 こる)炎症.

h6ng□ 〔 〕◇hS iang給人の音

のつまったもの。①(人に)…される。

～mS(～鳥)=し かられる。～Chhib

(～笑)=笑われる.②人に…させ

る。～khban(～ 看)=見 せる.

～chb khah kin(～依較緊)=人

に作 らせたほうが早い。

h5ng奉  〔動〕奉じる.～ Cht‐lang

ebこng_11ng(～ 主人的命令)=主

人の命令を奉じる。

h5ng咲  〔動〕① (ことばで)脅かす.

～k6ng kもng‐chhat beh lai liょh

(～講警察要来源)=警察が捕まえ

に来ると言つて脅かす。② (甘言

h6■g‐gaii

で)お だてる。G6a h5・li bこ～―

tit(我給体没～得)=ぼ くは君のお

だてに乗 らない.

h5ng鳳 〔名〕風

hong‐bin方面 〔名〕方面.Li tSi

t61～ こChhも,bi?(体 封何一～

有趣味)=君 はどの方面 に興味が

ありますか,

hOng_b6e/‐bl風 尾 〔名〕風下.

h6ng‐bin訪 問 〔動〕訪問する。Li

tang‐Si beh～i?(1休営時要～伊)

一君はいつ彼を訪問しますか。

h6ng‐chi妨止 〔動〕防止する.

hong‐chiam方針
ツ〔名〕方針.

hongochhang風葱 〔名〕(植〕 フウ

ソゥ.◇ ネギの一種で薬用に供す

る。

hong‐Chhe 風 吹
―→hOng‐chhoe

hongSChhia風車 〔名〕風車.

hもngochhiダ況且 〔連〕いわんや,

まして.h6‐thin to tt khi,～h8

1ai(好天都不去,～ 雨来)=お 天

気でさえ行かない,い わんや雨が

降つてきたのでは.Li bl thとn,

～kohとi khai(体没遂,～ 復愛

開)=君 は金もうけができないく

せに金を使いたがるなんて,

h6ng,chhibng放縦 〔形〕放縦を,

気ままな.I Si l e th6‐hi‐lang,

pin‐t5an koh～(伊是 1個討魚人,

緑1者復～)=彼 は怠情で放維な漁

夫だ.

hong‐chhOe/‐Chhe風吹 〔名〕たこ

◇頑具.

hong‐Chh也1‐あ風嘴仔 〔名〕〔医)フ

ウシン.

h6ng‐gai妨碍 〔動〕妨害する。｀

an‐bin(～安眠)=安眼を妨害する
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hong‐ glan

hOng‐gian方 言 〔名〕方言.

h6ng‐hai航 海 〔動〕航海する。

h6ng‐hai妨 害 〔動〕妨害する.

hong‐hittng方向 〔名〕方向.

h6ng‐hS皇 后 〔名〕皇后.

hong‐hoat方 法 〔名〕(文)方 法.

h6ng‐h6ng‐b6k鳳 風木 〔名〕(植)

ホウオウボク.

hong‐hお望富 〔形〕豊富な.chit

2 kho‐b6k e 15e,i6ng chin～(此

二科目的内容長～)=こ の2科 目

の内容はとても豊富だ。

h6ng‐h出‐che防 腐剤 〔名〕防腐剤.

h6ng‐hun黄 昏 〔名〕夕方,た そが

れ.

h6ng‐hut労髪 〔副〕①さながら.
～chhinachhiEn i(～親像伊)=さ

ながら彼のようだ。② ほのかに,

かすかに.～ こthian_kr(～有率

見)=か すかに聞いた。

hong‐i風 衣 〔名〕ダスターコート.

httng‐iaB放影 〔動〕映写する.

h6ng_iよn_ki放影機 〔名〕映写機.

httng‐ka/①_kぁ放候 〔動〕休みにな

る。Hよk‐hau ti_si beh～?(學 校

底時要～)=学 校はいつから休み

になるのですか。

hong‐kこng風 景 〔名〕景色,風 景.

hong‐kian‐cht_gi封建主義 〔名〕

封建主義.

h6ng‐kiong皇宮 〔名〕皇居.

hong‐k6ng荒 狂 〔形〕慌ただしい。

I chiah_pig chn～(伊吃飯長
～)=彼 の食事はとても慌ただし

hbng‐khi放 棄 〔動〕放棄する。

hong‐khim風 琴 〔名〕 オルガン.

h5ng‐Li‐bi蓬 末米 〔名〕蓬菜米.

◇日本の水稲うるち米を台湾に適

するように改良した米.

hong‐1もk風 力 〔名〕風力.

honttlid風流 〔形〕①粋な, 風流

を.I chian～ ,・_hiau sび(伊

正～,含 暁蘇)=彼 はほんとうに

粋だよ,遊 ぶことを知っている。

② (多く男女間について)道楽な,

エロチックな。lau lahょh chian
～(老咄亦成～)=年 寄 りのくせに

よく道楽する。chb‐chhut～6

chhit‐t5an(倣出～的手段)=エ ロ

チックなやり方をする。

h6ng‐oこ防衛 〔動〕防衛する。

hong‐pe‐soa風 飛沙 ?→ hong‐poe‐

honttpian方便 〔形〕便利な, 都

合がよい。Ti Jit‐ptn phah han_

o3chin～ (在日本打電話長～)=

日本では電話がとても便利だ。

hong‐pocasoa/‐pe‐風飛沙 ? 〔 名〕

砂ぼこり (一→th6・‐bi‐soa).

hbng‐sang放 送―→pざ‐sとng

hong‐sek方 式 〔名〕方式.

hbRg_sia_sban放射線 〔名〕放射線.

hong‐sian風曹 〔名〕 うわさ,評半」.

〔動〕 うわさする.si‐kさ teh ～

(四界在～)一方々でうわさしてい

る。

h6ng‐sian‐hoe鳳 仙花 〔名〕(植)

ホ ウセ ンカ.

httng‐sim放 心 〔動〕安心する。

Chhittn li～(請体～)一 どうぞご

安心ください.

hong‐si6k風俗 〔名〕風俗.

hong‐sip‐P6n/_pin風瀑病 〔名〕(医)

リューマチ.

h6ng‐sit防 守 〔動〕防衛する,防

140



御する。 〔名〕防衛,防 御.

hong‐sti風水 〔名〕①墓場の地相.

khban～ (看～)=墓場の地相を占

う。②墓(=b5ng墓 ).

h6ng‐tё皇帝 〔名〕皇帝.

hong‐teng封釘 〔動〕(納棺の後)棺

のふたに釘を打つ。

hong‐tian痕賑 〔名〕(医)ふ うてん.

hもng‐t5a放大 〔動〕(写真を)51き

伸|ゴす。 Chit tiun sittng beh～

chiah t5a tiun(此張像要
～此大

張)=こ の写真をこんを大 きさに

引 き伸ば したい.

hong‐tttng風!富 〔名〕エヤーブレー

キ,

hOng‐t6ng荒 唐 〔形〕でたらめな,

根拠のない。～6kも・‐sこ (～的故

事)=で たらめを物語.

h ttng‐t5ng放 蕩 〔動〕放蕩する。

in ang gau～(ほ翁賢～)=あ のだ

んなさんはよく放蕩す る。

hong‐thai風監 〔名〕台風. ア

h6ng‐than/③ng_黄疸 〔名〕(医)

黄疸.

hong‐thau風頭 〔名〕①風上.

phang_hoeと i chёng tiよm～ (芳

花愛種始～)=香 りの良い花は風

上に植 えたい。とi chhut～ (愛出

～)=風 上に出たがる→でしゃば

りたがる。②優勢.Chit plとne

soan_kt i khah chiとm～  (此 遍

的選碁伊較イ占～)=こ んどの選挙

は彼が優勢を占めている。

h6ngithi6ng蛙贔 〔名〕(虫)イナム

ン .                           ・

hu夫  〔名〕(文)夫 .～ Chhibng hこ

SSi(～ 唱婦随)=夫 唱婦随.

hu灰  〔名〕①粉末.② 灰.〔 動〕

hi‐chiok

風化fる ,  ぼろぼろになる。

chng‐a～‐‐khi(石専仔～去)=れ ん

がが風化 した。

h u 哺 ? 〔 動〕( 痛むところなどに)

息を吹 きかける。 T6‐こi teh thian

? A‐b6 k a  l i～le h (何位在痛,阿

母給体～rnl ) =どこが痛いの,お

母 さんがフーフーしてあげましょ

つ.

ht】南 〔名〕でんぶ.

h也附 〔動〕付ける。aこ‐bin koh i

～si,phian(後面復有～詩篇)=

後ろになお詩篤を付けた.

血 赴 〔動〕①(時間に)間に合う。
～siskan(～時間)=時 間に間に

合う.② 出席する。～h5e(～含
=会 に出席する.

hi副  〔形〕予備の,副 の.Che si

～‐‐|(這 是～的)=こ れは予備の

だ。～ch6ng輸 6ng(～ 紹統)=副

総統.～ h5e‐ndn(～ 含長)=副 会

長.〔 量〕組,そ ろい・ 1～ pai‐

ム (一～牌仔)=か るた1組 .

ha扶 〔動〕①(重い物を)抱え持つ
～lau_lang Chiun chhia(～老人_

車)=老 人を抱えて車に乗せる。

②担ぎだす。～i Ch5 h5e‐tiSn(～

伊依含長)=彼 を会長に担ぎだす

ha符  〔名〕①お札,護 符.② 呪箱

hi負  〔動〕(文)負 う。Chai siai

h5e si5ng sむ～e chek_jim ia b

kang(在泄含上所～的責任亦無共

=社 会に対して負う責任も同じて

はない。

hi‐b6/〇‐bi6父母 〔名〕父母.

hi‐chё負債 〔名〕負債.

hi‐chek負貢 〔動〕責任を負う。

h也‐chiok富足 〔形〕裕福を,豊 ズ
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hu‐chhe

な.

hu‐chhe夫 妻 〔名〕夫妻.

h出‐giap副 業 〔名〕扇」業.

ha‐hap符 合 〔動〕符合する.kap

sいsit b6～ (及事賓無～)=事 実

と符合しない。

ha‐h5待 琉 〔名〕符号.

ht‐hba腐 化 〔形〕腐敗堕落した。

chit khoan chёng‐ht chh～ (此款

政府員～)=こ の種の政府はたい

へん腐敗している.

hu‐hi夫 婦 〔名〕夫婦(=ang‐b6・翁

妻).

hこ‐im言卜音 〔名〕言卜音.

ha‐i6ng‐hoe/③pha‐芙蓉花 〔名〕

( 植) フ ヨウ.

hu‐jFR夫 人 〔名〕夫人.Tan～ G京
～)一陳夫人.

hi‐ji富 裕 〔形〕富裕を,裕 福な.

1 6 chhもchin～(伊的層長～)=

彼の家はとでも裕福だ。

hi‐kI■/ちkin附 近 〔名〕付近,近所.

Itもa tt goan～ (伊住在院～)=

あの人は私たちの近所に住んでい

ます.

hぃki6ng富 強 〔形〕富強な。kok‐

ka～ (国家～)〒国家が富強だ.

hこ‐kh6/③hi‐許可 〔動〕許可する.

〔名〕許可.

h出‐khoan付 款 〔動〕(お金を)支払

う.～ h5'i(～ 給伊)=彼 にお金

を支払う.

ha_16 fF―虜 〔名〕捕虜.

h芭‐16ng/③pI‐富農 〔名〕富農.

hi‐1こ婦女 〔名〕婦女.

httpai腐敗 〔動〕腐敗する。chもng
‐ti hui_si 6ng～(政治非常～)=

政治が非常に腐敗する。

h出'pIR副本 〔名〕富日本.

h由,sttn‐btt副産物 〔名〕副産物.

hi_san_kh。婦産科 〔名〕産婦人科.

hi‐si6k附唇 〔動〕付属する。

〔名〕付属物.

hi‐siong負傷 〔動〕負傷する。

hu‐song‐hoe扶 桑花 〔名〕(植)ブッ

ソウゲ(=t5a‐ang_hoe大紅花).

httst ttu言司  〔名〕富」言司.

histam負 槍 〔動〕負担する。Li

ti6h～(体着～)=あ なたが負担す

るのだ。

hui非  〔動〕(文)・…にあらず ～g6・
‐tS(～ 吾徒)=吾 が徒にあらず.

〔名〕非.Si～ (鳥～)=非 ををす。

hti毀  〔動〕(文)壊 す。～lang e

b5ng(～ 人的墓)=人 の墓を壊す

htti費 〔名〕費用.～ tang(～ 重)
=費 用がかさむ。 〔動〕使 う.～

liau sim_sin(～了心碑)=気 を使

う。～chin ch6 si‐kan(～ 員多時

間)=多 くの時間を使 う,

hai磁  〔名〕陶磁器, 瀬 戸物 (=

hSiぃよ磁仔).

hai‐と磁仔→hai磁

hdi‐ak肥 沃 〔形〕(文)肥 沃な (=

pSi肥).Tai_。an e th6・‐te chin～

(畳湾的土地員～)=台 湾の土地

はたいへん肥沃である。

huischiong徽章 〔名〕記章.

hdischng磁 石与 〔名〕タイル.

hti・chh工i翡 黎 〔名〕ひすい.

hui‐heng飛 行 〔動〕飛行する。

〔名〕飛行.

hui‐heng‐chan飛 行皓 〔名〕飛行n合.

hui‐heng‐oan飛 行員 〔名〕(航空機

の)パ イロット.

hai_hiam危 険→gdi‐hiam
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hti`hoai毀 壊 〔動〕破壊する。

16ng h6・11～…khi(す能給体～去)

=皆 お前に破壊 された。

hui‐hoat非 法 〔形〕不法を.～ 6

tai_chi品‐thang ch心 (～的事誌不

通依)=不 法なことをしてはいけ

ません。

hui‐hOat‐in揮 識油 〔名〕(化)揮 発

,由.

hti‐iong費 用 〔名〕費用, 料 金.

hui‐ki飛 機  〔名〕飛行機.

hui‐ki‐tidB飛 機場 〔名〕飛行場.

hti‐khi費 氣 〔形〕面倒な,や つか

いな (=ma_hoan麻 煩).b6sian
～(無甚～)=な にも面倒ではない。

Chit khoan e pぎ chin～ (此款的

病長～)=こ の種の病気はとても

ゃっかいだ。

hti‐khi磁 器 〔名〕① 陶器.② 磁器.

hti‐lui匪 類 〔形〕(EE徒のように)

乱暴な。I siとu‐lian e si chin～

(伊少年的時長～)=彼 は若い時

非常に乱暴であつた。 〔名〕無頼

の徒.

hti_pbng誹 訪 〔動〕訂:誇する.び ‐

pёh～ lang(鳥 白～人)=あ ること

ないことを言って人を誹誘する_

hti‐sim費 心 〔動〕気を遣 う。 心

酉己する。 Pan‐li chhut‐kok e

i chhit_sibk sit,chai～(非理出国

的手績賃在～)=渡 航の手続 きを

‐  す るのはまったく気 を道います.

l hti‐sin費 碑 〔動〕苦労をかける.

十  ～ li chin kt(～体長久)=長 い間

|  ご 苦労をおかけしました。

l huitsi6ng非常 〔副〕)卜常に.Kin‐

よ,jit～jOとh(今 仔 日～熱)=今 日

は非常 に暑い。Khg‐tang liau_li

～h6‐ch iよh(広 東料理～好食)=

広東料理はとてもおいしい,

h u i‐t6 a n飛弾 〔名〕ミサイル.

huih血 一→hoch血

hun分  〔動〕分ける。Li beh～

chb kti hin?(体要～倣幾扮)=

いくつの部分に分けたいですか。

b6～lam_1こ(無～男女)=男 女の区

別をしない。 〔量〕①分.◇ 時間

の単位.3 tiよm25～ (三鶏二十

五～)=3時 25分,②点。◇成績

などを数える。thёh 90～(提九十
一)=90点取る。③分.◇寸・袋
・割 ・甲などの十分の一.1～ li

(一～利)= 1分 の利子.H i t  tё

ch h a n  3  8～(彼塊田有八～)=

あの回は8分 ある。④分.◇ 分数.

si～chi it(四～之一)=四 分の二

hun煙 〔名〕たばこ.

hun爆  〔動〕いぶす。～bang(～

蚊)=力 をいぶす。 〔形〕煙い。

chhも‐lai chin～(層内長～)=家

の中がとても煙い。

htn粉 〔名〕①粉。②おしろい.

〔動〕(白い粉などで)塗 る。一

ang‐ム‐thau(～に仔頭)=人 形の頭

を自く塗る。 〔形〕① 白い. ～

piah(～壁)=白 い壁,② (肉や

膚などが) 柔 らかい. ③ ( 色など)

淡 い。 ～ang_sek(～紅色)=淡 紅

色ロ

httnホ麦?〔 動〕①(木型を入れて内

部より)張 り伸ばす,～ 6(～ 桂)

=靴 を張り伸ばす。② (おできな

どが化膿 して)ふ くれる.liap‐

a teh～lang(粒仔在～膿)=お で

きが化膿 してふ くれ上がる。③ (

境界などが外へ)は み出す。keh‐



hin

plah e ts_kょi it‐tit～…kもe‐lai(隔

壁的地界一直～過宋)=隣 との境

界がだんだんこちらへはみ出 して

くる.

han痕  〔名〕線,筋 .o31 tiau～

(議一條～)=線 を1本 引く.

〔量〕線,筋 .1～ to‐han(一 ～

刀痕)=1筋 の刀傷.

han雲  〔名〕雲.

hin紛 〔名〕①分.分 け前.jin～

(認～)=分 を知 る。 an～ (安～)
=分に安んじる。②分け前.I b6

p u n  g 6 a  6～ (伊無分我的～)=

彼は私の分け前を配 らなかった。

③株,株 券.Hit khan dとm g6a

こ～(彼軟店我有～)=あ の店に私

は株を持つている。 〔動〕① (一
部分を)引 き受ける。G6a～50 tu

(我～五十株)=私 は50株引 き受

けます。②仲間入りをする。～

seng‐li(～ 生理)=商 売の仲間入

りをする。 〔量〕上ヒ率,割 合.3
～chi 2(三 ～之二)=三 分の二.

◇ 3～ 2(三 ～二)と もいう。

hin恨 一hin恨

hin畳  〔動〕気絶する, 卒 倒する。

ga～__khi liau‐aS chiah thai(キ
～去了後即台J)=ウ シが気絶 して

から殺す。

hin‐be昏 迷 〔形〕(意識が)も うろ

うとした。～put sもng iin‐S3(～

不省人事)=も うろうとして人事

不省になる。 .

hun‐beng分 明 〔形〕(区別が)明 確

な。sも‐kもi～(四季～)=四 季がは

っきりしている。 〔巨U〕明らかに,

確かに,I～ si T10ng_kOk_lang,

khiOk tt seng_jin(伊 ～是中国人,

却不承認)=彼 は明らかに中国人

なのにそれを認めない。

hun‐b6/‐bこ分母 〔名〕分母.

hin‐b6雲 母 〔名〕(鉱)雲 母.

htn‐boとt/①‐boあh粉 末 〔名〕粉木.

httn,c hi奮志 〔動〕奮発する,発奮

する。

hun‐chiam分 針 〔名〕(時計の)分

針.

htn‐chiau粉鳥 〔名〕(鳥)ハ ト.

hun‐chiong動章 〔名〕勲章.

hun‐ch6/‐chtte分徹 〔動〕…・に分

かれる。 Bi‐kok～Pak‐bi kap

Lam‐bi(美図～北美及南美)=ア

メリカは北米と南米に分かれてぃ

る。

hun‐cht分子 〔名〕① (化)分子.

② (数)分子.③ (全体を構成す
る個体 と しての)分 子 .pu t _

l i 6 n g～(不良 ～
)=不 良分子 .

hun‐chhe 煙吹 ―→hun‐chhoe

h u n‐chho e /‐chhe煙吹 〔名〕 きせ

る。

hdn‐chhti粉 碑 〔動〕粉砕する。

hin‐giah扮 割 〔名〕害Jり前,取 り

分.

hun‐giとp分 業 〔動〕財産を分配す

る.〔 名〕分業.

htn,gi6粉 蟻 〔名〕(貝)ハ マグリ.

hun‐hang分 行 〔名〕支店,分 店.

hin‐hap混 合 〔動〕混合する, 混

じる,混 じり合う。

hin‐hiat‐ji混血兄 〔名〕混血児.

hun‐ia分 野 〔名〕分野.

hun‐in婚 姻 〔名〕婚姻.

h工n‐16ng馴 養 〔動〕ならす。～iム‐

kau(～野狗)=野犬をならす。

hun‐ki煙枝 〔名〕巻きたばこ.
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hun‐ki婚 期 〔名〕婚期.

hun‐kOah分 割 〔動〕分割する.～

th6・‐に (～土地)=土 地を分割する。

httn‐khai慣 慨 〔動〕慣慨する。

hun‐khui/″賀‐khai分 開 〔動〕別 れ

る,離 れる。kap li～beh ttg…khi

(及体～要韓去)=お 別れして帰

ります.

hun‐に 婚薩 〔名〕婚礼.

hun‐li分 離 〔動〕 分離する。～iu

‐sёng kap 10at‐sёng(～ 優性及劣

性)=優 性 と劣性 とに分離する。

httn‐lian訓 練 〔動〕訓1練する.

hun‐115ng分 量 〔名〕分量.

hin‐loan混 嵩L〔 動〕混乱する。aこ‐

lai chiam_chiam～ …khi(後 来漸

漸～去)=後 からだんだん混乱し

た。

hun‐1こi分 類 〔動〕分類する。

chiよu t6a sё lai～ (照大細来～)

=大 小 によって分類する。 〔名〕

分類.

hun‐piat分 別 〔動〕区別する。

Niau kap h6・, li こ‐hiau～bこ?

(猫及虎,体 含暁～没)=君 はネ

コとトラの区別ができますか.

〔副〕それぞれ,別 々,～ pan_li

(～排理)=別 々に処理する。

hin_pit粉筆 〔名〕白墨.

hun_phai分 派 〔動〕宋配を振る。

thau_hian teh～ (頭兄在～)=頭

が宋配を振つている.

hun_phbe分 配 〔動〕害」り当てる.
～kang_chOk(～ 工作)=仕 事を割

り当てる.

hun_phbe婚 配 〔動〕婚姻を結ぶ.

hun_sai煙 尿 〔名〕たばこの灰.

hun_sとn分 散 〔動〕分散する。lёk‐

li5ng～(力量～)=力 が分散する

hun‐sek分 析 〔動〕分析する。

〔名〕分析.

hun‐sむ分敷 〔名〕(数)分 数.

htn‐tiau粉篠 〔名〕豆そうめん.

◇緑豆から作る。冷水に浸したあ

と砂糖をカロえて食べる.

httn‐tけ奮闘 〔動〕奮闘する。 こi

chiong‐lai～(鳥将来～)=将 来の

ために奮闘する.

hunちdi‐khi雰 国氣 〔名〕 ふんい気.

h u t  i お? 〔 動〕①磁劫佃券負事を)

する。～‐‐16h‐khi,bian kian i

(～落去,免 驚伊)=や っちまえ,

遠慮することはねえ.② 平 らげる。

b6chit‐tiap‐kこ‐ム～4,5o査
n(無 一

雲久仔～四五碗)=あ つという間

に4, 5は い平 らげた.

htt核 〔名〕① (果実の)さね.

② (モモやオリーブなど大型の)

種.

htt‐chi‐16ng核子能 〔名〕原子力.

hut‐jian忽然 〔副〕突然, 急に,

不意に (一hut‐jian_kan忽然間).
～16h h5・(～落雨)=突 然雨が降

ってきた。

hut‐jttn‐kan忽 然問一→hut‐5紘n

Htt‐路u佛 教 〔名〕仏教.

hut‐tiam沸 鶏 〔名〕沸騰点.

htt,t tti核封 〔動〕照合する.～

chёng‐kぱ (～語件)=証 拠物件

を照合する.

htt‐th6核桃 〔名〕(植)ク ルミ.

I

i伊 〔代〕①彼,彼女.～ Chh5a

～ (～妻 ～)=彼 は彼女 をめ とっ




