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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
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た。② あれ, それ.blh_ム‐chiも

tibh peng h5・～にng(容 仔酒着

水給～冷)=ビ ールは冷たく冷や

さなくてはいけない。

i遺 ? 〔 動〕ほったらかす.sゴ

s  i s k t t e～(杉四界～)=着物をあち

こちほつたらかす。

i警  〔動〕治療する。

i椅 →1‐あ

i意  〔名〕(文)気 .kah～ (合～)=

気に入る。ni li it～ (挙すf休有～)
=君 に気がある。

1移  〔動〕(文)移 す。Toh`ムka～

lai chit peng(実仔給～来此芳)
=机 をこっちへ移 してきなさい。

i鳥 ?〔 動〕(勝負事などを)す る。

G6a b6よi kap i～(我無愛及伊～)
=ぼ くは彼としたくない。Beh～

kah kti dam?(要 ～及幾難)章

何時までやるのですか。

1‐よ椅仔 〔名〕ヽヽす (=i椅 ).
F‐あ腹仔 〔名〕妻の妹.

iお意愛 〔動〕①ほれる。cha‐pO・,
cha‐bも・2ぬ ng san～ (査lFl‐査某二

人相～)=男 女 2人 ともほれ合 う.

② 望む.I～ beh kさ i(伊 ～要嫁

伊)=彼 女は彼のところへ嫁に行

きたがつている。

1,ai以後  〔名〕以後.～ よisさ_ji

(～愛細拭)=以 後気 をつけなけ

ればぃけない。

i‐b↑R移 民 〔名〕移民.
i‐Chai移栽 〔動>移 植する, 植え

かえる。

i_che n g以前 〔名〕(…より)前 ,以
前.～品bat a n , n e (～不骨安けこ)
=以 前こんなことはなかった。

1,chi意志 〔名〕意志.

F‐chi椅敷 〔名〕(椅子用の)クッシ
ョ ン .

1‐chhf維持 〔動〕①維持する。
②差し控える。chhian～(且～)
=し ばらく差 し控える。

1‐さk意 諄 〔動〕意訳する。

1‐gi意 義 〔名〕意義,意 味.

f‐g5a以 外 〔名〕以外.G6a～ b6

1ang chai_ian(我～無人知影)=

私以外誰も知 りません.

i‐g5a意 外 〔形〕意外な.Che si

chin～e tai‐chi(這 是長～的事誌)
=こ れはとても意外なことだ。

i‐ha以 下 〔名〕以下,6 chap hbe
.～ 6 1ang,品‐bian thさ_hiu(六 十

歳以下的人,不 免退休)=60歳 以

下の人は退職するには及ばない。

i_hak警争 〔名〕医学.

1‐hibng意 向 〔名〕意向.

i‐h6k衣 服 〔名〕衣服,着 物.

i‐in警院→pCn,in

i‐keng己 経 〔扇U〕既に, もう。I～

16ng chai_ian ah(伊～す占こ知影咽)
= 彼 は既 に全部 知 ってい ま した。

卜kian意見 〔名〕意見.

1‐kip以及 〔連〕及び.

i‐kho磐科 〔名〕医科.

i‐lai以来 〔名〕以来.Ch5 2,3

jit cheng～, lang kムm‐kak chin

s i a n (自二三日前～,人 感寛長俗)
=2, 3日 来とても疲れを感じる.

i_laiル攻内 〔名〕,文内.3 jit～16ng

e chもh6(三 日～手青こ含倣好)=3

日以内に全部できあがります。

i‐liau精1条 〔名〕ベンチ.     ‐

i‐nai依 頼 〔動〕依頼する,頼 る。 十

品‐thang beh tiゴ_tian～pat‐lang kⅢ

l i  c h b (不通要定定～別人給祢微)|

」
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= い つも他人に頼ってやつてもら

ってはいけない。

1_Piau旗表 〔名〕いとこ (→kO・‐

piau)。◇母の姉妹の子.

i‐sё‐he□□蝦 〔名〕(動)イ セエビ.

i‐sek意識 〔名〕意識.

i‐seng魯生 〔名〕医者 (=tai,hu

大夫).

i‐si5ng以上 〔名〕以上.21hもe～

6 1ang(二十一歳～的人)=21歳

以上の人.

1,s6a移徒 〔動〕移す。chiong Si‐

hai～lai thian_thau(格遺骸～宋

鷹頭)=遺 体を正庁の正面に移し

てくる。

i‐su魯 師 〔名〕医師.

卜st意思 〔名〕①意味。Chit k芭

3  s i m‐m h～ ? (這 句有甚彦～)=

この句はどんな意味がありますな。

②気.◇異性に対する関心,Itもi

l iこ～ (伊挙す体有～)=彼 女は君に

気がある。③ 寸志, しるし。Ch e

c h  i t‐ti a m‐a～ (這一鶏f子～)=こ れ

はほんのおしるしばかりです。

i‐ti署治 〔動〕治療する。

i―tiam椅塾 〔名〕(いす用)ク ッシ

ョ ン .

i‐tiOng意 中 〔名〕意中,心 の中.

IS16～ 6 1ang(伊 有一個～的

人)=後 には意中の人がある。

1‐tiこn嬢 丈 〔名〕おじさん。◇母の

姉妹の夫.

F‐t5ng移 動 〔動〕移動する。chhも・

lai e mih品 _thang lan,sam～ (盾

内的物不通濫オ参～)=家 の中の物

をむやみに動かしてはいけない。

isthau_左椅頭仔 〔名〕円椅子.

◇背のないもの.

i‐こi以 島 〔動〕…。と思 う, …・と予

想する。G6a～i b6 beh lai(我
～伊無要来)=彼 はこないと思い

ます。

P葉 ?〔 名〕芽 (→g e芽)。◇幹

や枝などから出るものをいう.

in園  〔形〕円い。oS bこ～(雷没～)
=円 くかけない。 〔量〕厘,文 .

b6pban e～ (無半個～)=1文 も

ない.

in‐a嬰 仔→en_左

r‐左慕イ子 〔名〕(鳥)ツ バメ.

in‐aⅢ盈イ子―→en,と

in‐と園仔 〔名〕団子,自 五.

in‐A‐hoe園 仔花 〔名〕(植)セ ンニ

チ コ ウ.

in‐chhよi‐thau国菜頭 〔名〕(植)カ

プ ラ.

in‐gi異議 〔名〕異議.

in_heng園形 〔名〕円形.

in‐kttn‐kin固梶梶 〔形〕まん丸い。

in‐khoan‐a国環仔 〔名〕①輪, 円

形.②円公園。◇円形の建物の中

にたくさんの軽食店がはいつてい

る所.          ヽ

r_ざ
nF撃口悪 〔形〕舌足 らずの.Hit

e～__6(彼個～的)=あ の人は舌足

らずだ。

in‐toan異 端 〔名〕異端.

in‐tOh国 実 〔名〕円卓.

ia/①あ抑 〔連〕あるいは,ま たは.

◇肯定 ・否定の間に置かれて多く

は疑問形を作る.Li chai～ 品‐

chai? (体 知～不知)=君 は知っ

ているのか知 らないのか。Li S

ch in～b6?(イホ有袋～無)=お 金を

持っていますか.

ia野  〔形〕① あくどい, ど ぎつい。

L



chng siun～ (粧尚～)=化 粧 があ

くどすぎる。②野蛮な(=ia_ban

野螢).～ kah na chhat(～ 及那

賊)=賊 のように野蛮だ.

iと猶 ?→ 拓u猶 ?

i嵐厭 〔動〕いやになる (→pa飽).

◇もうやめてくれという気持ちの

とき. Tとk tttg chiよh kang‐khoan

e chhとi,chiとh liムuこ～ (逐頓食

共款的菜,食 了含～)=毎 食同じ

料理 を食べていてはいやになる。

‐ia‐爺  〔接尾〕…・様.◇ 男神の称

呼,Si5ng‐ tさ‐ia(上 帝爺)=玄 天

上帝様.

ia/①iぁh/① a/①ぁh亦  〔副〕も(一

ma也 ),Li～ si i・seng,si b6?

(体～是轡生,是 無)=あ なたも

医者ですか。Li na tt khi,g6a
～品 khi(体 若不去, 我 ～不去)
=あ なたが行かなければわたしも

そ子かない.

ia炎支? 〔 動〕まく。～chi(～子)
=種 をまく.

あ‐左椰イ子→ia_chi

iム‐ban野 蟹 〔動〕野蛮を, 乱暴な.

Hit e lang Chin～(彼個人員～)
=あ の人はとても野蛮だ。

iかbこ野馬 〔形〕お転婆な。 〔名〕

野性の馬.

ia‐chi椰 子 〔名〕(植)① ヤシ (=

ia‐ム椰仔)。②ヤシの実.

ia‐ch6ng‐h5e夜 総含 〔名〕 ナイト

ク ラブ.     .

ia_chhan野餐 〔名〕ピクニック.

ia_chhia夜車 〔名〕夜汽車,夜行
バ ス .

iム‐g5a野外 〔名〕野外.

ia_hak/③_6h夜争 〔名〕夜学.

ia_hとPhoe夜合花 〔名〕(植)ト キ

ワ レ ンゲ ,

ia_heng‐Chhia夜行車 〔名〕夜行列

車 (=ia_kh。とi‐chhia夜快車).

iと‐h5e野花 〔名〕①野花。②売春

婦.

iみkan夜 問 〔名〕夜,夜 間.～ p5・

(～部)=夜 問部.

ia_kこng夜 景 〔名〕夜景.

ia‐kin野球 〔名〕野球 (=pang‐kiS

棒球).

ia_kh。とi_chhia夜1央車→ia_heng‐

chhia

ia_lai_hiong夜来香 〔名〕(植)ゲ ッ

カヨウ.

ia‐pan夜班 〔名〕夜動,宿直.

ia_sai―→とh‐sとi

iと‐seng野 生 〔形〕野生の。Cいah

e chhiこ_ムsi～…6(此 個樹仔是～

的)=こ れらの本は野生のもので

す.

ia_si/①ム_抑 是 〔連〕(―ia)。また

は,そ れとも.Liと i chiah Bi‐

kok`hun～Ta卜。an_hun?(体 愛食

美園煙～富湾煙)=ア メリカたば

こと台湾たばこのどちらをお吸い

になりますか。      ′

ia_si/①iとh‐/ttta、あh‐ 亦是 〔副〕

(―ia).… ,も,I～ こ品,tibh(伊

～有不着)=彼 のほうも悪いとこ

ろはあった。

iふsian厭 俗 〔形〕(くたびれて)あ

きあきした,疲 れた。b6hiam～

(無嫌～)=疲 れをいとわない。

ia‐sim野 心 〔名〕野心.

iみsi也野獣 〔名〕野獣.

B‐封‐購u耳再鯖教―→ki‐tok‐購u

iと‐ti野猪 〔名〕(動)イ ノシシ.
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ian影  〔名〕影 (=ig影 ).〔 動〕

ちらりと見る。h3g6a～ tiもh(給

我～着)=私 にちらりと見られた。

chhian li ka g6a～ l piとn(請 体

給我～一遍)=ど うか1度 , 目 を

通 してくだきヽ`.

ian扇  〔動〕勝つ (Osu議 ).～品‐

thang siun hoan_hi(～ 不通尚款

喜)=勝 ってもあまり喜こんでは

いけない.

ian管  〔名〕兵営.〔 量〕大隊.1

～peng(一
～兵)=1大 隊の兵隊.

ian殿 '〔動〕① ひらひらする.k↑‐と

teh～ (旗仔在～)=旗 がひらひら

している。② あおる。～hong(～

風)=風 であおる。

ian_chhず/‐chhin影 星 〔名〕映画ス

ター.

ian‐hi影戯 〔名〕① (旧)活動写真

(→続n‐ian)。②影絵芝居.

iah絃 〔動〕①漕ぐ,Chan.ム～bこ

kian(船仔～没行)=ボ ートを漕
いでも進まない。② (水,島が)泳

ぐ.ah‐a teh～chti(鴨仔在～水)
=ア ヒルが水の上を泳いでる.

③はじくる。～Piah(～壁)=壁

をほじくる.④すっぱ抜く.～lai
～khヽ(～来～去)=互 いにすっぱ

抜 きあう.

iah□  〔連〕…・だが.◇ しばしば認

刺的な文の中で用いる。G6a b6

chin, ～li ia b6 chin, si b6?

(我無錠,～ 体亦無鎮,是 無)=

ぼくはお金を持つていないが,君

も持っていないのだろう.

l iah亦 →ia亦

l iah頁  〔量〕ページ.te 3～  (第

十  三～)=第3ページ.
|
4

iよh葉  〔動〕めくる。～ktte l pah

tiun(～過一百張)=100枚 めく

った,

iあh‐と蝶仔 〔名〕(虫)①チョウ.

②ガ,  s

紘h‐sl 亦 是 → 五‐si

iah_thau駅頭 〔名〕駅(=chhia_

thau車頭).

iam閣  〔動〕去勢する。～gS(～

牛)=ウ シを去勢する.

ittn菫 〔名〕塩.

iam炎  〔形〕(火や日差 しの)強 い。

h6e‐chih～(火舌～)=炎 が強い。

jit‐thau chin～(日頭員～)=日

差しがとてききつい。

iam_chti整水 〔名〕塩水.

iamesek掩飾 〔動〕表面を取り繕

う,見 えを張る.

iam_sng盟酸 〔名〕塩酸.

iamasけ整素 〔名〕塩素.

ian煙 〔名〕①煙.② 湯気,蒸気.

ian演 〔動〕演ずる。

ianイE〔 動〕① (抱えるようにし

て)倒 す.～ h5・i t6(～ 給伊倒)

=彼 を倒 してやれ.② (両手で)抱

きかかえる.～ ‐khi‐lai(～起来)

=抱 きかかえて起 こす。

ian延  〔動〕延ばす。～4 jit(～

四日)=4日 間延ばす.

ian沿 〔介〕…・に沿って,～ hai‐

kin kian(～海士乾行)=海 岸に沿

って歩く.

ian鉛 〔名〕鉛.

ian稼 ?〔 動〕(同じものを)重 ね

る.chhat koh～l pai(漆復～一

提)=ベ ンキをもう1度塗り重ね

なさい。 〔量〕(=an旬)。①段,

重.Chng‐a koh thah l～ (B17
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復畳一～)=れ んがをもう1段 積

み重ねなさい。 thah 2～ (畳二
～)=2重 に積む。②代.にng～
6 1ang(項～的人)=先 代の人.

ian縁 〔名〕縁.chhin,chian na S
～,chS‐jian d6h sang(親成若

有～,自 然着成)=縁 談というもの

は,縁 があればおのずからまとま

るものである。

i a n ‐と〔‐h i 〕短 仔〔魚〕 〔名〕( 魚) カ
ツオ.

ian‐bah煙 肉 〔名〕ベーコン.

ittn‐bとh燕容 〔名〕(植)カ ラスム卓

ian_chぁu演 奏 〔動〕演奏する。

gak_tsi khai_si～(築隊開始～)=

楽隊が演奏を始める,〔 名〕演奏.

ian_chとush6e演 奏含 〔名〕演薬会.

ian,chi姻 脂 〔名〕口紅.

ian‐chhiang煙 腸 〔名〕腸詰め.

ittR‐chhi sn演唱 〔動〕(コンサート

や歌劇で)歌 う。

ian_chhut,賃出 〔動〕上演する。

〔名〕上演.

ian_hai,合海 〔名〕沿海.

iall‐hこ 煙火―ian_h6e

ittn‐hi,寅戯 〔動〕(劇を)!貫 じる,

芝居を打つ.

ian‐h6e/‐hこ煙火 〔名〕花火.

ian‐h5e宴 含 〔名〕宴会.
ian_jin□□ 〔名〕エンジン.
ittR‐kあng演講 〔動〕講演する。

〔名〕講演.

ian‐ki延期 〔動)延 期する。pit‐
gittp‐sek beh～l kb goёh(畢 業
式要～一個月)=卒 業式は1か

月延期される。

ian_kむ縁故 〔名〕(文)①理由,わ
け.tとぃt6si s i m‐mih～ ?(到 底

是甚麿～)=一 体全体 どういうわ

けだ。②関係.G6a kap i b6
sim‐mih～ (我及伊無甚宏～)=私

と彼はなんの関係 もない。

ian‐k6ng/③‐kig含合管 〔名〕0合管.

ian‐IS 沿路 〔副〕・“しながら…・す

る (=nと那)。Goとn～kian, ～

khban kOng‐kとng(院 ～行, ～看

光景)=私 たちは歩きながら風景

を見ました。

ian‐o燕 衛 〔名〕ツバメの巣.

ian_。an演 員 〔名〕俳優,出演者.

ian,pian演獲 〔動〕進展する。 変

化する。 〔名〕進展,変 化.

ian_pit鉛筆 〔名〕鉛筆.

ian,phiaB。合片 〔名〕トタン板.

iとh‐sip演 習 〔動〕演習する。

〔名〕演習,

ian_sban鉛線 〔名〕針金.

ian,sui莞要 〔名〕(植)コ エンドロ,

ian‐tang煙 筒 〔名〕煙突.

ian_tau者象投 ? 〔形〕ハンサムな。

t a i _ k hとi e c h a _ b 6・ gin‐ム とi kё

khah～‐_3(大 統的査某□仔愛嫁較
～的)=大 抵の娘 はハ ンサムなの

と結婚 したがる.

i a n ‐t i 延遅 〔動〕遅 れる,  遅延す

る.H6e‐chhia～l tiam‐cheng鉄

車～一鶏鐘)=汽 車が1時 間遅れ

た。

ian_tng/〇‐ti6ng延 長 〔動〕延長

する.～ tian_h6e,sもan(～ 電火線)
=コ ー ドを延長する。

ittn‐t6堰 倒 〔動〕(一ian)。(抱える

ようにして)倒 す。Kl_kOan ka i
～ (旗竿給伊～)=旗 竿を倒す。

ian_thang O合桶 〔名〕バケツ.

ian,than煙 斉毛 〔名〕ばい煙.



iang/1on3 i ang央?〔 動〕 頼む,

託す。～lang khi(～人去)=人 に

頼んで行ってもらう。Siang beh

h5・g6a～ ?(□ 要給我～)=誰 か

ば くに任せてくれないか。

iang‐khim洋 琴 〔名〕洋琴.

iap掩?〔 動〕(さっと)隠す。

K h b a n  i  l a i ,  k 6 a n _ k i nヽ′‐‐kh i‐l a i

(看伊 来,越 繁～起来)=彼 が来

たのを見て急いで隠した。

iat i扇? 〔 動〕① あおぐ.～ khoet

s in(～奏扇)=う ちわであおぐ.

②振る。～chhit(～手)=手を振
る.

1とt‐chhid煽 手 〔動〕手を振る,手

招きする.～ kib lang(～叫人)
=手 招 きして人を呼ぶ.

iau妖 〔名〕妖1垂ロ

iau飢? 〔動〕飢える,おなかがす

く (=g5餓 ).pak‐t6`～(腹lt～)
=腹 がす く,

ittu/①五/①i左猶?〔 副〕① (時間
的に)ま だ。He～ kもleh(後～久

P列)=そ れはまだ先 のことだ。

② (どちらかといえば)ま だ。～

gau k6ng(～ 賛講)=ま だ話がう

まいほうだ。～こsia(～ 含篤)=

まだ書けるほ うだ。

ittu要 〔動〕(文)・…が要る,・・が欲し

い。～tよi bak‐kian(～ 戴目鏡)=

目鏡をかける必要がある。

ittu‐blう酋?赤i→iムu‐b5e

iよu‐b5e/①iふ/‐bこ猶未 〔副〕まだ
…しない。～chh5a(～ 婁)=ま だ

奥さんをもらわない.hoe～ khui

(花～開)=花 はまだ咲かない。

iau,chian妖精 〔名〕妖精,妖 怪

(=iau_k。とi妖怪)。

iとu―put‐jiaボ

iau_chiat夫折 〔動〕若死にする。■

iau―chhian/①_chhこng逃 請 〔動〕,―

(会議 ・宴会などに)招 請する。
～li lai kang_ian(一体来講演)
=あ なたを講'寅に招請いたします。

iau_gian詫言 〔名〕流言,ゴ シッブ

iau‐g5飢 餓 〔名〕飢雛.

iよu‐jin要人 〔名〕要人.

iとu‐kin要 緊 〔形〕重要な,大 事な.

chin～a tai‐chi(員 ～的事誌)=

とても重要なこと.

iau‐kid/①iとu_要 求 〔動〕 要求す

る。 Chhも‐chも―g6a chit gOёh_

b6eとi poan__chhut‐khi(層主～我

此月尾愛搬出去)=家 主が私にこ

の月末に引っ越すよう要求してい

ます。

iau‐ktti 泉 隆 一 iau_chian

iau_koh/①iよ‐猶復 〔副〕①(―
iau),まだ。～teh oan(～在菟)
= まだけんかしている。②まだ,
どちらかといえば.～ gau chb_

lang(～賢依人)=ど ちらかとい

えばで きるほうだ。

iau_kt/③i五‐猶久 ?〔 副〕まだず

今でも.I～ teh khttn(伊～在阻)
=後 はまだ寝ている。

iau‐kti飢 鬼 〔形〕食いしん坊な.

Li chin～ (体具～)=君 はほんと

うに食いしん坊だ。

ittu‐にng要 領 〔名〕要領.put tek
～ (不得～)=要 領を得ない。

iau_put_jian要不然 〔連〕そうでな

けれ!ゴ. G6a th6k‐su iとutとi

bak_ki an, ～chi3 bS chheng‐

chh6(我讀書要戴目鏡,～ 就没清

楚)=私 は勉強するとき眼鏡をか

けなければはっきりしません。 →
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lau‐ s al

ittu・sとi要塞 .〔名〕要塞.

iau‐si飢 死 〔動〕餓死する。

iとu‐Siこ夫書 〔形〕① (罵)短 命の.

◇主として女が用いる。～cha si

!(～ 早死)=早 くくたばれ.

②ひどい.Li chin～,h5・g6a

tan chiah kt(体員～,給 我等此

久)=君 はまったくひどい,さ ん

ざん私を待たせてさ。chtt kang

chin～ (倣ェ員～)=仕 事が実に

ひどい。

iau_siこ_五夫書仔 〔名〕(罵)く たば

り損ない。◇主として女が用いる。

iau‐sど 要素 〔名〕要素.

iau‐stt妖 術 〔名〕妖術.

iとu‐tこ/‐t5e要 地 〔名〕要地.

iあu‐tiam要 難 〔名〕要点.

im音  〔名〕音.〔 量〕つ。◇音を

数えるとき,b6‐imこ 5～ (母音

有五～)=母 音が5つ ある。

im陰  〔名〕陰 (Oi6ng陽 )。bもtiも
～kap i6ng(物 有～及陽)=も の

には陰と陽がある.〔 形〕陰気く

さい,薄 暗い.chhtt khah～ (暦較
～)=家 が少し陰気 くさい。th P
～ (天～)=空 が薄暗い。

im 湾  〔動〕 (水かさが増 して水が)

押 し寄せる.T5a‐ chti～kよu

chhこ‐lai(大 水～到暦内)=大 水

が家の中まで押 し寄せてくる。

i m 蔭 〔動〕① 佳 気をしゃ断して

大を)消 す。～hもe(～ 火)=大 を

消す。②引き込む.～ ti Chhも‐lai

(～在暦内)=家 に引きこもって

いる.③ (恩恵を)及ぼす。ch6・‐

sian～hOk(租先～薩)=祖 先が福

を及ぼす。

im注  〔形〕注乱な.Hit e cha_

bむ chiok～(彼個査某足～)〒 あ

の女はとても注乱だ。

im‐bS陰謀 〔名〕陰謀.

im‐chdi湾水 〔動〕 浸水する。

chh芭‐lai～(層内～)=家が浸水し

た.

im‐gあk音 築 〔名〕音楽.

im_gak_hse音築含 〔名〕音楽会.
im‐hS陰戸 〔名〕(女子の)陰 部.
im‐hin陰魂 〔名〕怨霊,亡霊.
im‐i6ng‐chhin陰陽樹 〔名〕(植)イ

ンヨウジュ.

im‐kan陰 間 〔名〕あの世,冥 土.

im‐keng陰童 〔名〕陰茎.

im‐1とk陰 暦→kこ‐1もk

im‐liau飲料 〔名〕飲料,飲 みもの.

im‐si湾 死 〔動〕おばれ死ぬ.

im‐sit飲食 〔名〕飲食.

im‐sok音 速 〔名〕音速.

im‐tek陰徳 〔名〕陰徳.I it‐seng

chb chin chE～(伊一生徴長多～)
=彼 は一生にたくさんの陰徳を積

んだ.

iln‐tim陰 発?〔 形〕陰険な。I

chin～ (伊長～)=彼 はとても陰

険だ。

im‐thr陰 天 〔名〕曇り.

in/un恩  〔名〕恩,恩 恵.pb～ (報
～)=恩 に報いる。

in懲 〔代〕①彼ら,彼 女ら,あ の

人たち,◇ 二人称複数.～ 3 6 si

hianstiらな(～三個是兄弟仔)=彼

ら3人 は兄弟だけ～tai_ke beh lai

品?(～ 大家要来不)=あ の人たち

は来ますか。② 彼のぅ彼女の,あ

の人の,あ の人た ちの。◇身内の

者や親 しい関係 にある者につぃて

使用する。～lau_pこ(～老父)=

152



彼のお父 さん,彼 らのお父 さんt

in 51〔動〕(文)①引く.～k6■

han(～ 古典)=典 故を引 く.

②導く。～い(～路)=道 案内す

る。

in印  〔動〕トロ刷する。G6a chhian

_thiap～h6ah(我 請帖～好嘱)=

招待状のFp刷ができました。

〔名〕判.品 g～ (郷～)=判 を

押す。

in熔  〔動〕返事 をする,答 える。

Li tibhtti―khah t5a sian leh

(体着愛～較大啓「列)=君 はもっ

と大 きい声で返事をすべ きだ.

i5ng Eng‐gも
～

g6a(用 英語～我)

=英 語で私 に答える。

in運?〔 動〕①地響きがする.

h6eochhia na kbe,こ～ (火事若過,

含～)=汽 車が通ると地響 きがす

る。② こだまする,反 響する_

s ian～tbttg‐‐lai(啓～倒韓来)

=声 がこだまして返ってくる.

in‐ム印仔 〔名〕印章.

in‐cheng/un_恩情 〔名〕,騒情.

in‐chtitchio引水蕉 〔名〕(植)タイ

ワンハマ オモ ト.

in‐chh5a引景 〔動〕①引き込む.

Li F五‐thang～lang Chb phain tai_

ごhi(体 不通～人倣夢事誌)=君 は

人が悪事 をはたらくよう引き込ん

ではいけない.②案内する.I～

goan khi chham‐koan si‐bi5(伊

～庇去 参親寺廟)=彼 が寺廟の拝

親 に私た ちを案内しました。

in_chhd因此 〔連〕(文)その理由で,

そのために.kin‐ni kit han, ～

sit siu(今年久早,～ 失収)=今

年は長い問日照りで収穫できなか

insslu

in‐chhtti應嘴 〔動〕口答えする。

ttti sian‐sr ia kan～(封先生亦

敢～)=先 生に向かってよくも回

答えしたものだ。

in‐gi/un‐恩義 〔名〕コ恩義.

in‐h6e/‐hこ引火 〔動〕ヨ1大する。

Khi‐ia chin khoよi～,khah sё‐ji

leh(汽 油長快～,較 細原「列)=

ガソリンはすぐ引大するからよく

注意 しなさい。

in‐hoc印 花 〔名〕収入印紙.

in‐ian因 縁 〔名〕因縁,縁 。こ～

chiah chb S h6‐sさ (有～即倣含

好勢)=縁 があってこそうまくい

きます。

in‐i5ng引 用 〔動〕51用する.～

Tai_。an 6 sibk_gt(～ 魯i曽的俗語)
=台 湾のことわざを引用する。

〔名〕51用.

in‐it引 誘 〔動〕誘 う,誘 惑する。

～i chhut‐‐lai(～ 伊出来)喜彼女

を誘いだす。

in‐jin/un‐恩人 〔名〕恩人.

1■‐khi引 起 〔動〕51き起こす.一～

chiとn‐cheng(～ 戦争)=戦 争を引

き起こす.

in‐khin/un‐感懃 〔形〕いんぎんな.

～6 thよi‐tS(～ 的態度)=い んぎ

んな態度.

in‐1もk引 力 〔名〕事1カ.

in‐sek印 色 〔名〕 F「肉,朱 肉.

in‐sian熔 窪 〔名〕こだま,や まび

in‐si6ng印 象 〔名〕EP象.

in‐siこ引受 〔動〕51き受ける。Hit

hang g6a ka li～ (彼項我給体～)

=あ の件は私がお引き受けします

153



in,sむ

i n‐sむ因素 〔名〕要素,素 因.

in‐soat印 刷 〔動〕(一in).印刷する。

〔名〕Fp吊」.

intsoat‐ki FP刷機 〔名〕 FP刷機.

in‐soat‐phin'P刷 品 〔名〕 FP刷物.

in‐tai印 喜 〔名〕スタンプインキ台.

in‐toa口因端 〔名〕原因。こoan‐ke

si sim‐mih～ ?(含 冤家是甚慶～)
=け んかになったのはどういう原

因からですか。

in‐thё引退 〔動〕事1退する, 退 職

する. Hit e soan,chhit seng‐

be n g  b e h～(彼個選手鷲明要～)=

あの選手は引退を声明した。

in‐ii因 島 〔連〕…・のために,… な

ので,… から,な ぜなら。◇s6・‐i

所以としばし|ゴ呼応す
~る

. ～b6

chP, s6・‐i g6a b6 khi Tai_pak

chhit‐th6(～ 無袋,所 以我無去喜

北廻廻)=お 金がないので台北ヘ

遊びに行かなかつたのです。

io/A 〔 名〕(さいころの目の)一 ,

ピン.

io育 ? 〔 動〕育てる,守 りをする.
～kian(～ 子)=子 を育てる。

G6a h6・ i～kah t5a‐hとn(我 給伊
～及大漢)=ぼ くは大きくなるま

で彼女にお守 りをしてもらった.

io周要 〔名〕月要.

i6欧  〔動〕(細長いものを梶棒や竹

などで)な ぐる。Eng tek_a～ kha

,kut(用 竹仔～脚骨)=竹 で足をな

ぐる。     .

i6揺  〔動〕揺れる,揺 する。G6a

teh sia ji, toh。と 痘1‐thang ka g6a
～ (我在篤字,臭 仔不通給我～)
=字 を書いているのだから机を揺

す らないでくれ。②振る. ～c h e n g

(～鐘)=鐘 を振り鳴らす.③ 無

尽をせる。◇さいころを振るの意.
～b6tiもh(～無着)=無 尽をせっ

たが当たらなかった.

lo‐chi l要子 〔名〕じん臓 (一sin_

ch5ng),◇ 漱の.

io‐chiah‐kut腰 脊骨 〔名〕腰, 腰

部.

io‐chhich腰 尺 ? 〔 名〕すい臓.

i6‐na格 盤 〔名〕揺りかご.

i6,tang揺動 〔勤〕動揺する.

iostSa腰帯 〔名〕(礼月Rを着るとき

用いる)腰 帯.

i o h 憶? 〔動〕言い当てる, 推 測

する。一bi(～謎)=な ぞを当て

る。 G6a kin‐ni kti hbe, 11～

khban bai(我今年幾歳,体 ～看充)
=私 が今年いくつかあててごらん。

i6h棄 〔名〕薬 (=iもh‐よ襲仔).
i6h‐a薬仔→i6h棄

i6h〔‐五〕‐tiam薬〔仔〕店 〔名〕薬局,

ibh‐chё‐su薬剤師 〔名〕薬剤師.

i6h‐chit葵酒 〔名〕薬酒,

16h‐chti薬水 〔名〕水薬.

ibh‐chti‐pざ葵水布 〔名〕包帯.

i6h‐chhau薬草 〔名〕薬草.

16h‐hとk薬學 〔名〕薬学.

i6h‐hng薬方 〔名〕処方せん,

i6h‐hin薬粉 〔名〕粉薬.

ibh‐kan〔‐左〕薬石千仔一ioh‐koとR〔‐左〕

ibh‐ki6k黎局 〔名〕薬局.

ibh‐ko薬膏 〔名〕こう薬, 軟こう.

i6h‐ko嵐n〔‐左〕薬鰭〔仔〕 〔名〕薬瓶

(=ibh‐kan〔‐と〕葉石千〔仔〕).
i6h‐lIとp薬粒 〔名〕①丸薬.② 顆

粒の薬.

i6h,oan〔。あ〕棄丸〔仔〕 〔名〕丸菜.

Iもh‐pang棄房 〔名〕薬局.
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ibh‐phr薬片 〔名〕錠剤.

ibh‐phin薬品 〔名〕薬品.

16h,thau築頭 〔名〕(漢方業の)一

番せんじ.

iok約 〔動〕C澪勺束する。～jit(～

日)=日 を約束する。～kふu kian

k t t u (～到行到)=約 束 した以上は

どこまでも実行する。② 大 ぎっぱ

に言十算fる 。 ～ kh b a n  3‐j5 a  c h l

lang(～看有若多人)=人 がどれ

だけいるか大 ぎっぱに計算 してみ

る.

16k‐b5ng欲 望 〔名〕欲望.

10k‐h5e約 含 〔動〕 会う約束をす

る.〔 名〕 デー ト

iok,ji約宇 〔名〕契約書.

10k‐li6k者旬町登―→tai_1。k

i6k‐16k育築 〔名〕リクリエーショ

lok‐sok約 束 〔動〕約束する (=

iok‐tiゴ約定).kap lang～ 6 tai‐

chi,it‐tこng tibh sit(及人～的事

誌,一 定着守)=約 束 したことは

必ず守 らなければならない。〔名〕

規律.lもng b6～(チ縄無～)=少 し

も規律がない.

iok‐tang約 定 → iok‐tiaE

lok‐tian/①‐tこng約定→iok,sok

iong英 一 iang央

i6ng勇 〔形〕強い,丈 夫な(Olam

弱)。seng‐khu chin～(身躯長～)
=体 が強い。b6～‐‐6(買 ～的)=

丈夫なのを買う。

ibngイ用? 〔 動〕(手をかけて)す る,

や る。 ka‐ti 6 伍 itchi tおh ka・ti～

(家己的事誌着家己～)=自 分の

ことは自分で しなければいけない。

i6ng容 〔動〕許す.～ i khi(～伊

i6ng‐kOng

去)=彼 が行 くの を許す.  ‐

1 6 n g 陽〔名〕①陽 ( ①i m 陰) .

②精力,p6・～(補～)=精 力をつ
け る。

i5ng用 一 こng用

i6ng‐chek容 積 〔名〕容積.

i6ng‐chもng勇 壮 〔形〕壮健な.

lang put,chi～ (人不止～)=体 は

とても壮1建だ。

i6ng‐chこ養子 〔名〕養子.

i6ng,chhiこ格樹 〔名〕(植)ガ ジュ

i5ng‐chh芭用庭 〔名〕用途.

i5ng‐gこ用語 〔名〕用語.

i6ng‐h3擁 護 〔動〕擁護する。～jin
_koan(～ 人権)=人 権を擁護する。

i5ng,hoat用 法 〔名〕用法.

i6ng‐i容 易→i6ng‐in

i5ng‐i用 意 〔名〕意図,意 向.

16ng‐in/①ti容 易 〔形〕容易な.

Chit hang tai,chi chin～ (這項

事誌員～)=こ のことはとても容

易だ。

16ng‐i6k養 育 〔動〕養育する.

16ng‐16k踊 躍 〔副〕 勇み立って.

～chham‐ka(～ 参カロ)=勇 んで参

力回する。

16ng‐kam勇 敢 〔形〕勇敢な,勇 ま

しい. bも‐g3 16ng chin gau, koh

chin～ (武撃す縫員賛,復 員～)=

武芸がよくできて,さ らにとても

勇敢だ。

16nttkan陽間 〔名〕この世,娑婆.

i6ng‐kian勇健 〔形〕達者な。70

hもe lah,とh iau chin～(七十歳

P位,亦 猶員～)=70歳 にもなるの

にまだとても達者だ。

i6ng‐kong陽光 〔名〕日光,日差し
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i5ng‐kong

i5ng‐kong用功 〔動〕勉強する。Li

tibh‐Ai khah―leh, chiah kh6こ

tiau(祢着愛較～「刺,即 考倉住)=

もう少し勉強しなさい,そ うすれ

ば合格します。

i6ng‐khi勇 氣 〔名〕勇気.

16ng‐khi/①i6ng‐気気 〔名〕酸素.

i6nttkhi容器 〔名〕容器,器 ,入

れ物.      、

16ng‐1もk陽 暦 〔名〕太陽暦.

i6ng‐li5ng容量 〔名〕容量.

i6nttlit楊柳 〔名〕(植)ヤ ナギ.

i6ng‐16‐in/①‐n3_/③ian_養老院

〔名〕養老院.

16ng‐1こ/‐li,‐1こ養女 〔名〕養女.

i6ng‐mau容 貌 〔名〕容貌.

i6ng‐nむ‐i出養老院→i6ng・16,in

i5Rg_phin用品 〔名〕用品.

i5ng‐t3/⑤lng‐用途 〔名〕用途

(吾こng_15・用路).goan _ c hこ‐leng

e～ (原子能的 ～)喜 原子 力の用

途.

i6ng‐tn容 允 〔動〕(―i6ng).許す。

Chit pai～i(此す罷～伊)=今 回は

許してやれ,

it一  〔数〕一.◇ 序数詞として使

われる,基 数詞としても慣用によ

り使われることがある。10の前後

や単位が省略されたとき,ま た量

詞の後 にくるときなどに使 う,
～

goもh(～ 月)喜 一月.～ にng(

～等)=一 等.chと p～ (十～)=

11.jF～ (二～)=ミ独.chheng～ (

千～)=1100。 chhioh～ (尺～)=

1 尺 1 寸.

it乙 〔名〕乙.1もng thёh～(擁提
～) = 乙 ばか り取 った。

it‐bi一味 〔副〕ひたすら,専 ら.～

sぜ inとibjin(～想億愛人)=ひ

たすら恋人のことを思っている。

～thak_chheh(～譲冊)=勉 強 に専

念する。

it‐chhё一切 〔名〕一切,全部.～

tibh oと‐khもg6a(～ 着侍鼻我)=
一切 が私 にかかっている。

it‐g3‐it,chap一五
一十 〔副〕一部

始終.～ k6ng hS thian(～講給

鶏)=一 部始終言って聞かせる。

It‐goёh/‐gtth一月 〔名〕一月.

it‐it一一 臨 J〕いちいち.～ tibh

lang chhui(～着人催)=い ちい

ち人に催促される。

it‐jim一 任 〔動〕一任する。Chit

hang tai_ch、 16ng～1もt‐su

teh panili(此項事誌,す鐘～律師

在緋理)=こ の事は全部弁護士に

一任 して処理 しています。

it‐khとi一 概 〔副〕すっかり.～

chhttng h6(～倉」好)=す っかり

できあがった。 chin～heng i

chheng‐chh6(袋 ～還伊清楚)=

お金はすっかり返 してしまった。

it_lam_pi6/①‐pittu一覧表 〔名〕
一覧表.

it‐lin一流 〔形〕一流の。～e pig

‐tiとm(～ 的飯店)=一 流のホテル.

it‐ldt一律 臨 」〕一律に.hak,seng

～chheng Chё‐hもk(争生～穿制服)

=学 生は一律に制服を着ます。

it,poan_般  〔形〕一般の.～ kuib

chek(～ 規則)=一 般規則.～ e

bin‐chibng(～的民衆)=一 般の

民衆.

it‐Seng一生 〔名〕一生.

it‐tとi一 帯 〔名〕一帯.

itstai一代 〔名〕(文)一 代,一世.
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i t‐tあn一 旦 〔副〕
一旦,ひ ょっと.

lang～si…khi, chiS put 16ng h6k

,seng(人～死去,就 不能復生)=

人は 1旦 死んだらもう生 きかえれ

ない.

it‐tSng一 定 〔形〕一定の.langとi

こ～e thau_15・(人愛有～的頭路)
=人 は一定の職業を持たなければ

ならない。 〔副〕必ず,き っと (
=tぱ ‐tibh定着,tek_khak的確).

I naこk6ng beh lai,～l lai(伊

若有講要来,～ 含来)=彼 は来る

と言ったら必ず来ます。li～S khi

hげ ?(体 ～含去□)=君 はきっと

行 くね。

it・ti一致 〔動〕一致する.gian―

heng～(言行～)=言 行が一致す

る。 Goan ttti chit hang tai_chi

a卜 kiょn b6～ (玩封此項事誌的意

見無 ～)=こ のことに対 して私 た

ちの意見はまった く一致 しません。

it‐ti6h憶着 〔動〕①欲しがる。～

mねn‐
s ian(～名馨)=名 声を欲 し

がる。② 見込む.h5'lang～ (給人
～)=人 に見込まれる。

it‐tit一直 〔富U〕どんどん,ひ たす

ら (=tit‐tit直直).chit‐jit chit‐

jit～b61at(一 日一日～無力)=

日ごとにどんどん力がなくなる.

I～chも,chtt b6 hioh‐khもn(伊～

依,依 無駄阻)=彼 はひたすら仕

事をして休まか .ヽ

iu憂  〔形〕憂いのある。～i6ng(
～容)=憂 いのある表情.

it有  〔名〕(文)有 , あ ること.ti

bdもtiong chht～(在無中取～)=

無から有を生ぜ しめる。〔動〕(文)

ある。～kOng(～ 功)=功 がある。

iこ‐五‐thng

i出幼 〔形〕①細かい ( O c h h O・粗)
bin_bah～(面肉～)=き めが細か

い。ibh‐hもn tibh g6ng h5・～ (葉

粉着研給～)=粉 薬は細かくおろ

しなさい。② (野菜などが)みず
みずしい,柔 らかい.chhai_koe
b6～,bs chiah__tit(菜瓜無～,

没食得)=ヘ チマは柔 らかくなく

ては食べられない。③ (仕上がり
の)よ い.～ hdi(～ 磁)=焼 きあ

がりのよい陶器.kang_hu～ (工夫
～)=仕 事が精巧だ。

ia由  〔介〕(文)… ・から。◇場所を

示す語 ・旬を徒 える.I si～ Tai‐

。an lai e li3‐hよk‐seng(伊 是～畳

消来的留學生)=彼 は台湾から来

た留学生です,(成 )～ chhian jip

Chhi田 (～浅入深)=浅 いところか

ら深いところへ入っていく。一一

歩一歩すすむ_

id油  〔名〕油.〔 形〕油っこい。

put‐chi～ (不止～)=(煮 たもの

などが)と でも'由っこい. 〔動〕

(ベンキを)塗 る。koh～ l piよn

(復～一遍)章 もう1回 塗りなさ

い。～h5・げ(～給,亀)=黒 く塗る。

it浦  〔動〕①漫遊する。～sさ‐kとi

(～世界)=世 界を漫遊する.

②遊びまわる。

iこ又 〔再U〕またまた,ま たしても

(→koh復 ).◇ 情けないような

気持ちのときに使 う.Li～lai lah

(体～来咄)=お 前また来たね。
～su tibh g6a(～輸着我)=ま た

してもぼくが負けた。

i也‐左幼仔 〔名〕層.

iこ‐a柚 仔 〔名〕(植)ザ ポン.

iこ‐五百thng柚 仔糖 〔名〕ザボンの砂
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iu‐bёk

糖漬.

iu‐bёk幽 獄 〔名〕ユーモア.

iホbi優 美 〔形〕優美な。

it‐b6k沸 牧 〔名〕遊牧.

it‐b5ng有 望 〔形〕有望な。chian_

t6・～(前途～)=前 途は有望だ。

it‐cheng友 情 〔名〕友情.

iS‐chとng郵 政 〔名〕郵便行政.

ia_chttg‐ki6k郵刃文局→in_ki6k

it‐chi有志 〔名〕有志.～ e lang

chhian lin gia chhiも (～ 的人言青

悠容手)=有 志の方は手をお挙げ

ください。

i&‐chi ,由呂旨 〔名〕,由屈旨.

iS‐chtth‐kこ ,由食糠一id‐chi抗‐k6e

it,chiとh‐k6e/‐kこ,由食若呆 〔名〕 ユ

ーチャーケー.◇ 小麦粉に発酵素

を入れてこね,細 くした後,油 で

揚十デたもの。30～40センチぐらtヽ

の長さ.朝 食として食べる.

in,ch6a油紙 〔名〕油紙.

id‐chu郵 資 〔名〕郵便料(=i3‐hもi

郵費).

it‐chhai郵 差 〔名〕郵便配達.

in_chhat油 漆 〔名〕ペンキ.〔動〕

ペンキを塗る.Goムnこ koh ka

lin～l pai(院含復給悠～一す罷)
=更 にもう1度 ペンキを塗って差

し」L げます.

it‐1友 的 〔名〕与太者.

ia_こng‐ti渉 泳池 〔名〕(水泳)プール.

ia_goan猶 原 〔扇U〕やはり,依 然と

して。～ムn‐ne【もng(～ 安曜議)
=や っぱりそう言 う。hit keng

chhも～ti hia(彼 間盾～在彼)=

あの家は依然としてあそこに建っ

て い る。

iu‐gこ優遇 〔動〕優遇する。chit,

o a n  t iもh～chiah  ё phah‐pian(

職員着 ～即含打併)=職 員は優遇

す ると精 を出す。

it‐hとu有 孝→ こ‐httu

it‐hとk誘 惑 〔動〕誘惑する。h5・

lang～_kh、(給人～去)=人 に誘

惑された。

ia_heng済行 〔動〕行進する。tもi

pang_ki3‐tidn―kとu goan hak_hau

(撃拡奉球場～到院害校)章 野球場

から我々の学校まで行進する。

id‐hi油 魚 〔名〕(魚)コ ノシロ.

iS,hi済 戯 〔名〕遊戯.

it‐h6友 好 〔名〕友好.

i d‐脱 i 郵費 → 崎,c h u

in‐iR油印 〔動〕謄写版でFp刷する.

1こ‐16ng有用 〔形〕役に立つ,有用

な,

i也‐jl幼見 〔名〕幼児.

i芭‐ji幼原 〔形〕(肉類 ,福布など)

柔らかい,目 が細かい。

it‐kan郵簡 〔名〕航空書簡.

it‐kttu油垢 〔名〕油あか.

iS‐kek‐c hiとR渉 撃戦 〔名〕 遊撃戦.

i3‐ki尤其 〔麗U〕特に,な かでも,

t a i _ k e  1 6 n g  c h i n  g a u ,  ～si i

s i 5 n g  g a u (大家オ占と長質 ,～ 是1芳

上賢)=皆 たいへ ん賛いが, なか

で も彼 が一番 だ。

id‐ki嵐郵寄 〔動〕郵送する。

iS,ki6k郵局 〔名〕郵便局 (=i3‐

chさng‐kibk郵政局,i6‐Pian_kibk

郵便局).

it‐kit悠久 〔形〕悠久の。こchin

～e lёk_st(有長～的歴史)=悠

久な歴史を持つ.

it‐koai誘拐 〔動〕①ゆうかいする.

② そそのかす。Li品‐thang～lang
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chb phaF(体 不通～人倣夢)=悪

事 をはたらくように人をそそのか

してはいけない。

ii‐koh又復 〔副〕またしても,I

c h i n  p n g‐t h a n g～とi k h i a  h o n g‐

thau(伊 長飯桶～愛望風頭)=後

は大飯食 らいの くせにまた しても

人の上 に立 ちたがる。

id‐lai由来 〔名〕由来.

ia‐1とm遊 覧 〔動〕見物する,遊 覧

する。

id_lam_chhia遊覧車 〔名〕 観光バ

ス .

id‐lap‐lap油踏踏 〔形〕油だらけの.

kha‐chhiも～(lFl手～)=手 足が油

だらけだ.

it_lau〔_a〕油漏〔仔〕 〔名〕(,由用の)

じょうご.

i也‐liとp‐mih幼 粒物 〔名〕金めの物.

◇貴金属類のように小さくて値打

ちのある物をいう.

i芭‐13幼 路 〔形〕(―i3).精巧な_

kang‐hu chin～(工夫員～)=細

工が実に精巧だ。

it‐lan油輪 〔名〕オイルタンカー.

it‐mia有 名 〔形〕有名な。～a tai

‐hak(～ 的大牢)=有 名な大学.

id_。an_h5e沸 園含 〔名〕園遊会.

iu‐oよt優 越 〔形〕勝っている,優

れている。sさng‐leng～ (性能～)
=性 能が優れている。

iいo3油 雷 〔名〕油絵.

it‐pi茄_ki6k 郵1更帰詞―→in‐kibk

id‐pig油 飯 〔名〕 中国風の五目飯.

◇もち米にゴマ油やエビなどを混

ぜて炊いたもの,子 供の誕生後 1

カ月目など祝いに炊く.

id‐phib郵票 〔名〕切手.

iu‐sё優勢 〔形〕優勢だ。Toh chit

tこi khah～?(何 一隊較～)=ど

ちらのチームが優勢ですか。

it‐sek‐chia有 識者 〔名〕有識者,

インテリゲンチャ.

iu‐sもng優 勝 〔動〕優勝する。

〔名〕優勝.

iu_sian優先 〔動〕優先する。

Tibh h5' gin‐a kap cha_b6・‐lang
～ (着給□仔及査某人～)=子 供

と婦人を優先 させなければならな

iu‐sit優秀 〔形〕優秀な, す ぐれ

た。Chit e gin_a chin～(此個□

仔長～)=こ の子供はとても優秀

だ.

i也‐si也幼秀 〔形〕① きゃしゃな.

【i‐kut chin‐chian～(枝骨長正～)
=骨 組みがとてもきゃしゃだ。

②上品な.1 6 ji chin～(伊的字

長～)=彼 女の字はとても上品だ。

it_tang郵筒 〔名〕郵便ポスト.

it,teng i由燈 〔名〕カンテラ, ラン

プ .

iいti幼 稚 〔形〕幼稚な。～6ゴu‐

si6ng(～ 的思想)=幼 稚な考えか

た。

it‐ti‐hng/o_。an幼 稚園 〔名〕 幼

稚園.

iu‐tiユm優 諮 〔名〕長所.

iu‐thai優待 〔動〕優待する。

〔名)優 待.

iu‐ut憂鬱 〔形〕憂 うつな。kam_

kak chin～(感覚員～)=と ても

憂 うつになる。

iu‐ut‐chさng憂鬱症 〔名〕(医)憂 う

つ症.

ian 奮 〔動〕くむ。こng k6ng‐a～ (
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用管仔 ～)=缶 で くむ.～tiとm Oan

(～始碗)手 続 にくむ.

i a n羊 〔名〕(動)① ヒツジ.② ヤギ

(=iSn,占羊仔).

ian溶  〔動〕溶ける,溶 かす。peng
～b_khi(水～去)=氷 が溶けた。
～siah(～錫)=ス ズを溶かす。

ittB様 〔名〕①型,模型.oム～ka

s an(接～技杉)=型 通りに着物を

裁つ。③見本,模 範.chb h6～ h5・

lang khban(依好～給人看)=よ

い模範を作って人に見せる。

〔量〕通り.siム kti‐a～ (篤幾若
～)=い く通りにも書く.

iaB,と羊仔→ina羊.

ian_bah羊肉 〔名〕マトン,羊 の肉.

ian,chit洋酒 〔名〕洋酒.

inB_chhang洋 葱 〔名〕(植)タ マネ

ギ.

inaochhi養飼 〔動〕養育する, 養

ぅ。～hau_s en(～後生)―″息子を

養育する。

ian_hin羊弦 〔名〕(医)て んかん.

ian_hOe/_he,羊灰一ang‐mng‐th3

ian_hbeみhё洋貨 〔名〕西洋雑貨,

舶来品.

ian‐h6k洋 服 〔名〕洋服.

inE‐ko羊 業 〔名〕(動)メ ンヨウ.

in・_khbng,16銘旗慮 〔名〕溶鉱炉.

ian_lau洋模 〔名〕洋館.

ian_m ig/①,m6羊 毛 〔名〕羊毛.

ian_m ng‐s an/①_m3‐羊毛杉 〔名〕

セーター ・カーディガンなど.

ittB,sek様式 〔名〕様式,型 .

ian‐t6/①‐th6楊 萄 〔名〕(植)ゴ レ

ンシ.

J

j6 抱時→j6e子委

ji子 〔名〕①駒.② 碁石.

う:子 ? 〔量〕本.◇ バナナを数え

るとき。 1～ kin_chio(一 ～葛蕉)
=バ ナナ 1本 .

jI二  〔数〕(文)二 (一nttg爾).

◇序数詞 としては文言音ji二 が使

われる.基 数詞 としての使い方に

は慣用がある.10の 前後や単位が

省略 されたとき, ま た量詞の後に

来るときなどである.tる～tiau(

第～篠)=第 2条 .～ hian(～ 兄)
=2番 目の兄さん.～ chap～ (～

十～)=22.chheng～ (千～)=

1200.chhioh～ (尺～)=1尺 2

寸 .

j i字 〔名〕①字.② (1日)証文.

ji倉耳 〔名〕e耳.

j i‐b 6 /‐b t字母 〔名〕アルファベッ

ト.

jI‐chap二 十 〔数〕20.

ji‐ch6a字 紙 〔名〕ほご紙.

ji‐chhian而且 〔連〕(文)そ の上,

そして,そ うして,な おも (=

si5ng,chhian尚且,pSng,chhian並

且).◇品_nia不但やput_tよn不但と

呼応する。品‐nia sti,～h61も‐tek

(不但美,～好女徳)=美人であるば

かりでなく気立てもよい。

Ji‐goとh/‐gёh二 月 〔名〕二月.

ji‐h6字班 〔名〕①屋号,②商標.

jl_lau二模 〔名〕二階.

Si,phi□□ 〔名〕ジープ.

ji‐son/_s in字姓 〔名〕(―sOn).名字!

jI‐sin字姓→ji,son       l




