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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



ji‐tian字典 〔名〕①字典.②辞書.

ji`t6ng見童 〔名〕児童.

jioこR字運 〔名〕(-3n).運 .pha r
～ (夢～)=悪 い運.

jia遮 〔動〕①さえぎる (→chah閣).

Hit keng chhも h5 chhiこ‐とヽ
'leh.

(彼間層給樹仔～F刺) =あ の家は

樹木できえぎられている。②覆い

かぶ せ る。 thang‐a‐mng ai こ ng pp・

～leh(奮 仔門愛用布～「列)=窓 を

布で覆いなさい。

jiと惹 〔動〕弓|き起こす,招 く, ～

sS(～ 事)=事 を引き起こす。～

h5(～ 禍)=災 いを招く.

jiah跡  〔名〕跡.kha_～ (脚～)=

足跡.liap_と_～(粒仔～)=お でき

の跡.〔量〕①場所,所.◇場所

を数える。chit～b6chheh‐tiとm

(此～無冊店)=こ こらには本屋

がない。②つ。◇あぎや傷跡を数

える。 chh沌‐kut phah nttg～ci‐

chhen(手 骨打繭～鳥青)=ぷ たれ

て腕 に青黒いあざが2つ できた。

jiam/① ni染  〔動〕①染める,染 ま

る (→ni染 ).～ tibh Phain hong

_sibk(～ 着夢風俗)=悪 風 に染ま

る。②伝染する (→kbe過): ～
tiもh p6n(～ 着病)=病 気 が伝染す

る,

jian_aこ然後 〔連〕(文)し かるのち,

それから.～ chiah koh chham‐

siang(～即復参詳)=し かるのち,

またご相談いたしましょう。

3ian,liau燃料 〔名〕燃料.

jiang/316ng,jiang嘆 〔動〕わめき

立てる,ど なる。～chhat(～賊)

=賊 だとわめき立てる。t5a,s ian

～ (大啓～)=大 声でどなる。

Jlau

j i a n gす今?  〔動〕じゃんけんをする。
～ ia n  e  l a n g  t a i _ s e n g  t h i t t u (～

扇的人在先跳)=じ ゃんけんをし

て勝った人が先に跳びましょう.

jiang‐と鎌仔 〔名〕鈴 (りん).

jiap廿?〔 数〕二十。◇ it一との

組みあわせのときに用いられるこ

とがある。it～Pもn chheh(一
～

本冊)=一 ,二 十冊の本.

jiat熱 〔名〕熟.hOat～ (較～)
=熱 が出る。thさ～ (退～)=熟 が

下がる。 〔動〕①熱を出す.～39

t5'(～二十九度)=39度 の熱 を出

す。②熱中する。～kiau(～賠)
=ば くちに熱中する。 〔形〕熟い.

Tian～,chiah hこ‐‐16h‐khi(鼎
～,

即下落去)=鍋 が熱 くなってから

入れる.～ iS(～ 油)=た ぎつた

油 .

jiat_嵐i熟 愛 〔動〕熱愛する。～ch6・

‐kok(～ 祀園)=祖 国を熱愛する。

jiat,chёng熱 症 〔名〕熟病.

jiat,cheng熱情 〔形〕情熱的な.

lam‐p5・6 1ang khah～(高部的人

較～)=南 部の人は情熱的だ。、

jiat_liat熱烈 〔形〕(気分 ・ふんい

気などが)熱 烈な。 hak_seng～

hoan‐geng sin ё lau_su(争 生～

欧迎新的老師)=学 生は新 しい先

生を熟烈に歓迎する。

jiat_pEn/_Pin熟病 〔名〕熱病.

siatisim熱心  〔形〕熱心な.Hit

e  l a n g  c h b  s i n‐mih t a i‐ch  ヽ 1 6 n g

c h i n～ (彼個人倣甚慶事誌盤具～)

=あの人は何をするにも熱心だ。

jiat_tai熱帯 〔名〕熱帯.

jiat_tai_hi熱帯魚 〔名〕熟帯魯.

jiau爪 〔名〕(禽獣の)爪(=jiau_
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』lau

占爪仔).  タ

jiあu狐  〔動〕ひつかく。Cha_b6■

lang si。_phahこng chhiこ～(査某

人相打用手～)=女 がけんかをす

るとひつかく.hS niau～ ‐‐tibh(

給猫～着)=猫 にひっかかれた。

〔量〕個所。◇爪でひつかいた跡

などを数える.binこ 1～ (面 有

一～)=顔 に1個 所爪でひつかい

た跡がある。

jiau雛  〔動〕 しわになる。G6ae

s an～khi ah(我 的杉～去咽)=私

の服はしわが寄ってしまいました,

jiとu転 爪イ子…→jLu爪

jiよu‐loan援寓し 〔動〕乱れる,か き

乱す。kok‐ka teh～(国家在～)=

国家は乱れている.

jiがu‐tau狐 豆 〔名〕(植)ム ラサキサ

サゲ.

Jlh 堅
―→chhi h拒

jim忍  〔動〕忍耐する。SSi‐chai

i  k h i  k 6 n g , k h a h～le h (随在伊

去講,較 ～F列)=勝 手に言わして

おけ,忍 耐第一だ。

jim尋 ? 〔 動〕(ポケット・かばんな

どの中へ手を入れて物を)つ かみ

出す。I tli tこ。と～lkもa thng,a

chhut‐lai(伊 封袋仔 ～ 一寡糖仔

出来)=彼 はポケットからキャン

デーを少しつかみ出した。

jim任  〔動〕任 じる。G6a h5・ i～

chit e chit_bこ(我給伊～此|□職

務)=私 は彼からこの職務を任 じ

られた_〔 介〕(文)勝 手に.～ li

kこng(～ 体練)=勝 手に選び採 り

なさい。

jim‐blng任 命 〔動〕任命する.～

i chもkとusoan(～ 伊依教員)=彼

を教員に任命する。

jim‐bi任 務 〔名〕任務.

jim‐h6任 何 〔代〕どんな, い かな

る。～lang(～ 人)=誰 でも.

jlm‐ki任 期 〔名〕任期.

jim,kh6認 可 〔動〕認可する.

〔名〕認可.

jim‐nai忍 耐 〔動〕(―jim).忍耐す

る,辛 抱する。thとi kan‐kh6・,

～bl‐Sau(大 銀苦,～ 没住)=あ

まりにも苦 しいので忍耐できない。

sui‐jian chin kian ia iとu―teh

khttn(難然長驚亦猪～在阻)=と

ても怖かつたけれどもじっと辛抱

して寝ていた。

jim‐sek認 識 〔動〕認識する.～

put chiok(～不足)=認 識不足だ

jim‐siこ忍受 〔動〕忍ぶ,甘 んじて

タコする。 品 kap  l i  kё‐ktt u , b e h

～h31i phP(不 及祢計較,要
～

給体偏)=お 前と争わないで甘ん

じてばかにされよう。

jim‐ti認 知 〔動〕認知する。～Su

,seng‐cht(～ 私生子)=私 生児を

認知する。

jin人  〔名〕(文)人 ,

炉n仁 〔名〕①核,実.hこng一(沓
～)=ア ンズめ核。②黄身.nttg・
～ (卵～)=卵 の黄身.

jin認 〔動〕①認める.～chhb(｀

錯)=誤 りを認める。②見分ける

～品‐tibh lang(～不着 人)=人 を

見間違 える。

jinもi仁愛 〔名〕仁愛.

jin‐bin人民 〔名〕人民 (→peh,

s e n ) .

J i n‐b 5 n g人 望 一 b i n _ b 5 n g

jin‐btt人物 〔名〕人物.

う
４

合
）



jin‐chai人 材 〔名1人 材.

jin‐chlng/①‐chi6ng人種 〔名〕人

種.

jin‐cheng人情 〔名〕①恩.th6～

(討～)=恩 にきせる.② 情.

SintCheng‐sёtsi人情世事 〔名〕世

間の義理付き合い。～b6chb bふ

こng‐‐tit(～無依没用得)=世 間の

義理付き合いはしないわけにはい

かない。

jintchin認員 〔形〕まじめな,熱心

な,tibh‐よi～thよk,chheh(着愛～

讀冊)=ま じめに勉強しなければ

ならない。

jin‐chit人 質 〔名〕人質,

jin‐ch6人 造 〔名〕人造.～ chiun_16

(～樟描)=人 造樟脳.～ g3‐ia

(～牛油)=マ ーガリン.

jin,cha仁慈 〔形〕情け深い。hui_

si6ng～ea_p6‐a(非常～的阿婆仔)
=と でも情け深いおばあさん。

3in,chhit人手 〔名〕人手.

jin‐henttt6人行道 〔名〕歩道.

jin‐kang人 工 〔名〕人工.～ hい

khip(～ 呼吸)=人 工呼吸.

jin‐keh人 格 〔名〕人格.

jin‐keh‐chia人格者 〔名〕人格者,

jin‐koan人 権 〔名〕人権.

jin‐khau人 口 〔名〕人口.

jin‐khi人 氣 〔名〕人気,put_chi

3～ (不止有～)=と ても人気があ

る.

jin‐kh6/①jim認 可 〔動〕認可する。

〔名〕認可.

jin‐1もk_chhia人力車 〔名〕人力車.

jin‐1こi人 類 〔名〕人類.

jin_lan人倫 〔名〕人倫.

jin_Oan人員 〔名〕人員.

jiok

jin‐seng人 生 〔名〕人生.

jこR‐Seng‐kcan人 生親 〔名〕人生観.

jin,sけ人敷 〔名〕人数.

Sin‐SCan人 選 〔名〕人選.

jlR‐SOm人 参?、 〔名〕(植)チ ョウ

センエンジン.

jin‐sこ人事 〔名〕人事.

jin‐tSng/③jim_/③‐tian認定 〔動〕

認める, 認定する。G6a～ li e

T i o n g‐kOk_oこ 6 th e n g _ t 5 '  c h i n

k o a n (我～体的中国話的程度 長高)
=あ なた の中国語の程度はとても

高いと認 めます。

jin‐tiong人 中 〔名〕鼻みぞ.

jin‐t6人 道 〔名〕①人道.～ chも‐gi

(～主義)一人道主義.② 慈悲心.

3～ (有～)=慈 悲心がある.

ji5尿  〔名〕尿 (→si6‐Pian).

ji5‐chi尿 敷 〔名〕おむつ.

ji5‐h6尿 壷 〔名〕しびん.

ji5‐kiat‐chi6h尿 結石 〔名〕(医)尿

結石.

ji5‐kho尿 科 〔名〕(医)泌 尿器科.

ji5‐tau〔_五〕尿斗〔仔〕 〔名〕おまる。

ji5‐t6尿 道 〔名〕尿道.  ｀

ji5‐t5‐iam尿 道炎 〔名〕(医)尿 道

炎.

ji5‐tbk‐chёng尿 毒症 〔名〕(医)尿

毒症.

ji5‐thang尿 桶 〔名〕」ヽ便桶.

jibh弱  〔形〕麦弱した。p5n khi

chin～(病去員～)=病 気で妄弱が

はなはだしい。

5 1 0 k趣 〔動〕( = j i p趣)。①追いか

ける。Li～khi kib i tig…lai(体

～去叫伊寿来)=追 いかけていっ

て彼 を呼びもどして きなさい。～

_‐ばもh(～着)=追 いつく.②(急い
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ji6k

で)呼ぶ.～ i‐Seng(～ 讐生)=急

いで医者を呼ぶ.

ji6k弱  〔形〕(文)弱 い。kin‐lai

s i n‐th6 k h a h～(近来身籠較～)=

近ごろ体が55った。

J16k J場→chhi6k揚

ji6k‐左編仔 〔名〕(ベッドや寝いす

に敷く薄い)敷 物.

ji6k‐ktti肉桂 〔名〕(植)ニ ッケイ.

ji6k‐sin肉身 〔名〕(生身の)体.

ji6k‐tiam弱 鮎 〔名〕弱点.

ji6k‐thこ肉髄 〔名〕肉体.

ji6ng嘆 一jttng口襲

J16ng織
‐→J16ng‐pざ

ji6ng‐pざ紙布 〔名〕 ピロー ド (一

ji6ng縦).

ji5ng‐pS譲 歩 〔動〕譲歩する。s an
～ (相～)=お 互いに譲歩する。

jip起→jiok趣

jip入  〔動〕入る,入 れる.Chhian
～lai chこ (請～来生)=ど うぞお

入 りください. ～‐‐16h‐khi ts_と

lai(～落去袋仔宋)=袋 に入れを

さい。 (諺)～ hiong SSi sibk(
～郷随俗)=郷 に入れば郷に従 え.

jip‐b6k入 木→Jlp‐littm

jip‐bin入 門 〔名〕入門.

jip‐chёk入 籍 〔動〕入籍する。

Sip‐Chhit入 手 〔動〕入手する。

jip‐hak入 学 〔動〕入学する.

jip‐h5e入 含 〔動〕入会する。

jip‐in入 院 〔動〕入院する。

jip‐kとu入 教 〔動〕入信する。◇一

般 にはキリス ト教に入信すること

をいう.

jip_kこng入 境 〔動〕(国境を越えて)

入国する.16ng kiam_cha liau

chiahこ _tとng～ (推検査了即含営

～)=す べて検査が済んだら入国

できます。

jip‐kこng,chとng入境語 〔名〕

jip‐khttu入口 〔名〕入口.

jip‐khi入 去 〔動〕入って行 く。I

teh khもn,mとi～ (伊在姻,勿 ～)
=彼 は眠っているから入ってはい

けません.kian～ (行～)=歩 いて

入って行 く.

jip‐lai入宋 〔動〕入ってくる。

chhian li～(請体～)=ど うぞお

入りください。hut_jian‐kan pOe

l chiah chiau_ム～(忽然間飛一雙

鳥仔～)=突 然鳥が飛び込んでき

た。

jip‐liam/①liam入 残  〔動〕 納棺

する (=jip‐bbk入木,1とp‐koan

納棺).

jip‐mng‐phi心入門票 〔名〕入場券.

jip‐siaL入 啓 〔名〕入声.

Sip‐SOとR入 選 〔動〕入選する。

jip‐tian入場 〔動〕入場する.

jit日 〔名〕①日,太陽 (=thとi‐
i 6 n g太陽). c h h u t～ (出～)=日

が出る。② 日イ寸, 日 にち.h6～  (

好～)=吉 日.〔 量〕日.tba 6
～ (滞六～)=6日 滞在する.

jit‐chi日 子 〔名〕(←jit).日にち,

日付すten g～(定～)=日 取りを

定める。b6sia～ (無篤～)=日

付を書いていなt .ゝ

jit‐chi日 誌 〔名〕日誌.

jit,chhut日出 〔名〕日の出.

jit‐ian日影 〔名〕日影.

jit‐i5ng‐phin日 用品 〔名〕日用品.

jit‐jit日 日 〔名〕毎日.

jit‐jit‐chhun日 日春 〔名〕(植)ニ

チ ニチ ソ ウ.
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jit‐ki日記 〔名〕日記.

jit‐kl 日期 〔名〕期日.

jit‐kip日給 〔名〕日給.

jit,kng/③‐kong日光 〔名〕日光.

Jlt‐kong 日 う七
―→」lttkng

jit,koRttteng日光燈 〔名〕蛍光灯.

jit‐khan日 刊 〔名〕日刊.～ Sin_

bSn(～ 新聞)=日刊新聞.

jit‐lёk日 暦 〔名〕日めくり.

jit‐li 日本J‐→jit‐pS

jit、16h日落 〔名〕日の入り.

jitpS日歩 〔名〕日歩 (=jit‐li日

利 ) .

jit‐ptR‐chit日本酒 〔名〕日本酒.

jit‐ptn‐chhあi日 本菜 〔名〕日本料

I 里 .

jit‐‐si日 時 〔名〕昼,昼 間 (Omo

‐‐si冥 時).

jit‐sia‐pこ
n/‐

pin 日射病 〔名〕(医)

日射病 .

jit‐si6ng日 常 〔名〕日常.～ 6 tai

_chi b6 bこn‐t6(～ 的事誌無問題)

=日 常のことは大文夫です。

jit‐sit日 蝕 〔名〕日食.

jit‐tあu日 軍 〔名〕正午,真 昼.

jit,thau日頭 〔名〕(一jit)。日,大

陽.～ beh ibh SOan(～ 要落山)

=太 陽が西の山に洗も夕うとしてい

る。

3it‐thau‐kong日頭公 〔名〕お日さ

ま.

jittthang日程 〔名〕日程.

jid採 〔動〕(湿つた布などで)ふく,

こする.6ng bin`kin～sin‐khu(

用面巾～身堰)=タ オルで体をこ

する.～ 1‐toh(～椅臭)=机 や精

子をふく.

3id‐hi点柔魚 〔名〕するめ.

Ju‐k6

jid‐t5柔 道 〔名〕柔道.

j5a/①15a/①g5a若  〔代〕いくら,

どれぐらい。◇形容詞を従えて,

数量に関する疑問を表わす。

Tibh‐ふi～ch3 chin?(着 愛～多鎮)

=お 金はいくらかかりますか。Li

tan～kt?(体 等～久)=ど れぐら

い待ちましたか.

30あh熟  〔形〕暑い (Ok6an寒 ).

kin‐菊it Chin～ (今仔日長～)=

今日はとて も暑い。

jo嵐h‐lang熱 人 〔名〕暑中(→joとh‐

th in熱天,Ok6an_lang寒 人).

joあh‐‐ti6h熱着 〔動〕 暑気あたり

する (Ck6anキioh寒着),

jotth‐thr熱 天 〔名〕夏.

36e/j6子委 〔動〕① こする。～bとk‐

chiu(～ 目闘)=眼 をこする。

② もむ.～ bin‐kin(～ 面巾)=タ

オルをもむ。

j よ念 〔副〕…・すればするほど, ま

すます (=na那 ).～ kこ～tat chin

(～菖～値銭)=古 くなればなる

ほど値打ちが出てくる。kin‐lai

～sti(近来～美)=近 ごろますま

す美しくなりました,

3 3茄 〔動〕C)もつれる。tha u _ m n g
～ (頭毛～)=髪 がもつれる.tai

‐chi～‐‐khi(事誌～去)=事 がもつ

れる。②(気持ちが)乱れる,くしや

くしゃす る。s i m ‐k o a n ～( 心肝
～)

=心 が入 り舌これ る。

jd‐chhiこ楡樹 〔名〕(植)エ レ.

J &‐k t t u儒教 〔名〕儒教.

jd_k6如果 〔連〕もし…。ならば.～

th in‐khi h6, g6a chiこ beh khi

(～天氣好 ,我 就要去)=も し天

気がよかつたら行 きます。
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Ju‐mla

jt‐mia乳名 〔名〕幼名.

jこ,mia字名 〔名〕・あざな.

jin/①lin製 〔形〕(肉や紙などの繊

維が)堅 い。bah～ ,p5・ bこ D5a

(肉～,哺 没爛)=肉 が硬 くてか

んでも柔 らかくならない.～ 6

ch6a(～ 的紙)=腰 の強い紙 .

jin/①lin潤  〔動〕(文)潤 す。 ～

ad(～ 喉)=の どを潤す。

jin‐pian/①lin_奴餅 〔名〕春巻き.

◇小麦粉を水で練り,直 径30セ ン

チぐらいに薄く焼いた皮で,刻 ん

だ肉やおかずを包んだ料理.

jこn‐th6女冥土 〔名〕沫占土 (=liam_

th6'粘土).

K

ka加  〔動〕加える,足 す。Che S
～1もh‐khi b6?(這 有～落去無)
=こ れを加えましたか。～10tさ(
～十塊)=10個 足す.

k a 鮫 〔動〕① ( 1まさみで)切る。
～ch6a(～紙)=紙 を切る。② (
切待を)切る。～

phi心(～票)=切

待を切る.③ (布を)裁つ。Gもa
こ‐hiムu chb san,bこ‐hiau～s an(我

含暁依杉,没 暁～杉)=服 を縫 う

ことはできますが,裁 つことはで

きません。④ (反物類を)買 う.
khi pb・_tiとm～ pb・(去布店～布)=

反物FEへ行って反物 を買 う。

ka膠  〔名〕にかわ.〔 形〕ねばね

ば した。b▲k b6a liau siun～ (墨

磨了尚～)=墨 をす りす ぎてねば

_ね ばになってしまった。

k左絞 〔動〕①綾る,ねじる.～chiap

(～汁)=汁 を絞る。～a‐ian‐sban

(～亜鉛線)=針 金をねじる。

② (利息を)生 む.li‐sek～li_sek

(利息～利息)=利 息が利息を生

む.

k五淡?〔 形〕(粥・糊など)水 気の

多い (=am消,① kh6,考).～ mOai

(～庚)=水 気の多いかゆ.

kよ教 〔動〕教える.g6a ti hia

tehTEng‐gこ(我在彼在～英語)=

私はそこで英語を教えています。

ka唆 〔動〕①かむ.G6a chin kian

kムu. lin hit chiah 5～lang b3?

(我長驚狗,悠 彼隻含一人没)=

ぼく|キイヌが1布いんです,君のイ
ヌは人をかみますか.② くわえる。
I ti:ぎ‐tiそギ ′ヽl ki hun teh thak‐

chheh(伊 定定～一枝煙在譲冊)=

彼はいつもたばこをくわえながら

勉強 している,③ かぶれる。h5・

chhat～拭6h(給 漆～着)=漆 にか

ぶれた.

ka給 ?〔 介〕① …のために…して

あげる.G6a～ li sと(我～体洗)
=私 が洗ってあげましょう。Li～

sia chit_こ(体～篤一下)=君 が

ひとつ書いてあげなさいよ。②…

に対 して…。する。mとi～i k6ng(

勿～伊講)=彼 に言ってはいけな

い。③ ・…から…する。～i chioh(
～伊借)=あ の人から借 りる。
～ibこ (～伊買)=彼 から買 う.

◇対象が二人称単数 i伊 のときは

各項共それを省略する場合がある.

kかbian_khi f摂面具 〔名〕① お面.

②仮面.

kと‐b6/‐bt家母 〔名〕母.◇謙称.

ka‐boよh,chhとi茄菜菜 〔名〕(植)
フダンソウ.




