
kin

=1群 のアヒル.

kin近 → kin近

kttn,あ提仔 〔名〕棒(=kもn梶).

kan_chibng群 衆 〔名〕群衆.

kun‐chこ君子 〔名〕君子. 〔 形〕

道義を重んじる.I chin～ ,k6ng

an_ne chi3,si an_ne(伊長～,講

安呪就是安幌)=彼 はたいへん道義

を重んじ,一 旦言い出したら必ず

その通りにする.

kun‐cht君 主 〔名〕君主.

ktn‐c hti淡水 〔名〕熱湯.

kこn‐chti‐ko嵐R淡 水熊 〔名〕 魔法

瓶(=kもn‐chti,pan淡水頼,un_koとn

温確).

k飾‐chdi‐pan 淡ガく労五
―→kdn,chti‐koAn

kdn,chhib淡笑 〔動〕冗談を言う。

He bこ‐～‐‐tit(後'受～得)=そ れは

冗談じゃないぜ.

kun,hoat軍法 〔名〕軍法.

kun‐hoとt軍 閥 〔名〕軍閥.

kunth6k軍服 〔名〕軍服.

kun‐i軍 客 〔名〕軍医.

kun‐i an軍誉 〔名〕兵営.

kun‐jin軍人 〔名〕軍人.

kun‐kttng軍港 〔名〕軍港.

kun‐ko an軍官 〔名〕将校.

kin‐lai 近来
―→kin.lai

kun‐lam軍艦 〔名〕軍艦.

kan_13舎路 〔名〕舎法.

kun―pi軍備 〔名〕軍備.

kun―pun根本一kin_pun

kun―si6k軍堀 〔名〕軍属.

kun‐si軍事 〔名〕軍事.

kun‐s ul 限随 ― kin,s ul

kこR‐tai 近 1代
―→kin‐tai

k u n , t i t n軍長 〔名〕軍団長.

kun‐t6e本良圧至―→kin_tこ

k u n‐tii軍隊 〔名〕軍隊.

kdR‐thau傘頭 〔名〕①こぶし (=

kan _ t h a u _ b 6舎頭れ)。②容法.

kdll‐thau‐b6/‐bこ舎ゴ貞手|)―→kan‐thau

kut骨  〔名〕キ
`j・
.

‐kut‐骨 〔接尾〕(悪い素質を持った)

者.pin,t5an_kut(患惰11')=怠 け

者.khit‐chiとh‐kut(乞食骨)=こ

じきのようなやつ。

kttt掘 〔動〕掘る。～b5ng(～ 墓)
=墓 を掘る.～ chhim(～ 深)=深

く掘る.

ktt沿 〔動〕①滑る。Chit tiau

1 5・ch i n～,l i  m‐th a n g  p oよh‐t6 (此

篠路長～
,体不通鉄倒)=こ の道は

とても浩 る、ので転ばないように.

②(食物などを)丸飲みにする.Iもh
_。a n  t i b h  3 n g～6 (薬丸着用～的)

=丸 薬はぐつと飲み込むんだ。

k t t ‐と掘イ子 〔名〕つるはし.

kut‐chat骨節 〔名〕関節,骨節.

ktt,chhia 沿 車
―→ka‐lak

k u t‐chh6 e / , c h hも骨髄 〔名〕骨髄.

kut‐1よt骨 力 〔形〕精の出る,骨1者

しみしない(Dpin‐t5an態惰).

Chi n～thよk ch h e h (員～讃書)=

精を出して勉強する。

kut,t h a u骨頭 〔名〕①骨.② がい

こ つ 。

KH

kha/kha,khia奇  〔量〕片一方.

◇原則として対になったものの片

方 を数 えるとき. 1～ t i (一～箸)

～6 (一～軽) =片=1本 の著.1

方の靴.

kha脚? 〔名〕
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‐beh  p h a h  b a _ c h h i o k ,  k o h  b 6  kとu
～(想要打麻雀,そ夕無旬夕～)=マ ー

ジャンをや りたいんだが仲間が足

りなt .ヽ〔 量〕個。◇荷物やかご

などを数えるとき.1～ hang‐li(ち
～行李)=荷 物1個.3～ na‐な (三
～釜仔)=か ご3個 .

・kha,脚  〔 接尾〕下,toh‐kha(実 脚)
=机 の下,soan‐kha(山 lal)=ふ も

と,山 すそ.ki6‐kha(橋 脚)=橋

の下.

kh五巧 〔形〕①珍しい。Li k6ng

o3chin～ (体議話員～)=あ なた

の話は珍しい。②不思議な。Che
a h  c h i a n～(這亦成 ～) =こ れはな

んと不思議 だ。

khよtR〔 動〕① (トントンと)たた

く.～ mng(～ 門)=戸 をノックす

る。② (電言舌を)かける(=kbng子貢).

Tian_。s beh t6‐こi～?(電 話要何

位～)=ど こへ電話をかけるの.

③ (電報を)打つ(=kbng損 ).

kha‐よ脚仔 〔名〕手下.

kha‐aこ‐ten/‐tin脚後釘  〔名〕かか

と,

khatat‐tr脚 後行一kha,aこ‐ten

kha,artむlal後|||:〔名〕こむら,ふ

くらはぎ(=kha_t6・脚批|:).

kha‐bとk脚 目 〔名〕くるぶし.

kha・bang□□ 〔名〕鞄.

kha‐chiah脚脊 〔名〕背中(=kha_

chiah‐phian脚脊骨汗)白

kha‐chiah‐aこ脚脊後 〔名〕背後.

kha‐chiah‐ai‐oこ脚脊後話 〔名〕陰

日(=kha‐chhng‐aSsoS llF倉後話).

kha‐chiah‐kau脚 脊溝 〔名〕背筋.

kha_chiah‐kut脚 脊骨 〔名〕背骨.

kha・chiah‐phian脚脊骨井→kha‐chiah

kha_siat

k h a―c h h i t脚手 〔名〕① 手足.～lt

l a i  lもb6 1よt(～媛宋歴無力)=

手足の力がだんだんなくなる。②

手下.部 下,I s i  g 6 a  6～(伊是

我的～)=後は私の部下です。①人
手. k h  i t t r n ～(欠～) =人 手が足 り

ない。④ トリック.hこ～(下～)=

トリックを用いる。

kh a‐c h h n g脚倉?〔 名〕尻.

k h a‐c  h h n t t aこ‐oこHH l倉後話一 kh a‐

chiah‐ai‐ol

kha‐chhng‐kut脚倉骨 〔名〕座骨.

kha‐chhng‐khang脚倉孔 〔名〕肛

Fl.
khと‐id す日'由 〔動〕くすねる。

kha‐jiah脚述 〔名〕足跡.

kha‐kin脚球 〔名〕サッカー.

kha‐ktn脚領  〔名〕足首.

kha‐kut脚骨 〔名〕①足の骨.②足.

kha‐khi脚氣 〔名〕(医)脚気.

kha‐liam脚聴 〔名〕向こうずね.

kha‐lu‐sit‐muh□□□□ 〔名〕 カ

ルシウム(=kとi‐chit,巧質).

kha‐pёh‐stR脚鳥街 〔名〕(植)マ
コ モ .            ‐

kha‐p3ARl歩  〔名〕足取 り,歩調(=

p5‐tiau歩調)。

kha‐pS‐sian脚 歩整 〔名〕足音.

kha‐ptn脚 本 〔名〕脚本.

kha‐sau脚 倍 ?〔 形〕くだらない.

◇品が悪くて値が安いことをいう,

Bこ chit h5～hbe(買 此琉～貨)
=こ んなくだらないものを買って,

〔名〕売春婦.

kha‐siあu脚 賑 〔名〕①仲間(→kioh

‐sittu l_tp員長).Liこ kti e～ ?(体

有幾個～)=君 には幾人のイ中間があ

りますか。②人手,
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kha‐tとh

kha‐tah脚踏 〔名〕踏み台.

kha‐tとh‐chhia脚踏車 〔名〕自転車

(=chこ‐choan_chhia自韓車,th ih
‐bこ執 馬,kh6ng‐beng,Chhia子し明

車).

kha‐tang脚筒 〔名〕すね。

kha‐te/‐t6e脚端 〔名〕ひづめ.

kha‐t6 脚性―kha‐ai‐市

kha‐tttng脚指 〔名〕(足で踏む)ブ

レーキ.

kha‐thang脚桶 〔名〕足洗い桶.

kha‐thau‐u脚頭鴛?〔 名〕①ひざ

小僧,ひざ頭。②ひざ.

kha_thong十通 〔名〕漫画.

kha‐thti脚腿 〔名〕太もも,

khaE_a対仔 〔名〕①なべ (→dとB

鼎),◇陶器の.C駐 .③(底の平
たい)鉢.

khah蓋 ?〔 副〕どうして,な ぜ.

◇反語を表わす.た だし,こ の語

は台南地方にだけ通用.～ ことn‐ne

(～管安呪)=ど うしてこんなこと

になったんだ。Li～beh h6・khi

leh?(体～要給去「列)=なぜ彼に行

かせるの.

khah較 〔副〕①もっと.Khgstang

liau_li pi 」it‐ptn liau_li～h6

chiah(廣東料理比 日本料理 ～好食)
章広東料理は日本料理 よりももっ

とおいしい。② いくら… しても,

どんなに…でも,～ k6ng ia品

th ian(～講亦不黎)=い くら言って

も聞かない。～kin,mi tibh l

tiam_cheng‐kt(～緊,也 着一鶏鐘

久)=ど んなに早 くても1時間はか

かる。

khあh落  〔動〕①ひっかかる。Hi‐

chhi～百 na‐as(魚刺～在ptt「候)=

魚の骨がのどにひっかかる。Iiと‐

b5e thg…lai phah,sttg―ti t6‐こi‐よ

(伊猶未弾宋打算～在何位仔)=

彼がまだ帰って来ないのはどこか

にひっかかっているので しょう。

② 寄り合 う。Ch a n  s a n～(船相～

=船 が寄 り合う.

khah‐chhia十車 〔名〕 トラック.

khah‐ian較扇 〔動〕…・よりはまし

である(Glkhah‐su較輸)。 ◇主語

のほうが勝っている場合に用いる。

Chhinachhai sia ma～i(清彩篤也
～伊)=い い加減に書いたって彼よ

りはましだ。Tiとm chhも,‐lin～

chhut‐khi h5・lang kheh(ま占暦裡
′～出去給人爽)=家 にいたほうが外

に出て人ごみにもまれるよりまし

だ。

khah‐ke‐ma較 カロ也 〔副〕① …とい

うことがあるものか。～S tibh(～

含着)=合 格するなんてことがある

ものか.② それこそ,も ちろん,

～ia S h5・i lna(～亦管給伊尾)
=そ れこそ後にしかられます。～

ia s si(～ 亦管死)=も ちろん死

にます。

khah‐khi較 去 〔名〕いずれ,追 つ

て.～ chiah ka li thOng‐ti(～即

給体通知)=い ずれご通知いたしま

す.

khah‐khむ 較苦 〔副〕どれほどつら

くても.～ thとk‐chheh(～ 譲冊)=

いくらつらくても勉強する。 ～

ma tiもh kian(～也着行)=ど れは

どつらくても行かなくてはいけな

khah‐phin十 片 〔名〕カー ド.

khah‐si6ng較 常 〔宮U〕普通.～ み
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po・‐st hiOh‐khもn(～ 下哺時駄阻)
=普 通は午後休みます。～si g6a

khi 6(～ 是我去的)=普 通は私が

行 くのです.

khah‐Su較 輸 〔動〕① ・…よりまし

である(8khah_ian較扇).～ li

ptn,sin khi(～体本身去)=君 自

身で行ったほうがましだ。Beh bと

hit h5～chit h5(要買彼琉～此琉)
=あ れを買うならこれを買うほう

がましだ。②劣る。～i(～伊)=

彼に劣る。

khah‐t5a‐bin較 大面 〔形〕可能性

が大 きい (=khah,t5a‐mng較 大門).

I b6 1ai～(伊無来～)=あ の人は

たぶん来ないだろう。E si～ (含

死～)=た ぶん死ぬだろう。

khah,tSa‐mng申交大P弓― khah‐t5a`

b i n

khah‐thang〔_ょ〕較停 〔1子〕 〔名〕後

程, もう少 し後 (=si6‐thengノト停),

Li～leh,i khah tai‐seng(体 ～

r例,伊 較在先)=君 はもう少し後だ,

後のほうが先だ。I～こkttu chia

(伊～昔到此)=彼 は後程 ここに到

着 します。

khai開 〔動〕①(金銭を)遣う。～

6ng‐ホchin(～閑仔袋)=む だ金を

遣 う。～chin nと～chもi(～袋那～

水) =湯水の如く金を遣う。②支
払う(=chi‐h占支付).～ kang,chin

(～ェ袋)=ェ賃を支払う。③娼妓

を買う,女遊びをする。～cha‐b6・

(～査某)=娼 妓を買 う。Chianとi
～(成愛～)=女 遊びが好 きだ.

khai_bs開幕 〔動〕開幕する。06‐

kさktもi3tiam～ (話劇封三鶏～)
=新 劇は3時 に開幕します。

khai.pan

khaischi開支 〔動〕支出する(=
chi,chhut支出).

khai‐giap開 業 〔動〕開業する。I_

seng～(磐生～)=医 者が開業する.

khai‐hak開 害 〔勲〕新学期が始ま

る。9 goёh chhe 5～ (九月初五
～)=9月 5日 に新学期が始まりま

す。

khai‐hba開 化 〔形〕開けている,

モダンな。Li chin～ (体長～)=

あなたはなかなか開けていますな.

khai‐hoat開 較 〔動〕開発する.～

sin s3‐giap(～新事業)=新 事業

を開発する。

k h a i ‐h 5 e / 3 k h u 卜開含 〔動〕①会

を開く,Eng,とm kti tiam beh～

?(□暗幾鶏要～)=今晩は何時に

会を開きますか。②会に出る.

khai‐hbng開放 〔動〕開放する。

KOng‐hng～ kよu ia_kan 12 tiam(公

園～到夜間十二鶏)=公 園は夜間12

時 まで開放 されています.

k h t t i‐h 6 n g概況 〔名〕概況.

khai‐ian開 '貫 〔動〕開,寅する。

khとi‐iあu概 要 「名〕概要.  ヽ

kha卜kang開 占缶 〔動〕①雑談する,

談話する。Lan kOh lai (ヽ日自復宋
～) = もうちょっと雑談しましょう。

② 講釈する。③演説する。

khai‐koan開開 〔名〕(電気の)スイ
ッチ.

khai‐khtn開墾 〔動〕開墾する.

khホliam概念 〔名〕概念.

khai_lin概論 〔名〕概論.

khai‐pan開井 〔動〕(事業などを)

始める,創 立する。G6a beh～1

keng hak‐hau(我要～一問学校)|
=私 は学校を1校創立したい.
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khai‐si

t h a i , s i開始 〔動〕1料始する,始め

る。sl‐kan k t t u  a h , l a n  l a i～(||十

問到‖阿, W自舛ミ～)=Hミ学問カギ来まし

たので始めます。

thai‐siat開設 〔動〕1期設する.

〔名〕1相言党.

くh a i o s i a u開消 〔動〕消費する。

Chin b3,sai。
・_pёh～(袋,党役rrもFJ

～)=FDS金をでたらめに使ってはい

けない.

khtti‐soan凱 旋 〔動〕肌旋する.

kh五i‐su 4LL書 〔名〕枯書.

khai‐teng開廷 〔動〕開廷する。

khai‐tiよn開 躍 〔動〕展開する.

khai‐ti/ta,_ti開除 〔動〕 除籍す

る,除 名する。Lとk,st,hS i_keng

ka g6a～(歴史系己経給我～)=

歴史学科は既に私を除籍しました。

khai,thok開拓 〔動〕開拓する。

khai‐thong開通 〔動〕開通する.

K o n g ‐1 5 ・～a ( 公路 ～R P 3 ) = ハイウ

ェイが開通 した。

khain p虔? 〔動〕 (1旨を曲けてその

節のところで頭などを)打 つ.

T5a lat ka i～__16h―khi(大 力給

伊～落去)=力 まかせに頭をコツン

と打ってやった。

khak売  〔名〕殻,外 皮.peh～ (掌
～)=(ク リなどの)度をむく,

kh a k略 〔動〕(カッと)吐く.～ tha m

(～疾)=疾 をカ ノと吐 く.

khak本曲 〔名〕こうじ.

‐khak,殻 〔接尾〕(漢字の)構 え,

垂れ,ban‐ji_【hak(P弓字殻メ=門 構

え.pこng‐ji‐khak(病字殻)=病垂

れ,

khak,chёng石雀言登 〔名〕石雀訂E.

khak‐3im石雀言忍 〔動〕石在言忍する。

khak‐lip確立 〔動〕確!立する.

khak,p6布在保 〔動〕石作|力tする。

khak‐si確 走 〔面け〕確かに,～thさh

h5°1(～提給伊)=確 かに彼に渡し

た,

khak,sin確信 〔動〕布雀信する。

khak,sit確 賛 〔高け〕布仁実に,Che
～si i a kong‐16(這 ～走伊的功

努)=こ れは確実に後の功労です.

khak‐tこng確 定 〔動〕確定する。

k h a m 欺〔量〕①( 十日) 軒. ◇ 店
の軒数を教 えるとき. h i t ～t h  i ‐

t h a u , t i t t m ( 彼～弟」頭店) = あ の理

髪店。②段.◇ 石段などを数

えるとき.si a n g  b 6 e～(上尾～)
=一 番上の段 .

k h a m欣  〔動〕(斧や刀でパッサリ

と)切 る。～chhiS (～樹)=木 を

切 る .

k h a m愁  〔形〕ばかな (一ta i批,

g 5 n g愁)。◇言動が途方もないこ

と,Li  c h i n～(イホ長～)=お 前は

ほんとうにばかだ。

kha m蓋  〔動〕① かぶせる。～kba

(～蓋)=お、たをかぶせる. E n g

p b・
～leh (用布～Pす|)=布をかぶせ

なさt .ゝ② 隠す,秘 十iにする。

Tai _ c h i～bこbat (事詰～没者)=

事を隠しきれない。③ ( F p などを)

押す。Ai～kti,a e in(安～幾若|□

EP)=Fpを いくつも押 さなければい

けなt .ヽ

kham、cham欺」占 〔名〕①程度.

H i t  p t n  c h h e h  t h a k  kぶu sil n―In ih

～ ? (彼本冊護到甚涯 ～) =そ の本

はどの程度まで読んだの,②筋道・

Chiよu～chb(照 ～倣)=筋 道 を立

ててやる。③ 機会.Naこ s irn_In th
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～chiah k6ng(若右甚宏～即f品)
=何 かの機会にお話 しします。

kham‐kham_khiat_khiat曜曜結結?

〔形〕(道などが)で こばこの.L5
～(路～) =道がでこばこだ。

kham_sあu咳 嗽 〔動〕せきをする.

kh a n刊 〔動〕載せる.T6‐こiepも

_ch 6 a  t o  S～(1由r位的報紙都有～)
=ど この新聞でも載せている。

H5' p b‐ch b a～‐‐chh u t‐la i (給報紙
～出来)=新聞に載せられた。

k h a nを 〔動〕①(手やひもで人や

動物 を)引 く。～gS(～牛)=牛 を引

く.～ chhit kbe ki6(～ 手過橋)
=手 を引いて橋を渡る。② (電話や

電気などを)引 く.～ tian‐OS(モ電

言舌) = 電話 を引 く. ③ 手引 きをす

る。～lang_kheh(～人客)=客 の

手引 きをする。④ 指導する。Sai‐

hi teh～sai‐な(師父在～師仔)=

親方が弟子 を指導 している。

khan、b6ng r4t亡 〔動〕(みこなどが)

日寄せをする。Chhiよ
ni～

(1南伊
～)=彼 女に頼んで回寄せをしても

らう。

khan‐btt刊 物 〔名〕出版物,刊 行

物.

khan‐chai刊 載 〔動〕掲載する(=

khan_teng千1!登).

khan‐chhit差手 〔名〕女房  (=
khan‐6室的,→ b6・妻).

khan‐6 室白勺―→khan,chhh

khan_heng刊行 〔動〕刊行する。

khan_hs看護 〔動〕看護する.

khan_in‐ki/①khian_差引機 〔名〕

トラクター.

khan_khiOh室拾 〔動〕事|き立てる。

Iこ～
g6a thttn‐chin(伊 有～我診

khang_chHtti

袋)=彼 はぼくを引 き立てて金 をも
うけさせてくれた。

k h a n , s i t看守 〔名〕看守.

khan‐teng Fil登一‐khan‐chよi

khan‐thOa牽純 .〔動〕…・のせいにす

る。 Bユhiムu s a i  c h a n  k o h―kh e

もh(没暁取船後～,箕狭)=船 が潜げ

ないのを川が狭いせいにする。

khang孔?〔 名〕①穴。②(俗)わ
な, しかけ。Chhもng～hai t(創
～害伊)=わ なをしかけて後 を陥れ

る。③(俗)こ と(=khang,thau孔
頭)。◇悪い意味を持つ,16～chin
chS(伊的 ～長多)=彼 にはほんとう

にことが多い。Si chin～ム‐si k6
～ ?(是 員～抑是侵～)=ほ んとうの

ことかうそのことか。 〔量〕個所.

◇穴や傷口を数えるときa phba

l～ (破一～)=1個 所破れた.

khang空  〔形〕空っぽの.～ chhこ

(～|ど)=空 き家,〔 副〕(文)むだに,

空 しく.～ kian(～行)=む だ足を

運ぶ.～ bang=(～ 望)=空 頼みを

する。

khang航  〔名〕(中国式)オ ンドル.

khang招  〔動〕① (爪で)は じくる。
～
phin‐sai(～ 鼻尿)=鼻 くそを

はじくる。②はがす。～liapⅢphi

(粒仔だ)=お できのかさぶたをは

がす.③はい上がる。～chhian_a
k h i‐kh i (～川首仔起去)=へ いをはい

上がって行った。

khang‐chhit空手 〔副〕手ぶらで,
～lai_khi,品_bian tba sian(～宋

去,不 免帯甚)=手ぶらで行きまし

ょう,何 も持って行 くには及びま

せん.

khangchhti孔嘴 〔名〕傷回.
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khallgちkhah

thang‐khak空 殻 〔形〕空っぽの.

～ia_si chat_pak?(～抑是紫腹)
=空 っぽですか,詰 まっています

か 。

【hantt khё工討■→khanすkhbe

thang‐khbe/‐khも工課 〔名〕仕事.

Kin‐ム‐jit～chin chl(今仔日～員

多)=今 日は仕事がたくさんありま

す。Tch ch心～(在倣～)=仕 事を

しています。

(hantt phang孔縫 〔名〕①透き間.

Hong tti～ chhoe jip・lai(風 挙す～

吹入来)=風 が透 き問から吹 き込む。

② あら,欠 点.Chh5e lang 6～

(尋人的～)=人 のあらを探す。

【hanttsim‐mi空 心麺 〔名〕マカロ

khanttthau孔頭 〔名〕(一khang)。

こと。◇悪い意味を持つ.I teh

pin sian_mih―?(伊在獲甚慶～)
=や つはどんなことをやっている

の か 。

にhap薫  〔動〕 うつ伏せにする。

Oan‐p6an na sl h6嵐i～lё(碗盤

若洗好愛～Fnl)=食器は洗ったら伏

せなさい。 〔形〕 うつ伏せの.

pこng～(反～)=う つ伏せにひっく

りかえる.

【hap石麦 〔動〕(ゴツンと)ぶ つかる。

G6a chhit…nih phang l oan chhとi

‐thng, li m‐thang ka gもa～tiもh

(我手裡捧一碗菜湯 ,体 不通給我
～着)=野菜スー

プを持っています

から,私 にぶつからないようにし

てください。

【hap_chit_ti6h 梅ま―一デヨー→khap‐ti6h

k h a p‐se‐luh□□□ 〔名〕カプセル

(hap_tibh石室着 〔副〕ともすれ!ゴ(千

k h a p _ c h i t _ t i b h礎一 着).～tO  b e h

k a p  l a n g  O a n‐ke (～都要及人冤

家)=ともすれば人とけんかをしま

す。

khと,thau確 頭 〔動〕① 叩頭する。

② (頭をぶっけて)自 殺する。

khat裏  〔動〕(スプーンなどで)す

くう.～ chhtti‐thng(～菜湯)=野

菜スープをすくう。

khau抽 ?〔 動〕(草木などを根こそ

ぎ)引 き抜 く,～ chhau‐ム(～草仔)
=草 を引き抜く.〔 量〕かせ。◇

糸 を数えるとき,1～ s ban(一～

線)=1か せの糸.nig～ phbng‐se

(雨～凸紗)=2か せの毛糸.

khau包」 〔動〕①削る。ipang(～

本方)=板 を削る.Ti‐thau～th6・‐

ph6e(鋤頭～土皮)=く わで上の上

側 を削る。② ぐるっと回る。～1

lin(～一輪)=ぐ るっと1回 りする。

khau敲  〔動〕(鐘を)突 く,鳴 らす。

～cheng(～ 鐘)=鐘 を突 く.

khau岡  〔名〕もみくじ.

kh a u口 〔量〕つ,ふ り。◇ 全 ・剣

などを数えるとき。1～ tia n (一～

鼎)=釜 1つ .ni g～k i t t m (雨～剣)
=2ふ りの剣.

khau/① khibす日 〔動〕差 し51く.

Sin‐sti～l pah kho・ (薪水～一

百元)=月 給から100元差 し引く.

khau央  〔動〕泣 く(→hau嘩 ).◇

台南 :不幸な時に注 くの意。 M‐

bian～ (不免～)=泣 かないで,～こ

sim`mih 15■lng(～有甚慶路用)=

泣いたってなんの役にも立たない。

khあu桔  〔名〕(手足にはめる)か せ・

〔動〕かせをはめる。Ka i～‐‐khi

‐lai!(給 伊～起宋)=や つにかせ
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をはめろ.

khau‐左包」仔 〔名〕皮むき器.◇ ウ

リの皮などをむく道具.

khau_chttu口★土 〔量〕世帯.Hiaこ

kti～?(彼 有幾～)=あ そこには

いく世帯ありますか,

khあu‐chhi回試 〔名〕口頭試問.

khau‐h5日 琉 〔名〕スローガン.

khムu‐h6ng口紅 〔名〕口紅(=ian
‐chi廉脂).

khttu‐im口音 〔名〕発音.

khau_khim口琴 〔名〕ハーモニカ.
khユu‐lid抽留 〔動〕拘留する。
khttu‐pl哭父 〔動〕(俗)①泣き言

を言う。Tia n～s6・‐hもi s i O n g‐ti 5 n g

(定～所費尚重)=い つも金がかか

つてしょうがないと泣 き言を言 う。

② うるきく言う口～ah,khah ham

leh,h6m!(～ 咽,較情p列,好不)
=う るさいね,少 し諄かにしたら

どうだ。 〔嘆〕しまった。Tan,～

loh!(今 ,～ 口労)=さ あ,しまった.

khau‐siat包J削 〔動〕風刺する,

khau‐tO包」刀 〔名〕かんな.
khあu‐ta/_ta,_ti抽除 て動〕控除す

る。

khe/khOe剖 ? 〔 動〕(刃を立てて)

こそげる,削 る。～han‐chS(～番

薯)=サ ッマイモの皮をこそげ取 る。

khe/khOe漢  〔名〕 谷 川,渓 流

(→kang江 ,h6河 ).

khも/kh6e契  〔名〕 (田地家屋など

の売買または質入れの)証 文.

khё‐/khbeも契も 〔接頭〕義理の….

◇親子兄弟の契 りを結んだものを
いう。ただし,khёⅢian契兄はほ

とんどの場合,婦 人の情夫を意味
する.khふ pS(契父)=義 父.khさ‐

khёh

k  i a n (契子)=養 子 .

k hё架→ kh b e架

khさ/khttc噛? 〔 動〕かじる。 ～

kamtchiよ(～甘蕉)=カ ンシャをか

じる。    ・

kheチ牙 〔動〕ひっかかる。Chiとh_

mih～tibh na_a3(食物～着咽喉)
=食 物がのどにひっかかる。‐Tai‐

chi iau～leh(事誌猶～P列)=事 件
がまだひっかかったままだ。

khe_a/khoe_漢仔 〔名〕小川.

khこ‐benttchhen/‐chhin啓明星

〔名〕明けの明星.

khこ‐b6nttchhin啓 明星 ― khl‐ben旨

chhen

khも‐b6ng啓蒙 〔動〕啓蒙する.
khe,cha稽査 〔動〕検査する。
kheshai訴諸→khOe‐hai

khl‐hOat啓夜 〔動〕啓発する。
khё‐iok/khbe‐契約 〔動〕契約す

る. G6a i‐keng kap chhこ_chd―

l iムu  a h (我己経及暦主～了咽) =

家主ともう契約 を済 ませましたよ.

〔名〕契約.

khe‐kr/khoe_,実す乾 〔名〕川端.

khe‐lau/khoe_,笑流 〔名〕渓流.
khe‐16a/khOe‐漢瀬 〔名〕ナ11の瀬 .
khユsi啓示 〔名〕啓示.

khe‐sin葵扇→khoe,sin

kheh/khOeh爽〔動〕①押しあう,
こみあう。H6e‐chhia lai chin～

(大車内員～)=汽 車の中がとても

こみあっている。② 圧搾する。～

kam‐chiと(～甘熊)=カ ンシャを圧

持する。

kheh/khOeh聴  〔動〕 (目を)閉 じ|

る,  L i  b a k‐c h i u―▼～t e h  s i S n ,

s irn‐Inih tai‐chi?(体 目胴～～在
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kheh‐a

想甚慶事誌)=目 を開じて何を考

えているのですか.

kheh。あ/khoch‐医仔 〔名〕′卜箱.

kheh‐chan客 機 〔名〕旅館,宿 屋.

kheh,ctth/khoeh・chtth 爽裁 ?

〔動〕いじめる,意 地悪 く苦 しめ

る。Lこ‐tiong～gin‐よ(女中‐□仔)
=女 中が子供をいじめる.

kheh‐chiau客鳥 〔名〕(鳥)カ ササ

ギ(=hithhiok喜鵠).

kheh‐chan客船 〔名〕客船.

kheh・chhia客車 〔名〕客車.

kheh‐Han客兄 〔名〕①爆客.②情
ラ ( .

kheh‐ki客 機 〔名〕旅客様.

kheh‐kttn客 館一h`kttR

kheh‐khi客 氣 〔動〕遠慮する。M‐

bian～ (不免～)=ご 遠慮なさらな

いで,G6a16ng b6～ (我純無～)

=私 は 少しも遠慮をしていません.

kheh‐lang客 人  〔 名〕客家族。◇

漢民族の一種族の名.

kheh‐ol客 話 〔名〕客家語。

kheh‐thian客 聴 〔名〕応接室 (=

lang_kheh_th ian人客聴)。

khehoin客 運 〔名〕旅客運輸.

khёhn喀 ? 〔 動〕(ゴホンゴホン

と)せ きをする。～b3soah(～ f受

息)=し きりにゴホンゴホンやる。

khek曲  〔名〕歌曲 (→koa歌 )。◇

曲に重点をおいた場合.

khek刻  〔動〕彫る。～in‐と (～'p

仔)=印 を彫る。.～ptt(～ 佛)=

仏像を彫刻する。 〔量〕◇15分を
一刻とする。1～ (一～)=15分 .

khek魁  〔動〕性が合わない。Nttg

6 san～ (雨個相～)=2人 は相性

fが悪い。Chti～ h6e(水 ～火)=水

は大と合わない。

khek‐h6k克 服 〔動〕克服する。

khek‐koan客 観 〔名〕客観 .〔形〕

客観的な.

khek・khui剋庸 〔動〕損害 を被る.

(=chiよh‐khui食篤,siS‐khui 景

庸).Lian‐13i tibh hit h5 sS,

～30 ban(連 累着彼抗事,～二十

高)=あ の事のまきぞえで30万の

損害を被った。 〔形〕運の悪い,

気の毒な。In kian st,chin ～

(悠子死,長 ～)喜彼は子供が死ん

でまことに気の毒だ。

khek‐p6aH曲 盤 〔名〕 レコー ド盤

(=chhitn,phin口昌片).

khek,p6k刻 薄 〔形〕むごい.An,ne

bi‐bian siun～ (安呪未免尚～)=

これじゃむごすぎるではありませ

んか。

khek‐phむ 曲譜 〔名〕楽譜.

kheng枢  〔名〕(絵や窓の)縁 ,枠 .

kheng曇  〔名〕(刀の)峰 .

khこng肯  〔動〕承知する。Li～ ka

g6a pang‐bang b6?(1ホ ～給我訂

忙無)=君 は私を手伝ってくれま

すか。

kheng窮  〔動〕かき集める. ～

khoよ
nこ

15a chこ (～看有若多)=

全部でいくらあるかかき集めてみ

る.② 突 き止める。～chin(～ 長)

真実を突 き止める。

khこng虹  〔名〕虹.

khこng‐aキ恒仔 〔名〕(植)ナ ンキンハ

式 ゴ .

kheng‐biat理蔑 〔動〕軽蔑する.

khёng‐chiok慶配 〔動〕祝う。～

s en‐jit(～生日)=誕 生回を祝う.

kheng‐夢n‐左/‐ぶn.誕銀仔 〔名〕ア

う
４

●
４

ら
４



223 khi_五

ル ミニ ウム .

khe ng‐ia理油 〔名〕軽油.

kheng‐kang‐giあp理 工業 〔名〕 軽

工業.

kheng‐si ttlriR〔動〕垂視する (→

khban‐khin).Mよi～g6a(勿 ～我)
=私 を進視しないでくれ.

kheng‐si a傾斜 〔名〕傾斜.

kheng‐sざ 気素 〔名〕水素白

khこng‐tlng肯定 〔動〕肯定する.

〔名〕肯定.

kheng‐t6an気弾 〔名〕水素爆弾.

kH款  〔動〕傾 く,Chit ki thttu‐

a b6 tit,～kbe chiよ・‐peng(此

枝柱仔無直,～ 過正芳)=こ の柱

はまっすぐでなく右に傾いている.

khi起 〔動〕①起きる,起 こす。

Chム‐khi 5 tiam～__lai(早 起五

描～来)=朝 5時に起きる。②上
がる,上 げる,上 昇する。～ khi

lau‐t6ng(～ 去棲項)=二 階に上

がる。～kさ(～債)=値 上がりする.

gia～(分～)=抱 えあげる。③(火

を)起 こす。～h6e(～火)=火 を

起こす。④建てる。～chh芭(～暦)
=家 を建てる。③始める。Tもi8

tiam pもan_thよk～(封八鶏半讀～)
=8時 半から勉強を始める。～

kang(～工)=工 事を始める.⑥抜

く.～ iS(～油)=油 を抜 く。～ |

chiun(～装)=の り気を抜く。②
…できる。◇力の有無による行為
の能否を表わす。常にS含,bl没

とともに使われる。Tam‐tng bl
～(槍 首没～)=責 任を負いき

れない。chもこ～(倣含～)=す る

ことができる。 〔形〕十分な,力
いっぱいの。Lim b6 sian～ (飲

無甚～)=ま だ飲みかたが足 りな

い. Kё‐chin chhut khah ～ leh

(償銭出較～P列)=も っと奮発 し

てくだ さいよ.

kh i歯 一c h h h i‐kH

kH去 〔動〕①行く.～hよk‐hau

(～害校)=学 校へ行 く.～ khban

(～看)=行 って見る。②取り除く.
～i3(～油)=油 を取り除く.③…

していく。◇動作・状態が話し手
のいるところから遠ざかっていく
ことを表わす。Chiムu_とpOe…～

(,島仔飛～)=,島が飛んでいく.

chムu b3～ (走没～)=逃 |ずること

ができない。④…してしまう。◇
動作 ・状態が完了することを表 わ

す。Lこng…～ (冷～)=冷 えてしま

う.H5・ i chiとh…～ 係含伊食～)=

彼に食べられてしまった。⑤…で

きる。◇処理していくことができ

るの意, C h h t t n g  S―(創含～) =

やっていける。Khban b3～ (看,受
～)=見 きれない。①・・・しす ぎる。

Khut__～,chiah S phba‐pan(屈
～,即 含破病)=ず っと座 りっぱ

なしだから病気になるのだ,② ・・・

できた。◇動作の結果を表わす.

sia～ chin sti(篤 ～長美)=と て

もきれいに書けた。K6ng～ h6(講

～好)=う まく話せた。

khi氣  〔動〕怒る (=si3_khi 怒

氣).I～ kah bこ k6ng o3(伊 ～

及没講話)=彼 はことばも出ない

ほど怒る。Lin mム‐mtt teh～li m

thよk chheh(悠 夕5夕5在～祢不讃

冊)=君 が勉強 しないので,お 母

さんは怒っていますよ.

khi五 柿仔 〔名〕(植)カ キ (→ang‐



khi‐ap

khi,chim‐khi).

khi‐ap氣 堅 〔名〕気圧.

khibbこ起幅 〔動〕起算する。10 kin

～(十斤～)=10斥 から起算する。

〔副〕少なくとも.～よh tibh nig

pah ban(～亦着雨百高)=少 なく

とも200万は要る.

khi‐bi氣 味 〔名〕香り.

khi‐bin歯民J〔 名〕歯ブラシ.

khi‐cham起 姑 〔名〕出発駅.

khi‐ch6歯 槽 〔名〕歯槽.

khi‐chti汽 水 〔名〕サイダー.

khi‐chan汽 船 〔名〕汽船.

khi‐chhia汽 車 〔名〕自動車:

khi‐歩k器 築 〔名〕器楽.

khi‐giap企業 〔名〕企業.

khi‐goan起 源 〔名〕起源,起 こり。

M3‐ pit 6-si tdi l'iong‐ kok lai

e(毛 筆的～是整す中国来的)=毛 筆

の起こりは中国からである。

khi‐hai/①‐hai器械 〔名〕①器械.

②武器 (=bも■hi武器).

khi‐hau気候 〔名〕気候.

khi‐hёk企 劃 〔動〕企画する。

khi‐hこ欺負 〔動〕ばかにする,侮

る。 ～g6a chit e chiも‐k6an_lang

(～我此個守寡人)=こ の未亡人の

私 をばかにするの.Sdi‐chai lang

～ (随在人～)=人 に侮 られどおし

だ。

khi‐ht■歯粉 〔名〕歯みがき粉.

khithun氣気 〔名〕ふんい気.

khi‐ia汽 油 〔名〕ガソリン.

khi‐jin歯仁 〔名〕歯茎.

khi‐kttm主敢 〔動〕 どういたしま

して,◇ 他人の賛辞に対して謙遜

の意をもって言う,～ ,gもa khah

ham_ban(～ ,我 較合慢)=ど うい

たしまして,私 は愚か者でござい

ます。

khi‐kё起慣 〔動〕値段が上がる。

Kinalai tょk hang 16ng teh～ (近

来逐項提在～)=近 ごろ何でも皆

値段が上がっています.

khi‐に 柿繰一→khi‐k6e

khi‐ki智起行 〔動〕出発する.Ti‐

si chiah beh～?(底時即要～)=
いつ出発しますか。

khi‐kiあn起 見 〔名〕①目的.② 理

由.◇こi‐ti6h鳥着と対応して用い

られる。Ui‐tibh beh thとn chin ё
～,khi chb seng‐li(鳥 着要遂

隻的～,去倣生理)=金 をもうけ

る目的で商売をする。

khi‐kttg氣管 〔名〕気管.

khi‐ko歯 膏 〔名〕練り歯みがき。

kh卜koan器官 〔名〕器官.

khi‐koan棄権 〔動〕棄権する。M‐

thang khban S su chiこ beh～ (不

通看含輸就要～)=負 けるように

見られたって棄権 してはいけない。

khi‐k6e/‐kこ柿繰 〔名〕千柿.

khi‐khi起去 〔動〕(…して)上がつ

ていく。Thiよu_・～lau_tもng(拶ヒ～

棲頂)=二 階に跳び上がって行く。

Poe 16ng b5～ (飛す能没～)=な か

なか飛び上 がれない.

khi‐khibchhoah/khi‐khi‐ 壇煙擦

〔形〕ぶるぶる震えた。k6an kah

～(寒及～)=寒 くてぶるぶる震え

る。

khi‐kho歯 科 〔名〕歯呑斗.

khi‐khi/①‐ki器具 〔名〕器具,道
旦

khi‐lai起来 〔動〕① (寝床から)

起 き上 がる。 Cha_khi chin chな
～
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(早起員早～)=朝 たいそう早 く

起きた.②立ち上がる.Tibh～!

(着～)=立 ち上がりなさい.③
…してしまう。◇動詞のあとにつ

いて完了の意を表わす.thttg…～

(脱～)=脱 いでしまう。siu‐‐～(収
～) = しまい込む. ④…。しだす。s i ム

…～ (篤～)=書 き始める。chha…

～ (査～)=調 べ始める。③
… して

上がってくる。khとng…～ (絡～)
= はい上がってくる。⑥・・・あげる。
khibh―～(拾～)=拾いあげる.④
・…してくる。◇ある種の形容詞に

ついて,そ の状態がまさに起ころ

うとしていることを表わす.kii…
～ (貴～)=高 くなってくる。h6‐‐

～(好～)=良 くなってくる。kng‐‐

～ (光～)=明 るくなってくる.

khi‐lёk/③khti‐lat氣力 〔名〕 気

力.b6～ (無～)=気 力がない.

khi‐lip起立 〔動〕起立する。

khi‐lid氣流 〔名〕気流.

khi‐mび〔‐chhih〕□□〔□〕 〔名〕気

持.

khi‐m6a欺 聴 〔動〕欺輔する。～

sin‐ptt(～碑佛)=神仏を斯く.

kh卜pe琵琶 〔名〕①琵琶.② (魚)
カワハ ギ .

khi_phian欺 蝙 〔動〕欺 く,Li na

s～lang,Chit S h5 1ang～  (体

若含～人,就 含給人～)=人 を欺

けば人に欺かれます。

khi.sek起 色 〔形〕繁盛した,景 気
づいた。 Chit kt seng‐li khah～

(此久生理較～)=こ のごろ商売は

大分景気づいた,
khi.siau起狂 〔動〕気がふれる.

I teh～(伊在～)=あ の人は気が

khia

ふれています。

khi‐sin起 身 〔動〕出発する.Thとu
‐cha～ (透早～)=早 朝に出発する.

khi‐si5ng氣 象 〔名〕気象.

kh卜si5ng‐tai氣 象曇 〔名〕気象台.

khistittm起難 〔名〕起点.

khi‐ti5nttki起重機 〔名〕起重機.

khi‐t6去 倒 〔副〕かえって。◇結

果が悪いときに使う。～littu(～了)
=か えって損をした。～hig(～

遠) = かえって遠い。

khi‐thau起 頭 〔名〕最初,初 め.

Tai_chi～siang iとu_kin(事誌～上

要緊)=仕 事は最初が一番大事だ。

khi‐th6氣 籠 〔名〕気体.

khi‐thok歯 托 〔名〕つまようじ.

khi‐un気 温 〔名〕気温.

khin猫  〔動〕(抱きつくように)つ

かまる。Siangochhit― _‐tit keng

_thau(雙手～得肩頭)=両 手で肩

につかまる。～ki5(～璃)=か ご

にとりすがる.

khin‐ム針仔 〔名〕やっとこ,釘抜き.

khia奇  〔名〕奇数 (=khia‐sb・奇

敷,Csiang螢 ).

khia迦 ?〔 動〕難癖 をつける.

Tak hang tO beh～ lang(逐 項都

要～人)=な んにでも難癖をつけた

がる。

khia騎  〔動〕(またぐようにして)

乗る。～bこ(～,馬)=,馬に乗る。～

kha‐tよh‐chh i a (～Sr J踏車)=自転車

に乗る。

k h i a竪?〔 動〕①立つ,立てる.

chhian lin～‐‐khi`lai(請伝～起来)

=皆 さんお立ちください。～kl‐よ

(～旗仔)=旗 を立てる。②住む.

Lin～ti t6‐こi?(悠 ～在何位)=
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hia_ke

あなたがたはどこにお住 まいです

か。③ 全部で… になる。L6ng‐

ch6ng～l ban(す縫総～一高)=全

部で一万円になる。 〔形〕縦の.
～sban(～ 線)=縦 の線.

hia‐ke竪 家 〔名〕住宅.

hia_khim竪 琴 〔名〕ハープ.

hia‐sむ奇敷 〔名〕(←khia).奇 数.

hia_s。ゴ 竪山 〔形〕匿名の,～k6・

(～股)=匿 名の出資.

hiah隙  〔量〕個所.◇ こわれた

個所を数えるとき.Chhan_h5an

pang nig～ (田岸崩雨～)=あ ぜ

道が2個 所崩壊した。

hiとm欠 〔動〕①欠く,足りない。
～ k h a‐c h h i t ( ～脚手) =人 手が足

りない。②借金する.～lang e

chin tiもh‐とi k6an_kin heng(～人

的袋着愛越緊還)=人 の金 を借 り

た ら早 く返 さなければならない.

、hiam後  〔動〕倹約する。G6a～

k6a chin beh chh5a b6・(我～寡

袋要撃妻)=ち ょっと金を倹約 して

結婚 しようと思います。～chiah

こh6‐giよh(～即含好額)=倹 約す

れば金持ちになれます。 〔形〕つ

ましい。Li sit‐chai chin～ (体

費在長～)=君 はほんとうにつまし

lhittm。こng欠 用‐‐khittm‐i5ng

hiam_iok倹 約 〔動〕倹約する.

thiam_i5ng/①‐lng欠 用 〔動〕 事

欠く。」i‐lau e soan_chibh_P5・

chit‐ma～ l e lang(二棲的斑石部

此浦～一個人)=二 階の宝石部では

今1人足りない。G6a ia～ ,bこ_sai

‐tit chioh li(我亦～,没使得借イホ)
=私 も事欠きますからお貸 しでき

ません.

khiとm‐khoeV‐kheh欠 供 〔動〕 欠

乏する。He chiah‐kt chian～(彼

此久成～)=そ れは近頃なかなか

無い.Li na～ .|。ah gOan e kh、

Sng(体若～,撮 F元的去用)=足 り

ないなら私のを繰 り合わせてお使

いなさい.

khiam‐pi謙 卑 〔動〕謙そんする。

(=khiam_sもn謙遜).Ng‐bang lムn

put,si tibh～(向望鴫不時着～)=

我々はいつも謙虚でありたいもの

です.

khiam‐sin謙 遜→khiam‐pl

khiaR養  〔名〕掛け金・取っ手 ・環

など.◇ 多くはkhan‐ム差仔とい

う。 〔動〕①(掛け金などを)かけ

 ヽる。～mng(～門)=門 の掛け金を
かける。②(硬いものを)投げる。
～chng,a(～ 石事1子)=れ んがを投げ

る。

k h i a n遣?〔 動〕(頭を)上 |デる

(Ochhih[顛)。Thau.khak khah～

leh(頭殻較～p列)=頭 をもっと上

tずなさヽヽ.

khian堰?〔 動〕(手早く)か きま

わす。～ch6‐liau(～曹料)=(料

理に)具を入れてかきまわす。

khian‐あ差仔 〔名〕掛け金・取っ手・

環など.

khian_phよi遣 派 〔動〕派遣する。

khittn‐phang鍵芳 〔動〕(ネギの白

根を油で炒つて)風 味を出す。

khian,sig握損? 〔名〕① 呪い。

②縁起.

khiang強 〔形〕上手な, うまい。

I chb si chin～(伊倣詩員～)=

あの人は詩を作るのが上手だ。
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thiap‐si怯 勢 ?〔 形〕(女の容貌が)

醜い。Sen‐chb chian～(生倣成～)
=生 まれつき醜い。

【hiat裏 ?〔 動〕擦る.～ hoan_ム_

h6e(～番仔大)=マ ッチを捺る。

にhiau曲 ?〔 動〕曲がる,曲 tずる。

Thih‐ki～‐‐khi(鎖枝～去)=鉄 棒

が出がった。～kha(～脚)=足 を

曲げる。 〔形〕曲がっている,曲

がった。Chit tiau 15'chin～ (此

篠路長～)=こ の道はとても曲がっ

ている.

khittu巧〔形〕①利口な.Kau pi

k よu  k h a h ～(族比狗較～ ) =猿 は

大より利日だ。②器用を,

khittu曲? 〔形〕反り返った。

〔動〕はねあがる。

khiau挟 〔動〕ぐずる,困らせる。

chit e gi点‐a teh phba‐pSn, s6・‐i

chin gau～(此個□仔在破病 ,所

以員賛～)=こ の子は病気をしてい

るのでよくぐずる。

khiau‐ku曲 病 〔名〕せむし.

khiau‐kha曲 脚 〔動〕膝を組む.

khiあu‐13巧 路 〔形〕(―khiau).器

用 を,

khih鉄  〔動〕欠ける。Oan～_.khi

(碗～去)=茶 わんが欠けた。

〔壁〕個所.◇ 欠けたところを数

えるとき.khih nig～(欠扇～)=

2個所欠けている。

khih_chhtti供嘴 〔名〕三つ口.

khim琴  〔名〕琴.

khim_si芭禽鉄 〔名〕禽獣 (一cheng
‐S  e n ) .

khi m‐t6an琴 弾 〔名〕琴の爪.

khin理  〔形〕軽い (l~Etang重).
chha pi thih khah～ (柴比鍛較 ―

khin‐sang

～)=材 木は鉄より軽い。sim‐koan

～ (心肝～)=″いが軽い一深 く考え

ない。hin‐khang一(耳孔～)=耳 が

軽い→聞いたことをす ぐ信 じる,

chhti‐thau～(嘴頭～)=口 が軽い。

khin/khan動 〔形〕動勉 な(=khin
‐bian勤勉).M‐thang pin‐t5an,

khah～leh(不通ほ惰,較 ～「列)=

怠けず勤勉であれ.～ thak_chheh

(～預冊)=せ っせと勉強する。

khin‐biとR勤 勉 〔形〕(―khin).勤

勉な,かいがいしぃ。～e lang品‐

bian kian b6 chin(～的人不免驚

無銭)=勤 勉な者は金のないの を

恐れない.

khin‐bin理眠 〔形〕眠 りが浅い。
―, khiath chit_3, tibh cheng‐

sin(～,稿 一下,着 精碑)=眠 り

が浅いので,ち ょっとでも音がす

るとすぐ目が覚める。

khin‐by khan_勤 務 〔動〕 勤務す

る。 〔名〕勤務.

khin`bi‐oan/khan_勤 務員 〔名〕

勤務者.

khin‐chhai/khan_芹菜 〔名〕(植〕

セロリ,

khin‐khiaV khan,勤 像 〔形〕勤勉

倹約な.I chian～(伊成～)=後 は

とても動勉倹約家だ。

khin‐kh6題 許 ?〔 形〕(仕事など)

手軽な。～e tai_chi(～的事誌)
=手 軽な仕事.

よhin`khoぶi勤 快 〔形〕まめまめし

い.Li choh・sit chin～ (体作稔

長～)=君 は仕事ぶりがとてもま

めまめしい。

khi n‐sa n g題慈 〔形〕① 気分のよい,

さわやかな. P h b a , p e n  h 6 , ぃn g

227



khin‐siaD_sё_soeh

～ (破病好,人 ～)=病 気が治 り気

分 がよい.Na sこ seng‐khu lang

khah～ (若洗身堰人較～)=風 呂に

入ったらさっばりします。② 軽1央

な.～ e im_gak(～的音築)=軽 4央

な音楽 .

thin‐sian_s色‐soeV‐sbe‐sch理 啓細

説 〔形〕に とば遣いが)静 かな。

K6ng tibh oS～(講着話～)=静

かな物l要で話をする。

khin‐sian_stte‐s eh理撃細言光→【hinl

sl aE_se‐Soeh

khib オロー→khとu オロ

khioh捨?〔 動〕①拾う。Ti 15‐

nih～ 6,品 ‐si thad‐thёh 6(在 路裡

～的,不 是倫提的) =道 で拾った

もので,盗 んだんじゃありません.

② 集める,徴収する。～ian _ c h i n

(～縁袋)=お 布施 を集める。～sbe

(～税)=税 を徴収する。③ 生む.

～ le  h a u _ s  e n (～一個後生)=息

子を1人産む。④手で形をつける。
～chiam(～ 尖)=山 盛りにする。

～にng(～1問)=ひ だを取 る。～kも‐

ユkhi(～鋸イ子歯)=の こぎりの目を

立てる。～kau(～溝)=み ぞをつけ

る。

khioh‐kよk ttjn8〔形〕役に立たない,

ろくでなしの.Chiよhい hun,chit

‐s ‐ヽlang～ (食鳥煙 ,一世人～)=阿

片 を飲むと一生は台無 しだ。Chit

e gin_a chian～ (此個回仔成～)=

この子はほんとうにろくでなしだ

よ。

khioh・sip捨 拾 〔動〕(粗末 にしない

で)倹 約する。Ng6・‐kok tibh～ ,

品‐thang phah‐shg(五 穀着～ ,不

通打損)=五 穀は倹約し,粗 末にし

てはいけなt .ゝ

khich‐sbe/‐s色拾税一kh心‐sbe

khiok却  〔動〕(文)・・・であること

は・…である(=khiok‐si却是)。◇

事実は事実として一応認めるとい

う気持ちのときに,同 じ動詞や形

容詞を繰り返 して使 う。Khi～こ

khi,ch6ngosi sdi tig‐‐lai(去～

有去,紹 是随韓来)=行 くことは

行らたが,し かしすぐ帰ってきた。

H6～hb lah(好～好唯)=よ いこと

はよいがね,〔 副〕まだしも, ま

ぁ.An,ne～ムh h6(安llFL～亦好)
=そ の方がまだしもよい。～b6‐

iよu‐ki n (～無要繁)=ま あ構 わない。

〔連〕しかし.I beh khi.g6a～

b6と i kh (ヽ伊要去,我 ～無愛去)

=彼 は行こうとするが,し かし私

はどうも行きたくない。

khiok‐gこ曲撃 〔名〕曲姜.

khiok‐ha却 下 〔動〕却下する.

khiok,si却 是 〔動〕(十kiok却 ).…

であることは…である,Sti～ sもi,

品_kこsi6‐kh6a sO・‐io(美～美,不

拘小許蘇腰)=美 しいことは美し

いが少し猫背です。

khiokosban曲 線 〔名〕曲線 .

khi6ntth6ng恐 慌 〔名〕恐慌 .

khi6ng‐kian恐 鷺 〔副〕 もしかする

と。◇悪い結果が予想されるとき.

～hこbこtiもh(～赴没着)=も しか

すると間に合わないかも知れない。

～iこ pin_bin(～伊含獲面)=あ の

人はもしかするとなるかも知れま

せん.

khi6nttpb恐 怖 〔形〕恐ろしい,

〔名〕恐怖.

khip吸  〔動〕吸収する。～tbk‐khi
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229 kh心

(～毒氣)=毒 気をすい取る。

khip‐chdi‐ki吸 水機 〔名〕 ポンプ.

khip‐khi吸 氣 〔名〕吸気.

khip‐siu吸 収 〔動〕吸収する,吸い

込む。

khit乞  〔動〕請う。～jiau‐mia(～

擁命)=按 命を請う.～h54(～雨)
=雨 ごいをする。

khit汁建? 〔 動〕こねる。～k6・(～

糊)=の りをこねる。

khit‐あ杖仔 〔名〕くい。

khit‐chitth乞食 〔名〕こじき.

khit‐chiとh‐chёng乞 食症 〔名〕(医)
マラリヤ.

khit‐kha,h5e乞 巧含 〔名〕(婦女が

庭で天仙に祈る)七 夕の儀式.

khiv8git犯  〔動〕(力強く)51っ

張る(→la粒).～ thau_chang(～

頭率)=頭 髪を引っ張る.～ heng
.kham(～ 胸炊)=胸 倉をつかむ.

khid 趣 〔形〕①ちぢれた, ちぢま

った。～m a g (～毛) =ち ぢれ毛_

②けちな。M‐bian hiah～(不免彼
～)=そんなにけちけちするな。

khiこ伍ヤ 〔形〕ねばっこい。ヽ 16a
,chi chin～,ka bこtng(藤 滋員
～,唆没断)=餅 が粘っこくてか

みきれない。
khiun隆 〔名〕なまり。
khng糠  〔名〕ぬか。
khig戒 〔動〕①置く。G6a e b5‐
a li～ti t6‐こi?(我 的帽仔体～在

何位)=私 の帽子を君はどこに置き

ましたか。②しまう。～占t S ―n i h

(～在厨裡)=ねずみ入らずにしま
つてある.③ 隠す。～siこ‐k h i (～

怒氣)=怒 りを隠す。
khig勘 〔動〕①(説き)勧める (=

khoan_khふg款勘).～ lang Chもh6

(～人依好)=人 によい事をするよ

う勧める。② いさめる。～i訴

thang poよh kiau(～伊不通販賭)
=ば くらを打つなといさめる。

khng‐he様蝦 〔名〕(動)ヌカエビ.
kho科 〔名〕①科 (→kh心課)。◇

官庁の部署の 1つ 。事務 を分ける

ための単位でkh心課の上にある.

jin‐s3‐khO(人事科)=人事科.②(病
院の)科。si6‐ji‐kho(小兄科)=小

児科.〔 量〕科 目.i nig～ khah

h6(有雨～較好)=2科 目は割合に

よい。

kh6考  〔動〕試験 を受ける,試験す

る。～bS‐hau(～ 没住)=不 合格

になる。Ka in～lёk,st(給怒～歴

史)=彼 らに歴史の試験 をする。

kh6,考 〔形〕(のりなどがねばねばし

て)濃 い (Ck村交).Bよk b6a

khah～leh(墨磨較～P列)=墨 を濃

くすりなさい。Moai chもliょu

siun～(震煮了尚～)=か ゆがとて

も濃 く炊けた。 〔動〕水を干す。
～pi liah hi(～増椋魚)=池 を干

して魚を取る.

khbナ告 〔動〕① (水を)吸 う。Chit

khu chhan gau～chti(此近田賢
～水)=こ の回はよく水 を吸 う。

②(水が)51く、
khb背 〔動〕(船が浅瀬などへ)乗 り

上げる(=k h b a罪 )。Ch a n i  t i b h

s o a (船～着沙)=船 カギ麦瀬に乗り上

げた,

kh心課 〔名〕(官庁や会社などの)

課 (一kho科).◇ khO科の下に置

かれる。ban‐su_khb(文書課)=文

書課.〔量〕(読本などの)課 .tl



kh心

4 ～ (第四～) =第 4課 .

th心鼻 〔動〕① 頼 りにする,依 る,

依存する。～in lau‐pこ6 sё_1もk

(～悠老父的勢力)=か れのおやじ

の勢力を頼 りにする。Goan kian

iau sё_hとn,bl～ ‐‐tit(庇子猶細

漢,没 ～得)=私 の子供はまだ小さ

くて頼りにできません. ② ( 力を

入れて)もたせかける.Pak‐t6・～

t i  l a n _ k a n (腹性～在欄汗)=体 を

欄子 にもたせかける。

kh6磨  〔動〕①(55味につけこんで

わざと)じ らす.Tian‐tian～lang

(定定～人)=い つも人をじらす。

② 偉そうに気取 る。M c h a i  t e h

～s i a n _ m i h ? (不知在～甚慶)=

なにを偉そうに気取 っているのか

なあ.

k h 6‐あi可 愛 〔形〕① かわいらしい,

かわいい, 愛らしヽヽ,すきな。Eng

‐hoe chin～(櫻花長～)=サクラの

花はほんとうに愛 らしい。②敬愛

すべき.～ 6 kok‐ka(～ 的国家)
=敬 愛すべき国家.

khO‐b6k/C‐b▲k科 目 〔名〕科目.

kh6‐chhat考察 〔動〕①視察する.

Kとu・ibk‐pS‐tian_kOk keng tai‐

h a k (教育部長～各間大害)=文 部

大臣が各大学を視察する。②考察

する.〔名〕①視察.②考察.

kh6‐chhёng考銃 〔動〕銃殺する。

kh6‐chhi考試 〔動〕試験をする,

受験する。In‐こiょin‐と‐jit beh～.
s6・‐i chang‐ぶm chin oan khttn(因

鳥今仔 日要～ ,所 以昨暗員晏姻)

=今 回受験するので,昨 夜 とても

遅く寝ました.〔名〕試験.

kh6‐chhib可笑 〔形〕おかしい,面

白い。Chin‐chian～(長正～)=ほ

んとうにおかしい。

kh6,chht可 取 〔形〕感心な.Hit

a gin_a chin～ (彼個□仔長～)=

あの子供はなかなか感心だ。

kh6‐gi可 疑 〔形〕疑わしい,怪 し

い.An‐ne chin～ (安曜長～)=そ

れはたいへん疑わしい.

kh心‐g5a課 外 〔名〕課タト.～ hoat_

tang(～活動)=ク ラフ
S活

動.

kho‐hak科 學 〔名〕科学.

kh6‐I可 以 〔動〕(文)…。してよい,
・…して差し支えない。An‐ne～ (安

呪～)=そ れでよろしい。～bian

khi(～免去)=行 かなくても差 し

支えない.

kh6‐kふg考 呑―→kh6‐koとn

kh6‐k6‐hak考 古字 〔名〕考古学.

kh6‐koan/①_kふg考 巻 〔名〕答案.

kh6‐lau渚流 〔名〕51き潮.

kh6・lian/31in可 1舞 〔形〕 かわい

そう,ふ びんな。Sё‐hとn b6 1au‐

b6,chin～ (旅田漢無老母長～)=幼

いのに母がなくてほんとうにかわ

いそうだB〔 動〕かわいそうに思

う. ～i b6 chiB thang thよk‐chheh

(～伊無袋通讃冊)=学 資がないの

をかわいそうに思 う。

kh6‐1lR可 憐
一うkh6‐lian

kh6‐li考慮 〔動〕考慮する。Si6ng

‐sё～(詳細～)=詳細に考慮する.
'〔

名〕考慮.

kh6‐げ 可 悪 ― kh6‐び
n

kh6‐pi可 比 〔連〕たとえば. ～

k6ng, li bこ‐hiau k6ng Taisoan_

ol, chhin‐chhiEn g6a bこ‐hiau

k6ng Eng‐gt(～講,体没暁講畳湾

話 ,親 像我没暁講英語)=た とえ
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ていえば,あ なたが台湾語のでき

ないのは,私 が英語のできないよ

うなものです。

khb‐ptR課 本 〔名〕教科書.

kh6‐phan可
″1白 〔形〕恐ろしい。

Chhia‐h5chin～ (草耐長～)=交

通事故は恐ろしい.

kh6‐seng考 生 〔名〕受験生.

kh6‐sioh可惜 〔形〕惜しい,残 念

を,I si‐‐khi chin～(伊死去員～)
=あ の人が死んではんとうに惜し

い。 〔動〕惜 しむ。～g6a bl‐

tとng khi(～我没営去)=行 けなく

て残念です。

khb‐sbe/‐sё課税 〔動〕課税する(=

khioh‐sbe拾税).

khb‐te/‐t6e課 題 〔名〕課題.

kh6‐tiau考住 ?〔 名〕試験に受か

る。～tai_hak(～大害)=大 学に

受かる。

km_ t h e n g課程 〔名〕課程.

khび元?〔 量〕元.◇ お金の単位.

1～ (一～)=1元 .

khび呼 〔動〕(家畜を)呼 ぶ.～

kau lai(～狗来)=犬 を呼び寄せ

る。

khび範 〔名〕①円,輪,九.②た

が.〔動〕たがをはめる。～thang

(～桶)=桶 にたがをはめる。

〔量〕本 ,切 れ.◇ 円柱形もしく

は輪切 り1こしたものを数えるとき.

1～sam(一 ～杉)=1本 の九太.

2～ hi(二～魚)=2切 れの魚.

kh6苦 〔形〕①苦い。Gin・a b6とi
chiよh ibh_と,in,こi chin～ (□仔

無愛食築イ子,因 鳥長～)=苦 いの

で子供は薬を飲みたがらない。②
悲 しい。G6a  c h i n～(我員■)=私

khび_ni五_kth

はとでも悲 しい.

k hむ拘 ?〔 形〕 気の利かない。Li

iよh chian～,lang‐kheh lai i▲h b6
_hiau phang te lai chhian(体亦

成～,人 客来亦波暁捧茶来請)=

お前はほんとうに気が利かないね,
お客さんが来たのにお茶も出さな

いなんて.

khけネ庫 〔名〕ズボン.

khび‐と範仔 〔名〕円,論 .

khむ‐bin苦 悶 〔形〕苦 しい。Phtta

‐pCn chin～(破病長～)=病 気をす

るとたいへん苦 しい。

khむ‐hとk苦 宰 〔動〕苦学する。Chit

6 hよk‐seng chin sよn, s6°‐i teh～

(此個害生員散,所 以在～)=こ

の学生はとでも貧乏で苦学 してい

る。

kh3‐kOe苦瓜 〔名〕(植)ニ ガウリ,

ツルレイシ.

khむ‐khttg苦勘 〔動〕いきめる。～

i,i to m thian(～伊,伊都不碧)
=い さめても彼はきっぱり聞き入

れない。

khむ‐lan苦難 〔名〕苦難,困苦.

khむ‐にng苦棟 〔名〕(植)タ イワン

センダン.

kh3‐m6a苦 麻 〔名〕(植)ヤ ンバル

ゴマ .

khむ‐na,p6an苦林盤 〔名〕(植)①
イボタクサギ.② レンギョウ,イ
タチグサ .

khむ・nau苦 描 〔動〕苦しむ,悩 む.

Ui‐tibh kim‐chin～(鳥着金袋～)
=お 金のために苦しむ.〔 名〕苦

しみ,悩 み。

khび‐ni五‐kuh□ □□ 〔名〕こんにゃ

く.
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h3‐6

h3‐6苦 '豪 〔名〕(魚)イ ワシ.

h3_さ
n/kh6‐

可悪 〔形〕(文)ふ ら

ちな,1すしからぬ.Li chin～ (イ休

員～)=お 前は実にふらちなやつだ。

Chbe～ si hai in ka_ki e lang(最

～是害は家己的人)=最 もけしから

ぬのは身内を害するやつだ。

hび‐pi‐と呼n,F仔 〔動〕 口笛を吹 く

(=khO・‐Si‐ム呼略仔,khO・‐stt‐よ

呼幡仔).

hび‐siも 呼塔仔→khび‐pi‐あ

h6‐sim苦 心 〔動〕苦心する.

Gもa chai‐ian lin chin～ (我知影

悠長～)=私 は君たちがとても苦心

しているのを知っています。〔名〕

苦心。

、hび‐sdt‐左口子醒財子―→khOi‐pi‐よ

、hむ‐tbaネ産帯 〔名〕(ズボンの)バ

ンド.タ

h3‐t6k苦 毒 〔動〕(主として目上

の婦人が目下の者を)い じめる,

虐待する。Ta‐k6～sin‐pS(乾家～

新婦)=姑 が嫁 をいじめる。

こhび‐uh‐と呼喧仔 〔動〕 しゃつくり

をする。～khO・chi n  k t , 1 6 n g  bこ

so a h (～呼員久,す'こ没息)=長 い問

しゃっくりが出てちっとも止まら

ない.

thび‐di範園 〔名〕①円陣.② 円形.

thoa言今 〔動〕言今る, 自1畏する。

【htta鼻 〔動〕① 乗せ掛ける。 kha

～1(脚～椅)=足 を椅子に乗せ掛

ける。Chhit～ tiユm keng‐thau(手

～姑肩頭)=手 を肩に乗せる。② (船

が,安瀬などに)乗 り上げる(=khも

輩)。ChSn～ta(船～礁)=船が暗

礁に乗り上十ザた。

にhoaschi6ng/③‐chiang誇奨 〔動〕

ほめる。

khtta‐hoan接 は頁一khba‐1こ

khoa,khau誇 口 〔動〕(文)自 慢す

る.I teh～i a chai_16ng(伊在～

伊的才能)=彼 は自分の才能 を自

慢 している。

khba‐lW 3kもa‐掛慮 〔動〕心配す

る(=khtta.hOan掛煩),気 づかう。

M_bian～chb bl h6,chi‐iとu iin・

chin khi ch心(不免～依没好,只

要認長去依)=ま じめにやりさえす

れば,う まくできなくても気づか

うことはありません.

khもa‐sim/3ktta‐ 挙卜心 〔動〕気 に

かける. G6a S tai_chi chhian li

m_thang～(我的事誌請イホ不通～)

=私 のことはどうぞ気にかけない

でください。

khoa‐tiong誇張 〔動〕誇張する。

khttan看 〔動〕 見る.H5・ g6a～

(給我～)=見 せてください.h5'

lang～(給人～)=見 せる,示 す。

②読む.teh～chheh(在～冊)=

本を読んでいる。③" ・と思 う。

G6a～si nhg‐sban ttg‐‐khi(我～

是軟線断去)=ヒ ューズがとんだと

思います.④診察する,診奈を受

ける.I,seng teh～pこ
n_lang(密生

在～病人)=医 者が病人を診奈 し

ています。G6a beh lai‐khi h5・i

‐seng～(我要宋去給警生～)=私

は医者に診てもらいに行 きます.

⑤ 見舞 う。I nig San iit b6 1ai

hak_hau,lan lai,khi～i(伊 雨三

日無来撃校,p自宋去～伊)=彼 が

2・ 3日 学校へ来ないから,皆 で

見舞いに行 きましょう。⑥ 番 をす

る。Tiとm chhian ka g6a～ leh(店

●
乙

つ
０

●
４



且給我～F列)=ち ょっと店の番 をし

てくれ.～ gd(～牛)喜牛の見張 り

をする。②…。してみる。c h i よh～

(食～)=食 べてみる。bon g～(模
～)=さ わつてみる。 〔副〕一体,

ほんとうに。◇意思の不明瞭なこ

とを示す。～li b e h  bも,i a  m  b 6

? (～祢要買,抑 不買)=一 体あな

たは買うのか買わないのか,～ li

占i sian_mih, g6a 16ng b` h5・ li

(～体愛甚残,我 十,こ買給体)=ほ

んとうに1可が欲 しいのかね,な ん

でも買ってあtずるよ.

khoan,と寛仔 〔富J〕ゆっくりと,そ

ろそろと(=khoan_khoan_と寛寛仔,

3n‐3n‐a穏穏仔,liau_ょ翔「仔).～

chiとh(～食)=ゆ っくりお食べなさ

khOanも,si寛仔是 〔形〕(動作など)

ゆっくりした(=an_ょ_si穏仔是,

liau_ム_si柳仔是),～,bian k6an_

kin(～,免 選繁)=ご ゆっくりと,

急ぐには及びません。

khbaE_bai/Cとmai看 至 〔動〕… し

てみる。Li mttg i～leh(体問伊～

「列)=あ の人に聞いてみなさい.

chiah～(食～)=食 べてみる。siな～

(再～)=書 いてみる。

khbantchむ/‐ch6e看 微 〔動〕見をす。

He g6a～si chin 6(彼我～是長

的)=ぼ くはそれを本物と見なした,
～b6‐iとu_kin(～無要緊)=大 文夫

だと見た。

khban_chbe看倣→khttan_chb

khttan_chhut看出 〔動〕見いだす,

見つける。

khban_ga_6看牛的 〔名〕牛飼い.

khttan_hoat看法 〔名〕見方.Li 6

khttaE_psl

～chin d6h(体的～員着)=君 の

見方は正 しい.

khttan_kin看見 〔動〕(具体的な姿が)

見える,目 に入る.G6a chai_khi

こ～li teh khia o_th。・_bai(我早起

有～体在騎□□□)=朝 ,君 がオー

トバイに乗っているのを見ました。

Ong sian,sr,chin kt b6～ li(王

先生 ,長 久無～体)=王 さん,長 い

ことおみかけしませんでしたね.

khban‐kど/①khとn_看 顧 〔動〕世話

をする,面 倒 をみる.～ sとn‐hiong

_lang(～散窮人)=貧 乏人の世話 を

する.

kttan‐khin看 理 〔動〕ばかにする,

軽んじる。

khoan‐kho an‐A‐si寛 寛仔是一 an‐an_

あぃs i

k h b a n‐誌ch h u t看 不出 〔形〕思 い

もよらない,珍 しい。Kin‐a‐ji t

chiah～ah, sl h5・ s lHl'Ellh hOng

ka li chhoe lai?(今仔 日此～咽 ,

是給甚宏風給祢吹来)=今 日はまた

なんとお珍 しいことで,ど うい う

風の吹 きまわしですか。

k h b a n‐mi a看 命 〔動〕(運勢を)占

フ. Ka goa～, chiong・lai khban

S chhut‐sin bl?(給 我～,格 宋

看含出身没)=将 来出世できるかど

うか占ってください.

khban‐mia‐ё看命的一sibng‐mia_6

khban‐miみsian看命先 〔名〕易者.

khbaE_。ぁh/①khlin‐快活 〔形〕(生

活や気分が)楽 な.PI・‐langこ

khah～b6?(病 人有較～無)=病 |

人の気分は少しいいかね。   it

khban‐pan/‐pin看病 〔動〕①診祭

する。②看病する。③ (病気を)見 ii
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khban,phtta

舞 う。

thban‐phba看破 〔動〕①あきらめ

る,見切りをつける.Chh6e b6

t i b h～(尋無着～)=探 してもない

ものはあきらめることだ. ～ sё‐

che n g (～世情)=世 の中に見切 り

をつける.～ bこ(～費)=投 tザ売り

をする。②看破する.H3g6a～

(給我～)=ぼ くに看破 された。

たh心が‐thau看 頭 〔名〕見かけ,外

観,Kan‐ta～h6nia‐nia(干 乾～

好□□)=見 かけがよいばかりだ。

khoah潤 〔形〕①広い(0もh狭).
Chit tiau 15・chin～(此條路長～)

=こ の道はとても広い。T5°‐li5ng

chin～(度量員～)=度 量が広い。

②( ゆったりとして) 大きt .ゝ C h i t

niムsan siun～(此領 杉尚～)=こ

の着物は大きすぎる。 〔名〕①広

さ.～ 3面 g(～三丈)=広 さ三丈.

②幅.

khoah‐pak潤腹 〔名〕①(魚)サワ

ラ.② 幅の広い布.

kho嵐it央 〔形〕①速い(一kin緊).

◇同義語kin緊の方がよく使われる。

K i a n  c h i n～(行長～)=歩 くのが

とでも速い。Sit k a n～kb e (時間～

過)=時間は速く過ぎる。②たやす

い,容易(Ooh難).Ti khah～t5a

(猪較～大)=豚 は大きくなりやす

い. Chit hang tai_chi b6 hiah…

nih～chb(此 項事誌無後裡～倣)

=こ の事柄はそれなに簡単にいか

ない。

khotti‐chhan快 餐〔名〕軽食,ランチ.

khoとischhia快車 〔名〕急行列車,

急行バス.

khoとi_こhhia‐t5快 車道 〔名〕 高速

車線.

khoあi‐khoよi〔‐ム〕快快〔仔〕 〔副〕速

く.B6si‐kan lah,～ kian(無時間

嶋9～行)=時 間がありません,速 く

歩きなさい。

khoあi‐16k l央築 〔形〕愉快 な,楽 し

い.Chiよh Chit,lang chin～ (食

酒,人 員～)一 酒を飲んで気分が

とても愉快です。Chiok li sen_j北

～ (祝体生日～)一お誕生日おめで

とうございます。

khoとi‐mngl夫P]〔名〕(カメラの)シ

ャ ッター.         ‐

khoとi‐sin快 信 〔名〕速達.

khoとi‐theng快 挺 〔名〕快速挺,モ
ーターボー ト.

khoan寛  〔形〕寛大な.Pan liau

s iun～(球了尚～)一処置があまり

に寛大だ.

khoan款  〔動〕片付ける,整 理す

る。Tohttこng～h5・chheng‐khi(某

頂～給清氣)=机 の上 をきちんと

片付けなさい。～heng‐11(～行李)

=荷 物を整理する。 〔名〕①状態,

模様.Pこ
n sian～

(病甚～)一病気は

どんな】犬態ですか。E‐po°こ lbh

h5・6～(下哺含落雨的～)―午後は

雨模様だ。〔量〕種類.nttg～chhia

(雨～車)=2種 類の車.chi卜 位

～)一こんな,こ のような.hit～

(彼～)―そんな,そ のような。

_khoan_款  〔接尾〕…・ふ う。Chhとu‐

‐tl‐khoan(草地款)=田 舎ふ う。

khit‐chiとh‐khoan(乞食款)一こじ

きふう。

khoan環  〔名〕環,円 い形.〔動〕

輪を作る。～a‐ian,sban(～王鉛

線)一針金を輪にする.
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khOan‐bian寛 免 〔動〕 (大目に見

て)許 す。L二u‐p3～ kian_jt(老父

～子児)=父 が子 を許す。

khoあn‐it勘 誘 〔動〕勧誘する.

khOとR‐kai勘 解 〔動〕諭す。～ぬng

h6‐kムi(～人和解)一和解するよう

に諭す,

khoan_klng環 境 〔名〕環境.

kho嵐n‐k心勧告 〔動〕 勧める,  ぃ

忠告する。～lang lai thian t5‐li

si chin h6 e tai‐chi(一 人宋葉

道理是員好的事誌)一 説教を聞き

に来るよう人に勧めるのはよいこ

とです。

khOとn‐khttg款 勘 〔動〕(―khttg勘),

いい聞かせる。～h5'in h6‐h61-

給す鉢日好)一 仲なおりするように

いい聞かせる。

khoan`sit款 式 〔名〕様式
‐
,模 様.

Tibh chiとu chit khoan～ ch心(着

照此款～依)一 この様式通 りに作

りなさい。Sin‐mih～ ?(甚 宏～)
一どんな模様ですか。

khoan.thai款 待 〔動〕もてなす.
～lang_kheh(～ 人客)=客 をもて

なす.

khoat‐hOat供 乏 〔動〕(―hoとt).

欠乏している。M ih`kian chin～

(物件長～)=物 資が非常に欠乏し

ている。

khOat_tiあm鉄 鶏 〔名〕欠点.

khoe 舌」?一,khe 舌J?

k h o e昼 〔名〕かぶと.

khOe ャ笑―→khe ャ笑

k h b e 契→k h ё契

khbe/khё 架 〔動〕 (長いものを)

立てかける。Tek`ko beh～t6‐こi?

(竹高要～何位)=竹 竿はどこヘ

khok‐tiOnを

立 てかけて お きます か。

khtte 噛―→khё 噛

khoe‐hai/khe_談譜 〔形〕①ひょう
きんな,お どけた。Hit e lang

k6ng oS chin一 (彼個人講話長～)
=後 の話 しぶ りはまことにひょう

きんだ。② もったいぶった,ば か

丁事な。Bian hiah kau～ ,chhin_

chhai sia siょleh(免彼厚～,清

彩篤篤「列)=そ んなにばか丁寧で

なくてよろしい, い いかばんに書

きなさい.〔 名〕所作,身 振 り,

Kek～ (漱～)=わ ざと妙な所作を

する。

khoeshbk l次復 〔動〕回復する。～

ben g _こ(～名督)一名誉を回復する。

khbe‐lok うでネ勺―→khも‐iok

khoe‐sin/khe_葵扇 〔名〕扇子,う

ちわ。

khOeh 爽 ―→kheh 爽

khoeh聴 →kheh日蓋

khoeh。と区仔→kheh‐左

kh6k酷 ? 〔 動〕 (ゴソンと)ぶ つ

かる。～‐‐tibh t6‐Si?(～ 着何位)
=ど こにぶつかったの.

kh6k‐a捨 仔 〔名〕木魚.

khok‐chhiong援 充 〔動〕拡充する.
～sこ‐giap(～ 事業)一事業を拡充

する.

khok‐heng酷 横 〔形〕残忍な,血

も涙もない。Hit e lang chin～

(彼的人員～)一あの人はほんとう

に残忍です。

khok‐im‐ki損 音機→khok,senttki

khok,seng‐ki/③‐sian_4M‐啓機  !!

〔名〕拡声器 (―khok‐im_H援音機).
khok‐tai披大 〔動〕拡大する。

khok‐tiong披張 〔動〕拡張する丁
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【hong

ひろげる.～ ke,い (～街路)=街

路 を拡張する.

thong控 ?〔 動〕ばんやりす る,

(精神が)もうろうとする. Thau・

khak kui・|～‐‐khi(頭 殻規下～

去)一 頭がすっかりぼんやりして

しまった。Li n‐thang―kah an‐

ne(祢不通～及安呪)手そんなにぼ

んやりしないでください.

【hong圏?〔 動〕① (円を)描く,
～in_khび_a(～ 円範仔)一円を描 く。

Eng ang_ian_Pit～(用紅鉛筆～)
一赤鉛筆で丸をつける。②(九く)

巻 きつける.Chhit‐ig～ltさ o・‐

pむ (手袂～一塊鳥布)一袖 に黒い

布 を巻 きつける.

kh6ng航  〔動〕(とろとろ)煮 込む

(→kan文君).～ hけ n5a(～ 給嫡)
=柔 らかくなるまで煮込む.

khbng暖 ?〔 連〕とんで (→ leng

審)。◇単位がとんでいるときに挿

入する。下の数が3け た以上のと

きは必ずしもつける必要はない。

7 pah～ 3(七 百～三)-700と んで

3.4 chheng～ 57(四 千～二十

七)-4000と んで57.4 ban 9 pah

刊 (四高九百 ～九)-40000と ん

で909.tian‐。こ6～ 8h5(電 話六

～八琉)一電話608番 .

khttng‐bah航 肉 〔名〕(グツグツと)

柔らかくなるまで煮込んだ肉.

kh6ng‐be.g‐Chhia孔 明車一kha_あh‐

chhia

khbng‐buh □ □ ―・khun_pむ

khbng‐btt破 物 〔名〕鉱物.

khbng‐chё控制 〔動〕抑える, 持J

御する。Gi‐h5e～chёng‐ht e khai‐

chi(議含～攻府的開支)一 議会が

政府の支出を抑える。

kh6RttChё‐thah控 制塔 〔名〕 コン

トロールタワー.

khonttchian空前 〔形〕 空前絶後

の,未 曽有の.～ 6t5aに ,tang

(～的大地動)=空 前絶後の大地震.

kh6■旨chhiok孔雀 〔名〕 (鳥)ク

ジャタ.

khon甘lhhit‐t5空 手道 〔名〕空手

`道 .

khbnttgi抗 議 〔動〕抗議する。

khbng‐giap破 業 〔名〕鉱業.

khbnttiと瞭野 〔名〕原野,荒 野.

khonttkan空 間 〔名〕空間.

khonttkian康 健 〔形〕健康な,す

こやかを(一kian_khong健康).Lin

p3‐b6こ～b6?(悠 父母有～無)=

ご両親はお元気でいらっしゃいま

すか。 〔名〕健康 (一kian‐khong

健康).      ‐

khong‐kun空 軍 〔名〕空軍.

kh6nttkha‐khiとu硫 脚曲 ?〔 動〕①

(いすや机の足が)ぐらぐらする。

I,と～,bこ chる‐‐tit(椅仔～  ,i受

坐得)=い すの足がぐらぐらして

座れない。② ( ぐらぐらしたあ| ず

くに)ひっくりかえる。Chこ tibh

phar isa,soahi(坐 着夢椅仔,

績～)=こ われたいすに座ったた

めひっくりかえった。

kh6ng‐khtti帳慨  〔形〕①度量の大

きい。②気前のよい。Tもi p e n g‐

it chin～ (封朋友長～)=友 達に

対して非常に気前がよい。

khong‐kham性 愁 〔形〕気がふ れ

た。Khi～,chin  m e  t e h  i a (起
～ ,袋 械在娘 )一 気がふれて金 を

まき散 らす。

食
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k h o n t t k h i空気 〔名〕空気.

khonttkhi十空氣 〔形〕薄ばかな.

L i  c h i a n～(作成～)一お前はほん

とうに薄ばかだよ.

khong・si6ng空想 〔動】空想する。

〔名〕空想.
khong‐sip空襲 〔名〕空襲. ～
kこng‐pも(～警報)=空 襲警報.

kh6ng,sざ控訴 〔動〕控訴する。

khbng‐t酎 嶺大―・kh6ng・t5a

kh6nttte/‐t6e航端 〔名〕◇ブタの

足を柔らかく煮たもの.

khontttian性腹 〔名〕①気違い。

②精神病.③ばか,あほう.
khOng‐tiOng空中 〔名〕空中,空.

～si6‐chiよ(～小姐)一スチュワー

デ ス .

khbng‐tiOng損 張 〔動〕広げる,広
がる。～bian_chek(～ 面積)一面

積を広げる.sこ‐giap～ (事業～)
=事 業が広がる.

khもng‐t5a/〇‐tai振 大 〔動〕拡大

する。sS‐giap～(事業～)一 事業

が拡大する。～soan‐thoan(～ 宣

博)=宣 伝を広げる。

khu士丘 〔量〕枚,区 画.◇ 田や畑

などを数えるとき.1～ chhan(一
～田)-1枚 の田.t5a～ hng(大～

園)=大 きい区画の畑.

khu匡  〔名〕区.◇ 行政区画の1つ。

kha踏 ? 〔 動〕しゃカギむ.Hit e

gin‐よ～ti hia teh khban hoe(彼

個□仔～在彼在看花)=あ の子は

そこにしゃがんで花を見ています。

khこ臼 〔名〕臼.〔 量〕臼.◇ 臼

単位でものを数えるとき.1～ bi

(一～米)-1日 の米.

khi柩  〔量〕棺。◇棺おけを数え

khui_chhia

るとき.1～ koan_chha(一～棺柴)
一棺おけ 1植 .

khu‐hёk匡 域 〔名〕区域.

よhu‐kong‐sむ 匡公所 〔名〕区役所.
kh工16k‐pS倶 築部 〔名〕クラブ.
khu‐piat匡 別 〔動〕区別する.～

t5a si6(～大小)一 大小の区別を
する。 〔名〕区別.

khu‐sok拘 束 〔動〕拘束する.～

gian_lin a chこ_id (～ 言論的自

由)一言論の自由を拘束する.

khisthこ具鶴 〔形〕具体的な。

khui開  〔動〕開ける,開 く (①
koar闘 )口～thang‐a(～ 窓仔)一窓

を開ける。M ng～(F弓～)一門が開

く。②開業する。～chap_hbessbng

(～維貨商)一雑貨商 を開業する.

③咲く.Hoe～ lah(花～F也)=花
が咲いた。④始める,出す。～toh

(～臭)=料理を出し始める。～chhね

(～車)=発車する.⑤ (書き付け

などを)書 く.～ chi‐phi b (～支

票)一小切手を書く.～ i6h‐toa E

(～棄阜)=処方せんを書く。③晴
れる。Thr khah～ lah (天 較～

p也)=空 がだいぶ晴れてきた。Sim‐

koan～(心肝～)一コさが晴れる。②

掘る。～chen(～井)一井戸を掘る。

③ (費用などを)分担する。 1
l a n g～5  p a h (一人～五百) - 1人

が500元ずつ分担する.③ (…。し
て)別 れる,離 れる。 Lこ とit t i n

l i  b l～離 愛人離没～)=恋 人のそ

ばから離れられない。

khtti氣 〔名〕息.

khui‐chhia開車 〔動〕発車する。

Kti tiam～?(幾鶏～)一何時に発

車しますか.
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【hul‐hoe

thui‐hoe開 花 〔動〕花が咲く.

Bなk‐ni～lah(茉莉～味1)=ジ ャス

ミンが咲いた. ②おじゃんになる。

Hit tiau tai_chi tan～khi lah(1茂

篠事誌□～去p位)=あ の事はもう

おじゃんになった,

にhui‐h5e/Okhai‐開含 〔動〕会を

開 く.Bこn‐t6とi～koat‐teng(間

題愛～決定)一 問題は会を開いて

決定 しなけれ!ゴならない.

kh工i‐i6ng潰場 〔名〕(医)潰 場.

khii‐lat 氣力→khi‐1とk

khui‐13‐ki開 路機 〔名〕 ブルドー

ザ

ー

.

khui‐6h開 學 〔動〕学期が始まる。

khui‐pin馬 本 〔動〕元手をする,

欠損する。

khui‐to開 刀 〔動〕手術する。

〔名〕手術.

khiin‐oあh快 活→kh心が‐oとh

khin孫 困 〔動〕(ぐるぐる巻 きに)縛

る,か らtずる.～ heng_li(～ 行

李 )=手 荷物 をからげる.〔 量〕

くくり。 し め,束 .1～ hもe (一

～貨)-1く くりの荷物 .nig～

chha(雨 ～柴)-2束 のまき.

khttn呂困 〔動〕①寝る,眠る。とi～

(愛～)キ眠い。～16h bin(～落眠)

一寝入る.～ bこ khi(～ 没去)=

癌つかれない。～jong_tよu(～ 中

軍)一 昼寝 をする.② (女と)寝

る。～cha‐b6・ (～査某)一女と寝

る。 〔量〕度,回 .1～ chiah hねh

chこ?(一 ～食彼多)=1度 にそん

なにたくさん食べる。Chb 5～ gia

(倣五～秀)-5回 に分けて担ぐ.

khin困  〔動〕①回る。～chin httg

(～長遠)キずっと遠回りする.～

tもt hak_hau thg‐‐lai(～当す堤耕交申事

宋)一 学校の方 を回つて帰ってき

た。② ぐるぐる巻 く.～ a,ian_sもan

(～蛭鉛線)=針 金を

③縁 どる。～chhin

るぐる巻 く.
°

(～浅布)

=空 色の布で縁 どる.〔 量〕巻 き.

1～bang‐hun(一 ～蚊燻)=蚊 取 り

線香 1巻 き,nig～ sibng‐phr(雨
～相片)=2巻 きのフィルム.

khan 動一→khin 動

khan_chhょi芹 菜 〔名〕〔植)セ ロリ.

khtn‐chhiat懇 切 〔形〕(懇切)丁

寧な.

khtn‐kin懇 求 〔動〕お願いする。

khan,khiam動 倹→khin‐khiam

khttn‐lan困 難 〔形〕困難な.～ 6

tai_chi(～的事誌)=困 難な事.

〔名〕困難.

khttR‐pang岨 房 〔名〕寝室.

khun‐Pざ昆布 〔名〕昆布 (=恥bn旨

buh□□).

khttn‐san阻 杉 〔名〕寝巻き,パ ブ

ャ マ .

khun,thi6ng昆贔 〔名〕こん虫.

khut屈  〔動〕体を曲げる。～ k3

pとi‐thok i(～ 低拝托伊)=腰 を低

くして頼む.

khut窟  〔名〕穴, くばみ(―khut‐

ム窟仔)。〔量〕つ.◇くばみを数え

るとき.nig～ chiいkhut‐と (高～

酒窟仔)一 えくばが2つ 。

khu↓a ttf子→khut窟

khutsh6k屈 服 〔動〕属服する。
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la拉  〔動〕(手前に)'1っ張 る (→

khiも1丑).～Feng(～ 弓)一弓を引

く。～ch3n(～船)一 船綱 を引っ

張る。

1と '位―→lah F位

l a扮 〔動〕①かきまわす。～～leh

(～～「列)=か きまわしなさい.

Eng ti～chhとi(用 箸～菜)一 箸

で料理をかきまわす.② かまをか

ける,暗 示する.～ khban i beh

bこ品 (～看伊要賣不)=売 らない

かとちょっとかまをかけてみる.
～h5'i chai(～ 給伊知)=暗 示

して彼に感づかせる.

la‐あ州仔 〔名)(貝)シ ジミ.

la_gia蚕幌 〔名)(動〕ヒラグモ.

la‐Jl‐びh□ □□→siu‐im_ki

la‐kI‐chiよn/‐kI‐,‐ki‐位鋸戦 〔名〕

接戦,シ ーソーゲーム.

la‐11嫉鯉 〔名〕(動〕①センザンコ

ウ.② アリクイ.

la‐lian拉 錬 〔名〕チャック,フ ア

スナー.

la_lan_si。微温院 〔形〕生ぬるい。

Chit～(酒～)一酒が生ぬるい.

1嵐.pa「rll吹? 〔 名〕ラッパ.

la_sam地 □…lah‐sap

la_thian味1天 〔形〕ぜいたくな.

lah/①lあF位 〔助〕①…した。◇動

詞に付いて,動 作 ・状態が一段落

したことを示す.し ばしば軽声と

なる。これは②③についても同じ.

chiah pa～ (食飽～)一食事が済

みました。Chtt khai liau～ (錠

開了～)=お 金を使い果たす。②

…だ,… よ.◇ 軽ぃ断定 を示す。

G6a～ (我～)一ぼくだよ.Chin

sti～ (員美～)一ほんとうに美 し

いよ。③◇強調したい語を提起す
る。To～ chhiuns-16ng giah_.

c h h u t _ l a i (刀～鎗～推i碁出来)
=刀 だのやりだの全部持 ち出 して

きた。

1とh蝦  〔名〕ろう。

1とh・bah横 肉 〔名〕

1とh‐bttt猿物 〔名〕

獲物,

燻製にした肉.

(狩りで取った)

1とh‐chek蟻燭 〔名〕ろうそく,

1あh‐ch6a蝦紙 〔名〕パラフィン紙.

1とh‐chhёng横 銃 〔名〕猟銃.

1とh‐chhiang l鋼易 〔名〕月易言吉め,ソ
ーセージ.

lah‐id機i由 〔名〕ポマード.

1とh‐jinぢ餓人 〔名〕ハンター.

1 あh ‐j i t 唇日 〔名〕暦, カレンダー.

1あh‐kau墳狗 〔名〕猟犬.  t

lとh‐khこ猿具 〔名〕猟具.

1あh‐pit戦筆 〔名〕クレヨン.

lah‐sap地扱 〔形〕①不潔な, き
たない (章a‐Cha魔汚藍,la,sam 位

□).Sin_khu～(身堰～)一体が不

潔だ。Chhも―lai～(暦内～)一 家

の中がきたない。②卑きょうな.

lah‐sap‐kti壮扱鬼 〔形〕非常にき

たない,不 潔な.

1あh‐tiau身幾1条 〔名〕(西'羊)ろ うそ

く (→1とh‐chek).

1航来 〔動〕①来る.Kin‐菊it i na

b6～?(今仔日伊那無～)一今回彼

はどうして来なかったんですか.

②ください.◇ 数に関する命令文

の場合だけに使われる。Mi ntti

oan～ (麺雨碗～)一うどんを2は




