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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
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いください。③…してくる!◇動

作・状態が話し手のいるところヘ

向かつてくることを表わす。

chiau_a pOe__～(鳥仔飛～)=鳥

が飛んでくみ口④…で きる。◇常

にこ含,bl没 と共に使われる。や

りとげることがで きるの意 .

Thakこ ～ (誤含～)一読むことが

で きる。k6ng 16ng bこtit～(講

擁没得～)一 さつぱり話せない.

〔連〕…して't・.◇二つの動作を接

続する.khi h6e～choan ktn‐chもi

(起大～煎演水)=大 をおこして湯

をわかそう。Ciah t。～thai(1碁

刀～台J)一刀を持って切りつける。

〔嘆〕さあ.◇ 人を誘いせきたてる

とき.～ ,lim l poe./(～ ,飲
一杯)一 きあ,一 ぱい飲んで.～

o・h,thとn sio(～ 口果,セ 燒)一さ

あさあ,冷 めないうちに.

lai内  〔名〕内,中 .sёng‐tng～

(聖掌～)=教会の中,

lai利 〔形〕C切 れる,鋭 い (〇

tun9屯).Chit ki tO,a chin tun,
16ng bこ～ (此枝刀仔具鈍,統 没

～)一 このナイフは鈍 くてちっと

も切れない,Chhit‐thau chin～

(手頭員～)一とても敏l売だ.② (作

用の)強 い。◇風または酸性 ・ア

ルカリ性 を含有するものが皮膚や

胃腸 を荒らす作用をいう。Ong‐lai

～,品‐thang chぬ h siun chl(鳳

莱～,不 通食尚多)一 パイナップ

ルは胃腸に強すぎるから食べすぎ

てはいけない。 〔名〕矛」息 (一li‐

sek利息).

lai‐ム梨仔 〔名〕(植)ナ シ(一chti‐

lai水梨).

lai_bin内面 〔名〕①内,内 側,中 ,

奥(一lai_tこ内底).Ti～ teh khttan

chheh(在～在 看冊)=中 で本を

読んでいる。Chit～こkti 6 1ang

?(此～有裁1回人)=こ の中に何人

いますか。②内輪. g oムn～e  l a n g

(院～的人)=私 の内論の者.

lai_chai内才 〔名〕学問,学 職 (〇

g5a・chai).◇ 内面的な才能をい

う.h6～ (好～)=な かなか学問

がある。

lai_chibng内障 〔名〕(医)そ

こひ.

lai=hang内行 〔名〕玄人(① g5a‐

hangタトィ子).

lai.hi6h/ba‐,lai_鴎崩:?〔名〕〔鳥)

トンピ.

lai‐h6e‐phib来回票 〔名〕 往復切

符.

Lisi6ng内 容 → 15e‐i6ng

laitkong内公 〔名〕(父方の)祖父.

lai_kheh来客 〔名〕来客,

lai_khi来去 〔名〕行き来。こ (有
～)=行 き来がある。 〔動〕① 行

く.che tttn_Chhia～(坐電車～】
=電 車に乗って行こう.② …して|

いく。G6a chau…―ka khttan chit‐t

(我走～給看一下)=私 がちょつと

走っていって見てきます。 G6a

chit‐ma beh thg‐‐～chiよh Pttg(我

此浦要韓～食飯)=今 からもどつて,

食事をしようと思います。

lai_kh。/③‐khe内 科 〔名〕内科.

lai_khむ内キ庫 〔名〕パンツ.

】航,lёk宋 歴 〔名〕C来 歴.② 経歴

1茄‐leng内 □ 〔名〕(自転車や自動

車などの)チ ューブ.

lai‐li内 裏 〔名〕(―li).着物の豪.
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lai‐ma内 夕汚 〔名〕(父方の)祖 母.

lai‐6ng来 往 〔名〕往復.～ tibh

kti lit?(～ 着幾日)一 往復には

何日かかりますか。 〔動〕行き来

する (一thong‐もng通往,6ng‐la i

往来).Li kap i ttthang siun

chhin_bit～(体及伊不通尚親密～)
=君 は彼とあまり親密に行 き来 し

てはいけない。

lai_pin来賓 〔名〕来賓.

lai‐pS内 部 〔名〕内部.

lai_san内杉 〔名〕下着.

lai.sun内孫 〔名〕内孫(⑤g5a‐
sun外孫).

1あi‐tと □E]―→ta°‐h6e‐ki

lai_tl/_t6e内底 〔名〕内,中 ,奥

(=lai_bin内面).～こbih chhat

(～有匿賊)=奥 に泥棒が隠れて

いる。Phoc e～sia sian.mih ?

(批的～篤甚慶)=手 紙の中にな

んと書いてありますか,

Lk落  〔動〕①落ちる。 ～liこ。と

(～鈍仔)=ボ タンが落 ちる。～

～i e thl_bian(～伊的籠面)=彼

の体面が落 ちる。② 抜ける.～

thau_mag(～ 頭毛)=髪 が抜ける。

③(舞ぎりで穴を)あける。～st n‐
khang(～ォ阜孔)=ほ ぞ穴をあける。

1とk/①libk六 〔数〕6,六 つ.～
_chap(～十)=60     ‐

1とk才辱 〔動〕(→me頼)。(手のひら
で)つ かむ,握 る.～thau_mag(～

頭毛)=髪 をつかむ。②握る。
Koan i～le(権伊～□)=権 限は

彼が握っている。

Lk_goもh/‐どもh六 月 〔名〕6月 .
lak_sii落穂 〔形〕落ちぶれた.!

Ipこn chiand chin,tan～kah(伊

本成有銭,□ ～及)一 彼はもとは

金持ちであったが今は落ちぶれた。
lak‐tこ‐あ実袋仔 〔名〕ポケット.
lam籠 〔名〕鳥かご.〔動〕①(ト

リなどを)か ごで伏せる。～ke

(～鶏)一 かごでニワトリを伏せ

る。②羽織る,重ね着する。 ～

binst6ng‐s an(～面項杉)一上着 を

羽織る。③(本の枝などがふさふさ
と)し だれる。Liこ_ki～._16h‐lai

(柳枝～落来)一 ヤナギの枝がし

だれる。

1とm弱 〔形〕① (体が)弱 い (〇
i6ng勇)。Seng‐khu chin～(身堰
具～)=体 がほんとうに弱い。②
壊れ易い。Eng tek chb e mih

chin sibk,tan‐si chin～ (用竹

依的物具俗 ,但 是具～)一 竹で作

ったものは安いが,壊 れ易い.

1えm授 〔動〕①抱きつく.Kan‐
ta kian, 26～ kah an_an_an(干

乾驚,二 個～及緊緊緊)=た だ恐

ろしくて 2人 は固 く固 く抱 き合っ

た.②(重い物を両手で)抱える

(→ph5抱 ).Li khi～ 11とm chha

lai hS g6a hian hも e(体 去～一

授柴来給我焚火)=ま きを1か か

え抱えてきて大をたいてください.

1とm埜   〔 形〕ぬかるんだ.L5・

chin～ (路員～)=道 がたいへん

ぬかるんでいる。

1とm統 ?〔 形〕(着物が)だ ぶだぶ

の.San～ (杉～)一着物がだぶだ

ぶだ。

1とm議 ? 〔 動〕(かかとで)け る。

Chhut t5a・lat ka i～…khi(出 大

力給伊～去)=力 まかせにけとば

してやった.
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lam南 〔名〕南.

lam,南?〔 動〕① (液体などを)
浴びる。 」抗hathin sF,g6a chin

嵐i～にng‐chti(熱 天時,我 長愛
～冷水)=夏 に私は冷水を浴びる

のがとても好きです。② (液体な

どを)流 し込む.～ b6・(～模)=

型に流し込む.

lam藍  〔名〕(植)ア イ.〔 形〕あ

い色の。～sek(～色)=あ い色.

lam章 〔動〕混ぜる, 混 ざる。H6
‐‐6～bとi‐‐6(好的～億的)=良 いも

のに悪いものをまぜる。G6a6

s an～ti hia(我的杉～在彼)=ぼ

くの着物がその中に混ざっている。

lam,cht〔_han〕男子〔漢〕 〔名〕 男

子.

1あm‐chhia撹車 〔名〕ケーブルカー.

1左mheng授 胸 〔動〕腕組みする.
～teh thian〈～在率)=腕 組みし

て聞いている.

lam_hong/①,hng南 方 〔名〕 南

方,南 .

lam_kもk商 極 〔名〕南極.

lam‐iS弱 路 〔形〕(技術が)まずtl,

下手な.kang_hu～ (工夫～)=手

際がまずい.

1あm‐R5a弱 標 〔形〕(―n5a)。だらし

のない。～cha_b6・(～査某)=

だらしのない女.

lam_pak南 北 〔名〕南北.

lam_peng南 芳 〔名〕南の方.

lam‐p6‐chi6h/⑤na_藍 pri石 〔名〕

サファイア.・

l a m‐p S南 部 〔名〕南部.

lam_sam濫す参?〔 副〕でたらめに,

みだりに(=lam,sも濫使).離 thang
～chb(不通～微)=で たらめにし

てはいけません。C h h e h 品, t h a n g

～thよk, chheh 品‐si 16ng h6…6

(冊不通～誤 ,冊 不是推好的)=

本というものは全部がよいもので

はないから,み だ りに読んではい

けません。

lam_st濫 使→lamosam

l a n跡 〔名〕(手足にできる)た こ.
lan甲自 〔代〕①我 ,々私たち( →

goとnF元).◇第二者を除外して,
自分と聞き手を含めていう二人称
復数の代詞.Li n  s i  K h e h‐la n g ,

goムn si H6‐16‐lang,chもng‐si～

16ng‐ch6ng si Tai‐oan_lang(悠

是客人,院是河洛人,紹是～純熱是

岳湾人)=あ なたがたは客家人で,

私たちは福能人です。しかし我々

は皆台湾人です。②我 の々,私 た

ちの.◇ 身内の者や親しい関係に

あるものなどについていうときに

限られる.Tai_。an chit_ma tng‐

si joとh(～喜湾此浦営時熱)=私

たちの台湾は今暑い盛 りだ。③ あ

なたがた(の)。◇電話で使 う。0も,
～hia si Ong kong‐koムn,si b6

?(暖～彼是王公館,是 無)=も し

もし,そ ちらは王さんのお宅でし

ょうか。

1とR憾  〔形〕だるい(=sian倦 ).

seng‐khu～ (身躯～)=体 がだる

い .

lan蘭 〔名〕(植)ラ ン.
lan戦 〔名〕うろこ.

Ln 全二?一 LR,Chbu

lan,chiau生″島 〔名〕(…lan).陽物,

ペ ニ ス .

lan_hoe蘭花 〔名〕(植)ラ ン,ラン

の花.
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lan_htt生 核 〔名〕こうがん,

lan_kan ttfT〔 名〕(文)欄 干,手

すり (=chよh‐と関仔).

lan_k。とi 難怪 〔動〕…Ⅲするのも当

然だ,怪 しむに足りない。～i si3‐

khi(～伊怒氣)=彼 が怒るのも当

然だ。

lan_pha生通 〔名〕ふぐり.

lanssan零星 〔形〕こまごました,

ばらばらの.～ chin(～銭)=は し

た金。②つまらない,く だらない。

～o3(～話)一むだ口.～ ch6a(～

紙)―ほご.

lan_san難産 〔名〕難産.

lan,si憾屍 〔形〕息惰な,無精な。

I  c h i n～,b e h  c h i a h  m  c h b (伊

長～ ,要 食不倣)=や つは怠惰で,

食べてばかりいてなにもしない。

lai_sim内心 〔名〕内心,

lanste/_t6e難題 〔名〕難題.

lan_tit難得 〔形〕得がたい,めっ

たにない。Sit‐chai chin～(資在員
～)一ほんとうに得がたい。

1嵐n‐t5解 惰→pin‐t5an

lang畷 ? 〔 形〕まばらな,間 が広

い.Tiこ 。なpけ liau siun～(裕仔播

了尚～)一 稲をあまりにもまばら

に植 えす ぎた. Pai khah～ leh

./(排較～F列)=も う少 し間をあけ

て並べなさい。

lang 寵→ lang_a

l t t n g 捷? 〔 動〕① ( ばらばらにな

つているものを) 組 み合わせる,

まとめる。～thang‐pang(～桶十方)
=桶 の板を組み合わせる。Tai‐chi
～1もng bS h6‐sё (事誌～批没好

勢)一 ことがさっぱりうまくまと

まらない。② (ズボンなどを)ず

lang

り上げる。Khb・～khah【 oan leh

(千庫～較高「列)一ズボンをもっと上

にず り上げなさい。

1とng瞭 ? 〔 動〕間を空ける。～ 1

ch5a sia(～ =遭 篤)-1行 空け

て書 く.～ 111・pよi khi l pai

(～一購拝去一寵)-1週 間おきに

1 度行 きます。

lang人?〔 名〕①人,人間.～b6

chhian‐jit hも,hoe b6 pah‐jit ang.

(～無千 日好,花 無百日紅)一人に

千日のよい事なく,花 に百日の紅

なし。②人とをり.～Chin kh6ng‐
khai(～員1康概)一人となりが非常

に義侠心に富んでいる。③体格,

体つき。～chin t5a‐hよn(～ 員大

漢)一体がとても大きい。～ san,

san(～ 痩度)=体 がちょっとやせ

ている。④体の具合,気分.Kin‐
と‐jit～an‐ch6an?(今 仔日～接急)

=今日は具合はどう。⑤人,他人.
He h5・～khi lah(彼給～去‖1上)一

それは人にあげてしまいました。

③人,私 .◇ 自分を客観化して言

うとき。Sian‐s in,i beh kang～

lah(先生,伊 要弄～口地)一先生,

彼が人をいじめるんですよ。～khi

chit‐S, tibh ka i sai…16h‐khi lah.

(～氣一下,着 給伊師落去P社)一ぼ

くはもう怒ってしまってね,ピ シ

ャッとやってやったよ.〔 嘆〕そ

の・・・,そ りゃ… .◇ 言い詰まった

ときや語調をゆるめるとき口～

i si h6‐lang。(～伊是好人)一そ

りゃ,彼 は善人ですよ.   ‐

lang膿  〔名〕 うみ,の う。  |

lang弄 〔動〕①振 りまわす。～t5a

‐t o (～大フJ )一大刀を振 りまわす F
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② あやつる。 ～pざ‐te‐hi ang・よ

(～布袋戯に仔)一人形芝居の人形

をあやつる。③あやす。～gin。と

(～□仔)一子供をあやす,④から

かう。～sin _ n i S  h S  c h h i b (～新

娘給笑)一 花嫁 さんをからかつて

実わせる。

ほng瞭 ? 〔形〕(上下の間隔が)粗

い. Chとu‐khang e chha ti6h

thiap khah～leh(求土孔的柴着畳

較～F列)手 かまどのまきは粗 く積

まなければいけない。

lan旨あ寵仔 〔名〕かご.

lang_bこ人馬 〔名〕大勢の人.～Si

ti hia(～□在彼)一大勢の人があ

そこに寄り集まっている。

lang_chai人材 〔名〕ふうさい,人

品 .

l a n g _ g iとh人 客貫… la n g , sむ

lang_ian人影 〔名〕人影.

lang_kheh人客 〔名〕客,来客.

lang_kheh_keng人客問 〔名〕客室,

客問.

lang_kheh_thian ノ、7芽旧吾―→kheh‐thian

lanttkhi人気 〔名〕 (群集する人

の中に起こる)人 の気,人 いきれ.

Hah‐‐tibh～sba g5ng…khi(喝着～

績愁去)一 人の気にあたってばん

やりした。

lang_pau膿包 〔名〕 (のうをもっ

た)は れもの.

lang_sng籠?林 ?〔 名〕蒸籠

(=lam,sng籠兆).

lang_sざ人敷 〔名〕人数 (一lang_

g i a h人額).

lang_thau人頭 〔名〕①人の頭,人

間の首。②人数(=lang_giah人額).

lap/① thap場 〔動〕①へこむ,落

ち込む,く ぼむ(キnah場).Chan

～に(船～底)=船 底がへこむ,

Thian,p6ng～‐‐16h‐lai(天房～落

去)=天 丼がスポンと落ちてきた。

Bよk‐chiu～―(ロロ周～～)一目がく

ばむ。②重ね合わせる。～  nttg

siang boёh(～ 雨雙綬)一 くつ下

を2枚 はく。Nttg tこng b5‐a ka

～ch t t a h 6 e (雨頂幅仔給～微彩)一

2つの帽子を重ね合わせて1つに

しなさい。③埋め合わせる。Tak

goth‐jit tiもh～3 chheng(逐月日

着～三千)一 毎月3000元赤字 を埋

めなければならない。④食い込む.

～ptn (～本)=資本に食い込む,

〔量〕◇ くばみを数えるとき.Hia

l～ ,Chia l～ (イ茂一～此一～)=

あちこちにくばみがある。

lap踏 ?〔 動〕踏みつける。G6ae

kha hS i～ tiもh(我 的脚給伊～

着)=足 を後にふみつけられた。

1とP納  〔動〕(税金などを)納 める。

Sbe_kim とi thёh‐khi kong‐S6・

～(税金愛提去公所～)―税金は役

所へ持つて行つて納めなければな

らない。

1とp,chhtti納宋 〔動〕結納をおさめ

る (一oan_phёng完稗).

1とp‐koan納 棺…3ip‐liam

lとp‐pё納幣 〔名〕(1日)◇ Chhlng`

ki請期の前に行なう婚姻儀礼.女

の家に贈 り物と礼服を賠る.

1左p‐sbe/‐sё納税 〔動〕納税する。

1あt力  〔名〕力.

1左t‐chi栗 子 〔名〕(植)ク リ.

1えu老  〔形〕老練な。～Sa ibhこ(～

師父)一老練な職人.Eng‐gt chin

～ (英語長～)一英語がとてもうま
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い。 〔動〕① (着物が)し わくち

ゃになる。San b6 chiun am,

khah khoとi～(杉無郷 甘較快～)=

着物はのりをつけないと早 くしわ

くちゃになる。② しおれる.Hoe
～・‐khi(花 ～去)一花がしおれた.

1あu‐老‐ 〔接頭〕◇兄弟の順序 な

どに付けて親 しみを表わす.lau_

t5a(老大)一兄貴.1ムu_ji(老二)一

次男坊.1とu_sё (老細)一弟分.・

1あu郭  〔動〕 ちょろまかす, ご ま

かす。～lang e chin(～ 人的銭)
一人の金をちょろまかす。

1とu携  〔動〕(筋などを)違 える。
～ tibh kin(～着筋)=筋 を違え

た.

1とu落  〔動〕①落ちる。～hiもh(～

葉)一葉が落 ちる。～3 ji(～ 三

字)-3字 脱落する.卜～t5a‐tng・

thau(～大腸頭)一脱肛する.②抜
く,抜 ける.～ 心k‐thang_chti(～

浴桶水)一風呂の水 を抜 く,～

hong(～風)一空気が抜ける。③解
く,取りはずす。～heng‐li(～行
李)一行李 を解 く。～phian(～坪)
一屋根瓦を取りはずす。④下痢を
する。～4 pai(～ 四子罷)-4回 下

痢 をした。⑤ かまをかける。～ i

k6ng(～ 伊講)一 かまをかけて言わ

せる。Chhttng ol～ lang(創 話～

人)一 遠回 しに言ってかまをかけ

る.〔 形〕(節などの間が)長 い。
～hatt e tek(～呂函的竹)一 節の

長い竹 .

lau留 〔動〕①残す。G6a e chai.
san si gOan Lu_p3～h5・ gもa e

(我的財産是既老父～給我的)=私

の財産は父が残 してくれたもので

lau_a_chhi

す。～tS‐p5・(～地歩)一 余地を残
す。② (髪などをそらずに)生 や

す.～ chhもi‐chhiu(～ 嘴髪)一ひ

げを生やす。③引き止める.～ i

tba leh(～ 伊滞「列)一彼を引き止

めて泊めなさい。

lau流  〔動〕流れる,流 す。衝as

b6・a h5・chti～__khi(我的帽仔給

水～去)一 私の帽子は水に流 され

た。～bよk‐sai(～目尿)一 涙 を流

す。〔名〕①流れ.～chin t6a(～

員大)一 流れがたいへん速い。②

潮.～ teh thg(～在蒋)一 潮が満

ちている。～thも(～退)一 潮が引

く。

lau模  〔量〕階。2～ (二～)-2

階.5～ (五～)=5階 .

lau老  〔形〕年を取った,老 いた

(Osiよu_lian少年).Chiok lin lこ
～1こkian‐khong(械 億屡～屡健康)
一老いてますますご健康であられ

ますよう祈 ります.～ cha‐b6・‐lang

(～査某人)一老婦人.～ chian‐"e

(～前輩)一大先輩.

lau‐老‐ 〔接頭〕君.◇名字の上に

付けて親 しみを表わす。lau_ong

(老王)一王君.lau‐Tan(老 陳)一

陳君.

lau漏 〔動〕① (水などが)漏る,
漏れる. C h hも―t 6 n g  6～(層項含
～)一 屋根が漏る。② (砂こしな

どで)こ す。～h5・i chheng‐khi

(～給伊清氣)一こしてきれいにす

る。 〔名〕じょうご(一lau_な漏仔).

lau・a纂斗仔 〔名〕べてん師,詐欺師.

lau七 棲イ子―→lauも_ch脱

lau・あ漏仔 〔名〕じょうご.

lau_ぁ_chh也棲仔暦 〔名〕(2階建て
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au‐b6

以上の)高 い建物.(=lau_ム模仔).

lau‐b6/‐bt老 母 〔名〕母親 (キb6‐

chhin母親).

Lu‐斑  老母一 Lu_b6

1あu‐chあ老早 〔名〕 とっくの昔,ず

っと以前.He si～ e tai_chi(彼

是～的事誌)一 あれはとっくの普

のことだ.

lau_chhang老葱?〔 名〕(置き屋

ゃ売春宿の)女 将,や り手ばばあ.

lau_chhit老手 〔名〕ベテラン.

lau。こ 模 下 → Lu‐kha

lau`eng老鷹 〔名〕(鳥)タ カ (→

eng‐ム薦仔).

lau_hё。ぁ老歳仔一 Lu‐hbe‐左

lau_hoe老花 〔名〕もち菓子.◇焼

きもちにいり米をあめでつけた菓

子 .

lau_hbe‐7_hё‐老歳 ?仔  〔名〕年寄

り,じ いさん。◇小ばかにしたと

きにイ吏う。

laushoch/_huih流血 〔動〕血を流

す。出血する。Khang‐chhもi～lTし

嘴～)一傷回から血が出る。

lau_id_tiau老油際 〔名〕① ずるい

やつ。②あつかましい人.

lau_jiat岡熱 〔形〕にぎやかな,繁

華な。Chhも-1こi S chin chこgin‐

ム6 sl,chin～(暦内有長多□仔

的時,員 ～)一 家に子供が多いと

とでもにぎやかだ。si5ng～e s6・‐

chai(上～的所在)-1番 繁華な

所.〔 名〕①察りの行列.gia ～

(迎～)一お祭りの行夢」をする。②

祭.

1とu‐kau落 溝 ?〔 動〕落ちる,落と

す.l ji～(一字～)-1字 落ちた。

k6ng～(講～)一言い落とす。

lau_kau老緩 〔名〕 (罵)老 いばれ

じじい。

lau‐k5an流汗 〔動〕汗をかく,汗

を'売す.

lau_kha棲脚 〔名〕階下(―lau_5

模下)。

1とu‐khtti落氣 〔動〕① きまりの悪

い思いをする。Li na m thak,ts

3 tiam‐cheng l～(1休若不讀,第
・三難鐘含～)=も し勉強しなかっ

たら,3時 限目にきまりの悪い思

いをしますよ。②ぼろを出す.Li

na とi pan ke.kui,こ 1 ,it こ ～

(fホ若愛噴籍管,有 一日含～)=も

しほらをけい てヽいたら, いつかば

ろを出しますよ.

1あu‐lang〔名〕老人,

1あu‐lian老練 〔形〕老練な,熟練し

た。～ei,seng(～ 的魯生)一老

練な医者.      ‐

1左u‐pan老 板 〔名〕商店の主人.

lauspl老父 〔名〕父,父 親.

lat_peh_sёn/,sW老百姓 〔名〕民衆,
一般庶民.

lau‐P6〔‐左〕老婆 〔仔〕 〔名〕①老姿,

ばあさん。②ばあや。◇年寄りの

女中.

lau_ps_ti an老歩定 〔形〕慎重な.

Lau…6～, sぬn‐lian_毛 khah tang‐

hian(老的～,少 年的較1董嚇)一老

人は慎重で,若 者はいささか軽孝

だ.

lau_ptn老本 〔名〕養老資金.

1あu‐sai落 尿 〔動〕(-1とu).下痢を

する。 〔名)下 痢.

1とu‐stti‐bこ落尿,馬 〔形〕(俗)下 手

くそな,だ めな.Lian heと h b5,

li chian～(連彼亦没,体 成～)=

合
０

Ａ
中

０
４
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それさえできないのか,下 手 くそ

だなあ.

1とu‐sit老費 〔形〕正直な,実直な.

Hit 6 1ang chin～(彼個人員～)
一あの人はとでも正直だ。 〔副〕

正直に.～ k6ng,lt hit nia san

b6sim‐mth h6 khban(～講,体

彼領杉無甚宏好看)=正 直に言う

と,君 のあの服はあまりきれいじ

ゃありません。

lau‐su老 師 〔名〕先生,恩 師.◇

学生が先生に対して言う尊称.

lau_にng模 項 〔名〕三階,階 上.

lau_tian漏電 〔動〕漏電する.

lau_面a_lang老大人 〔名〕年寄り,

長老.

lau_thai_thai老太太 〔名〕大奥様,
ご隠居様.◇ おばあさんのことを

丁寧に言うとき.

1とu‐the落 胎 〔名〕流産.

lau_thiam`th6h老顛倒 〔動〕もう

ろくfる 。 B5e60 hbe tibh teh
～(未六十歳着在～)一まだ60にも

ならないのに,も うもうろくして

いる。

1嵐u‐thむ_chёng落 吐症 〔名〕(医)
コ レラ .

lau_thui棲梯 〔名〕階段,はしご.

le□  〔助〕…。している。◇動作 ・

状態の静止を表わす.Thang・ ム‐

mng koar～ (窓仔門開～)=窓 は

閉 まっている.

16書    〔 動〕 (主として女が回

で)悪 態をつく,の のしる.～

l a n g  c h a  s i (～人早死)=早 くく

たばれと悪態 をつ く.

1も薩 〔名〕①礼.②謝礼.③概儀.
16□→teh在 ?

16‐pai

lё/1be錆  〔動〕(やすりなどで)す
る,こ する.～ kも_ム‐khi(～ 鋸仔
歯)一 やすりでのこぎりの目立て

をする。 〔名〕やすり (-1ふょ鑑

仔).    ・

16/16e黎 〔名〕からすき。 〔動〕
①すく.～ chhan(～田)一田をす
く。②突進する。Chhan si it_dt
～‐_khi(存死一直～去)と死ぬ覚
悟でまっしぐらに突進する.

16螺 〔名〕①巻き貝.②渦.③サ
イレン,汽 笛.

le毎」?〔 動〕(刃の先で肉などを)

切り裂く。

11例  〔名〕例,Chも 16～ (依一

個～)-1つ の例 を作る。

16□  〔助〕◇穏やかな命令や懇願

を表わす.K6ng khah bin～ (講

較慢～)一 ちょっとゆっくり話し

てください.khah sibk～ (較俗
～)一 安くしなさいよ.

lё‐あ/16e‐鑑仔 〔名〕やすり.

11‐b5薩 帽 〔名〕礼帽.

Lbtt/③ `mih薩 物 〔名〕 贈り物
11‐g5a例 外 〔名〕例外.

lё‐h5e例 含 〔名〕例会.

11‐h6k薩 服 〔名〕ネL服.

11・koあn礎 券 〔名〕商品券.

に,16ng薩養 〔名〕祝儀袋.

にもmau薩 貌 〔名〕(文)礼 儀 (→16‐

sb・).b6～ (無～)一礼儀がない。

G6a toこ ng～ka i k6ng(我 都用
～給伊講)一 私は礼儀正しく彼に

話しました。

16‐mih薩 物→に,btt

に_Pai薩 拝 〔名〕① 日曜日 (一16‐

pとi巧it薩拝日).② 礼拝.Khi
kとuth5e chも～ (去教倉故～)一教



lこ‐pai‐Jlt

会へ行って礼拝をする。 〔量〕週.

hit～(彼～)一あの週.au～  (後
～)一来週.chit～(此～)一今週.

に‐"巧 it 滝拝日…11‐諄i

に‐pあi‐tng謹 弄堂 〔名〕(キリスト

教の)礼 拝堂.

11‐pir適 餅 〔名〕婚礼用菓子■◇

円形痛平であんが入っている。

に‐pbe螺 貝 〔名〕(ニシなどの)貝.

に‐phin滝品 〔名〕贈り物.

Lsざ 滝敗 〔名〕礼儀 (―に‐mau).

こ～(有～)=礼 儀正しい。

11.tng磁堂 〔名〕講堂.  ・

に‐thiap砲帖 〔名〕(贈り物の)目録.

leh ttE?‐→teh ttE?

leh劣 ? 〔 動)(勢 いなどが)衰 え

る。lang～__16h‐khi(人～落去)=

意気消洗してしまった。〔形〕(目

方が軽いためにはかりざおなどが)

下向きだ.Chhin khah～(補較～)
一はかりざおが少し下向きになっ

ている.  フ

leh□ 〔助〕①◇疑間の語気を表わ

す。G6a chiよh pa ah.li～?(我

食飽嘔,体～)一 私は食事を済ま

せましたが,あ なたはどうですか。

②◇依頼や軽い命令を表わす。

Ttta hia chこ～ (滞彼坐～)一そこ

にお座りください。③◇意味の確

認を表わす.Si～ /(是 ～)一そう

ですよ.

1もh嘉」 〔動〕(刃の先で浅く)切る,

切れ目を入れる.Iこ‐a Seng～ ,

chiah peh ph6e(柚仔先～,即 撃

皮)一 ザボンは先に切れ目を入れ

てから度をむく。 〔量〕つ。◇切

れ目や害」れ目を数えるとき.lё h

niすく嘉」再～)=切 れ目を2つ入れ

る。pit  l～(比炭 一～)=割 れ目

が 1つできる。

1もh・あ/1oもh・笠仔 〔名〕笠.

1色k力 ?〔 動〕無理をする,過度に

働 く.～ liau,こtょi hi_pこ
n(～

了,含 帯肺病)=無 理 をす ると肺

病 になるぞ.

1とk勅 〔動〕① (手綱などを)引く.
～b6‐soh(～馬索)=馬 の手綱 を引

く.②からげる。～chhit‐hg(～

手袂)=そ でをからげる。

1色k緑  〔形〕緑の.hoe ang lid―

(花紅柳～)=花 紅に柳は緑.

1もkO永 〔動〕書き抜く,書 き取る。

Iとu‐kin‐e tibh～…khialai(要緊的

着～起宋)一 大事をところは書き

抜いておきなさい。

1もk会歴 〔動〕(文)め っきする.～

kim(～金)=金 めっきする。

lёk‐chiu緑 洲 〔名〕オアシス.

1とk‐lai‐chibng緑 内障 〔名〕(医)

緑内障.

1とk‐li5ng力量 〔名〕力量.

1もk‐p6‐chi6h緑 賀石 〔名〕 エメラ

ルド.

lek,sek l栗色 〔動〕(恐怖などのた

めに)青 くなる.G6a e bin～ …

khi(我 的面～去)一私の顔は青く

なった.

1もk,sek緑 色 〔名〕緑色,緑 .

1もk_st歴 史 〔名〕歴史.

lёk‐tai歴 代 〔名〕歴代.

1もk‐tau緑 豆 〔名〕 (植)リ ョクト

ウ.

1もk‐te緑 茶 〔名〕緑茶.

leng冷 ? 〔 形〕① (取り締まりな

どが)緩 い (Oan緊 ).Liah chau.

su chiah‐kここkhah～ (源走私此
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久有較～)一 密輸の取 り締まりは

近ごろいくぶんゆるやかだ。② (熱

が)冷 めた。Khi‐thau chin jiとt,

け_bもe khah～ (起頭員熱,路尾較

～)=始 めはすごく熱をあげたが,

しまいには冷めてしまった。

leng妨?〔名〕①乳 (=ni弱?,
lin乳).② 字し房.

にng冷 〔形〕 (その物自体に熱が

なくて)冷 たい,冷 えた (→chhin

清).～ に (～茶)一冷たいお茶.

Chhtti～‐‐khi(菜 ～去)=お かずが

冷 えてしまった。G6a lang chin

～ (我人員～)一体 がとでも冷 える。

lёng,麦 ―→libng『麦

leng鈴 〔動〕① (動物などの急所

をつかまえて)引つ張 る.～gt‐ph r

(～牛鼻)=ウ シの鼻を引 く.Tこ i

heng,kham ka i～ tiau(封 胸扶

給伊～住)一 胸倉 をぎゅっと引っ

張る.② (両手で重い物を)持 ち

上|ずる。～ki5(～ 矯)一かごを持

ち上げる。③ (はがすようにして)

そぎ取る。Kut Sbh～ h5・i li(骨

着～給伊離)一 骨はきれいにそぎ

取らなくてはいけない。

16ng零  〔動〕 (立て紹で魚を)捕

る。～hi(～魚)一立て網で魚を捕

る。 〔名〕立て網 (-16ng‐a零仔)

16ng陵  〔名〕うね。 〔量〕うね.

1～han_cha(一 ～番諸)-1う ね

のサツマイモ.

leng/① lan零  〔数〕ゼロ,零 (→

khttng暖)。◇3け た以上の数の中

間に空位があれば1つ だけleng零

を入れる.l pah～ 3 kho・ (一百
～三範)-103本 .4 chheng～ 5

keng chh↓(四千～五問盾)-4005

1こngochun

軒の家,

にng龍  〔名〕竜.

16ng顛  〔名〕み霊,霊 位.an～

(安～)一み霊を安置する。khia～

(竪～)一死人の霊位を設ける。

〔形〕(文)さ とい,Chhen‐ me

cheng,こ‐kムu～ (青冥精,唖 口～)
一盲は賢く,お しはさとい.

にng令  〔名〕命令.〔動〕(文)命

じる。～i chhut sとi(～ 伊出使)
一使節として派遣を命じる。

1こng男  〔副〕(文)別 に.～it chok‐

i5ng(～有作用)一別に作用がある。

にng‐男‐ 〔接頭〕別の,他 の .

にngtitt(男日)一他日.leng‐h6e

(男回)=別 の機会.

にng陵 ?〔 量〕つ.◇ みみずばれ

などを数えるとき.Phah nttg～

(打雨～)一打たれてみみずばれが

2つ できた。

にng量  〔形〕緩い (O an緊).Bk

liau siun～係奪了尚～)=縛 り方が

とても緩い,Kui_ki khah～ (規矩

較～)=規 則が緩い。

leng_a零 仔 〔名〕立て網.

leng‐あ鈴仔 〔名〕鈴.

leng‐b6/‐bt 乳母→ni_b6

にng‐chこng冷静 〔形〕①寂しい,

物諄 かな。～6s6・‐chai(～ 的所

在)一寂しい所.②冷静な.

leng_chi霊芝 〔名〕 (植)ヒ ジリ

ダケ,マ ンネンダケ.

leng_chih_lan龍舌蘭 〔名〕(植)リ

ュ ウゼ ツ ラ ン.

にng‐ch6ng冷蔵 〔動〕冷蔵する。

1こng‐chti冷水 〔名〕冷水,おひや.

にng,chun令魯 〔名〕ご尊父.◇人

の父を尊敬して言うとき.  ヽ i

９■
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eng‐chan‐hoe

ёng‐chan,hoe龍船花 〔名〕(植)

リュウセンカ,シ マヒギリ.

eng_chhia霊車 〔名〕霊柩車_

飾g‐gこllg 青巨眼
―・geng_gこng

こng‐g5a男 外 〔副〕①別に.Che

とi～sttg(這 愛～算)=こ れは別 に

計算 しなければいけない。～ sia

l ttun(～ 篤一張)一別に1枚 書 く.

②特 に,と りわけ.～ こもng‐hau

(～有熔効)一特 に効力がある.～

khah khiau(～ 較巧)一 とりわけ

上手 だ。

teng‐gu 乳 牛

11ng‐hai 領 海

|lng‐陀 k 領 域

11ng‐h6e 男 回

t〔うIlg‐han 霊 魂

leng‐i5Rg_chr

〔名〕乳牛.

〔名〕領海.

〔名〕領域.

〔名〕別の機会.

〔名〕霊魂.

零用銭 〔名〕小遣い

銭 .

teng‐id夕乃油 〔名〕バター.

1こng‐id'/〇ヽ6ng始 羊 〔名〕(動)
カモ シカ.

にRg_j it男日 〔名〕他 日.

leng_kak菱 角 〔名〕 (植)ヒ シ,

ヒシの実.

にng‐kとR能 幹 〔形〕手腕がある,

有能な。Chit e put_chi～ (此個

不止～)一 この人はなかなか腕が

きく.

1もng‐kとu領 教 〔動〕教えを受ける。・

G6a chin_maこ kti_na 6 bin_

te,siin beh～li(我此浦有幾若

的問題,想 要～作)=今 いくつか

の問題がありますので,お 教えい

ただきたく存 じます。

にng‐ki_ki冷嘩嘩 〔形〕)卜常に冷
たい。

にng‐kian零件 〔名〕部分品ロ

leng_kut_chh6e/‐chhこ龍骨髄 〔名〕
せ き髄 .

にng‐khi冷 氣 〔形〕空気が冷たい,

ひやっとする,Cha‐khi_sF khah

～(早起時較～)=朝 は空気が冷た

い.〔 名〕冷房.

にng‐khi量 去 〔動〕緩む.kat_thau

～(結頭～)〒結び目が緩んだ。

にng‐khiok冷 御 〔動〕冷却する。

にng‐kh6寧 可 〔扇u〕むしろ,い っ

そ.～ h8:(～ 給伊)一いっそ彼

にあげなさい.～ Cha l jit si

khah h6(～ 早一日死較好)=い っ

そ一日も早く死んだほうがよい.

leng_1とk有ヒカ 〔名〕有ヒカ.

にng‐li 伶1利 〔形〕′卜ざっぱりした。

chheng、khi～(清氣～)一清潔で小

ざっぱりとする。San_kh6・chhこng

kah～ (杉梅穿及～)=衣服を小ざ

っぱりと着る.

leng‐16k助 酪 〔名〕チーズ.

にng‐ngau/①lian _蓮嘉 〔名〕(植)

レ ンコ ン .

16ng‐oとh霊 活 〔形〕敏活な.Han母

t5ng～(行動～)一行動が敏活だ,

にng‐pian霊便 〔形〕機敬を,きび

きびした.Tian‐chd kさ‐sふg‐ki

chin～(電子計算機具～)一電子計

算機はとても敏しょうだ.

11ng‐si出領袖 〔名〕指導者,導 き

手.

にng,siu ttllk 〔動〕領収する。

leng_sid零告 〔動〕ノJ売ヽりする(=
si6‐bこノ」ヽ費).〔名〕/卜売.

にng‐si領事 〔名〕領事.

にng‐sいkoan領事館 〔名〕領事館.

1こng‐tam冷淡 〔形〕①冷淡な.
I Tもi pl‐b6～ (封父母～)一 父母 に
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冷淡だ。②寂しい。Am_si ke_15・
khah～(田音時街路較～)一夜の街は

寂しい。③落ちぶれた,さびれた,
Hit ke tan t。～lah(彼家□都～

味1)一 あの家はすっかり落 ちぶれ

てしまった.

11ng‐t5領 導 〔動〕指導する.Sun

Tiong_san   slan‐s in_kek_b6ng

seng_kong(孫中山先生～ 革命成

功)一 孫中山先生は革命を指導し

成功 した。

にngもtttng冷凍 〔動〕冷凍する.

にng‐t6ng令堂 〔名〕ご母堂.◇人
の母を尊敬して言うとき.

16ng,th3領土 〔名〕領土.

lf体 〔代〕あなた。◇二人称単数.
lI里 〔量〕里.◇台湾では1000歩

を1里とする。日本の約6丁.5
～15°(五～路)-5里 の道,〔名〕
里。◇最小の行政区画.kong_h6a
～(光華～)一光華里.

li理 〔動〕(文)①治める,管理す
る.～ke(～家)一家を治める。②
直す,治 す。Chit thiap i6h beh

～hong_sia(此帖築要～風邪)一こ

れは風邪 を治す薬だ。 〔名〕理,

道理.Nな こhit khOan～ ?(那 有

彼款～)一 どこにそんな道理があ

るものか.(諺 )1～ thong, ban
～thiat(一～通,高 ～徹)-1理

通 じて万理徹す-1つ のことに精

通すればその他は自然にわかって

くる。

li勢 〔動〕① (紙や布などを細か
く)引き裂く.～ch6a(～紙)一
紙を引き裂く。②はぐ. C h i t  d u n
iS‐phi心～__khi_lai h5・ g6a,h6b6

?(此張郵票～起来給我,好 無)一

li_hun

この切手をはがし くださぃ

ませんか。

11離  〔動〕離縁する。Phar b6・

H6h ka i～ k6h(夢 婆着給伊～llBl)

一悪い女房は離縁するまでさ.

li 音 〔量〕厘.1～ (一～)-1厘 .

li簾  〔名〕カーテン,す だれ.

lI示」 〔名〕①呑J益,得 (一li‐ek利
益)。②利,息.

li離 〔動〕① (『E離刺 離れる.
～1 li 1 5・(～一里路)=1里 離 れ

ている。②別れる。Tai_ke san～

(大家相～)一互いに別れる。③ す

っかり取れる.Pこn_ b 6 b 6～
(病

母無～)=病 原がすっかり取れな

li渡 …1こ濾 .

11‐a李仔 〔名〕(植)スモモ.
li‐ek利盆 〔名〕(―li).利益,利潤,

得.

li‐hai属 害 〔形〕 (作用が)強 烈

を, H i t  k h O a n  i 6 h  c h i n～, b a k
chit_l chiここsiO_tibh(彼款薬長
～,染 一下就含燒着)=そ の薬は

とても強烈で,ち ょっと触っても

やけどをする,② ひどい,す ごい。

ChiとkhOよnepこ a chin～
(此款

的病貝～)一 この種の病気はとて

もひどい。In b6・chin～(ほ婆員
～)キ あの奥 さんはなかなかやり

手だ。

11‐hak理害 〔名〕理学.
lisha鰹魚 〔名〕(魚)コ イ.
11・hoat理髪 〔動〕理髪する(→thi‐

t h a u ) .

11‐hoatttittm理髪店 〔名〕理髪店.

li‐hun離 婚 〔動〕離婚する (…li‐

ian雄縁).M‐thang Si‐tibh si伊

Ｒ
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li_ian

kh6a tai‐chi lai～ (不通鳥着小

許事誌来～)一 ささいな事のため

に離婚してはいけない。

li‐ian離 縁 〔動〕離縁する (→ li・

hun離婚).

li‐i6ng利 用 〔動〕利用する。 ～

chti‐lёk hoat‐tian(～水力校電)
一水力を利用 して発電する。〔名〕

利用.

lF‐it理由 〔名〕理由.

li‐kai理解 〔動〕理解する。 Li

chtt chit hang tai_chi, g6a bl‐

tとng～ (体微此項事誌,我 没営～)

―君がこんなことをするなんで理

解できません,

11‐keng離 経 ?〔 形〕 (予想外に)

差の大きい.Kё‐chr siun～ (慣

銭尚～)一 値段に非常な差がある。

li‐ki‐cht‐gi呑J己主義 〔名〕利己主

義.

li‐kheh 旅 客 ―→h‐kheh

li‐khi理 氣 〔名〕(―li).、理屈,道

理 .K6ng oこ b6～ (講話無～)一

話の道理が通 らない。

li‐khui勃 開 〔動〕 (封筒のような

ものを)開 ける,裂 く (一thiah_

khui折開).Pat_lang e phOe 品 _

thang ka lang～ (別人的批不通

給人～)一 他人の手紙を開封 しな

いでください。

libkhui離開 〔動〕離れる,去 る,

立 ち去 る.G6a～ Bl‐kok tai_khとi

1 0  n i  k t  a h (我～美園大概十年

久明)一 アメリカを離れてほぼ10

年 になります。～jip‐pもn k a u  T a i‐

oa n (～ 日本到魯湾)一日本 を離れ

て台湾 に着 く.

li_lat療濯 〔名〕(医)る いれき,

結核性りんぱ腺炎.

li・1色k履 歴 〔名〕履歴(一keng‐1もk

経歴):

li‐1とk‐su履 歴書 〔名〕履歴書.

11‐lin理論 〔動〕議論する.kap i
～(及伊～)手彼と議論する。〔名〕

理論.

li‐pa経 営 〔名〕

chhian_a).

間垣  (→

libpian利便 〔形〕便利な,好 都合

な。Kau_thong～(交通～)一交通

カギ便呑」だ. U l e chhiantt ke

chin～ (有一個イ青的加具～)一雇い

人が1人 あるとほんとうに好都合

だ.

li‐Piat離 別 〔動〕丹Jれる。 G6a

chim‐ma kap lh～ ,品 chai tang‐

si chiah こ‐tとng kap lin sio kin

(我此浦及悠～,不知営時即含営及

悠相見)一今君たちと別れたら,い

つまた会えるかわかりません.

〔名〕別離.

li‐ph6a勢破 〔動〕(引き)裂く,破る

l―thiah_phもa折破).Chit ptn

chheh chioh li khba・, H卜thang

ka g6a～ (此本冊借体看,不 通給

我～)― この本 を貸 してあげるが,

破ってはいけませんよ.

li‐sek利息 〔名〕示」息.

li‐si6ng理想 〔名〕理想.I tdi jin‐

s e n g  こ 1  6  c h i n  k o a n  a―  (伊

封人生有一個員高的～)一 彼は人

生 に対 してとても高い理想を持 つ

ている。〔形〕理想的な.Chin～

(員～)一とても理想的だ。

11‐si理 事 〔名〕理事.

liah栗」 〔動〕ささくれる。Toh‐k伊

～t‐khi_lai(泉競～起来)―机の縁
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がこすれてきさくれた。

liあh涼  〔動〕①捕まえる。～chhat

(～賊)一泥棒を捕まえる。② (手

先で)細 工する。～pin‐ム (～舞

仔)一あじろを編む.～ lau(～漏)
一雨漏りを修繕する。③もむ.
Keng‐thau ka g6a― chit。こ (肩頭

給我～一下)一 肩 をちょっともん

でくれ.④ 概算する.～ siとu(～

貝長)一取引勘定 をざっと概算する.

～hbe‐t6(～貨底)―在庫品が大体

どれぐらいか数 える.⑤  (生 きた

ままでブタやニワトリを)買 う.

Khi chhなu_tl～ti(去草地～猪)一

回舎ヘブタを買いに行 く.Ke～

sian_mi kさ?(鶏 ～甚履慣)一 ニワ

トリをい くらで買いましたか.⑥

(ある状態に)保 つ.Sim‐koan～

tian(心肝～定)=心 をしっかり持

ちなさい。～than‐t6(～ 担倒)=

横にする。 〔介〕・・・を.◇ 望まし

くない場合に使 う.～ g6a ch心

chhat(～我依賊)一私 を盗人だと

する。～h6chb phar(～ 好依夢)
一善を悪とする,

Hあh_ch心/_chbe源依 〔動〕"・だと

思 う,憶 測する。G6a～ si b6 1ang

chai(我～是無人知)一私は誰も知

らないと思っていた。

Hah_hite掠 魚的 〔名〕漁師. |

liah_leng椋 龍 ? 〔 動〕あんまする.

E_hiau～ (含暁～)一あんまができ

る。

liah_pau源包 〔動〕(他人の誤った

点をとらえて)突 っ込む,揚 げ足

を取る。I na k6ng liよu tttibh,

g6a chiah ka i～(伊若講了不着,

我即給伊～)一 彼が言い間違えた

liam_hiぜ

ら突っ込んでやる。H5ti～ (給伊
～)=揚 げ足をとられた。

liam祐  〔動〕 (2,3本の指先を使

って軽く)つ まむ (→ni括).～

pig_liよp‐よ (～飯粒仔)一ご飯粒を

つまむ。～khau(～岡)一もみくじ

を51く.

liam怠穴 〔動〕①減らす.～ Rhah
chi6(～較少)一減 らして少なくす

る。②節約する.～s6■htti(～所
費)=費 用を節約する.

littm捻〔動〕① (2本の指で)つ
ねる。～c h h t iもp hこ(～嘴頬)― ほ

ほをつねる.②摘む.～chhとil―

菜)=野 菜を摘む.

liam粘  〔形〕ねばねばした。M6a‐

chi‐k6・chin～ (麻粧潮員～)一鳥

もらはとてもねばねばする.〔 動〕

くっつく, くっつける.l tё chhiこ‐

leng‐thng～ti li e san__nth(一塊

稼乳糖～在体的杉裡)一 チューイ

ンガムが君の服にくっついている。

Eng k6・～ (用糊～)=糊 でくっつ

ける。

liam念 〔動〕① 1/1さヽい声で)読
む.～keng(～経)=経を読む,②

思 う,思 慕する.～ ti6h pS‐b6in

(～着父母恩)一父母の恩 を思 う。‐

Put_si teh～li(不時在～祢)一絶

えずあなたのことを思っています.

liam_a蛤仔 〔名〕(魚)ナ マズ (一

liam_hi蛤魚).

l i a m _ c h u念 珠 → sむ・ch u

liam_こk粘 液 〔名〕粘液.

liam_hi蛤魚→liam_a      t

liamshiun描香 〔動〕焼香する.

G6a khi ka i～(我去給伊～)一
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liam_ka

liam_ka本占8蓼 〔名〕にかわ.

liam_keng念経 〔動〕経を読む.

G6aとi～ (我愛～)キ私は経 を読

むのが好きです。

liam_mi連鞭 ?→ liam_pin

liam_pin連鞭 〔副〕すぐに,ただち

に (=sdi‐si随時,Πと‐si5ng馬上,

l liam_mi連鞭 ?).G6a na lim chid,

bin～こang…khi_lai(我若飲酒,面
～含紅起来)キ ぼくは酒を飲むと

顔がすぐ赤くなる。Li tibh～khi

(体着～去)=あ なたはすぐに行か

なければならない。

liam_thau念 頭 〔名〕考え.I S hit

khoan e～ (伊有彼款的～)=彼 は

そのような考えを持つています。

liamsthisthi 粘雑鶏 〔形〕ねばねば

の,べ たべたの.

l i a m _ t h 6 粘土一j i n _ t h S

lian嘘  〔動〕① しばむ,枯 れる。

Hiah e hoe～ _‐khi ah(彼 個花～

去咽)一 あれらの花はしばんでし

まった。Chhiこ～‐‐liau_liau(樹～

了了)=木 がすっかり枯れてしま

った。② まくれる。K a h ‐h a h  b a k _ _

tibh chtiこ～ (甲捧染着水含～)

一竹の度は水につけるとまくれる。

lian輩 〔名〕車輪.〔 量〕つ。◇

車輪を数えるとき.3～ chhia(三

～車)=三 論の車.

lian撚  〔動〕よる,ね じる。～

ch6a‐liau。と(～紙篠イ子)一 こより

をよる。～16・‐si(～ 螺糸)=ね じ

をまわす.

lian輪  〔動〕転 がる,転 がす。

KiS teh～ (球在～)=ボ ールが転
=がっている。

lian連  〔介〕・・。までも,… すら.

◇原則としてt5都と呼応する.～

b6tc h5・ ka…khi(～母都給咬去)

一元金までも食われてしまった。

G6a～ i e ttia ia tt chai‐ian(我

～伊的名亦不知影)― 私は彼の名

すら知 りません。 〔名〕 (軍隊組

織の)中 隊.

lian聯  〔名〕聯.◇ 柱や壁などの

左右に相対 して掛ける細長い書画.

lian煉  〔動〕練る。Chit pau i抗‐

ムti抗・ユi～chin kt(此 包棄仔着愛

～員久)一 この薬は長い問練 らな

ければならない。

lian練 〔動〕①練習する。～liau

sek lah(～了熟F位)一熟練 した。

～ji(～字)=字を練習する.② よ
'もやま話をする。Tai‐ke teh～(大

家在～)一 皆がよもやま話 をして

いる.

l i a n鐘 〔動〕(鎖で)つなぐ.Chit

chiah kよu よi Sng lian‐a～__khi‐

lai(此隻狗愛用鍵仔～起来)一 こ

の大は鎖でつながなければなりま

せん。

lian_左鈍仔 〔名〕鎖,

lian_bang連忙 〔副〕早速.Lang,

kheh iai,～h5ng te(人客来,～

奉茶)一お客さんが来られたので,

早逮お茶を差し上tずる。

lian_bi輩霧 〔名〕(植)レ ンブ.

lian_chi蓮子 〔名〕ハスの実.

lian,chiau連蕉 〔名〕(植)◇ カン

ナ科の総称.

lian_gよk煉 獄 〔名〕煉獄.

lian_hap聯合 〔動〕結び合う,連

合する.In nttg e～teh ch心

seng‐li(悠雨個～在倣生理)=彼

ら2人は手を結んで商売をしている。
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Lian‐hap‐kok聯合園 〔名〕国際連
△
口 ・

lian_hiと連魚 〔名〕 (魚)レ ンギョロ

◇淡水で養殖する魚.

lian_hoan_h5e聯歌含 〔名〕懇親会.

lian_hoe蓮花 〔名〕(植)ハ ス,ハ
スの花.

lianth6e連回 ?〔 動〕 (落ちぶれ

て)恥 をさらす。◇主に女に対し

て用いる。khi t6‐こi～a?(去 何

位～町) 一 どこへ行って恥 をさら

してきたんだい.

lian‐16k連 絡 〔動〕連絡する。Goan

kとu Si,こkOh kap li～(院到位,

含復及体～)≧ 到着 しましたらま

たご連絡いたします.

l i a n _ 1こi連累 〔動〕累を及ぼす.
Kttu_it na chb phain, こ～  ti6h

kとu_h5e(教友若倣夢,含 ～着教含)
一信者が悪いことをすると,教 会

に累 を及ぼ じ夕ます。

lian`ngau 蓮痛‐→峰ng‐ngau

lian_si6k連績 〔動〕継続する.

Chtt tai_chiとi～(倣事誌愛～)=

仕事をする以上は続けてやってい

きたいものだ。

lian_sip練習 〔動〕(…lian).練習

する。 Li  t i b h _よi～kh a h  c h S  p a i

leh(体着愛～較多提□)=君 は何

度も練習 しなくてはいけないよ.

lian_sip‐phs練 習簿 〔名〕練習帳.

lian_sba連績 〔副〕続けざまに,

Lang‐kheh～lai(人客～来)一客

が続けざまにやって来る。～ lim

3 au(～ 飲三聴)=た て続けに3

ばい飲 む.

l i a n , tёk聯 や由 〔名〕弔辞 を書いた

掛け物.

liとP_chもk

lian_thttan煉炭 〔名〕練炭.

liang涼  〔形〕涼しい (→chhi。_

chhin)。◇空気がひやっとすると
きなど,Kin‐a_jit a thin_khi chin
～(今仔日的天気長～)一今日の天

気は涼しい。

liang/1i5ng量 〔名〕度量.I chin

t5a～(伊員大～)一彼はとても度
量が大きい。

liang_11ngャ京冷  〔形〕涼しヽヽ.

liap競?〔 動〕①すぼむ,すぼめ
る。HOe～ …khi(花～去)=花 がす

ぼんだ。②ひだをとる。Kan beh
～ktiに ng?(箔 要～幾細)― ス

カー トはひだをいくつとりますか。

③さらう。h5・kti～,_khi陥鬼～

去)一化け物にさらわれた。④し
りごみする,び くびくする.絶ng

tibh chin,tibh～__16h‐khi(講着袋,

着～落去)一 金の話となるとしり

ごみする。

liムp粒  〔名〕(穀物の)粒 .〔 量〕

個・粒.◇ 球や粒になったものを

数えるとき。1～kam_よl―～柑仔)
=ミ カン1個 .nig～ おh,Oan(雨
～薬丸)=2粒 の九薬.〔 形〕(飯

などの粒が)堅 い.pttg stun ～

(飯尚～)一飯が硬すぎる。

liap狸〔動〕① (手で)丸める,
握る。～i6h‐Oan(～ 棄丸)一九薬

を丸める。～pttg‐oan(～飯丸)一

握り飯をにぎる。②いじる。 品_

thang ka i～(不通給伊～)一 そ

れをいじってはいけない。

liとp転粒仔 〔名〕はれ物.

liap_chek粒積 〔動〕 (少しずつ)

蓄える,3 tai～,ltふi khai khOng

(三代～,一 代開空)-3代 粒々辛
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liaPch5

苦して蓄え,1代 で使つてしまう。

liとP‐ch5控 造 〔動〕捏造する.～

iau_gian(～話言)一ゴシップを捏

造する.

liap‐li摘理 〔名〕摂理.

liap‐P3す岳呂甫 〔動〕 ひからびる。

chhttisthau～(菜頭～)=ダ イコン

がひからびた.

liap‐si子五氏 〔名〕摂氏.

liat列  〔量〕列,並 び(一pai排).

Pai ch心3～ (排倣三～)-3列 に

並谷る.

liat_chhia列車 〔名〕す」車.

liat_sもk列 席 〔動〕列席する。

liat。こi列 位 〔名〕 (文)各 位,皆

様.～ chh♂ chこ(～請坐)―皆様

お座りください。

liau了 〔動〕①終わる:尽 きる。

sia～ぃ (篤～1剣一書き終わりま

したよ。。こk6ng b5～ (話講没～)

―話がなかなか尽きない,②損す
る,な くす る.フ～ch in(～袋)一お

金 を損す る。thau_15・～‐‐khi(頭路

～去)一職 をなくす。

liau條  〔量〕◇細長い形をしたも

のを数えるとき,1～ 1‐liau(一 ～

椅篠)一一脚のベンチ.nttg～ hng

(雨～園)=細 長い畑が2枚 .

l i a u 寮? 〔動〕① ( 材木を大きな
の こぎりで)ひ く.～ chha(～柴)

一材木をひく,② (紙に折り目を
つけ,そ れに沿って手で紙 を)ち

ぎる。li at,g6a～ (イホ拗 ,我 ～)

一君が折 り目をつけてぼ くがちぎ

ろう。② ( サ| | などを) 渡る, 横切
る.～ khe(～ 渓)一川 を渡 る。～

chhan_h5an(～田岸)一水田 を横切

る。

liau料  〔名〕原料,材 料.〔 動〕

推量する,推 測する。～b6 kよ u

chiah kdi(～無到此貴)一 こんな

に高いとは思わなかった。

liau練  〔動〕縛り付ける.～h5°an

(～給緊)一回く縛り付ける.

liau_a ttM子―→khoan_左

liau_a寮仔 〔名〕小屋 (=liau寮).

1めu毛,si ttf子是―・khoan_かsi

littu‐ai了 後 〔名〕・"の後.◇ ふつ

う動詞の後に付く。G6a b6 san―,
koh khi khban ka‐khこ(我買杉―,

復去看家具 )=着 物 を買った後,

また家具 を見に行 きました。chhu告

khi～phoe chiah kとu(出 去～批

即到)一 出かけた後 に手紙が着い

た.

liau_chin了銭 〔動〕欠損する。こ‐

si thよn_chr,こ_si～(有時遂袋,有

時～)一 時によってもうけたり損

をしたりする。

liau_hoat療法 〔名〕療法.hbng‐

sia_sёng～ (放射性～)一放射線療

法.

liau‐i6ng療養 〔動〕療養する。

liあu‐jian了然 〔形〕①情けない。

I s lai chtt chhat, g6a siin…tibh

chin～(伊含来依賊,我 想着長～)

=あ れが盗みを働 くとは,考 えた

だけでも情けない。 ② 望みが

なも`. I kin‐lai 16ng m thak

chheh,chin～144近来才吉と不讀冊,

員～)一 彼は近ごろちっとも勉強

しようとしないので望みがない。

littu‐kai 了 解 〔動〕了解する。伽

chin～11 6 cheng_heng(我長～体

的情形)一 あなたの事情はよく了

解いたしました.
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liaいli料理 〔動〕① (文)処理す
る, IXり言十らう。 Chhtt ё tai_chi

h5・i khi～ (暦的事誌給伊去～)

一家のことは彼女に処理 させる。

②料理する。I chin gau～(伊員

賢～)一彼は料理をよくする。〔名〕

料理.kig‐tang～(廣東～)一広東

料理.

liあu・liau了了 〔動〕・・・し尽す。Chin

lng～ (銭用～)一お金を使い呆し

た。chiよh～ (食～)=食 べ尽す.

〔助〕…・ばかりの,… だらけの.

s  e n _ h i n‐lang～ (生分人～)=見 知

らぬ人ばか りだ。

liau_liau〔_と〕印『期口〔仔〕 〔 副〕お

もむろに,ゆ っくり,～ k6ng oS

(～講話)一おもむろに話をする。

～lim t6(～飲茶)一ゆっくりとお

茶を飲む.

liよu‐put‐khi了 不起 〔形〕た いヘ

んな,す ごい。i e ptn_ss chin

～ 147的本事長～)=彼 の腕前はす

ごい.

liau_put,tek了不得→putatek‐liau

l i  a u _ s i 6 n g料想 〔動〕推測する。

～b5e  k t t u (～未到)一そこまでは

推測できなかった。

liau_thian tt「天 〔動〕だべる,むだ

話をする。tai‐ke lai～ (大 家来
～)=皆 でだべ りましょう.

lih裂  〔動〕裂ける,破 れる.sban_

ch5a～ ‐‐khi(線 行～去)一縫い目

が裂けた。

lim飲  〔動〕飲む  (→ Chiムh食).
～t6(～ 茶)一茶を飲む～Chit(干

酒)一酒 を飲む。

lim臨 ? 〔 動〕(数など)少 し足り

ない。khah～ l pah(較 ～一百)一

lin

1 0 0 にちょっと足 りない。〔形〕端

の. Khia stun～, こ poよh‐_16h‐khi

(竪尚～,含 跛落去)一あまり端の

方に立つと落ちるよ.

lim‐chiとh飲 食 〔名〕飲食.

1lm‐chiong臨 終 〔動〕臨終 を迎え

る.In lau_pS teh beh～ lah(懲

老父在要～「All)=彼 の父はもう臨

終 を迎えている.

hm‐chhng臨床 〔名〕臨床.

lim‐算とp林 業 〔名〕林業.

limosi臨時 〔副〕その時になって,
その場になって, G6a a chhia.

phib si thiah kとu Tai_lam, 品_

kも 旨6aハーsiこ
・beh khi Ko‐hi6ng

(我的車票是折到魯南,不拘我～想

要去高雅)一 私の切符は台南まで

のだったが,そ の時 になって高雄

に行きたくなった.〔 形〕臨時の,
一時的.～ 6とm‐oan(～店員)一臨

時の店員.

lin 乳―leng 切〕?

lin悠? 〔代〕①君たち,あなたた

ち,◇二人称複数.sian‐sr teh

kib～ (先生在叫～)=先 生が君た

ちを呼んでいる。～tba ti tl‐こi

?(～ 滞在何位)一あなたがたはど

こにお住まいですか.②あなたの,
あなたがたの.◇身内の者や親じ
い関係 にある者について使 う.～

lau_pこti t6‐こi?(～ 老父在何位)

一お父さんはどこにいらっしゃい

ますか。～sian_sin s thiよn lin b6

?(～先生有痛悠無)一君たちの先

生は君たちを可愛がつていますか。

1 l R 裡? →n i h 裡

lin輪?〔 動〕①転がる,軽がす。

Au_a～‐_16h‐khi(ほ仔～落去)一子
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lfR‐bin

ップが転がり落 ちてきた。 An_he

ka～khi,ti6h h6(安呪給～去着

好)一 こうやって転がして行けば

よい。②放浪する,さすらう(一

liS流).ka_ti 1 6 Chhut‐kh  ヽ～

(自己一個出去～)一自分 1人 で世

の中に出て放浪する.〔 量〕回 り,

周,sёh l～ (旋一～)=ぐ るっと

1回 りする。

lin‐bin憐 欄 〔動〕哀れむ (一 lin‐

sut憐血).Sin‐beng～ lang(碑 明

～人)一 神は人を衷れまれる。

lin‐jin□ □ 〔名〕(植)ニ ンジン

(一ang_chhとi‐thau紅菜頭).

lin‐sut憐 血一lin‐bin

li6擦  〔動〕 (肉などを)薄 く切る。

～bah‐iS khi‐lai(～肉油起宋)一ブ

タの脂のところを薄 く切 り取 る。

～hi(～魚)一魚 を3枚 におろす.

li6h‐a/O libk_略 仔 〔副〕少々(一

libh_libh、と略略仔)。◇動詞 ・形容

詞の前に置いて程度 を表わす。～

chai(～知)一少 し知っている。～

ang(～紅)一少々赤い。

li6h‐libh、と1喀田各イ子―libh‐左

libk/⑤lとk六  〔数〕六.

li6k‐im‐ki録 音機 〔名〕テープレ

コーダー.

li6k‐im‐tba録 音帯 〔名〕録音テー

プ.

li6k‐kun陸 軍 〔名〕陸軍.

li6k‐に 六薩 〔名〕六礼.◇ 婚姻の

際の六種の儀札.す なわち.一 (1)

mttg‐mia問名,(2)tёng‐beng訂 盟,

(3)lap‐chhai和勺雰喜,(4)1とp‐pёネ内畔杵,

(5)chttng‐k↑請期,(6)chhin‐揮ng

親迎.

libk‐13陸 路 〔名〕睦路.

libk‐si6k陸績 〔占J〕陸続と,ぞろ

ぞろと.

li6k‐tこ陸地 〔名〕陸地,陸 .

libng/1とng『麦 〔動〕①(手足を)突

っ張る。G品・ムchin gau～(□仔長

賢～)一 赤 ちゃんが盛んに手足 を

突っ張る.②暴れる,もがく。khi

hs i～chau(去給伊～走)=暴 れ

た末 ,逃 げていつてしまった.Ti

pak b6 tiau,hs i～chとぃkh (ヽ猪

縛無住 ,給 伊―走去)手 ブタをし

っかり縛っておかなかったのでも

がいて逃げられた。

li5ng量 〔名〕①量,分量.han～

(限～)一量を制限する.②度量.

Hit e lang Chinこ～ (彼1回人長

有～)キ あの人はとても度量があ

る。 〔動〕余裕を持つ,ゆ とりを

取 る.～ khah cha khi(～ 較早

去)一余裕を持つて早めに行 く.～

l chh芭n(～ 一寸)-1寸 のゆとり

を取 る.

li 6 n g‐bi n雨面 〔名〕両面.

li 5 n g‐ch左量早 〔副〕前もって,早

めに.  na beh thi tibh―k6ng

(若要討,着 ～講)一返 してはしい

ときは前もって言ってくれ.～

chもn‐pi(～ 準備)― 早めに準備す

る。

115ngocheng諒 情 〔動〕許す,勘弁

する。Chit pai～ li(此提～体)=

今度は許 してあげます.

li6ng‐chhin雨 親 〔名〕両親,

li6ng‐he/③ leng_青邑蝦 〔名〕(動)

イセエピ.

li6ng‐hong雨 方→li6ng‐peng

li5ng‐k↑‐iok量 其約 〔副〕ぎつと,

あらかた。～shg chiこ h6(～ 算
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〔
ｕ259

就好)一 ざっと数 えればよい.

li6ng‐kut龍骨 〔名〕①背骨逗X船
の)キ ール.

li6ngspeng雨芳 〔名〕両方(=li6ng・

hong雨方).～16ng品‐tibh(～tnt不

着)一両方とも正 しくない。

li6ng‐sim良 心 〔名〕良心.

li5ng‐si5ng量 剰 〔形〕余裕のある,

Chin chiah‐kt khah～ (銭此久較
～)=金 は近ごろ少 し余裕がある

ようになった。

lip立  〔動〕立てる,立 つ.～ sさ

(～誓)=誓 いを立てる.

lip‐chhiu立秋 〔名〕立秋.

lip‐chhun立春 〔名〕立春.

lip‐hoat立法 〔動〕法律を制定す

る。

1lp‐lok立 約 〔動〕約束をする,契

ネ勺する。

lip‐ti ttn立場  〔名〕立場.

lip‐thこ立籠 〔名〕立体.

liu抽 〔動〕51き抜く。～khau(～

田)一もみくじを引く。Chit tiun,

li～khban mai(此張体～看琵)一

この札を引いてごらん.

l i  u 瑠? 〔動〕①つるっと滑る( 一
litti留).～ ‐‐16h‐khi kau。と(～落去

溝仔)一 つるっと滑ってみぞに落

ちた。② ( こっそり) 抜け出る,
逃げる.tai‐ke～liau_liau(大家～

了了)=1人 抜け2人 抜けして皆

が抜け出て しまった。7～ 8 piu

(七 ～八彪)=逃 げ去 ってしまう。

③抜け落ちる.o3k6ng～‐‐khi

(話講～去)一言い落 とした。KOar‐

a_thau～b6khi(籾 仔頭～無去)=

ステッキの頭がいつの間にかとれ

た。④ うやむやになる.Beh

chhian,chhian kah～ __khi(要請,

請及～去)一 招待すると言いなが

ら,と うとううやむやになってし

まった.⑤お流れになる。～h5e

(～含)―会がお流れになる。

lit鉦  〔動〕 (ボタンを)か ける。

Li e khざ_lit_と1 lit b6～(体的

揮鉦仔一鉦無～)― 君のズボンの

ボタンが1つ かかっていなヽゝよ.

〔量〕①つ。◇ボタンを数えると
き.3～ (三～)―ボタン3つ.②

東.◇そうめんなどを数えるとき.
nig～mi‐sban(扇～麺線)一そうめ

ん2 東.

lit紐?〔 名〕輪差,わな,Soh

phah 1 6～(索打一個～)一 なわ

で論差を作る.〔動〕(輪差で)51

っ掛ける。～kau(～拘)一大を引

っ掛ける。②口車に乗せる,ひっ
かける。～lang khi pOとh(～ 人

去屁友)一 人 を日車に乗せて賭博 を

する.③ (糸でゆで王子 を)切 る。

nig～chも2 peng(卵 ～依爾芳)
=王 子を糸で2つ に切る。

li也摺 〔動〕①脱ぐ.～ b5‐ム(～帽

仔)一 帽子を脱ぐ。s an‐ム‐khb・～

kng‐kng(杉仔十庫～光光)=着 物を

脱いで素裸になる。②むける,は
げる。～ph6e(～皮)=度 がむける。

Thau_khak it_tit～‐‐khi‐lai(頭殻
一直～起来)=頭 がだんだんはげ

てくる。③ ( つるりと) 滑る ( 一
liu瑠).～ chhit(～手)一 手 か ら

つるりと滑 り落 ちる。tah―__khi

(踏～去)一踏みはずす。

lid流 〔動〕放浪する, さ すらう

(一lin論)。si‐kさ～(四界～)一 あ

ちこちを放浪する。chhut_khi～



260＾
ｕ

(出去～)一家 を出て放浪する。

lia捜?〔 動〕①たぐる。～soh‐よ

(～索仔)一なわをたぐる.～hong‐

chhoe‐sban(～風吹線)=た この糸

をたぐる。② (たぐるようにして)

引き出す. h〕 k t i‐a～t a g‐t s (給

鬼仔～腸杜)一鬼にはらわたを引

き出される. ③ ( 細長いものをた

ぐるようにして) ほどく. ～ i t t h ‐

chti‐pb(～ 薬水布)一 包帯 をほど

く. Phもng‐se～‐‐khi‐lai teng

chhiah(凸紗～起来重刺)=毛 糸を

ほどいて編みなおす。

lit瘤 〔名〕こぶ.

lit e留〔動〕①蒸しなおす。～pau_

ム(～包仔)一マントーを蒸しなお

す。②復習する.put‐Si～ (不時
～)一常に復習する。③繰り返す。
k6ng liau koh_chとi～ (講了復再
～)=話 したことをまた繰り返す。

lit‐五鉦仔 〔名〕ボタン.

lit‐an硫 安 〔名〕碗安.

lid‐chan留存 〔動〕残しておく,

ためる.

lit‐chhiこ柳樹 〔名〕 (植)ヤ ナギ

の木.

liふhak留 害 〔動〕留学する.beh

～ia,si chin oh(要 ～亦是長難)

=留 学するのも,と ても難 しい。

〔名〕留学.

lin_hak_seng留 学生 〔名〕留学生.

lit,httk流域 〔名〕流域.

lid‐heng流 行 〔動〕流行する (=

si_kian時行).chim‐a kan teh～

tng‐‐3(此 漏裾在～長的)手今スカ

ー トは長いのが流イ予している。

liS,heng‐路m_ms流 行感冒 〔名〕

流行性感冒(一liS‐heng_sёng‐kam_

mS流 行性感冒).

lid‐heng‐koa流 行歌 〔名〕流行歌.

lid‐heng‐pこ
B/‐

pr流 行病 〔名〕流行

病.

lit‐heng,stng‐kam‐mS 流 子々1と感冒

一lm‐heng‐kttHl・mS

lit‐hi蘇 魚 〔名〕するめ.

lit‐h6ng硫 横 〔名〕硫黄.

lit‐i留 意 〔動〕留意する。

lit‐kip留級 〔動〕留年する,落 第

する. Li na b6 jin‐chin thak

chheh,116～(祢若無認長讀冊,

体含～)=も しまじめに勉強しな

かったら君は落第しますよ.

lid‐li‐thau瑠璃頭 〔名〕はげ頭.

lit‐liam留念 〔動〕記念にする。

liu‐peng溜水 〔動〕(アイス)ス ケ
ートをする。こe lang teh～ (有

的人在～)一 ある者はスケートを

しています。

lid‐sttn流産 〔動〕流産する。〔名〕

流産.

lit‐sim留 心―lit‐sin

lit,sin留碑 〔動〕注意する,気 に

とめる (=lid‐sim留″じヽ).～ Chb

tai,chi(～依事誌)一注意して物事

を運ぶ.

lit‐sng硫 酸 〔名〕(化)硫 酸.

liu‐teng柳 ?丁  〔名〕(植)包 丁

ミカン.◇ ネーブルの1種 .

lit‐t5ng流 動 〔動〕流動する。

l o ' 羅? 〔 動〕① ( えさを) あさるt

Ah teh～ kausaochもi(鴨 在～溝仔

水)=ア ヒルがみぞの中をあさつ

ている。② (俗)せ がむ,無 心す

る.put‐si lai teh～ (不 日寺宋在

～)=い つも来て無心する。

1 6 脳 〔名〕しょうのう。
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1心寡 〔形〕 背が高い (①こ矮).

lang chin～(人員～)一背がたい

そう高い。

16努  〔形〕(心身ともに)疲 れる。

chiah_kt chini(此 久員～)一近

ごろは疲れがはなはだしい。

16濁 ? 〔形〕C濁 った。～chti(～

水)=濁水.② くすんだ,さえない。

16螺 〔名〕(動)ラ バ.

16擢 〔名〕 (目の細かい)ふ るい

(→thai舗).〔動〕ふるう。～ b ib

khng(～米榛)一ぬかをふるう。

16鐸 〔名〕どら.

16‐ai…goもh/‐gёh  落 後月日

〔名〕再来月.

16‐ai‐̀jit落後日 〔名〕しあさって.

16‐choh‐‐jit落昨日 〔名〕さきおと

とい。

16‐chan‐‐ni落存年 〔名〕 さきおと

とし.

16‐gあR老 眼 〔名〕老眼.  |

16‐hoan努 煩 〔動〕面倒をかける,

煩わす,tよk hang tai_chi t。とi
～lang(逐項事誌都愛～人)=い ち

いち人を煩わさなければならない。
～11(～祢)一お手数をおかけしま

した。      '

16‐ia】鶴,由 〔名〕しょうのう油.

16‐kh3努 苦 〔名〕労苦.b6hiam
～(無嫌～)一労苦をいとわない.

16‐1もk努 力 〔動〕努力する,がんば

る,骨 を折る.b6～ bS chin‐p5・

(無～没進歩)一努力をしでは進歩

がない.

16‐ma‐ji羅 ,馬字 〔名〕ローマ字.

16.pen/_pin疹病 〔名〕肺病.
10‐So「魯口蘇 〔形〕面倒な,煩 わしい.

tai_chi chin～(事誌員～)一こと

がはなはだ面倒 だ.i chian～ (伊

成～)=あ いつはまったく煩わし

いやつだ。

16‐tSng努動 〔動〕①労働する。Li
訴tha n g～si u n  k b e‐th a u (体 不通
～尚過頭)=あ まり労働 しすぎて

はいけません。②苦労をかける。

put,chi～tai_ke(不止～大家)―皆

さんにご苦労 をおかけしました。

〔名〕労働.

16‐t5ng‐cni左努動者 〔名〕労働者.

16菌  〔動〕 (肉類を)皆 油で煮込

む.～ ke_bah(～籍肉)=ト リ肉を

醤油で煮込む.

16+笛 〔動〕 (女や子供が聞き分け

がなくて)腹 立たしく感 じる,い

まいましい思いをする (一16・‐khi

↑笛氣).Li chit e gin_a chin_

chian～lang(体此個□仔員正一人)
=お 前という子はほんとうに腹立

たしい思いをさせる.hS i20 6

kian～kah pban_si6‐si(給伊二十

個子～及半小死)=20人 の子供の

ことで死ぬほどいまいましい思い

をする。

10魯 〔形〕①粗末な.kang_hu
c h i n～(工夫長～)―細工がはなは

だ粗末だ。②ぞんざいな.Chit
keng chhこ khi liau khah～ (此

間暦起了較～)一 この家は建てか

たがぞんざいだ。

16櫓  〔名〕ろ。 〔動〕 (ろを)こ

ぐ,～ bS kian(～没行)一 こいで

も動かない。

1け】隻?〔 助〕①・…ぞ,… よ.tan

hai～(□害～)― さあ困ったぞ.

che si li 6～(這是体的～)一 こ

れは君のだよ。②…・だの.◇ 強調
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したい語 を提起する.Ch6a～ ,

pit～,16ng bこkittitこlai(紙

～筆～推没記得携宋)一 紙だの筆

だの皆忘れてきた。

む 21A〔名〕ストーブ,炉,こんろ.

oと。su～ (瓦斯～)一ガスこんろ.

ゅ路 〔名〕①道,道路,② (人の

守 るべ き)道,道 理 .よi jin～(愛

認～)=道 を守 らなければいけな

い.chiとu～k ian(照～行)=道 理

に従うてやる,②道のり,行程(一

15・‐t6路途),l li～ (一里～)-1

里の道の り.nttg jit～(雨日～)

-2日 の行程 .

‐13‐路 〔接尾〕類.◇ 品物などの

類別を表わす。pb・‐い (布路)一布

類.tr_15・(甜路)=甘味類.

13露  〔名〕露 (-15・‐chti露水).

16‐bah菌 肉 〔名〕加味した汁の中

でぐつぐつ煮た肉.

崎 ,正 路 尾 一 路 ‐b6e

lS‐b6e/‐bこ路尾 〔名〕最後,結 局

(-15・‐b6e‐chhit路尾手).～ an_

ch6an?(～接伝)=最 後はどうだ

ったの.～ chb khit,chiとh(～ 倣

乞食)一 最後はこじきになった。

崎 ‐b6e‐chh沌  路 尾 手 」 iS‐b6e

13‐chai奴 才 〔名〕下僕,下 男.

け‐chti露 水→13露

13‐chhut露 出 〔動〕暴露する,あ

らわにする.～ kё‐b6・(～計謀)=

はかりごとを暴露する。～bと,kha

(～,馬脚)一,馬脚を現わす。

lS,こng/〇‐i5ng路 用 〔名〕使い道.

chit e lang Chin b6～, b61 hang

チhiよu(此 個人員無～,無
一項管

Ral一 この人はなに1つ できなく

てまった く使 い道がない。

13‐gi5/〇‐ki5蕗 蕎 〔名〕(植)ラッ

キョウ.

lS‐hこ/・hSe度 奮 〔名〕(植)ア ロエ.

13‐ha蟻 魚 〔名〕(魚)ス ズキ.

13‐hian露現 〔動〕露顕する。発党

する.

lS‐h工i路 費 〔名〕旅費.

18,ian露営 〔動〕キャンプする。

13‐ki5蕗 蕎-13‐gi5

13‐kS‐あ‐moai/①‐m6e路 糊仔廉 →

th3‐moai

lむ‐khi 描氣 〔動〕(…16・・i笛)。 (女

や子供などが聞き分けがないため

に)腹 を立てる。Bとng ham i an_

ne～Lh(□ 含伊安呪～嶋)一あの

子のことでそんなに腹を立てなく

ても.

13‐lat努力 〔動〕ご苦労さま, あ

りがとう (→to‐Sia).◇田舎では

t6‐sia多謝よりよく使われる。

kin_a_jit h5・li～(今仔日給イホ～)

一今日はご苦労さまでした。 Li

t6ng‐jit kiユ lai h5・ g6a 6 6ng,

lai chin h6 chiah,chin～(1ホ項

日寄来給我的風梨長好食,員 ～)

一先週お送りくださいましたパイ

ナップルはとてもおいしゆうござ

いました,ほ んとうにありがとう

ございました。

13‐11奴隷 〔名〕奴隷.

13‐に 露螺 〔名〕 (動)カ タツムリ.

1む。lёk努 力 〔動〕努力する,努 め

る。  tai_ke ttng‐s iHl―kiとnos iat

(大家同心～建設)一皆が″いを1つ

にして建設に努力する。

13‐mi歯 麺 〔名〕あんかけうどん.

13‐m6a鐘 鰻 〔名〕①無頼漠,ごろ

つき。② (魚)ウナギ.



13‐nig菌卵 〔名〕加味した汁の中
でぐつぐつ煮た卵.

lS‐p6ng‐si路 芳屍 〔名〕 (罵)く
たばりぞこない,行 き倒れ。◇女
が男 をののしる語.Li chit e～

./(体此個～)一このくたば りぞこ

ない。～に‐mia/(～ 短命)一行き

倒れの若死にめ.

13‐phiau路標 〔名〕道路標識.
13‐si螺絲 〔名〕ねじ.
13,si‐kよ螺絲絞 〔名〕ドライバー.
13‐si‐teng螺綜釘 〔名〕ねじくぎ.
13‐suh‐bah□□肉 〔名〕ロース肉.
13‐stn慶街 〔名〕(植)アスパラガ

ス .

13‐tek度竹 〔名〕〔植)ヨシダケ,
タカサ ゴ チ ク.

13‐te ng路燈 〔名〕街灯.

け。tin麗藤 〔名〕(植)ド クフジ,
ギョトウ (=hf‐tin魚藤).

13‐tiong路中 〔名〕路上.～ gこ
chhat(～遇賊)一路上で賊に遭う.

13‐t6路 途 〔名〕道のり,行程.～

iau_。an(～遥遠)一道のりがはる

かに違い。

13_thau路頭 〔名〕(通り道として

の)道 .～ httg(～遠)一道が遠い。
～chhen_s。.(～生疏)一 道が不案

内だ。

13‐thこ露僧 〔名〕はだか,裸 体.
13‐ti度 葦 〔名〕(植)ア シ.

lba瀬  〔名〕瀬.

15a若→j5a若
1 5 4頼 〔動〕①人のせいにする。

Ka_ti chb酌 _tiもh,beh～ g6a(家

己倣不着,要 ～我)一 自分でやり

損なったくせに私のせいにする。

②言いがかりをつける。 L i品_

1。an_ぁi

thang～g6a thausthёh li e si_pi6

(体不通～我倫提体的時銭)―私が

君の時計を盗んだなどと言いがか

りをつけないでください。

loah持?〔 動〕・①なすりつける。
hi～iam(魚～整)=魚 に塩 をなす

りつける。②軽くこする。tO si6
～Ph6e(刀小～皮)一刃をちょっと
度でとぎなさい。

loとhす宰 〔動〕 さする。～pak_t6・

(～腹性)一腹をさする。②くしけ
ずる.lng loよh_と～thau_mng(用

子守仔～頭毛)一 くしで髪の毛をす

く.

loとh辣  〔形〕①辛い (→hiam辛).
◇主として音を刺激する辛さ.
kよi‐loよh chin― (芥辣員～)一 か

らしは辛い。②辛らつな。chhit_
t5an chin～(手段 長～)一 手段が

だいそう辛 らつだ。

loとh‐五挿仔 〔名〕くし.

10とn軟  〔動〕もみほぐす。ch出_sia

e s6・‐chai k二～h5・sban(注 射的

所在給～給散)一 注射したところ

をもみほぐして散らしなさい。

1。an寓と 〔動〕舌Lれる,乱 す。sim_

kOan～(心肝～)一心が乱れる。

G6a beh thak chheh, li 五1_thang

ka g6a～ (我要讃冊,体 不通給我
～)一 勉強 しようと思 うから乱 さ

ないでくれ.〔 副〕①でたらめに.
～k6ng l ti3n(～講一場)一ひと

しきりでたらめを言う。②やたら
に,む やみに。～chau(～ 走)=

狂奔する。

1。an_嵐i態愛 〔動〕恋愛する。Lin
nttg 6 teh～, lin p5.b6 chai_ian

b6?(悠 開個在～,悠 父母知影無)
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1。an_chhau‐ chhau

一君たち2人 が恋愛しているのを

両親は知っているのですか。〔名〕

恋愛.～ kiat_hlrn(～結婚)=恋 愛

結婚.

1。an_chhau‐chhau僑と操操 〔形〕①
心が舌しれている.Chhこ―lai s.nttg

e gin_ょ teh phba‐psn, g6a sim.

lai～(暦内有雨個□仔在破病,我

心内～)一 家で 2人 の子が病気 を

しているので,私 の心は乱れてい

ます.②取り散らしている。Chin
sit‐に,pang_keng iai～ (長失薩,

房間内～)一 すみません,部 屋の

中を取 り散らしておりまして.

1。an_ji6k軟 弱 〔形〕虚弱な,seng‐

khu～ (身堰～)一体が弱い。

1。an_st ttL使 〔副〕(-loan).む や

みに,や たらに (=lam‐samtti参).
～kian(～行)=む やみに歩く.～

chiah(～ 食)一 やたらに食べる。

1 6 e 言―に 言

1 6 e 黎- 1 6 黎

1 5 e ‐c h i とn内 戦

16e,16ng/⑤ lai‐

中身.

〔名〕内戦.

内容 〔名〕内容,

15e‐koh内 閣 〔名〕内閣.
15e‐tこ/‐t5e内地 〔名〕内地.
1碇h転 笠イ子―→Lh‐五
16h落  〔動〕①降りる,降ろす。～

l a u s t h u i (～模梯)一階段 を降 りる。
～chh i a (～車)=下草する。～pha n g

(～帆)一帆を下ろす。②下がる。
m i h‐kё iよu_ b 5 e～(物慣猶来～)=

物価はまだ下がらない。③降 る。
～h5` (～雨)一 雨が降 る。④ 入れ

る,加 える。～h5ち‐kh a u (～戸回)
一戸籍 に入れる.～ pもn(～本)=

資本を注ぎ込む。③行く.～chng

(～庄)=田 舎へ行 く。⑥ (悪い方

向に向かって)・・・になる。 ～ sOe

(～衰)一落ち目になる。②臨月に
あたる.k6ng～ aS‐goさh beh sen

(講～後月要生)一来月になると生

まれるそうです。〔量〕棟 (一tbng

棟).1～chht(一～暦)=1棟 の家.

16h・h3落 雨 〔動〕雨が降る.In_こi
～,san 16ng b6 ta(因馬～,杉

統無乾)一 雨が降ったので着物は

全然乾いていません。

16h‐hS‐thin落雨天 〔名〕雨天.

1 6 h‐kё落償 〔動〕(価格が)下 落す

る。bi～(米～)=米が下がった.

16h‐khi落去 〔動〕①降りていく,
下る.tdi hia～(撃す彼～)一あそこ

から降 りていった。②…。して降 り

る。thiとu～tian__nih(跳～庭裡)一

庭へ跳び降 りた。③ …。して入れる。

thun…～(春～)=飲み込む。④…

しだす。Poa h _ _～,c h i 3品 c h a i

s o a h (販～,就不知紫)=賭 博 をや

りだしたらもうやめることを知 ら

ない.

16h・k恥 落課―→ha,k品

16h‐1航落来 〔動〕①降りてくる。
血i lau_tこng～ (普す桜項～)=2階

から降 りてくる.② ・・・してくる。

◇他の動詞と結合して,動 作が上

から下へ向かうことを表わす方向

動詞.H5'16h…～lah(雨落～P地)
一雨が降ってきたぞ.Tもi chhむ‐

ttng siak…～ (封層項子東～)=屋

上からドスンと落ちてきた。

16h‐pSi 落肥 〔動〕肥やしをやる。

ti S,a b6～bs t5a chang(補 仔無
～没大叢) = イ ネは肥やしをやら

ないと大きくならない。
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16h‐seh落 雪 〔動〕雪が降る。Tai_

oan k6an_th Fこ～b3? 偉 漕寒天

含～没)一 台湾は冬に雪が降りま

すか.

16h‐sioh落 俗 ? 〔動〕(風土,習 慣

に)慣 れる。」it‐pこn ia tba liau
～lah(日本亦滞了～「l■)一 日本に

もどうやら住み慣れてきた,

16h‐sng落 霜 〔動〕霜が降りる.～

chin k6an(～員寒)=霜 が降りる

とたいへん寒い。

lok落  〔動〕置く.～ ti siun_a lai

(～在箱仔内)一箱の中に置く.

lok実  〔動〕(袋のようなものを)

はめる。 lng chhit‐lok～chhit

(用手実～手)一手袋を手にはめる.

〔量〕箱。◇′↓ヽさい箱単位のものを

数えるとを .1～ hoan_ム_h6c(1～

番仔火)一 マッチ1箱 .

lok濃 ? 〔形〕じくじくした,どろ

どろした。15°chin～ (路員～)=

道がどろどろだ。

16k鹿  〔名〕(動)シ カ,

lok転索仔 〔名〕袋.◇主に紙製の

ものを指す.

16k‐chhii落 噛 〔動〕うがいする。

16k‐hng築 園 〔名〕楽園.

16k‐hoa‐seng落 花生→th3‐傷u

16k‐im録 音 〔動〕録音する,g6a
～h5・li thian(我～給体率)一 録

音してあなたに聞かせます。〔名〕

録音。

16k‐im‐ki録 音機 〔名〕録音機.

16k_kOan架観 〔形〕楽観的な.

〔名〕楽観,

16k‐seng落 成 〔動〕落成する.

16k_scan落選 〔動〕落選する.

16k‐tこ落第 〔動〕落第する.～nig

1心ng

tang(～扇冬)-2年 落第した。

16k‐t6務 駐 〔名〕(動)ラ クダ.

16k‐th3架 土 〔名〕楽土,極 楽.

long嚢 〔動〕① (細長いものを穴
などへ)突 っこむ,は める。Chha

～chとu‐khang(柴 ～姓孔)― まき

をかまどに突 っこむ.～ chhit_

16ng(～手襲)―手袋をはめる。②

閉 じ込める。～ti long‐a(～ 在襲

仔)一留置場 に開 じ込める.

16ng lThL〔副〕①みんな,すべて.
In～beh khi b6?(は～要去無)
一彼 らはみんな行 きますか。～h6

(～好)=す べてよい。②少 しも,

きっぱり。◇否定 を表わす語の前

に置 く.G6 a～ 品 ch a i‐ia n (我～不

知影)一 私は少 しも知 りません,

I～b6 h o a n , h i (伊～無歓喜)一彼は

さっぱり喜ばない。

1心ng撞  〔動〕① (ドンドンと)たたく.

～配ng(～門)―P弓をドンドンとた

たく,② (ドシンと)ぶ つかる.～

tiもh nan‐hもe‐thiふu(～ 着電火柱)
=電 柱 にドシンとぶつかる。Khi_

chhia kap san‐lian_chhia san ～

(汽車及三輩車相～)一自動車 とり

ンタクがぶつかった。③ (棒やこ

ぶし等で強 く)突 く.g i a h  t h d i _ム

～(搾槌仔～)―棒で突く。④ (勢
いよく) 投 げる, ( 勢いよく) 落 ち

る。 Chおh‐thau～ni khe…nih tth_

khi(石頭～封i笑裡落去)=石 を川

ヘ ドブンと投入れた.Tも i chhも‐

t6ng～‐‐16h_lai(撃す暦項～落来)=

屋根 からドスンと落 ちてくる.⑤

(波が)打 ち寄せる。Hai_6ng it‐

tit～lai(海湧一直～宋)一波が打

ち寄せてくる。
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16ng

16ng狼  〔名〕(動)オ オカミ.

16ng濃  〔形〕濃厚な,濃 い。 te

phとu khah～(茶泡較～)一お茶を

濃くたてる.

15ng弄  〔動〕①そそのかす,け し

かける。 Kha_chhng‐aこ こ lang teh
～i6Phar‐oこ (脚尻後有人在～

伊的夢話)=誰 かが彼の悪口を言

うように後ろでけしかけている。

②弄する。～khau hoan choat

(宇巧反拙)一技巧を弄 してかえっ

てまずくなる。

15ng関 ? 〔 動〕かんぬきをさす.
～mag(～ 門)一門にかんぬきをさ

す。 〔名〕 (縦に入れる)か んぬ

き (→chhban問),

long‐五塞仔 〔名〕①留置場。②お
り.

16ng`bin農民 〔名〕農民 (-16ng‐

jin農人).

16ng‐chok,btt農作物 〔名〕農作物,

作物.

16ng‐ch6ng焼紹 〔副〕(―】6ng).

みを,す べて,Hiah_e chheh～

Si i ё(彼的冊～是伊的)=そ れら

の本はみな彼のです。Chiah_ё

chheh～ 通kti pもn?(此 的冊～有

幾本)一 これらの本は全部で何冊

ですか。

16ng‐chhoan農村 〔名〕農村.

16ng‐giとp農 業 〔名〕農業.

16ng‐hあk農 學 〔名〕農学.

16ng‐hng農 園 〔名〕農園.

16ng‐hu農 夫 〔名〕農夫,百 姓.

16ng‐htti浪費 〔動〕浪費する。h5'

lin～chiah chl chin(給悠～此多

袋)一 あなたがたにこんなにたく

さんのお金を浪費させてしまいま

した.〔 名〕浪費.

16ng‐i6h農築 〔名〕農薬.

16ng‐JIR 農人一16ng‐bin

16ng‐ka農家 〔名〕農家.

16ng‐kin撞球 〔名〕玉突き,ビリヤ
ード.

lbng‐kh6ng提暖?〔 形〕①広々と
した。tian～(庭～)一 庭 が広 々と

している.②だぶだぶのt San
chb liau siun～(杉依了尚～)一

着物がだぶだぶにで きた。

16ng・khi/①‐ki農具 〔名〕農具.

16ng‐1色k 農歴一血‐1こk

lttng‐phtta撞破 〔動〕こわす.G6a

sこ 。an  6  s i  s i 6 n g‐s i 6 n g～  o a n _

p6an(我洗碗的時常常～碗盤)=私

は茶碗を洗うとき,し ょっちゅう

食器をこわします。

16ng‐siong撞傷 〔名〕打ち傷.

16ng‐dttn農場 〔名〕農場.

lu n慮? 〔動〕①ずらす。 toh‐よ～

khah pr‐よ(某仔～較邊仔)一机を

もっとわきの方へずらしなさい。

②押しつける.品 bこki6ng‐ki6ng

～ (不買強強―)手買わないのに無

理に押 しつける。③ (バリカンや

草刈り機などで)メ」る。～ thau_

mag(～頭毛)一バ リカンで頭髪を

刈る.～ chhなぃと(～草仔)一草刈

り機で草を刈る。

it/1こ,1: 女  〔名〕(文)女 .

lI屋 〔副〕…・すればするほど,ま

すます (一nよ那).Lt hit nia san
～khban～sti(体彼領杉～看～美)
―君のあの服は見れば見るほど美

しい. Gttn chiOk lnヽ～嬌u  ～

kian_khong(院祀悠i老 ～健康)=

皆さんが老いてますます健康であ
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られるようお祈 りします.

1と鏡 〔動〕①こする,みがく. l n g
c h h iこ_n i  i t‐ti t～(用樹乳一直～)
―消 しゴムで一生懸命にこする。
～chh t i _ k h i (～嘴歯)=歯 をみが

く。② (俗)(ガミガミ)′卜言を言う。
h 5・t a i _ j i n～(給大人～)=お 役人

さんにガミガミ小言を言われた。

h/m, 11 強一崎五

li α呂 〔名〕〔鉱)ア ルミユウム.

li/1i,1こ濾 〔動〕こす。～塩u_id(～

豆油)=皆 油をこす。こng p心・ ～

(用布～)=布 でこす。

lu‐あ哺仔 〔名〕パリカン.

1也‐よ鑑仔 〔名〕棒たわし.

la_と/1d_,11‐強仔 〔名〕(動)ロパ.

1こ‐chこ/1t‐,li‐女子 〔名〕女子.

1ェ_heng/1こ‐,li‐旅行 〔動〕旅行す

る。Beh khi t6‐こi～?(要 去何位
～)一 どこへ旅行に行きますか.

〔名〕旅行,旅 :～ chi‐phib(～支

票)一旅行者用小切手.

1こ_heng‐Sia/1よ‐,li_旅 行駐 〔名〕

旅行社.

hも血i/h_, 11‐ 旅費

1 崎1 / i t ‐, 1 : ‐女兄

h‐ka/1ホ, lf‐ 女家

嫁の方の.

〔名〕旅費.

〔名〕女児.

〔名〕里方.◇

ld_kang/1t‐,11‐女工 〔名〕女工.
it‐koan/1こ_,li_旅館 〔名〕旅館

(一kheh‐koan客館,1■sia旅破).
it‐kheh/1t‐,11‐旅客 〔名〕旅客.
it‐6ng/1t‐,li‐女王 〔名〕女王.
lt,seng/1こ‐,11‐女生 〔名〕女子学
生.

it‐Sia旅 駐→ lI‐koan

lti累 ?〔 動〕平均させる。◇同量
にするため一方から取って他の一

ldi‐kё

方に入れること.～ ta  n g (～重)一

重 さを平均 させる。

lti蕊  〔名〕つばみ (一品替).◇

開花期に近いもの.〔 量〕◇花や

目を数えるとき11～ hOe(一～花)
一花 1輸 .nttg～bよk,chiu(雨～目

口周)=2つ の目玉.

lai雷 〔名〕雷 (=lSi‐kong雷公).
lti擦 〔名〕こぶ.
1前活 〔動〕① (平L棒などで)する。

～i b h‐hもn (～ 葉粉)一粉薬をする。

② (棒などで)突 く.g iよh t h a i _ a

ka i～__khi(搾槌仔給伊～去)一梶

棒で後 を突いた.

1 こi 涙 〔動〕① ( ともっているろう

そくのろうが)流 れる。 1とh_tiau
～liよu‐liau(戦係～了了)=ろ うそ

くのろうがすっかり流れてしまっ

た。② (高く積んだものが)崩れ
落 ちる。Thiap siun kOan,3～

‐‐16h‐lai(畳尚高,含 ～落来)一 あ

まり高 く積むと崩れ落 ちでくる。

lii縫  〔動〕(なわなどを使って物

を)上 げる,下 ろす。～ khi_khi

lau‐t6ng(～起去緩項)=2階 に引

き上げる。～ki lもh_lai(～ 旗落

宋)一旗を下ろす。

lti縮  〔動〕(太鼓を)手 早く打つ.
～k6・(～鼓)一手早く太鼓を打つ.

lii類  〔量〕種類,類 .hun nig
～(分南～)=2種 類に分ける.hit
～lang(彼～人)=あ の種の人.

lti‐chek累 積 〔動〕積み立てる,

累積する。

lSi‐chiAu雷 鳥 〔名〕(鳥)ラ イチョ

ウ.

lii‐chhui類推 〔動〕類推する.ニ
lti‐kё累計 〔動〕累計する。 〔名〕
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idi_kOng

累計.

la i _ k o n g  i罫/A R→ld i

l苗‐poat括 鉢 〔名〕①乳鉢.②すり

鉢.

ldi‐tat雷 達 〔名〕レーダー.

lun臨 ?〔 動〕(首や手足を)そ っ

と出す。そっとひっこめる。 ～

thau chhut_lai khttan(～頭出来看)
一頭をそっと出して見る。 chhit
～jip‐khi(手～入去)一手をそっと
ひっこめる。

lin忍 〔動〕①こらえる,我慢する.
～bこ、au(～ 没住)=我 慢できな
い。～thian(～痛)一痛いのをこら

える. ②びくびくする, 恐れる。
G6a b6～ i(我無～伊)=ぼ くは彼

を恐れてぃない.m_bian～ (不免
～)=び くびくするな.

lan輪  〔名〕関節 .〔動〕順番 にす

る。～kとu g6a(～ 到我)一私の番

にあたる.5 6 1ang teh～ (五個

人在～) - 5人 で順番にやる。

hn 堰 →
距 n 腰

lin間 〔動〕うるうになる。～me‐
n↑(～明年)一来年はうるうになる。

lin論 〔動〕①説く。I chin gau
kap lang～t5‐li(伊長賢及人～道

理)一 彼はとでもうまく人に教理

を説く,②議論する。～su i(～
輸伊)=彼 と議論して負ける.

linも格仔 〔名〕丘.
lin‐ban論 文 〔名〕論文.
lun_chttu臨走 〔勲〕尻込みして逃

げる.

lin_cheng論争

〔名〕 論争 .

hn,cttng論 護

hn,chぬ n 論 戦

〔動〕論争する。

〔名〕論証.

〔名〕論戦.

lan_ch。ょn,ki輪鶏機 〔名〕輪転機.

lan_chan輪 船 〔名〕汽船.

1こR‐gもh間 月→lin_goとh

iin‐gotth/‐gёh間 月 〔名〕うるう月.
lan_ham稔 階 〔動〕陥落する,敵の

手に落ちる。

lan,h6e輪 廻 〔名〕事含廻,

lan‐: 輸椅 〔名〕車いす。

lan‐li倫理 〔名〕倫理.

lan_lin輪流 〔動〕交代でする。nig

e teh～(雨1回在～)-2人 で交代
でやっている.～ khもn(～姻)一か

わるがわるHRる.

l i n‐nF問年 〔名〕うるう年.
lin_Pian女要慣汗―→jin_pi an
lin・te/‐t6e論題 〔名〕論題.
lin‐tittm論鶏 〔名〕論点.
lin‐t6ゴ論壇 〔名〕論壇.
lan_thai 輸月台 〔名〕タイャ.
lut 角 〔動〕①はげる,抜け落ちる。

～chhat(～漆)一漆がはげる。dlau_

mng～ kti_a ki(頭毛～幾若枝)一

髪が何本も抜ける.② け旨先で)
む く.～ t h 6・‐t a u _ m 6 h (～土豆膜)
―南京豆の度をむく。③ (ずるず
ると)滑 り落ちる。～__16h_khi

kaいと(～落去溝仔)=み ぞの中に

沿 り落ちる。

l t t 津〔動〕①しごく. ～t i こ‐s i i
(～植穂)=イネの穂をしごく。②
しばる。～g3‐leng(～キ乳)一牛

乳をしばる。
1よt率  〔名〕割合,パーセンテージ.

ltt‐su律 師 〔名〕弁護士.
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