
M

血 姫→a‐血

品 替 〔名〕つぼみ (…lti蕊).

酌 不 〔副〕① …。しない,… ・でない。

◇動詞や形容詞の前にきて否定を

表わす。G6a～ chai‐ian iin hiah

kin chiこbeh poan_khi(我～知影

悠彼緊就要搬去)=そ んなに早 く

引っ越 されるとは知 りませんでし

た。che khah～h6(這較～好)=

これはあまりよくない。② …・しな

い。◇意志がないことを表わす。

Gもa～khi Tai‐pak(我～去富北)

=私 は台北へ行 きません.③ …・で

はないか。◇反語を表わす。Li～

tibh kin khi(体～着繁去)=君

は早 く行かなくてもよいのか。

④ …・か.◇文末にあって疑間文

を作る。軽声になる。 Che si li

‐‐e～ ?(彼 是体的～)=こ れはあ

なたのですか,An‐nc h6～?(安

曜好～)=そ れでいいですか.

m‐chai‐lang不 知人 〔形〕もうろう

とした,人 事不省の。hin‐・khi,～

(弦去 ,～ )=目 がくらんでもう

ろうとなる。

m_chai.thau不 知頭 〔形〕うつかり

した.～ khよp‐ti6h‐‐e(～ 石素着的)
=う っかりして打ちあてたのです。

酌‐chian不 成 〔形〕①つまらない,

粗末を.～ mih(～ 物)=つ まら

ない物.～ sも・‐chai(～ 所在)=

粗末な所.③ わずかな, ～ chin

(～銭)=わ ずかなお金.③不llk

な.～ thP(～ 天)=不 llRな天fl■.

酌‐chiah不 即 〔連〕"・なので, そ

mskt

けて「.   b6 ch r～tibh chb kh6・_

kang(無 ,業～着lk苦工)一 金がな

いのでつ らい仕事 をしなければな

らない。

m_han_tian不限定 〔連〕・…のみな

らず,…に限らず.Li na phもa_

p6n, ～ phah phain seng‐khu, ia

dbh。とi liau chin chこch智(体若

校病 ,～ 打夢身堰 ,亦 着愛了長多

錠)=も し病気 をしたら,体 をこ

わすばかりか多くのお金 をなくす.

m‐kam不 甘 〔動〕借 しくて…しき

れない。～li‐khui chit keng phba

‐chhこ (～離開此間破暦)一 なご

り惜 しくて,こ のあばら家から離

れられない。～h5'lang(～給人)
=人 にやるには末練がある.

品‐kam‐goan不甘願 〔形〕①くやし
 ヽい. H5・ i an‐ne chiau_that, g6a

Chin～(給伊安曜贈『違,我 長～)=

やつにこんなにいじめられて,ば

くはほんとうにくや しい。② 不満

足 な.Ke‐h6e pun b6 pin,～(家

秋分無平 ,～ )=財 産 を平等に分

けなかったので不満だ。

話kam‐sim不 甘心 〔動〕惜 しいと

思 う。 Su  h i a h  c h e  c h r ,  l iこ～

be?(輸 彼多銭,祢 含～没)=そ

んなにたくさん負けて惜 しいと思

いませんか。

酌‐koan不 管 〔動〕構わない。～i

si sim‐mih lang(～伊是甚宏人)

=彼 が誰であろうといつこうに構

わない。～t61 jit(～ 何一日)

=ど の日でも構わない。

詐kt不 拘 ?〔 連〕 しかし,け れど

(=tan_si但是).Chin h6, ～

khah kもi(具好,～ 較貴)=た い
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m‐ na

そうよいが, し かし値が高い。

G6a chin とi bこ chit ぬi kha‐

tah_chhia,～b6chド (我員愛買

此曇脚踏車,～ 無銭)一 この自転

車 を買いたいのですがお金があり

ません.G6a beh khi,～ teh 16h

h5'(我要去 ,～ 在落雨)一 私は行

きたいのですが,し かし雨が降っ

ています。

訴na不 但 →詐nia

誌nia/o_na不 但 〔連〕…・のみな

らず (=putstan不但).◇ 原則と

してia亦,も しくはji‐chhian而且

と対応する。～g6a16 beh khi,

in ia beh khi(～我一個要去,感

亦要去)=私 だけでなく彼 らも行

きます。 ～an_ne, ぃst hong ia

chin thとu(～安呪,有時風亦長透)
=そ れだけではなく,時 には風も

たいへん強い。

m‐si不 是 〔動〕①・・・ではない。～

an‐ne k6ng‐‐6(～安pEL講的)一 そ

ういったのではない。～g6a‐‐色(～

我的)― 私のではありません.②

いいえ, いや.～,g6 a  t t s i  bもk`

su(～ ,我 不是牧師)一 いいえ,

私は牧師ではありません.〔連〕…・

でなければ,～ li ch心‐‐合,chiこ‐si

it_tこng sF i chb…合 (～体依的,

就是一定是伊微的)キ 君がやった

のでなければきっと彼だ。

詐si‐lang不是人 〔名〕人でなし.

酌‐tat不値 〔形〕つまらない,ばか

らしt .ヽchb lang chin～(倣人員
～) =人 間としてほんとうにつま

ぅなに`.h 5・la n g  mこka h  h i t

khoとn chin～(給人罵及彼款長～)
=あ んなにまで人にのの しられ,

まったくばからしい。

誌偽t〔‐ti6h〕不値〔着〕 〔動〕(…19

及ばない。Iehと k_b3n～li nO'(伊

的害問～祢曜)=後 の学問は君に

及ばないよ.

酢dhn不 値 ?〔動〕①要らない。che

g6a～(這我～)=こ れは要りませ

ん。②顧みない。Hit a lang～bむ
_kian, l jit si‐kё khi poよh_kiムu

(彼個人～妻子,一 日四界去販賭)
=あ の男は妻子も顧みず, 1日 中

あちこちへ行って賭博をしている。

酢tit不 得 〔形〕具合の悪い。◇必

ず2つ 対応 して使 う。Beh k6ng～

品 kもng ia～ (要講～,不 講亦～)
=話 をしても具合いが悪いし,話

をしなくても具合いが悪い。

語thang不 通 〔動〕(・・。しては)いけ

ない,許 されか .ヽ～ khek_khi(～

客氣)=遠 慮してはいけません.

I iau teh khttn, ～chiah cha khi

(伊猶在姻,～ 此早去)=彼 はま

だ寝ているから,こ んなに早 く行

ってはいけません。

ma也 ? 〔 副〕・…だって (一ia亦).

◇反発するような気持 ちのとき.

Li S,g6a～ こ (体有,我～有)=

君も持っているがぼくだって持つ

ているさ。chiah‐e16ng～ h6‐モ

(此的推～好的)=こ れらだつて

全部いいものですよ.

ma罵 一mё 罵

M左‐chむ,sen/‐srチ 5祖生 〔名〕姫祖

の誕生祭。◇旧暦 3月 23日,夕5祖

は海神として知られる女神.

ma_chhiok麻 雀 〔名〕マージヤン.

ma‐ga‐lin□ □□ 〔名〕マーガリン.

ma_hoan麻 煩 〔形〕面倒な (=hむi
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‐khi費氣).Chit khOan e tai_

chi chin～ (此款的事誌員～)一
この種のことはとても面倒だ。

〔動〕煩わす,面 倒 をかける。G6a
～li chin chs(我～祢長多)一 と
てもご面倒 をおかけしました,

ma_1左_li_五□□□□ 〔名〕(医)マラ
リヤ.

m左‐16ng‐cha,吊鈴薯 〔名〕(植)ジ
ャガイモ (一h6‐lan_ch8荷蘭薯).

ma‐ma姫 姫 〔名〕ママ,お 母 さん

(―a‐b6阿 母).

m左‐mと。hu‐hu馬 馬虎虎 〔形〕 いい

かげんな,あ いまいな。Li chb

ta i_chi,品_thang～ (体依事誌,不
通～)一 仕事をするのにいい加減

であつてはならない。～k6ng nig

kt_a chit h6(～ 講爾旬仔就好)
一いい加減に2言 ばかり話せばよ
い .

ma‐se暖 疎 ? 〔 形〕ほろ酔い加 減
の。chiもchiah kah～ (酒食及～)
一酒を飲んではろ酔い加減になっ

た。

m左‐siang馬 上1-mふ si6ng

mふsi5ng/‐siang馬 上 〔副〕 すぐ
きま,た だちに (=liam_pr連 鞭,
sdi‐si随時,chek_st tP時).G6a
heng_li na chtn_pF h6～chis

beh khi(我 行李若準備好～就要去)
=荷 物が準備できたらすぐに行 き
ます。

matst_khuh□ □□ 〔名〕マスク.
mとi勿 ? 〔 巨u〕・…するな(=thtt i

勿,bttng妄 ).～ khi(～ 去)=行
くな.～ k6ng(～ 講)=言 うな。～

SiS‐khi(～ 怒氣)一 怒るな.
m獄/①bai 琵  〔動〕…。してみる。

◇動詞の後に付 して試すの意を表
わす.mig～ (間～)=聞 いてみ

る.5ng～ (用～)=使 ってみる。

mau_psn/_p in毛病→mau_psng

mau_pこng/① m3プ ①‐p ln毛病 〔名〕

①欠点.②故障.Chit tai khi_
chhia chin ch5～(此魯汽車長多
～) =こ の自動車は故障が多い.

②悪い癖.1 6 1ang Chin gau,
c h 6 n g・s i  i  1 6～t i‐‐t e h (伊的人

員賢,紹 是有一個～在得) =彼 は

偉いが, 1つの悪い癖 を持っている

mau _ p i n :毛病→ maぃpこ
E

mauatin矛 盾 〔形〕矛盾 した。 I

k6ng oS chin～ (伊講話員～)=

後の話はたぃへん矛盾 している。

mauh口 貌? 〔 動〕 口をもぐもぐさ

せて食べる。Lau_lang b6 khi,

an_an_a～(老人無歯,緩緩仔～)=

を人は歯がないので口をもぐもぐ

させて食べる。 〔形〕受け回の.
～chhもi(～ 嘴)=受 け口.

me/mi滅 ?〔動〕(豆のような小粒の

ものを5本 の指で)つ かむ (→
1ムk据 ).～ th6・_tau(～土豆)=南

京豆をつかむ.Li khi～ l me bi

lat h5・ke‐よchiょh(体 去～一預米

宋給籍仔食)=米 を1に ぎりつか

んでいって,ニ ヮトリに食べさせ

なさい.〔 量〕にぎり.1～ th6・‐

tau(一～土豆)=1に ぎりの南京

立 .

m6猛  〔形〕 (火勢の)強 い。hang
‐16■h6e chin～(洪旗人員～)=こ
んろの人がよくおこっている.it,i

me/mi冥  〔名〕夜,晩 (=嵐m暗 ).

me/mi錠 〔名〕刃.

ms/ma,ml驚 〔動〕(Dしかる。G6am



ml‐jit

‐si teh～i, g6a teh ka i k6ng

nia_nia(我不是在～伊 , 我 在給伊

講□□)=私 は彼 をしかっている

のではありません,た だ彼に話 し

ているだけなのです.② のの しる。

～i siなぃa(～伊狂的)=剣 崖いだ

と言って彼をのの しる.

m6・jit/mi・冥日 〔名〕昼夜.Li

na宇thak chheh,こkhi.siau(体

若宇讀冊,含 起狂)=昼 夜勉強ば

かりしていたら気が狂 うよ.

mё‐ni/ma‐,mo.明 年 〔名〕来年.

ml‐si/mi‐冥時 〔名〕夜問,夜分

(Ojit‐si日時).

mёh脈  〔名〕脈,脈 はく.

mёh‐Phok脈揮 〔名〕(―mもh).脈

はく,

mi城 ?一 me稗

mi迷 ? 〔形〕① しつこい.ni

cha‐b6・chin～ (封査某長～)=女

に対して,F常にしつこい。②熱心
な.khban kah～‐‐】bh‐khi(看及～

落去)=熱 心 に見とれる。

m】 冥→me冥

mi錠 →me鑓

mi綿 →mi‐あ

mi麺  〔名〕めん, うどん,そ ば,

mi。あ綿仔 〔名〕綿 (=mi綿 ).

miあch6a綿仔紙 〔名〕ちり紙.

mi‐chioh‐ph5e/‐phこ綿績被 〔名〕
ふとん (→ni_ph5e)。◇中の綿に

糸が維1黄にかけてある。

ml‐hid綿葵 〔名〕綿いれの短い上

衣.◇中国服が1種 .

mi‐hoe綿 花 〔名〕孫鳥花,綿 .

mi‐hin麺 粉 〔名〕ガヽ麦粉.

mi‐itn綿羊 〔名〕(動)メ ンヨウ.

mi‐ku麺 亀 〔名〕赤まんじゅう。◇

小麦粉でカメの形に作ったもの。

mi‐mi‐mauh‐mauh□ □□□ 〔形〕

めちゃくちゃの。cheng chit‐l nig

tai chhia 16ng～(衝一下雨魯車

縫～)=2台 の車がぶつかって,

どちらもめちゃくちゃだ。

mi‐n5a綿 爛 〔形〕根気強い,熱 心

な.

mi‐pau麺 包 〔名〕パン(=phang

□).

mi‐pざ綿布 〔名〕綿布,木 綿,

ma‐ph5e/‐ph6桶 被 〔名〕ふとん(→

mi‐chioh‐ph5e).

mi‐sat粥 撒 〔名〕 ミサ.

m卜si冥 時一me_sl

mi‐sban麺線 〔名〕そうめん.

mi‐tiau麺係 〔名〕うどん。

mi‐thi麺球低 〔名〕とりもち.

mia名  〔名〕名,名 前,名 称,

〔量〕番.◇ 成績の順位などを数

えるとき。3～ i。1二i(三 ～以内)
=3番 以内.

mia命 〔名〕①運命,宿命.②生

命.

mi a _ c h h i名刺 一mi a _ p h i n

mia‐ji名 字 〔名〕(人の)名 前.

mia_phin/①bengS/c_phian名 片

〔名〕名病」(=mia_chhi名 刺).

mia_phs名簿一mia_toan

mia_sian名啓 〔名〕名声.

mia_toan名阜 〔名〕名簿(=mia_

Ph5・名簿).

mia‐工R命 運 〔名〕(一mia).運命,

宿命.

mih物  〔名〕物,品 物.

mih‐a涯 仔 〔代〕どんな…でも,

なんでも (→sin‐mih).～ s6・,chai

ia kan kh、(～所在亦敢去)=ど
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んな所でも行 きます。～sek  t。こ

(～色都有)=ど んな色でもあり

ます。

mih‐kё物債 〔名〕物価,
mih‐kian物件 〔名〕(―mih)。物,
物品.

mih‐phも物配→mih_phbe

mih‐ph6e/.phと物配 〔名〕 おかず
(→chhとi菜),

mih‐sとi磨 使→とh_sai

mng/① m6毛 〔名〕(人や動物の)毛.
mng門  〔名〕門,戸 , ドァ.〔量〕

問,挺 ,基 。 1～ phとu(一 ～抱)
=大 砲 1門 .面 g～chhさng(扇 ～

銃)=2挺 の銃.4～ s6(四 ～鎖)
=錠 が4つ .5～ hongosti(五 ～

風水)=墓 が 5基 .

mig間  〔動〕聞く,問 う,たずね
る。Na bl_hねu,tibh_ょi～lang(若

没暁 ,着 愛～人)=も しもできな
かつたら,人 に聞かなければぃけ
ない.Chhian～li,h6e‐chhia‐thau
ti toh。こi?(請～体,大車頭在何位)
=お たずねしますが,駅 はどこで
しょうか

mng_chin門診 〔名〕外来診察.

mnttchhttu毛草 〔名〕①毛皮.②
羽 .

mngtg5a‐han門 外漢 〔名〕F]外漢
(=g5a‐hang外行).

migthS門戸 〔名〕①門構え.②
家柄 (=mng_hong門風).

mng_hong F弓風→mng‐hs

mng_kig毛 管 〔名〕毛穴.
mng_kha毛脚 〔名〕生え際.
mig_kha‐khau P研即日→mng‐khau
m i g _ k h a u門回 〔名〕戸日,門回

(―mng_k h a _ k h a u門脚日).

mδ ‐pこT

mng_lian門聯 〔名〕門聯.◇ 新年・

新居 ・出産 。結婚などのとき, 2
枚の細長い赤紙にめでたい対旬を
書いて家の問口に張るもの.

mig‐mia問 名 〔名〕縁談の問い合
わせ。◇相手の家に息子もしくは

娘の名と生年月日を問い合わせ相

性を占う。

mig‐Pai門 牌 〔名〕門札,表 札.
mng_phib門 票 〔名〕入場券.
mng_si口門扇 〔名〕とびら.
mng_sui_二毛蓑仔 〔名〕前髪, 後
毛.◇ 女性が生え際の周囲に残す
短い毛.

mig_than毛 毯 〔名〕毛せん。
m び摸 〔動〕こっそりさらう。 h 5 '
kti～…khi(給鬼～去)=妖 怪にさ
らわれた。

mS毛 →mng毛

mS冒  〔動〕(悪条件を)お してす
る,冒 す。～ tiもh sat sin a gSi
_hiam khi thさ tai_ke cheng‐18n

(～着殺身的危険去替大家争論)
=死 の危険を冒して皆のために論
争する。

m3‐chit毛 織 〔名〕毛織.
m3‐chhat摩 擦 〔動〕摩擦する.

〔名〕摩擦.

m3‐に/‐h5e毛 蟹 〔名〕(動)カ ニ.

◇淡水に生息するもの.
mS‐hittm/①bS`冒 険 〔動〕冒険を

する。品‐thang an_ne～ (不通安呪
～)=そ んな冒険をするものでは

ない。

m3‐hui ttpダF〔 名〕(薬)モ ルヒネ.
m6‐kび毛菰 〔名〕(植)マ ツタケ.

m3‐kti魔 鬼 〔名〕悪魔,魔 物.

m3‐pon/_pin毛病→mau_Psng
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mδ ・plt

m6‐pit毛筆 〔名〕毛筆 .

m3‐stt魔 術 〔名〕魔術.

mδ‐thang毛 贔 〔名〕(虫)ケ ムシ.

moaキ最 〔動〕①覆いかぶせる.

Binsttng Sng chhau_chhibh ka i

～leh(面頂用草薦給伊～瑚)=む

しろを上からかぶせておく。②か

ける。chhit～i e keng‐thau(手

～伊的肩頭)=手 を彼女の肩にか

ける。～h5・‐moa(～ 雨キ員)=マ ン

トを引っかける.

mもa,南 〔動〕(⊃満ちる。chti～__

k h i _ l a i (水～起来) =水 がいっぱ

いになった.～ …c h h u t _ k h i (～出

去) =あふれる。②満期になる。
Hit tiau chr teh_beh～lah(後

條錠在要～嘘)=あ のお金はもう

す ぐ満期になります。③満…にな

る.tba chia～10 tang iah(滞此
～十冬「位)=こ こに住 んでから満

10年になる.～ 7 htte(～七歳)=

】商7歳 になる。 〔形〕…・中,… い

っぱい,満 ちた (一kui規).～sin

‐khu(～身堀)=体 中,～ ke(～ 街)
=街 中.～ th6・‐kha(～ 土脚)=地

面いっぱい。

m6a麻  〔名〕① (植)ア サ(一tl‐

a)。② (植)ゴマ.③麻の喪章,
(麻の)喪服.kat～ (結～)=麻 の

喪章をつける.chhこ ng～ (穿～)
=麻 の喪服を着る。

m6a幅  〔動〕(文)輛 る。

m6a鰻  〔名〕(魚】ウナギ (=o・‐

hr‐m6a鳥 耳鰻).

m6a‐chi麻 米滋 〔名〕もち.

m6a‐chin麻 疹 〔名〕(医)は しか.

m6a‐chhiok/①ba_/①ma_麻 雀

〔名〕マージャン.

m6a‐goёh/‐gさh浦 月 〔名〕(生まれ

て)満 1か 月。chも～ (倣～)=満

1か 月のお祝いをする。 〔動〕生

まれて満 1か 月になる。tan_chiah
～(□即～)=生 まれて満 1か 月に

なったところです.

m6ati/Obo左n_i議意 〔動〕 i商足す

る。Na b 6～,c h h i a n  l l詐bi a n

kheh‐khi ka g6a k6ng(若無～,

請体不免客氣給我講)=もしS商 足

でなければどうぞ遠慮なく私に

おっしゃってください。 〔形〕満

足な。G6a siEn li iいにng chin～

chiah tibh(我想体一定員～即着)
=ご 】商足いただけるものと確信い

たします。

m6a‐ia麻 油 〔名〕ゴマ油.

m6a‐m6a〔‐si〕浦浦〔是〕 〔形〕おび

ただしい,た くさんの,h6・,sin～

側 蠅～)=ハ エがおびただしい。

m6a‐pむ麻布 〔名〕麻布.

m6a‐phian日高輛 〔動〕(―m6a).

だます。h5・li b3～tit(給イホ!受～

得)― 君にはだまされない.

m6a,san麻杉 〔名〕(麻布で作った)

喪服.

m6a‐sat‐Lk鰻 訳目―sat_脱k‐hi

m6a‐so an‐ang浦 山紅 〔名〕(植)(赤

い花を咲かせる)ツ ツジ.

m6a,soh麻 索 〔名〕麻なわ.

m6a‐tこ麻袋 〔名〕麻袋.

m6a‐tek麻 竹 〔名〕(植)マ チク.

moai/Gm6e/be魔  〔名〕かゆ.

mcai_左_hoe梅 仔花一m6e‐hoe

moai_hoe梅 花→m6e‐hoe

moai_lang/①m6e‐/mti‐媒人

〔名〕仲人,

m6e/mti毎  〔代〕(文)毎 "・,どの
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,・。(=tよk逐 ).～ chふkhi(～早起)
=毎 朝.～ ni khi(～年去)=毎 年

行く.～ lang giよいl ki k↑‐a(～

人勢 一枝旗仔)=各 人が旗 を1本

ずつ持っている。

m 6 e 震 →m o a i 慶

m6e‐五/O mOai_/mai_梅仔 〔名〕

(植)ウ メの実.

m6eもm/mti‐毎暗 〔名〕毎晩.

m6e‐hoe/①moai./mai_梅花 〔名〕

(植)ウ メ,ウ メの花 (=mOai_a
‐hoe梅 仔花).

m6e‐jit/①motti‐/mti‐毎日 〔名〕

毎日.

m6e‐血i/mai_デ矩鬼 〔名〕(植)ハ
マナス (→ chhian_bl).

m6e‐khbng/Omoai_/mai_煤積

〔名〕炭鉱.

m6e‐ni/①mO五i‐/mti毎 年 〔名〕毎

年.

m6e,t6k/mdi‐梅毒 〔名〕(医)梅毒.

moh膜 ?〔 動〕① (ぴたりと平面

に)く っつく。Pau_hi～ti chibh_

thau(飽魚～在石頭)=ア ワビが石

にくっつく.lau k5ゴ,s an～ti

sin‐khu(流汗,杉 ～在身躯)=汗

をかいたらシャツがべったりと体

にくっつぃた.②(体にくっつける
ようにして)抱 える.～ chi6h‐

thau khi__lai(～石頭起来)=石 を

抱え上げる。

m6hも膜仔 〔名〕①膜.②あま皮.
mびhstah□□ 〔名〕モーター.
mti毎→m6e毎

m  u l‐a梅 仔→mo c _ a

m a i _ h o e梅花→m6 e‐ho e

m S i . kこi敗 魂→m6 e‐kt i

N

n左那 〔動〕① (あたかも…・の)よう

だ,み たいだ。s～kau nih(～族l12)

=サ ルのようです.～ beh khi,
～品khi(～ 要去,～ 不去)=行

くようでもあり,行 かないようで

もある。②・・・だかなんだかわかる

ものか,…・もくそもあるものか.

◇同じ名詞を繰 返す。soan_chi6h
～soan chibh(I症 石～:旋石)
=ダ イヤだかなんだかわかるもの

か.thau_ke～ thau_ke leh(頭 家
～頭家rjl)=主 人もくそもあるも

のか。 〔副〕① ますます,… すれ

ばするほど (=jこ念).～ khttan～

sim‐sek(～ 看～心適)=見 れば見

るほど面白い。～chiah～h6chi独

(～食～好食)=食 べれば食べる

ほどおいしい。②・・・しながら…す

る (=ian_15'沿路)。◇原則として

2つ 対応 して使われる。～kia・15。
～kもng oこ(～行路～講話)=歩 き

ながら話 をする:～ khban chheh

～thian siu‐im‐ki(～ 看冊,～率4欠

音機)〒 本を読みながらラジオを

聞 く,〔 代〕どうして, なぜ (=

thai豊).◇反語 を表わす。Chai‐

khi li～chiah Oan lai?(早 起体
～此晩来)=君 は朝どうしてこん

なに遅 く来るんですか口Li～hiah

Pin_t5an?(体 ～彼愚情)=お 前は

なぜそんなに息けるんだ。

na 盤一→naも

na若  〔連〕もし～ならば.Li～

chai‐ian, an_ch6an b6 ka g6a k6ng

?(体～知影,接 想無給我講)=知




