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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
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っているのならどうして私に言っ

てくれないのか.～16h h5・chiこ

品 lai(～落雨就不宋)=雨 が降っ

たら来ません.

na電 ? 〔 動〕(動かしながら)あ ぶ

る. Chi‐chhとi tiもh tiよm hang‐

16・‐t6ng～ chit‐|(紫 菜着姑娯姐項

～一下)=ノ リはこんろの人でち

ょっとあぶらなければいけない。

naぅと盤仔 〔名〕(目の細かい取っ手

のある)か ご (=na螢 ).

na_au口龍喉 〔名〕のど,

na_au_cheng‐あ「龍喉鐘仔 〔名〕 の

どぼとけ.

na_au_kig嘘 喉管 〔名〕気管.

nあ‐chhin,chhiこE那 親像 〔動〕 …

のようである (=chhin_chhittn親

像).Chit e lang～ beh khiosiau

(此個人～要起狂)=こ の人は発

狂しそうだ。～chiah t5a(～此大)
=こ のぐらいの大きさのようだ。

na‐kah若 及 〔連〕…。したからには.

◇こういう動作 ・状態に及んだ以

上はの意.～ とn_ne,li m‐than g

khi(～安ll■,体 不通去)=こ うな

った以上,君 は行ってはいけない,

na‐kid盤球 〔名〕バスケットボール.

na_nia □□一→nia_nia

na_p。_chi6h 盤賓 石 ‐→Lmち po‐chi6h

■かpoあt〔―左〕郷抜〔仔〕 〔名〕(植)バ

ンザクロ,バ ンジロウ(=pOat_a

抜仔).

nabsとi 那イ吏―→あhドぶ

na,si若是 〔連〕(←na)。 もし…な

らtゴ.Li～g6a,chit hang taト

chi beh an‐ch6an ch心?(祢 ～我,

此項事誌要接悠倣)=君 がもし私

ならば,こ のことをどういうよ う

にしますか。

na_tau林 投 〔名〕(植)リ ントウ,

アダン,エ ラ,ン.

nah士易 〔動〕へこむ, く ばむ (=

lap場).a_ian_thang～‐_16h‐khi GI正

鉛桶～落去)=バ ケツがへこんだ。

bとk‐chiu～‐・16h‐khi(目瑚～落去)
=目 がくばんだ。 〔量〕個所。◇

くばんだところを数えるとき.

piah nah l～ (壁場一～)=壁 が

1個所へこんだ。

nah‐nng軟 弱 ? 〔 形〕内気な,人お

じする。～品‐kan giよh thau(～不

敢捧頭)=内 気で顔もあげられな

nai_chi務 枝 〔名〕(植)レ イシ.

nai‐16ng□ □ 〔名〕ナイロン.

mau描  〔名〕月西.

nau岡  〔動〕じゃまをする。teh

thak_chheh,m‐thang lai～(在讃

冊,不 通水～)・=勉 強しているん

だからじゃまをしにくるな。〔形〕

騒がしい,や かましい (→ Chhム

p少).～ kah bl khもnstit(～ 及渋

阻得)=や かましくて眠れない。

nau_cheng岡 鐘 〔名〕 目覚まし時

計.

nttu‐chhiong‐hiat脳 充血 〔名〕

(医)脳 充血.

Rあu‐chh6e/‐chhこ聯髄 〔名〕脳髄.

nau_ek_hiat脳溢血 〔名〕(医)肪溢

血 ,

nau_iam脳炎 〔名〕(医)脳 炎.

nau_kin/_kun脳筋 〔名〕頭脳.
nau_1もk脳 ヵ 〔名〕頭のlEjき.

nau‐m6h‐iam脳 膜炎 〔名〕(医)

膜炎.

nあu‐Pin‐hiat脳貧血 〔名〕(医)

ヤ
四

“
”
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貧血.

nttu‐sin‐keng層笛示申紅 〔名〕脳神経.

ne曜  〔助〕…。だぜ,… よ。◇相手

にからみつくようなねっとりした

気持 ちを表わす。si liとi6～ 健

体愛的～)=君 が好きでやったこ

となんだぜ.chin siO～ (長焼～)
=と ても熱いのよ。

nё/ni企 ?〔 動〕 つまだてる。～

…khi.lai khban(～ 起宋看)=つ

まだてて見る。I～kha_b6e teh

kian(伊～脚尾在行)=彼 はつま

先で歩いている。

ne/nf子令 〔動〕① (衣類や網などを
竹竿やなわで)干 す,乾 かす(→

phi披),～ s an(～杉)=洗 たく物

を乾かす。②(広げて)張る。 ～

pttLphang(～布帆)=幕 を張る。

Re‐kt‐tよi□ □□ 〔名〕ネクタイ.

ni妨 ? 〔名〕(=leng妨 ?)①乳房.

②乳,ミ ルク.

ni祐  〔動〕(二本か三本の指を使っ

て)つ まむ (→li a m粘).～ ‐‐kh i‐

la i  c h i a h (～起宋食)=つ まんで

食べる.～ ta n g～sa i (～東～西)
=あ れもこれもつまむ.

ni染  〔動〕染める(→jiam染).G6a

chit nia sanとi～ang_sek…6(我

此領杉愛～紅色的)=私 はこの服

を赤に染めたい。

ni企 ?→ Rё企

ni年  〔名〕年 (=tang冬 ).tittm

chia kbe～ (始此過～)=こ こで

年を越す。 〔量〕年.tもa10～ (滞

十～)=10年 住む.

ni玲 →ne玲 .

ni‐五曜仔 〔名〕ラシャ.

ボ‐b6/‐bt妨 母 〔名〕字と母 (=leng‐

b6弱 母).

nf‐b6e/‐bも年尾 〔名〕年末.
ni‐bt 孝し拒丑―・ni_b6

ni‐cheh/‐choch年節 〔名〕年中行
事.   、

減‐chin簾管 〔名〕軒.

nischoch年節→ni‐cheh

ni,hё年歳→ni_hbe

ni‐h5年掟 〔名〕年号.

ni_me/_hё年歳 〔名〕年齢,歳 l――

nf‐ki年紀).
ni‐h5e年脅 〔名〕年次総会.
nf‐kとm年 鑑 〔名〕年鑑.

n←H耳 機 〔名〕①イヤホーン,②
ヘッドホーン.

ni‐kl年 紀一nf_htte

ni‐kip年級 〔量〕学年.tai_hak e

3～ (大学的三～)=大 学の3年 .

ni‐kび尼姑 〔名〕尼 .

n↑‐khin年襲 〔形〕年が若い。T通

si6‐chia si 1 6-, sti koh

chhong‐beng e cha_b6■gin‐ム(追

小姐是一個～,美 復聡明的査某□

仔)=適 さんは若 くて美 しく,そ

して聡明な娘です。

ni‐lau年老 〔動〕年をとる, 老い

る。～lもk soai(～ 力衰)=年 老

いて力が麦える。

ni‐pi6年表 〔名〕年表.

nia_siu 領収 〔動〕領収する.

nl‐tai年代 〔名〕時代,年 代.

ni‐tang年冬 〔名〕 (農作物の1年

間の)収 穫.

ni‐thau年 頭 〔名〕年頭.

nia領  〔名〕えり.〔 動〕(官庁ま

たは目上の者から)も らう,受 け

る。～sin‐sti(～薪水)=俸 給を

もらう.～ h5Lchiとu(宇 護照)千
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旅券の下付を受ける.〔 量〕枚,

◇衣類 ・夜具類などを数えるとき.

1～ s an(一～杉)=1枚 の上衣.

ntt g～ph5e(雨 ～被)=2枚 のふ

とん.

niあ嶺 〔名〕峠.

nia娘  〔名〕お母 さま (→an‐nia)。

Lin～ k6ng an‐ch6an(悠 ～講按悠)

=お 母 さまはどうおっしゃったの,

nia/onia□ ? 〔 助〕 …だけだよ

(=hia_nia□ □).I kan_naこ ch心

ban_chiun～ (伊千但含倣文章～)

=彼 はただ文章を作ることができ

るだけだ。 l Phen chiah nig ban

kho・～ (一坪即雨高元～)=1坪 た

った2万 円だけだ.

niあ‐と領仔 〔名〕えり.

niと,aこ領後 〔名〕えり首.

niあ‐kin/_kun領巾 〔名〕えり巻き,
ン ョー ル , ス カー フ.

nia_nia/onab□□ 〔助〕…・だけだ

(=nia_tian□定)。chin siもk,4

kho・～ (長俗,四 元～)=と ても

安い,た った4元 だけですよ.

G6a16 beh khi～ (我一個要去

～)=私 1人 が行 くだけです。

nia_tian Eコ安こ 一→ nia_nia

nia_tba領帯 〔名〕ネクタイ.

航au猫 〔名〕(動)ネコ.〔形〕①
あばた面の。b i n～～ (面～～) =

顔があばただ。C潔 くない,女々

しい.  Bとn g  a n‐n e～l a h , k i n

t hёh c h h u t‐la i  n O h (□安曜～p位,

緊提出来呪)=女 々しい態度はよ

せ,さ あ早 く出 してくれよ.

niau‐五猫仔 〔名〕(動)ネ コ.

niau‐bin猫面 〔名〕あばた面.

nittu‐chht老鼠 〔名〕(動)ネ ズミ.

niau_chht_あ‐chёng老 鼠仔症 〔名〕

(医)ペ スト.

niau_chht転‐sek老 鼠仔色 〔名〕ね

ずみ色.

ni二u,chhtsi6h老鼠架 〔名〕 (薬)

ねこいらず.

nitt u‐chhこ‐tng老鼠常 〔名〕ねずみ

取り.

Riau・thau‐eng猫 頭鷹 〔名〕(鳥)ミ

ミヅク,フ クロウ (=ko・‐ng姑 黄)。

nih呪  〔助〕◇疑問詞などに添えて

語意を強めたり語調を整える。

Sim‐m ih～?(甚 慶～)=な にか,

Ti t6‐Si～?(在 1可位～)=ど こで

すか.

nih目露 〔動〕まばたきをする (=

nih‐bよk日憲目).bよk‐chiu～chit‐|

(日明～一下)=ち ょつとまばた

きする。

nth握 〔動〕握り.しめる。Gもa k a p

i  a k _ c h h iも e  s t ,  h 5 '  i～ch i t‐5

chin thian(我及伊握手的時,給伊

～一下長痛)=彼 と握手したとき

ちょっと握 りしめられてとても痛

かった.

nih/01in裡 ?〔 名〕 (…の)中 に。

◇ある空間を意味する名詞 (主と

して単音節語)に ついてその空間

の観念を明確にする。|・hng i ti

chhも‐‐～(下昏有在層～)=今 晩は

家にいる.chhehす ～こsia(冊 ～

有葛)=本 に書いてある。ke‐‐～

teh bこ (街～在費)=街 で売って

いる。

ni h‐bttk競 目 〔動〕(―nih)。まばた

きをする,め くばせをする。 ～

pb i chau(～ 報伊走)=め くば

せして,逃 げるようにと合図した。

０
０

，
′

●
４



nih,nih F最購 〔副〕ひたすらに,い

ちずに,～ khban(～ 看)=わ きめ

もふらずにみつめる。～ta n(～等)
=ひ たすら待つ.

nintj in□□ 〔名〕(植)ニ ンジン.

nit扇  〔量〕両.◇ 10匁にあたる。

ntt g～kim‐ム(扇～金仔)=金 2両 .

n i t 娘〔名〕( 文) 母. ～ t h i a n

sё‐kian(～痛細子)=母 は末子をか

わいがる。

nid量  〔動〕(長短や容積 を)は か

る. G 6 a  l a i  k a  l i～se n g‐kh u (我

宋給佑～身堰)=体 の寸法をおは

かりいたします.i 5 n g  b i‐t a u～b i

(用米斗～米)=米 升で米をはか

る。

ni y① l i 6 n g木梁.〔名〕梁.

nit糧 〔名〕①糧食.② (旧)祖税.
niこ量 〔動〕① (ちぎ神で重さを)

はかる.～ bi(～ 米)=米 をはか

る.～ h6etthban(～火炭)=炭 を

はかる。②買う。G6a  k h i  k e _ム
～l tau bi(我去街仔～一斗米)
=街 へ行って米 1斗 を買う.

niこ譲 〔動〕ゆずる,譲歩する。Li

khah t5a han, tibh_よi―si6‐ti

(体較大漢,着愛～小弟)=お 前

は大きいのだから弟にゆずらなく

てはいけない。

nia‐左娘仔 〔名〕(虫)カ イコ(=

chham_ょ鏡仔).

niこ‐五量仔 〔名〕ちぎ示T.

nid‐かchhiこ娘1子梅十一sng‐chai

ni aも_hibh娘 仔葉 〔名〕(植)ク ワ

の葉.

nit‐左_khOk娘 仔売 〔名〕繭.

nid‐chhau糧 草 〔名〕兵糧,糧食.

niこ_chhit譲 手 〔動〕手加減をする。

nig_jin

bang li khah～ (望体較～)=ど

うぞ手加減 をしてください.

nit‐sit糧食 〔名〕(穀類の)食料.
nid‐chhng糧倉 〔名〕穀物倉.

Rng象婁? 〔動〕
・(穴などにそろそろ

と)入 れる。～chhid_hg(～手秩)
=そ でに手を通す。thang～jip
khang khi(贔～入孔去)=虫 力次
に入 った 。

nig歌  〔形〕①(弾力性があって)
軟らかい (→n5a爛,OngS硬 )。
Chit tさbah chin～(此塊肉民～)
=この肉はとても歌らかい.②柔
和な,優 しい。sさng‐chit～(性質
～)=性 質が柔和だ。③ (大や水
の勢いが)弱 い。h6e‐chih khah

～ (火舌較～)=炎 の勢いが少 し

弱 ぃ 。

nig媛 ? 〔 動〕(穴などを勢いよく)

抜ける。hbe―chhia～ pong‐khang

(大車～「奉孔)=汽 車が トンネル

を通 り抜ける。

Rigり吊 〔名〕リロ.

nig扇  〔数〕2(一ji二),二つ。◇原

則として基数詞は国語音nig扇 を

使 う。 ～chheng～pah 3 chap 3

(～千～百三十二)章2,233.～ tiun

Phoe(～ 張批)=2通 の手紙.～

6 1ang(～ 的人)=ふ たり.

Rig_chian軟 弱 ?〔 形〕弱々しい,

か局5t .ヽcha_b6■lang khah～ (査

某人較～)=女 はか弱い。

Rふg‐chふg媛 錬 〔形〕抜け目のない。

I chian～ (伊成～)=彼 はとても

抜け目がない,

nig‐chhengり口十青―→nig‐pもh

nig‐htta軟化 〔動〕歌化する。

nig‐jin卵 仁 〔名〕(卵の)黄 身.
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nig・ko

nig‐ko軟皆 〔名〕軟こう.
nモpau卵包 〔名〕(〕D焼き。②

ォムレツ.

n i g‐p t t h卵白 〔名〕(リロの)白 身( =
nig‐chhengリロ本育)。

n i g‐p t h‐c h i t蛋白質 〔名〕たんぱ

く質.

nig‐phr軟 片 〔名〕フィルム.

nig‐sbaD軟 線 〔名〕ヒューズ (=
hi由‐juh□□).

n6a lFE5〔動〕(てのひらで押すよう

にして)も む,こ ねる。～s an(～

杉)=着 物をもみ洗いする。～mi_

hこn(～麺粉)=小 麦粉をこねる。

n6a'卓 ?〔 動〕のたうつ.t6拭 とm

thS_kha teh～(倒姑土脚在～)=

地面に倒れてのたうってぃる。

n6a子間 〔動〕立ちふさがる。～15｀

(～路)=行 く道に立ちふさがる。

n6a欄  〔名〕囲い。

■5a樋 ?〔 名〕つば,よ だれ (=

chhdi_n5a嘴涎).

R5a標  〔形〕だらしのない。 lang

chin～ (人員～)=と てもだらしの

ない性質だ.

n5a爛 〔動〕①ただれる。liap_と
～‐‐khi(粒仔～去)=お できがただ

れる。②腐る.K6e‐chi khttg kt
S～‐‐khi(果 子歳久命～去)=果

物を長く置 くと腐 ります。 〔形〕

(湿気を含んで)柔 らかい(一nig

軟).Bah tibh chこ khah～ leh(肉

着煮較～F列)=肉 は柔らかくなる

まで煮なさい。

n6a‐thau i間頭 〔動〕回実をもうけ

る,い いがかりをつける。◇せび

ったり,辞 退 したり,ま たは争い

などをするとき.Bと ng an_ne～

lah,si beh phah品?(□安呪～

咄,是 要打不)=変 ないいがかり

をつけるなよ,け んかを売る気か。

Ng

ng掩 ?〔 動〕(耳や目などを)覆 う。
こng chhi占～bak_chiu(用手～日明)
=手 で目かくしをする.

igす允 〔動〕(片】宛で)抱 える。～

pau‐h6k‐ム(～包献仔)=手 にふろ

しき包みをかかえる。

ig影 →i an影

品g向  〔動〕向く.～ lam(～ 南)=

南に向く,〔 介〕…・に向かって,
・…に対 して,Gin‐ム1616～ si an

_im lai e hong_hibng chau__khi(□

仔一個一個～野音来的方向走去)
=子 供は 1人 1人 声のする方向に

走って行った。

ng暁?〔 嘆〕①なに,え。◇相手
に問い返すとき.～ ,khah t5a

sian leh!(～較大賢「列)=な に,

もっと大 きな声で.～ ,li k6ng

s ian_mih?(～,体講甚麿)=え ,

なんとおっしゃいましたか。②は

てを,お かしいな。◇納得のいか

ないとき.～ ,kよm S chit khoan

Sこ?(～ ,敢 有此款事)=は てな,

こんなことがあるもんですかな.

ng黄 〔形〕①黄色い。～sek(～
色)=黄 色 .Li chit kti jit bin

‐sek～～ (体此幾 日面色～～)=

君はこのところ顔色が黄色っぽい。

② (果実などが)熟 れた,熟 した。

K6e,chi b6～m h6 chiよh(果子無
～不好吃)=果 物は熟れないとお

いしくない。
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