
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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ig曇  〔動〕目がくらむ.Khban iit

_thau,bょk_chiu s～ (看日頭,日

明含～)=太 陽を見ていると目が

くらむ.

五g‐と算仔 〔名〕(物を量るときに使

う)/J さヽなざる。

ig‐左秩仔 〔名〕(イネなどの)苗 .

ig_bang向 望 〔動〕 (―bang).

望む,願 う,期 待する (=hi‐bang

希望).G6a～ bi占_ム‐chよi S h6 thr

(我～明仔再含好天)=明 日天気

がよくなるのを望みます。Chふ

s it,lang 16ng teh―h6 siu_seng

(倣補人推在～好収成)=百 姓は

皆,よ い収種を期待 している。

n螢ぶ 責キ 〔名〕①(動)オ ウギュ
ウ。②だふ屋.

nttkin.hoe黄楯花 〔名〕(植)ク チ

ナシ.

ng‐kim黄 金 〔名〕金,黄 金 .

ng‐koe黄 瓜 〔名〕(植)キ ュウリ.

nttk6k‐ke掩 略期 ?〔 動〕かくれん

ぼうをする。Lan lai～lah(口自宋～

岨)=か くれんぼうをしようよ.

ng‐m6a黄 麻 〔名〕 (植)ツ ナソ.

ng‐ni黄 連 〔名〕(植)オ ウレン.

ng‐sek黄 色 〔名〕黄色.

nttsng黄酸 〔形〕(発育不良で)や
せて青白い.Gin‐よ～bS t5a hよn

(□仔～没大漢)=子 供がやせて

青自く, 大きくならなも`.

ng‐tan黄 膳 〔名〕(医)お うだん(=
ng_than黄壇).

Rg_tang黄 銅 〔名〕しんちゅう.

ng‐tau黄 豆 〔名〕(植)ダ イズ.

ふ母thg/①_tig目謝享? 〔 形〕ひねく

れた,強 `情な。◇主に子供につい

てヽヽう。chit‐6 gin_a chin～ (此

ngこ・tS

個□仔長～)=こ の子はほんとう

に強情だ。

ng_than黄壇→ng‐tan

ngぶkhi雅 気 〔名〕(文)趣 .an_ne

chiahこ～ (安曜即有～)=こ うし

た方が趣がある。

ngai_gi6h醍護 ?〔 形〕しっくりし

ない.chhこng tおh～ (穿着～)=

着てみてどうもしっくりしない.

Kin‐と‐jit g6a lang～(今仔日我人
～)=今 日は体がおかしい。

Rttu‐hin語 粉 〔名〕レンコンの粉.

ngauh鞍  〔動〕(ぱくりと)かみつく.

h5'kなu～__tiもh(給 狗～着)=イ

ヌにぱくりとかみつかれた。

n g こ/ n 」硬 〔形〕①( 弾力性のある
もので)堅 い, こわい (→te ng定,

母nhg軟).～ e tin_tiau(～的篠1条)
=堅 いフジのむち.pit‐mng khah
～ (筆毛較～)=筆 の毛がこわい。

②強硬を,きつい。thとi‐t5・chin
～ (態度長～)=態 度が強硬だ。
～sёng(～性)=き つい性質.③

(水や人の勢いが)強 い。k h e _ l a u

c h i n～ ( i交流民～) =川 の流れが

非常に激 しい。 〔副〕無理に,強

引に。～chr__16h‐khi(～押落去)
=無 理に押 し込む。～chhitn(～

槍)=強 奪する。

ngl‐chhtti/nゴ‐硬嘴 〔形〕(―ngこ).

強情な.I chin～ ,tit_tit k6ng

si(伊 長～,直 直講是)=彼 はと

ても強情で,い ちずにそんなふ う

に言い張 ります.

ngl‐h6a/ngi‐ 硬化 〔動〕硬化する.

thとi‐t5・～ (態度～)=態 度が硬化

する。          f

ngこ‐tS/ngl~‐硬度 〔名〕硬度.
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ngeh

ngeh/ngoch挟 ? 〔 動〕(箸などで)

はさむ,つ まむ.lng ti～ chhとi

(用警～菜)=警 でおかずをつま

む,

ngeh/ngoch爽  〔量〕さや,本 .◇

さやになっているものを数えると

き。n tt g～th6・‐tau(雨 ～土豆)=

2さ やの落花生.keng_chi0 1～

(葛蕉一～)=バ ナナ 1本 .

ngёh/ngoёh,n宮もh挟 〔動〕(物と物の

間に)は さむ.koh‐|‐khang～ lpもn

chheh(胎 下孔～ 1本 冊)=わ きの

下に本を1冊 はさむ.mng‐sr～ __

tibh chig‐thau_ム(門扇～着指頭仔)
=指 をとびらにはさまれた。

ngeh‐と/ngoeh‐挟 ?仔  〔名〕ピンセ

ット・毛抜 きなど.

ngi硬 一ngこ硬

ngia_chih/①,chiap迎 接 〔動〕 辺

える。～lang_kheh(～ 人客)=客

を迎える。

ngia,sin迎 刑1〔 名〕神迎 え。◇お

祭りの 1つ でみこしをかついで行

列をする。

ngiau狐 ? 〔 動〕くすぐる.品‐thang

～lang(不 通～人)=人 をくすぐ

ってはいけません。 〔形〕 くすぐ

ったい.Gも a chin kian～(我員驚
～)=私 はくすぐったいのが苦手

だ。

ngiauh紺 ?〔 動〕(とがったものの

先などで)ほじり起こす。～chhoan

(～板)=と げをほじり出す。～

phinskhang(～ 鼻孔)=鼻 の穴をほ

じくる。

ngiath虫及 〔動〕 うごめく.thang

teh～ (贔在～)=虫 がうごめいて

い る。

ig3/① gS五  〔数〕五.G6a6

tiansos_hoan si 4 0 8～3(我的

電話番是四H廣八～三)=私 の電話

番号は40853です。

ngむ‐jian偶然 〔副〕たまたま,思
いがけなく。～tも‐tibh(～遇着)
=た またま出会った。

ngむ‐kim五 金 〔名〕金物.

ngす。kim.hang五 金行 〔名〕金物商`

n野‐kok五 穀 〔名〕穀物.

ng3‐16俄羅 〔形〕非常識な。Li

na s hiah～!(体那含彼～)=君

はどうしてそんなに非常識なんだ。

ng3‐si5ng偶 像 〔名〕偶像.

ng3‐sさ偶数 〔名〕偶数.

ngStt6ng i吾桐 〔名〕(植)ア オギリ.

n g o c h 挟? 一n g e h 挟?

n g oёh挟 ―n gёh挟

0 0°

o呵 ? 〔 動〕呼びながら売る。～tau

‐hこ(～豆腐)=豆 腐を呼びながら

売る。tan hi teh～(塘魚在～)=

魚を担いで呼びながら売る。

6虫豪-6‐と

6‐と,郭子 〔名〕(貝)カ キ (=6,豪).

6‐gi6換 境 〔名〕 (植)カ ンテンイ

タビ (―・・とibgibk,chi).

o‐16阿 イを? 〔 動〕ほめる。Li chin

gau～ (祢長賢～)=あ なたはほめ

るのがとてもお上手です。

3″烏 〔形〕①黒い.～ ian(～ 煙)
=黒 い煙.② 陰険な。sim_koan～

(′じヽ肝～)=腹 が黒い.

3 老 ? 〔 動〕① えぐる, ほじくる。

～bとk_chiu(～ 目日用)=目 玉をえ

ぐる。～phin_sai(～鼻尿)=鼻 屎
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