
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

●
４

０
０

●
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をはじくる。② 掘る。～han_chs

(～蕃語)=サ ッマイモを掘る。

③かき込む.pttg kin～ leh(飯 緊
～F列)=飯 を早 くかき込みなさい.

む□ 〔嘆〕おう,お や.～ !Tiun

sian‐s in, chbe‐kin 16ng m‐bat

khttanskr li(～張先生,最 近擁不

曽看見体)=お ぅ,張 先生,最 近

ちつともお見かけしませんな.～,
chin kcai(～ ,民坪)=お や,と
てもPD・利回さんね,

3峨 ?〔 助〕…3a… ・ぜ・◇相手の

注意を促 したいときに用いる。

k6an～ (寒～)=寒 いぞ.titth kとu

g6a～ !(着 到我～)=今 度はぼく
の番だぜ.

S湖  〔名〕湖.

3壷  〔名〕つば,か め,〔量〕つぼ.

◇うばやかめに入れたものを数え

るとき。1～ chiも (一～酒)=1
つばのi西.

び芋 →卜と

いa鳥 鵜 〔名〕(鳥)カ ラス.
S‐a芋 仔 〔名〕 (植)サ トイモ(=
5t芋).

j‐あm鳥 日旨 〔形〕暗い。g5a‐bin

Chin～ (外面民～)=外 はたいヘ

ん暗い。

び‐あm‐hin,烏暗眩 〔動〕めまいがす
る。 Lang～‐_khi, sba品‐chai

l a n g (人～去 ,箱 不知人) =め ま

いがして何 も分からなくなった。

卜bあ□[コーt5a‐i

び‐bあ‐sang□ □□ 〔名〕おばさん。
び‐bとk鳥 墨 〔名〕(―bとk)墨 .
び‐bとk_chti鳥墨水 〔名〕黒インク,
墨汁.

び‐binもbl‐Chhttu,亀面,馬草 〔名〕

J‐kロ

( 植)セ ィロ ンマ ツ リ,シ マ ナ ガ

ブラ ミ.

ぃch6鳥案 〔名〕爆ぅしたナツメ.
び,chhen/_chhin 鳥青 〔形〕青黒く

あざになった。,littm kah～(捻及
～)=つ ねられて青黒いあざがで
きた。

いchhen_jiah/_chhr_鳥青述 〔名〕
あざ.

いchhi鳥 市 〔名〕やみ市,ブ ラッ
クマーケット.

び‐chhin鳥青→び‐chhen

び‐chhiu鳥啓 〔名〕(鳥)タ イヮン

カ ラス .

いchhiun鳥 縫 〔名〕(魚)マ ナガッ
オ.

び‐chhど,亀面昔 〔名〕/― ス.◇調味

料.

び‐hi鳥 魚 〔名〕(魚)ボ ラ.

び‐hi‐chi鳥 魚子 〔名〕からすみ.
び‐h in‐m6a鳥 耳鰻 〔名〕(魚)ウナギ

(=m6a鰻).
び‐hoan‐左鳥番仔 〔名〕ニグロ.
び‐ian鳥煙 〔名〕①油煙,すす。②

(イカの)墨 ,

び。ian‐than鳥煙呂屯 〔名〕すす.

び‐im鳥 陰 〔形〕曇った。th r ～

khah i`ng…khi_lai(天宇較冷起宋)
=空 が曇って唐寒くなった。

び‐im・thin鳥 陰天 〔名〕曇天_

び‐id鳥 i由 〔名〕機械油,

び‐jF‐sttng□□□ 〔名〕おじさん.

び‐jin鳥仁 〔名〕黒目,瞳 孔.

び‐kau鳥 狗 〔名〕だて男(Oo・‐niau

″鳥う古).

び‐ki″烏嬉 〔名〕ほくろ.

び‐ku″烏亀 ? 〔形〕あいこの,】券負

なしの。 Chit tムu g6a ian,an_ne



びskhanl_kham

～ (此倒我扇 ,安 IIB～)=今 度ば

くが勝ったからこれであいこだ。

び.kham.kham烏計鞘 〔形〕黒山の

ような,う じゃうじゃしてぃる。

lang si kah～(人間及～)=人 が

黒山のようにたかってぃる。

S‐khim胡 琴 〔名〕胡弓.
び‐1とk鳥緑 〔名〕(医)チ アノーゼ.
び‐lang鳥人 〔名〕黒人.
び‐li6ng‐te烏龍茶 〔名〕ウーロン茶
び‐16‐b6k‐chё″亀魯木斉 〔形〕でた

らめな,い い加減 な。k6ng kah
～ (講及～)=で たらめなことを

言 う,chhttng kah～ (創及～)=

や り方が極めていい加減だ。

び‐m6a,烏 麻 〔名〕(植)ク ロゴマ.

び‐niau,烏猫 〔名〕おしゃれな女(〇
o'‐kau鳥 狗).

び‐nin‐giむ□□□ 〔名〕人形 (=
ang‐よに仔).

び‐pang鳥 本方 〔名〕黒板.

いpもh鳥 白 〔副〕 ①むちゃくちゃ
に.～ siよ(～篤)=む ちゃくちゃに

書く。②いぃ加減に.mとi～in
(勿～鷹)=い い加減 に答えては

いけません.

ふpeng芋水 〔名〕サ トイモ入リア

イスクリーム.

び,se□□ 〔動〕買収する,わ いろ

を使う。～hai_koan teh chau_su

(～海開在走私)=税 関を買収 し
て密輸をしている。

いSek烏色 〔名〕s黒,黒 色.
いs 6 ‐s 6 鳥韻 士 〔形〕黒くてきたな

い, 汚 れて きた ない 。

キsa_と,烏蜂仔 〔名〕(虫)ブ ヨ,ブ
ト.

伊tiとp蜘 蝶 ―b6e‐iとh

び‐tiと,lan胡蝶蘭 〔名〕(植)コチ
ョウラン.

び‐tむ‐btti□□□ 〔名〕オー トバィ.
び‐thng鳥糖 〔名〕黒砂糖.

δn p悪?〔 動〕(俗)む にゃむにゃ言

う。 M‐ chai teh～sian_mih,

thian 16ng b6(不知在～甚慶,封」
推無)=何 をむにゃむにゃ言って
いるのかさっぱりわからない。

o左瓦 〔量〕グラム(=kOng‐hun公

分).

oとす奇 〔動〕①近づく,接近する。
khah～lai(較～宋)=も う少 し近

づ きなさい。～30 hbe(～ 三十歳)
=30才に近づく,②…寄りである。
Goan tau～ti kOng‐hng(院 兜～

在公園)=私 の家は公園寄 りであ

る。③頼る。chムu khi～i(走去～

伊)=逃 げていって彼に頼る。④
委託する。mih～lang bl(物 ～人

貢)=物 を人に委託 して売 る。

oと畦 〔嘆〕やあ,お やおや。◇驚

いたとき.～ ,hiah chl lang !

(～,彼 多人)=や あ,ず いぶん

人がいますな。

oかkin/_kこR侑 近 〔動〕近づく.

L 6‐kむ e  s i a n  n a  l a i  n a  t 5 a‐s  i a n ,

nと～__lai(鍵鼓的曹那宋那大替,

那～宋 )=ド ラや太鼓 の音 がだん

だんと大 きくな り近づいて くる。

oム‐khb侑 鼻 〔動〕頼りにする,あ

てにする。M‐thang tian_tian sittn

beh～pよt_lang(不通定定想要～別

人)=い つも他人をあてにしよう

と思ってはならない.

oa‐sと‐bih□□□ 〔名〕(植)ワサピ・

o五‐su瓦 斯 〔名〕ガス.

oan碗  〔名〕茶碗,〔量〕わん,ぜ

284



285 oan

ん。◇茶碗やどんぶりに盛ったも
のを数えるとき。3～pig(三～飯)
=飯 3ぜ ん。 1～ bah(一～肉)
=1わ んのプタ肉,

oan晏  〔形〕(時間が)遅 い (Ochム

早).Li na chiah～ lai?(体 那

此～宋)=君 はどうしてこんなに

遅 く来たのだぃ。 とm_si chin～

khi khttn(暗時員～去姻)=夜 た
いへん遅 く寝る。

oan換  〔動〕①交換する, 取 り替

える。kap li～(及体～)=君 と交

換する。 ～s an(～杉)=着 物を

着替える。②乗り換える.～さhhia

(～車)=車 を乗り換える。③両

替する。～chi n (～ 錠)=両 替す

る。

can _かhO e続 仔花→oa n _ k O n g‐ho e

O a n . c h心換依→oa n _ c h t n

Oan_chtR換 準 〔連〕…・だとしたら

(=o石
n,chb換

依,poah_chこn 販

準),～li,li beh chain_iEn?(～

体,体 要想様)=あ なただったら

どうしますか.～ pat_lang,g6a
chiこ品‐khもng(～ 別人,我 就不肯)
=他 の人だったら私は承知しませ

ん。         ‐

。an_hoe続 花 〔名〕 (植)ア サガオ.

oan_i_sek換衣室 〔名〕更衣室.

Oan_kOng碗 公 〔名〕どんぷり.

Oan_kOng‐hoe碗 公花 〔名〕(植)アサ

ガオ (=oan_a_hoe碗仔花).

。an_ti_ム_ta続 警仔厨 〔名〕 食器戸

だな。

oとh活  〔動〕生きる。H↑iムu teh
～leh(魚猶在～「nl)=魚 はまだ生

きてヽヽる。 〔形〕生き生きしてい

る。Li ё ji siム土hi chin～ (体

的字有起長～)=君 の書いた字は

とても生 き生 きしている。

Oah‐kF活 期 〔名〕当座 .～ chan
_khoan(～ 存款)=当 座預金.

oとh‐khi活 気 〔名〕生気, 活 気 .

chhiOng‐m6a～ (充満～)=生 気が

満 ちる。

。ah_。とh活 活 〔副〕 生きたままで.
～liよh‐‐lai(～ 源宋)=生 け捕り

にしてきた。

oあh‐tang活 動 〔形〕活発な,よ く

動く.gin‐a chin～ (□仔長～)
=子 供はとても活発だ。bよk_chiu
～ (目胴～)=目 がよく動く.

oとh‐tauh活 啄 〔名〕わな。

cai歪  〔動〕ゆがむ, ゆ がめる.
～l peng(～ 一芳)=1方 にゆが

む.とi～lai～khi(愛 ～宋～去)
=あ っちへゆがんだりこっち人ゆ

がんだりする。 〔形〕ゆがんだ。
～phin(～鼻)=ゆ がんだ鼻.

oとi踪 ?〔 動〕①踏み違える。 ～

l t6(～一倒)=踏 み違えて1度

転んだ。②(足を)くじく.k h a～_

tibh(lll～着)=足 をくじいた.

cai‐ko歪 勃?〔 動〕(金銭を)着服

する。I c hもkO a n  c h h e n g _ l i a m ,

bl～ (伊倣宮清廉 ,没 ～)=彼 は

役人として清廉で金銭の着服 をし

なかった。

oai‐siあ‐chuh□□□ 〔名〕 ワイシ

ヤ ツ .

oaihn奔 ?〔 動〕びっこを引く.tこi

httg_htt g‐ムit_tit～lai(営十這遠仔一

直～宋)=遠 くの方からびっこを

引きながらやって来る。   す

oan冤  〔動〕けんかをする。 ang・

と‐b6・put_si teh～(翁仔妻不時在
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～)=始 終夫婦げんかをしている.

oan腎  〔形〕湾曲した。15・chin～

(路長～)=道 が曲がりくねって

いる。 〔動〕遠回りする.～ tもi

s oan‐kha lai(～封山脚宋)=ふ

もとを回ってくる。

oan湾  〔名〕湾.

oあn怨 〔動〕憎む,恨 む. ～ in

sin‐pこ (～窓新婦)=自 分の嫁を

憎む。～thr chheh mia(～天感

命)=天 を恨み運命をかこつ.

oan丸  〔名〕団子(=oan_ょ丸仔).

bah‐～ (肉～)=ブ タ肉団子.

〔量〕つ.◇ 丸いかたまりを数え

るとき.1～ th伊 (一～土)=土

団子が1つ .

o a n完 〔動〕①(文)完 了する,終

わる.Tai‐chi～lah(事誌～「也)=

仕事が完了した。chiとh～ (食～)
=食 ってしまう。②完納する。～

ch伊 (～租)〒 小作米を完納する。

oan緩  〔動〕(日時を)延 ばす。ho'

g6a～chit nttg jit‐よ (給我～一二

日仔)=一 両日延期させてくれ.

o茄。あ力とイ子一oan

oan_boan/①_m6a園 涌 〔形〕円満

な.I kap in thとi‐thとil～ bこ?

(伊及ほ太太脅～没)=彼 は奥さ

んと円満ですか。

。an,chiok遠 足 〔名〕遠足.

can_chs援 助 〔動〕援助する。

。an_choan完 全 〔形〕完全な.

siat‐pi thang【6ng chin～ (設備

通講長～)=設 備は極めて完全だ

と言ってよい。

oan‐gこ園撃 〔名〕園芸.

oあn‐hin/‐hin怨 恨 〔動〕恨む.Na
～lang,sim_koan ch5‐jian bS peng

‐an(若～人,心 肝自然没平安)=

人を恨めば自然と心カギ安らかでな

くなる。

。an_hin怨4長一oとn_hin

oan‐iun鴛喬 〔名〕(,島)オ ンドリ.

。ふ_jian宛然 〔動〕まるで…のよ

うだ。～s`ng‐titn 6 san‐si(～省

長的巡視)=ま るで省知事の巡視

のようだ.

。an_kang完工 〔動〕仕事を完成す

る,工 事が完成する。

。an_kang員工 〔名〕職工 (=chit
‐kang 職 工).

oan`ke冤家 〔動〕(←oan).けんか

する。G6a h5ng‐kとu liとu‐at,ang

_bよ16ng m‐bat～ (我奉教了後,

翁妻す能不曽～)=お 教えいただき

ました後,私 ども夫婦は1度 もけ

んかをしていません.～ pin‐chian

chhin,ke(～空成親家)=け んか

したあとかえって仲よくなる。

oan‐kHau腎曲 〔形〕①(←oan).

くねくねした. 1 5 ' c h i n～(路長～

= 道がくねくねしている。②ひわ

くれた。I chin～ (伊長～)=彼

は心がひねくれている。③入り組

んだ。tai_chi chin～(事誌長～)

=事 件がはなはだ入 り組んでいる.

oan‐6ng冤 任 〔動〕 無実の罪を着

せる。h5・lang～ (給人～)=ぬ

れぎぬを着せられた。 〔形〕(ぬれ

ぎぬを着せられて)く やしい。

G6a kin`ム‐lit Chin～(我今仔日長

～)=今 日はとてもくやしい。

。an_Pit完畢 〔動〕完了する,終わ

る。

。an_phもng完 聘→1とp‐chhai

oanoseng完成 〔動〕完成する,仕



上げる。Li chb kとu tang,si chiah

3～ ?(体 倣到常時即會～)=ぃ つ

までやれば完成するのですか。

oan‐si臣霜讐 〔名〕かたき.

OAR‐tai遠 大 〔形〕遠大な.～ 6kさ
‐hさk(～ 的計劃)=遠 大な計画 .

。an_tau琉 豆 〔名〕(植)エ ンドウ

(=h6‐lanttau荷蘭豆).

oAn‐tong遠 東 〔名〕極東.

0あR‐thAn怨 嘆 〔動〕かこつ,不 満

に思 う。～phとin.m ia(～夢命)=

不運をかこつ.

Oat越 ?〔 動〕(道などを)折 れ曲

カギる。 ～ni お_chhtt pang khi

(～営十倒手芳去)=左 に曲がって

行 く.～ tb‐thg lai(～倒牌水)=

もとの道 を引き返 してくる。

oat越  〔動〕飯 り向 く.～ chiよn

‐chhit pang(～ 正手芳)=右 を向

く。～lai～khi(～ 宋～去)=あ

っちを向いたりこっちを向いたり

する。② (方向を)変える。～t6・(～

途)=転 業する。

oat‐j温越念 〔副〕 (―jこ)。 ます

ます,・…すど11ゴするほど.～ 轟h6

(～不好)=ま すますよくない.
～sia～bなi(～ 毎～夢)=書 けば

書くほどまずい。

oat‐kak越 角 〔名〕曲がり角.

。at_liam越念 〔動〕暗唱する。～

hn_gも(～論語)=論 語を暗唱す
る。

。at_tigosin越弾身 〔動〕 振り返
る。kau～lai ka(狗 ～宋岐)=
イヌが振り返って来てかみついた。

〔副〕すぐに.G6a～ chiS iai俄
～就宋)=私 はすぐ来ます。

。at_thau越 頭 〔動〕振り向く。～

ce‐seng‐ch6a

khttan(～看)=振 り向いて見る.
o e 押? →e 押 ?

06口畏 〔嘆〕①おぃ,もし。◇同輩
もしくは目下の者に対 して呼びか
けるとき.～ ,beh khi t6‐Si?

(～,要 去何位)=お ぃ,ど こヘ

行くんだい。② もしもし.～ ,lan
hia sl ong kong‐koan, si b6 ?

(～,噌 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。

oこ緩-6緩

oe唯  〔嘆〕はい,は あ.◇ 名指 し

されたとき答える語.～ ,g6a ti
chia lah(～,我 在此F位)=は ぃ,
私はここにいます.

o6軽 -6軽

ol/こi,oこ 董 〔動〕描 く白～ang_

ム(に仔)=人 物 を描 く.～ t6・(～

固)=絵 を描 く.〔 名〕絵,絵 画

(=t6・固)。

oこ話 〔名〕①話,②ことば.
ol會 →こ宙

。e.a/e_鍋仔 〔名〕小鍋.

。e_a,chhtti/e‐高仔菜 〔名〕(植)チ
シャ.

oとこn g _ _ t i t 含用得 → |‐l n g‐・t i t

oこ・ka/こi‐,o3・董家 〔名〕国家.
oこ弱6k話劇 〔名〕新劇.

oこ‐kham‐‐tit含堪得→こ‐kham__tit

。こ‐"/こi‐,ol‐重報 〔名〕画報.

oこ‐phang話縫 〔名〕ことば尻.

。こ_sai〔__tit〕含使〔得〕―|‐sai〔・‐tit〕

ol‐seng衛生 〔形〕衛生的な。G6a

che chian～(我這成～)=ぼ くの

これはとても衛生的だ.

oこ‐seng衛星 〔名〕衛星.

oこ‐seng‐ch6a衛生紙 〔名〕ちり紙.
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oe‐seng■

oこ‐sentti衛生衣 〔名〕 (メリヤス

の)下着.

oこ‐seng‐sむ衛生所 〔名〕保健所.

ol‐sengti衛生箸 〔名〕割り警.

碇ちぬng脅常→|‐ぬng

oё‐t i t含得一|‐t i t

oeh/uih老  〔動〕(へらやさじのよ

うなもので)す くう。～k伊 (～糊)

=の りをすくう.

o ёh 狭 ? →ёh 狭 ?

oh難 ?〔 形〕①難しい。beh liS‐

hak ia si chin～(要留害亦是員

～)=留 学するのもたいへん難 し

い。②・・・しにくい。chin～6h(長
～害)=と でも学びにくい。

bh害 〔動〕①学ぶ,習う。～t5‐li

(～道理)=教 理 を学ぶ.G6a

chinよi～chb san(我長愛～倣杉)

=私 は着物 を作 るのを習いたい。

②まねる。kau～lang 6 khoan篠
一人的款)=サ ルが人の様子 をま

ねる。～lang b6 gau(～ 人無賢)

=人 まねは偉 くないよ.

6h‐oこ害話 〔動〕 告げ回する。Li

nsthang ka i～(ィホ不通給伊～)
=彼 に告げ口してはいけません。

ch‐dt難 得 〔形〕(―oh).… しにく

い。～ktte‐jit(～過日)=生 活し

にくヽヽ.

びh喚 ?〔 助〕①…か,…・よ。◇驚

きや詠嘆の気持 ちを表わす。tibh

si li～!(着 是体～)=君 だった

のか. hit e cha‐b6・ si chin li‐

hai～ (彼 個査某是長万害～)=

あの女はとてもやり手だよ.②…・

よ,・…しろ.◇命令や禁止の文に

つけて更に念 を押すときに使 う。

l a i～(宋～) =来 なさいよ。 品‐

t h a n g～ (不通～)=い けませんよ.

〔嘆〕おう,あ .◇ 驚きや詠嘆の

気持ちを表わす。～,goan_lai si

an_ne(～,原宋是安呪)=お う,

そういうことだつたんですか。

ok悪 〔形〕①どうもうな. Hit

chiah kムu chin～(彼隻狗長～)

= あのイヌはどうもうだ. ②意地

悪を,Hit a lang Chin～ (彼個

人員～)=あ の人はたいへん意地

が悪い。

ok‐chit悪質 〔形〕悪質な. ～ e

Si_thoan(～的遺得)=悪 質な追

伝.

ok‐i悪 意 〔名〕悪意,悪気.

。k_lang悪人 〔名〕C瀑れ者.②意

地悪な人.

ok‐sёng悪 性 〔形〕悪性の.― liS

(～瘤)=悪 性癌腫.

ok‐sim悪 心 〔形〕残忍な。Li si

chin～kan haissi lang(イ休是長～

敢害死人)=君 は人を殺すなんて

残忍だ。 〔名〕悪心.

ok‐t6k惑 毒 〔形〕(―tもk).悪 らつ

な.Hit e cha_b6・put‐chi～ (彼

的査某不止～)=あ の女はたいへ

ん悪らつだ。

6ng王  〔名〕王.

6ng‐chin往 診 〔動〕往診する。

6ngocht王子 〔名〕王子.

6ng‐h6e往 回 〔動〕往復する (=

6ng‐hbk往復)。chこchhia～ (坐

車～)=車 で往復する。

6ng‐h6k往 復→6ng‐h6e

6ng‐hui王 妃 〔名〕王妃.

6ng‐kok千 園 〔名〕王国.

6ng‐kti冤 鬼 〔名〕怨霊.

6ng‐lai往来 〔動〕往来する,行き
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来する (=lai_もng宋往).G6a kap

i chin kこb6～ (我及伊長久無～)

=彼 とは久 しく行 き来 していませ

ん.

6nttlai/密5ng,鳳梨 〔名〕(植)パ

イナップル.

5ng‐lai鳳梨→6ng‐lai

6ng‐ni往 年 〔名〕往年,

6n旨6ng往往 〔副〕も`つも,よく。

Khoとiちchhia‐t5-hoat‐seng chhia

_h5(快車道～校生車耐)=高 速車

線ではよく交通事故が発生する。

5nttsSng旺盛 〔形〕(勢いが)盛 ん

な.goan_khi chin～(元氣長～)

=た いへん意気盛んである。

P

pa巴 ?〔 動〕(平手で)はたく.～

chhむi‐phも (～嘴頬)=ほ おをは

たく.

pa含  〔名〕おとうさん (→a,pa).

◇子供が呼ぶとき.

p五飽 〔動〕①満腹する。Pak‐t6・
～lah(腹吐～「位)=満 腹です。②

満足する。khもn～ (日困～)=十 分

眼 る.lim～ (飲～)=満 足す るま

で飲む。

p嵐豹 〔名〕(動)ヒ ョウ.

p嵐覇 〔動〕奪い取る,横取りする。

H5'i ki6ng‐ki6ng～‐‐khi(給伊強

強～去)=彼 に無理やり奪い取ら

れてしまった。 〔形〕横暴な,I

chin～ (伊長～)=あ いつはとて

も横暴だ。

pasak把握 〔名〕(切り抜ける)自

信.Li S sian_mth～?(体有甚残
～)=君 はどういう自信があると

ヽゝ っの か 。

pよ。chiよm覇 占 〔動〕(―pと).横 取

りする,奪 う。～lang e chhan_

hng(～人的田園)=人 の国畑を横

取 りする。 s

pあ‐chti飽 水 〔動〕(果物や野菜が)

実る。Kin‐chio～lah(芹蕉～「位)
=バ ナナが実った.tiこ‐と～ (裕仔
～)=イ ネが実る.

pa‐hi把 戯 〔名〕曲芸・軽業・手品

など.

pa_kang罷 工 〔動〕(労働者が)ス

トライキをする。

pa‐kiat巴 結 〔動〕 き|ずんをとる,

へつらう。～Si5ng‐si(～ 上司)

=上 司のきtずんをとる。

pa‐6h罷 宰 〔動〕同盟休核する.

pa‐pa含 含 〔名〕パパ,お とうさん

(=a‐Pa阿 含).

pah百  〔数〕100(一ah百).nig～

(両～)= 2 0 0 . s  a n～(三～)=

300。

pah‐chih‐chiau百舌鳥 〔名〕(鳥)

モズ.

pah‐hitth‐thang百葉奮 〔名〕 ブラ

インド,板 すだれ.

pah‐hbe‐kong‐si/‐hё‐百貨公司

〔名〕百貨店.

pah‐hun百 分 〔数〕パーセント.

～chi 5(～ 之五)=5パ ーセン

ト.

pah‐jit‐chhau百 日草 〔名〕(植)ヒ

ャ クニ チ ソ ウ .

pah‐jit‐sとu百 日嗽 〔名〕(医)百 日

tゴき.

pai,罷 〔動〕(D(歩 くときなどに

体を)播する。kian tiもh15・chian

gau～ (行 着路成賢～)=歩 くと




