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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
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き盛んに体を揺すぶる。②びっこ

を引く.～l kha nia(～一脚□)
=片 足だけびっこを引いている。

Paiす罷? 〔 量〕度,回 (=piとn遍).

1～ (一～)=1度 .chit～ (此
～)=今 回.

Pai拝 〔動〕①拝む.～sin_beng

(～巾「明)=神 明を拝む。② (礼
を尽くして)頼 む.～Fian‐sr lai
bh(～先生来宰)=先生について習

う。 〔名〕l理日.～ kti?(～幾)
=何 曜日ですか。

pai排  〔動〕並ぶ,並 べる。Chhian

lin～chもl liat(請ほ～倣一列)
=1列 にお並びください。～cheng

‐li(～惰理)=理 屈 を並べる!

〔量〕列,並 び (=liat列).hit
～chhこ(彼～暦)=あ の並びの家.

pai nig～(排雨～)=2列 に並べ

る。

P航牌 〔名〕①札,鑑札.②看板(=
chiau,pai招牌).③商標.④盾.

p流敗 〔動〕(文)①悪くなる。
c h i a h _ k t  c h h i _ kё k h a h～(此久市

|! t較～)=こ のごろは相場が少 し

悪くなっている。(②失敗する。
k iとn  c h h b n g  k iとn～ (見倉」見～)
=や る度に失敗する.・

pai,左牌仔 〔名〕(マージャン・トラ
ンプ・カルタなどの)パ イ,札 .

ptti‐chian拝正 〔動〕年賀に行く(=

pai‐n↑拝年).khi ka sian_s in～

(去給先生～)干 先生の家へ年賀
に行く.

pai_cht牌子 〔名〕商標,マ ーク,

pai_chti排水 〔動〕拐卜水する。

〔名〕排水.

p a i _ c h h u t排出 〔動〕拐卜出する。

kau_ム_chもitむi chia～(溝仔水普す

此～)=ど ぶ水はここから排出す

る.

Pとi‐go~i拝五 〔名〕金曜日.

pai_hai敗害 〔名〕(主として食物の)
害。Che chiよh liau b6～ (這食了

無～)=こ れは食べても害はあり

ません.

pとishau拝候 〔動〕参上する,伺う.

|‐hng sttn_beh～li(下昏想要～体)
=今 晩お伺いしようと思っており

ます。

pai_hoai敗 壊 〔動〕壊乱する。～

sia‐h5e e tiat,ss(～砲含的秩序)
=社 会の秩序を壊乱する.

Pai_hoeh_pё
n/_huihspin敗

血病 〔名〕

(医)敗 血病.

Pとi‐h6ng拝 訪 〔動〕訪問する。G6a

chOan_kang lai～li(我 事工宋～

fホ)=特 にお訪ねに参りました。

Ptti‐it拝 一 〔名〕月曜日.

Pあi‐ji拝 二 〔名〕大l程日.

pai‐Hd排 球 〔名〕バレーボール.

paiskut拐卜骨 〔名〕(ブタ・ウシ・ヒ

ツジなどのろっ骨の)骨 つき肉.

pai_kha!罷脚 〔形〕びっこの,Li

na  t d i  c h h iこ_ム_tこng p oとh一】bh‐lai,

こ～(体若ンす樹仔項販落宋,含 ～)
章木の上から転|ず落ちたらびつこ

になるよ.

"i‐kha尭 提脚的 〔名〕びっこ,

ちんば.

Pとi_1あk拝 六 〔名〕土l程日.

paiもliat排列 〔動〕並べる,並ぶ.

通 6 1ang ti thang‐よ‐khau―beh

b ` p h i心(有的人在窓仔口～要買票)

=あ る者は窓口に並んで切行を買

います。
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ptti‐ni拝 年一p嵐i‐chian

p ai_pai Ff_拝 〔動〕(民間信仰の)
お祭りをする.Tai_。an_lang tian
_tian teh～(き浩人定定在～)=
台湾人はしょっちゅうお祭りをし
ている。 〔名〕祭り,

pai_pian ttE 〔名〕(店の入口にか
けた)屋 号の額,表 看板.

Pとi‐san拝 三 〔名〕水曜日.
Pai‐si拝 四 〔名〕木曜日.

pai_siat排泄 〔動〕づFせっする。

pai_siat_btt排泄物 〔名〕 お常せっ

物.

pai_tsi排隊 〔動〕行列する。Gもa
laitthi～(我宋去～)=私 は行っ
て行列します。

paitthek排斥 〔動〕排斥する。～

Jit_pこn htte jip‐khあu(～日本貨入
日)=日 本品の輸入を排斥する。

paitthok拝託 〔動〕依頼する。G6a
beh―li ch心 l hang tai_chi,li m_

chai s eng b6?(我 要～体徹―項

事誌,体 不知有閑無)=1っ ぉ

頼み したいことがあるのですが,
お時間がござぃますでしょうか。
～ltt,su(～律師)=弁 護士に依頼

する。

pak】し  〔名〕】ヒ.
pak剣 〔動〕①はぐ.～p6e(～皮)
=皮 をはぐ。②(取り)外す。～

chhホchi(～手指)=指 輪を外す.
③搾取する。～peh‐son(～百姓)
一人民を持取する。C聴奪する。
～lang e chin(_人 的,長)=人 の

金を強奪する。

pak幅  〔量〕幅,軸 .◇ 掛け物な
どを数えるとき,1～ chhat(一
～擦)=1幅 の掛け軸.

pak】笈―→pak‐tむ

pttk孫専 〔動〕①縛る。こng sOh_ょ
～‐‐khi_lai(用索仔～起宋)=な
わで縛 り上げる。tibh_占i～h5・an

(着愛～給繁) =ヽき つく縛 らなけ
ればならない。② (ネ奪って)作る。
～chとng(～椋)=ち まきを作る.

〔量〕束,く くり,1～ ti(一 ～

警)=1束 の箸.nig～ Oan(扇 ～

碗)=2く くりの茶碗.

Pak貝業 〔動〕(収益の目的をもって
田地や船を)賃 貸 しする,賃 借り
する。chan～h5・i(船～給伊)=
船を彼に貸す。～chhan(～田)=
田を小作する。

Pak‐h6e‐kui_s6an北 回舗線 〔名〕
北回帰線.

Pak・hong北 方 〔名〕北の方.
Pakもkとk北 極 〔名〕北極.
Pak_kとk,chhen/_chhiE北極星 〔名〕
北極星.

pak_keng買業耕 〔動〕刀ヽ作する.
s ian_lang teh～(甚人在～)=誰
力切 作ヽしていますか.

pak_kha縛 脚 〔動〕福足する。

pakちほi腹 内 〔名〕(動物や,島類の)
臓物.

pak‐Peng北 芳 〔名〕】ヒ側,北 の方.

pak‐pS北 部 〔名〕封ヒ部.

pak‐siah剥 削 〔動〕捨取する.～
bin_chai(～ 民財)=民 の財を持
取する。

Pak‐転u‐chhen/_chhin北斗星 〔名〕
北斗星.

pak‐tむ腹姓 〔名〕(―pak).腹,お
なか.          ィ  1

pan班 〔名〕組,ク ラス.k。‐kip
～(高級～)=上級クラス.〔量〕
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組 ,ク ラス.1～ hよk‐se n g (一～

害生)= 1ク ラスの学生.

pan斑 〔名〕はん紋,はん点.

pan板 〔名〕①舶子板.◇ 中国の

伝統的楽器の 1つ .カ スタネット

に似たもので,拍子をとる。②舶

子.khoムi～(快～)=違 拍子.

tah～ (踏～)=足 で拍子 を取 る.

③棺(=pan_と棺仔).〔量〕枚.

◇板のような薄いものを数えると

き,1～ tang‐pan(一 ～銅板)=

1枚 の銅板 .

pan版  〔名〕版.Sbng‐tiau・6 ～

(宋朝的～)=宋 朝の版.

Pan瓶  〔名〕(耳のついている)び

ん。 〔量〕びん。◇びんに入った

ものを数えるとき。1～chit(一
～酒)=1び んの酒.

pan排 〔動〕①処理する。Chit
khOよn e tai_chi sl i teh～ ‐‐e(此

款的事誌是伊在～的)=こ の種の

事は彼が処理しています。C壮 入

れる.～hbe(～貨)=物 を仕入れ

る。③準備する。～chhとi(～菜)
=料 理の仕度をする。 〔名〕①見

本.te_～(茶～)=茶 の見本.p心・

‐～(布～)=布 の見本。②型.pi～

(比～)=型 を取る。 〔量〕種類.

hit～lang(彼～人)=あ の種の人

間.

pttR‐左板仔 〔名〕棺.

pan‐bこ斑,弓 〔名〕(動)シ マウマ.

pan‐chat,ha斑節蝦 〔名〕(動)ク ル

マエビ.

pan‐chi斑芝 〔名〕(植)キ ワタ.

pan_chhia板車 〔名〕大八車.

panj便 宜 〔形〕(値段が)安 い(=
si6k俗,Okも i貴)。Shg khah～

leh(算較～「nl)=も っと安 くして

よ.che b6～ (這無～)=こ れは

安 くない。

pan_hOat緋 法 〔名〕やり方,方 法,

仕方.～ khah giam(～ 較巌)=や

り方が厳 しい.

pan‐kah斑 甲 〔名〕(鳥)ジ ュズカ

ケパ ト.

Pan_ke_h6e・あ舞家欲仔→pan_kび.h6e

‐五

pan_ke_kび_h6e‐と/‐hl‐勃彬病妃if火イ子→

pan_kび_h6e‐と

Pan_kび_hこ_五訪激古イ火イ子一pan_kび_h6e

‐五

pan_kび_h6e。と/‐hこ‐耕姑欲仔 ?〔 動〕

ままごと遊びをする(=pan_ke_kび‐

‐h6e‐よ緋家姑快仔,pan_ke_h6esa

雰家欲仔).Gin‐a tiとm tian__nih

teh～ (□仔描庭裡在～)=子 供た

ちが庭でままごとをやっている。

Pan_koan版 権 〔名〕版権.

pan_kOng緋 公 〔動〕執務する。

GoとnPと i‐1とk ia品もian～(F元拝六

亦不免～)=私 たちは土曜日も執

務する必要はありません。

pan_kong‐chhよ排公庭 〔名〕 事務

所,オ フィス (=pan‐sS,chhこ耕

事梶).

Panちkong‐Sek努 公室 〔名〕事務室.

pan_li球理 〔動〕①処理する,取
りさばく.～ k o k‐c hさn g (～囲政)

=国政をとりさばく.②経営する.

I chin gau～hょk_hau(伊長賢～字

校)=彼 はたいへん上手に学校 を

経営する。

pan‐mふsttan斑,馬線 〔名〕 横断歩

道.

pan_sё非勢 〔名〕様子.seng



khban～ (先看～)=ま ず様子 を見

つ 。

panasi‐chh芭舞事庭→pan‐kong‐chh也

pan‐tiam理 恥→h5espan

pan‐ti an班長 〔名〕①班長.②分
隊長.

pan‐t5an E]惰一pin_t5an

pan_toh舞 菓 〔動〕宴席を張る。

pang本方 〔名〕板.

pang班 ?〔 名〕(乗物の)時間表,

ダイヤ.〔 量〕便,番 .◇ 交通機

関の便数.Phも・‐thong‐chhia l jit

i nig～ (普通車一日有用～)=

普通列車は1日に2便 あります。

Thau～chhia(頭～車)=1番 列

車.

pang崩  〔動〕崩れる,崩 す。H5an

khi h5・～‐‐16h‐khi(岸去給～落去)
=土 手が崩れ落ちてしまった,

Pang慧 ?〔 動〕① (主たるものの

中へ)加 わる,加 える。～seng‐

li(～生理)=人 の商売に参加す

る。Chhも～khah khOah(盾～較

潤)=家 の建て増しをする。 ②
(建物の一部 を)借 りる,貸 す.

Ka lang～tiょm‐bin(給人～店面)
=人 から店頭の一部 を借 りる。～

lang l keng pang(～人一問房)
=人 に 1間 貸す.

pang放 〔動〕①放す。Chhit品‐

thang～(手不通～)=手 を放して
はいけません。②釈放する,G6a
m～ li khi(我 不～体去)=君 を

釈放しません。③排せつする。～

sai(～尿)=大 便 をする。～phもi

( ～屁) = へ をひる。④ほうって

おく,ほ ったらかす。Sよulpも an
～leh,chi5ng‐an_ne khi(掃一半

pang_ang

～Fal,格安嘱去)=半 分掃いたら
はったらかして行ってしまった。

③(呑」息が目的で)貸す.～ti n g

lai(～重干1)=高 利で貸す。⑥上
げる。～hongモhhoe(～ 風吹)=
たこを上げる。Ianth6e～chian koan

(煙火～成高)=花 火をとても高

く打ち上げる。②下ろす。L6・‐mng
～‐‐16h‐lai(路 門～落宋)=し ゃ

だんきが下 りてくる。～kさ (～値)
=値 を下げる。③流す。～chti`

teng(～ 水燈)=と うろうを流す。

③ (追産 として)残す。～nig keng

chhも (～雨間暦)=家 を2軒 残 し

た。①配る,ばらまく。～thiap

(～帖)=招 待状 を配る。～chhin

_chian(～親成)=縁 談 を方々にも

ちだす。①大きくする.Si5ng beh
～nig p5e t5a(像要～開倍大)
=写 真を2倍 に引伸ばしたい.

ithang,ム(～密仔)=窓 を大きく

する。②暁射する。～chhさng(～

銃)=鉄 砲を撃つ.①…のよりを

する.～ b6thian_kr(～無率見)
= 聞 こえないふ りをする. ① ゆだ

ねる,預 ける。 Chhこ‐lai e tai_

chi 16ng～h5 chhian__e chhttng

(盾内的事誌推～給情的創)=家

の中のことは全部召 し使いにまか

せてやる。

pang房  〔名〕①部屋,室 .②房事_

kian～(行～)=房 事をする.

pang縫  〔動〕くける。～s an‐ム‐ku

(～杉仔裾)=す そをくtする。

Pang球  〔名〕(貝)カ ラスガイ.

pang棒  〔名〕角棒 ◇ 八角もしく

は六角で長いもの.

pang_ang放 紅 〔名〕(医)赤 痢.
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pang,bang

panttbang育忙 〔動〕①手伝う(=

ぬu‐ヽhatchhit日脚手).G6a lai

ka li～h6m?(我 宋給体～好不)
=お 手伝いいたしましょうか。②

団〕ける。G6a b6  c h i n  t h a n g  c h i抗

おh‐ム,chhね
・ li ch i t _ s u t‐ムー g6a

(我無銭通食薬仔 ,請 祢 一
眉 仔 ～

我)一 薬 を飲 むお金がありません

ので,少 し助 けて くだ さい。

pang‐chan嵩 資 〔動〕(文)助 ける,

補助する (=pang‐ch5・嵩助).～

i e hak_chu(～伊的讐資)=彼 の

学資を補助する。

pang‐chS菖 助→pang‐chan

pang_chび房租 〔名〕部屋代.

pang_chhit放手 〔動〕①手を放す。

Li m‐thang～ (体不通～)=君 ,

手を放してはいけない。② さしお

く.～品 chhbng(～ 不倉」)=さ し

おいだままやらない。②大目に見

る。Chhian li～(請1休～)=ど う

か大目に見てください。

pang‐hoai崩 壊 〔名〕崩壊する。

pang_ji5放尿 〔動〕刀ヽ便をする←
si6‐pian小便).

pang_keng房間 〔名〕(―pang).部

屋,室 .

pang_kit棒球 〔名〕野球(→iム‐

k i 3 ) .

pang‐6h放害 〔動〕①学校がひけ
る。②(学校が)休みになる。

pang_phli放屁 〔動〕へをひる.

pang_stti放尿 〔動〕大便をする

(=ta i_pian大便).

panttsak放才束 〔動〕①見放す。～

b6■kian(～妻子)=妻 子を見捨て
る。②放棄する。koan_li ka_ti～
(権利家己～)=権 利を自分で放

案する。

pとng‐sang放者 〔動〕(手を)ゆ る

める。 Tek‐khak beh chip hOat

pan_ss,品‐khこng～ (的確要執法

非事,不 肯～)=必 ず法によって

裁き,追 究をゆるめない。

Pang_sen/_sin放生 〔動〕 (捕らえ

られた生き物を)放 つ.b6chiau
‐chiah lai～(買鳥螢宋～)=鳥

を買ってきて逃がす。

pang‐sc an崩山 〔名〕山くずれ.

pttng‐tiau放 可?〔 動〕言い触らし

て脅かす。～beh thai i(～要創

伊)=あ いつを殺してやるんだ,

と言い触らして彼を脅迫する。

Pang_ton【房東 〔名〕家主.

pat/③peh八  〔数〕八.2～ chheng
‐chhun(二 ～青春)=二 八の青春
…16才の春.

pat層」 〔代〕丹」の,外 の.◇ 原則

として量詞を従える。～pこn chheh

(～本冊)=別 の本.～ hang tai_

chi(～項事誌)=外 の事.

pat,と抜仔→poatとと

Pat_jit別日 〔名〕他日,後 日,い

つ か 。

p a t ‐k o 人寄 〔名〕( 鳥) キ ュウカン

チョウ.

Pat‐k6a八 差卜 〔名〕八主卜.

pとt,lang別人 〔名〕丹」人.

pat‐sian‐toh八 仙臭 〔名〕 方形

の八人用食卓.

pat‐di別 位 〔名〕よそ.khi～ bと

(去～買)=よ そへ行って買う。

pau包 〔動〕①包む.Eng ch6a～
…khi_lai(用紙～起来)=紙 で包

む。②囲む.h5・tもk‐kun～tiau

(給敵軍～住)章 敵軍にすっかり
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包囲 される。③請け負 う(=bath

質).～ kang‐sこ (～工事)=工 事

を請け負う.④請け合う.～ian(～
扇)=勝 つこと請け合いだ。③独
占する,借 り切る。～teh bS(～

在賣)=独 占して売る。～l tiun

chhね(～一張車)=車 を1台借 り

切る。 〔量〕包み。1～ chheh(一
～冊)=本 1包 み.

pau‐左包仔 〔名〕マントー.◇プタ

肉や小豆のあんが入っているまん

じゅう。

pau,chong包装 〔乳〕包装する。

pau‐chong‐こh6a包装紙 〔名〕包装
紙 .

pau‐ham包 含 〔動〕包合する,含
む (=pau‐koat包括).Chit 6 kさ
‐chinこ～kang_chin b6?(此 個傾

錠有～工錠無)=こ の価格には工

賃が含まれていますか,

Pau‐hi飽 魚 〔名〕(貝)ア ワビ.

pau‐h6‐tiとm飽 和路 〔名〕飽和点.

Pau‐hok包 献 〔名〕 ふろしき包み.

pau‐ki包 機 〔名〕チャーター機.

pau‐k6包 募 〔名〕/」ヽ包.

pau‐koat包 括 〔動〕ひっくるめる,
含める (一pautham包 含).～ chai

lai(～在内)=ひ っくるめて中に

入れてぃます。

pau‐lam包 授 〔動〕独占する.

pau‐ni左包領 〔動〕 (一pau).請 け

合う(=p6‐nia保領).G6a ka li～ ,
li bian kian(我給体～,体免驚)
=私 が請け合いますからご心配な

く.

pau‐pan包 非 〔動〕(―pau).請
け負う。h5・i～ (給伊～)=彼 に

請け負わせる。～tS_pang(～厨房)

pe,16ng‐chhai

=炊 事を一手に引き受ける。

pausai包 同 〔動〕取 り囲む,取 り

まく,包 囲する。

pe酸  〔動〕(飯を)か き込む.～ 3
。an pttg(～三碗飯)=3ば いの飯

をかき込 む,～ pttg～chin kin(～

飯～長緊)=飯 をかき込むのが速
い .

pe飛 →poe飛

pも把 〔動〕(文)守 る,握 る。 ～
｀

koan_とi(～開聡)=関 所を守る。

〔量〕東。 1～ hOe(一 ～花)=花

1東 .nttg～ chha(扇 ～柴)=2

束のまき.

pこ安→p6e望

pё背→pbe背

産 者背→pbe ネ背

pe爬?〔 動〕①(爪で)かく.G6a
kha_chiah_phian chin chiEn, khah

kin ka g6a～(我脚脊餅 長療 ,較繁

給我～)=背 中がかゆいから,は

やくかいてくださぃ。②はう.
chite ang‐en_とこ_hiムu～bこ?(此個

紅嬰仔含暁～没)=こ の赤 ちゃん

は,は いはぃで きますか。

p6示巴 〔名〕負監手, さらい.

pe 景旨
―→poe 景書

pこ父 〔名〕父.

pё倍→p5e倍

pe 火旨一→poe 嬉

p6‐b6/‐bこ父母 〔名〕父母,両親.

pe‐b5ng培 墓 →poe_b5ng

pe‐bt 父 母 ―→pe_b6

pё‐chё幣制 〔名〕貨幣制度.

pe‐chhit‐bin客手面→poeschhitもin

pS‐kian父子 〔名〕父子,親子.

pe‐16ng‐chhai渡稜菜 〔名〕(植)i
ホウレンソウ.        i ｀
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pe_16ng,Chan

pё_leng‐Chan爬 龍船→pё‐li6ng‐

chan

P6‐li6ngschan煎)lang‐爬龍船 〔名〕
ベーロン.◇ 旧暦 5月 5日 に行う

ボートレース.

pe‐び飛烏一Pce_び

pё
□
/Pin柄 〔名〕柄.ti‐thau_pёn(鋤

頭柄)=く わの柄.

pen/Pin平 〔形〕C坪 らたい,平た
んな,平 ら.Chit tiau 15・chin
～ (此篠路長～) =こ の道は平

たんである.② 靖 らか.k6ng o3

chin～ (議話員～)=話 がとても

沿らかだ.③公平な,平等な。
s i m _ k O a n  b 6～(心肝無～) =心 は

公平でない。

pen/pミ
E坪

 〔名〕坪 .

Pen/pr棚  〔名〕たな,台 . 〔量〕
つ。◇たなや劇団を数えるとき。

nig～chhとi_kOc(雨～菜瓜)=ヘ

チマだなが2つ 。3～ hi(三 ～敏)
=3つ の劇団.

pOB/Pin病 〔名〕病気.〔 動〕 病

気にかかる。～nttg tang(～南冬)
=2年 病気をする。～khi chin

siong_65ng(～去長傷重)=と て

も重態だ。 〔形〕(俗)だ らしのな

い,間 抜けな.Li kah hiah～(体

及彼～)=君 はそんなにだらしが

ないのか。

P5B‐Cheng/pin_病情 〔名〕病状.

pon,chhng/pin_病床 〔名〕病床.

pこLin/pin_病院 〔名〕病院(=i‐r

魯院).

pこ
n‐kau/pin_病族 〔名〕だめなや
= 9 .

pず‐kian/Pin_病子 〔動〕つわりに

なる。C h a‐b 6・‐l a n g  t e h～,とi  c h i a h

sng(査某人在～,愛 食酸)=女 が

つわりになると酸っぱいものを食
べたがる。

poD_lang/pIE_病人 〔名〕病人.

pon‐lёk/pin‐病歴 〔名〕病歴.

pOn‐lёk‐piも/pr・病歴表 〔名〕カル
7 ‐ .

poE_pang/Pin_病房 〔名〕病室,病

棟.

pず_pen/pin‐piB平平 〔形〕①同じ,
対等の.G6a kap i～chs hbe(我

及伊～多歳)=私 は彼と同じ年だ。

② どっこいどっこいの.Hit nig

tSi kiS_tSi e sit_lさk～ (彼用隊球

隊的賛力～)=あ の 2チ ームの実

力はどっこいどっこぃだ。

pe・_pび/pin‐平ナ甫 〔名〕C平地.②

野原,野.C呼 野.

pen_tこ/pintt5e平地 〔名〕平地.

peh/poch/①pat八  〔数〕8,八つ.
～_ c h a p (～十) = 8 0 .

peh伯  〔名〕おじ(=abpeh阿 伯).

peh爬 ? 〔動〕①(1歩 1歩)登る。
～s  o a n (～山) =山 に登 る。 ～

k o a  r (～高) =高 いところに登る.

②起きる.6 tiムm～‐‐khi‐lai(六

熱～起宋)喜 6時 に起床した。

peh撃  〔動〕(手で)む く。～kam‐

と,ph6e(～柑仔皮)=ミ カンの度

をむく。

pёh白 〔形〕①白い。sこkah～(洗

及～)=白 くなるまで洗う。②臼

身の,脂の多い(⑤chian精),Chit
tё bah siun～ (此塊肉尚～)=こ

の肉は脂身が多す ぎる.③ 易 しt ,ゝ

平易な。Chit pもn chheh khah～

(此本冊較～)=こ の本の方が易

しい,k6ng khah～ (講較～)=
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少 し平易に言 う。④日のおごった。

Chiah‐kも chhもi khah―,占i chiah

h 6 (此 久嘴較～,愛 食好)=近 ご

ろは国がおごって, うまいものを

食べたがる。 〔副〕① むなしく,

むだに。～liよu sf‐kan(～ 了時間)
=む なしく時間 を費やす。～kian

(～行)=む だ足を運ぶ。②なに

も混ぜないで,そ のままで,～s A h

(～ナ禁) =な にも混ぜないでゆで

る。～t h u n (～呑) =そ のままで

飲み込む,③ ただで,～ c h iよh (～

食) =た だ食いする.

pむh‐at白 喉 〔名〕(医)ジ フテリア.

pёh‐bttk白墨 〔名〕白墨,

pёh‐bi白 米 〔名〕白米,

pёh、b6k‐ni白 木耳 〔名〕(植)シ ロ

キクラゲ.

plh・cham_ke/_koe白 理鶏 〔名〕

蒸じ算).◇ ニワトリをまるゆでに

し,ぶ つ切りにした料理.

pもh‐ch6a白 紙 〔名〕白紙.

pth‐chhとi白 菜 〔名〕(植)ハ クサ

イ.

pもh‐chhang‐chhang白葱葱 〔形〕

真っ白な。K6an_thr tit‐tit iもh

seh,tよk s6・‐chai～(寒天直直落

雪,逐 所在～)=冬 は雪がどんど

ん降り,ど こも真っ白だ.

plh‐chhat白 貝☆ 〔名〕うそ(=hau_

siau言交精).k6ng～(講～)=う そ

をつく.

pёh_chhat‐chhit‐五白賊七仔  〔名〕

うそつき。

Peh‐goもh/Poeh‐gёhノ【月 〔名〕8

月.

peh‐ha払嘘 〔動〕あくびをする。

pもh‐hi白魚 〔名〕(魚)タ チウオ.

plh‐taE

pもh‐hia自 蟻 〔名〕 (虫)シ ロァリ.

pとh‐him自 熊 〔名〕(動)シ ロクマ.

pもh‐hoeh‐kit/‐huih‐白血球〔名〕白

血球.

pもh‐hoeh‐pon/_huth‐pin白血病 〔名〕

(医)自 血病.

pёh‐iこ自柚 〔名〕(植)ザ ポン (→
is_a).◇特に果肉の白いもの.

peh‐ji/poch‐八字 〔名〕八字.◇

生まれた年 ・月 ・日・時のそれぞ

れの干支八字のこと,こ れによっ

て運勢を判断する.

pёh‐jin白仁 〔名〕①自目。② (卵
の)白 身.

peh‐kim撃 金 〔動〕(目を)開 ける。

Bよk_chiu～chit_5 khban(目開～

一下看)=目 を少 し開けて見る.

pёh‐ki m白金 〔名〕白金.

Pth‐lai‐chibng白内障 〔名〕(医)

白内陣.

pもh‐lang白人 〔名〕自人.

pさh‐にng‐si白 鵠替 〔名〕(鳥)シ ラ

サギ.

pёh‐m6a白 麻 〔名〕(植)シ ロゴマ.

わёh‐oこ白言舌 〔名〕①方言。②国語.

pёh‐oO‐ji白話字 〔名〕間南語用ロ
ーマ字.

pth‐pig白 飯 〔名〕ライス,飯 .

peh,sOn/_s「百姓 〔名〕一般大衆,

人民(=jin‐bin人民).

pさh‐sek白 色 〔名〕白色,

pむh‐si‐sat rl死殺 〔形〕(病気のた

めに)顔 色の悪い。bin～(面～)

=顔 色が悪い。

peh‐sin百姓→peh‐sё
n

peh‐s oan爬山 〔動〕登山する。

pёh,tai ri帯 〔名〕(医〕こしけ.

pもh‐tau白 豆 〔名〕(植)シ ロマメ.

７
′

６
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う
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pёh‐tba

pёh,ttta白帯 〔名〕(魚)タ チウオ

(=pёh‐おa_hi白帯魚).

産h‐曲a`hi Fヨ帯魚→産h‐命a

pёh‐thau‐khok白 頭機 〔名〕(′島)

シロガシラ.

pもh‐thng白糖 〔名〕白砂糖.

pёh‐th6an tti炭 〔名〕(医)ジ フテ
リア .

pek‐hap‐hoe百合花 〔名〕(植)ユ
1 ) 。

p e k‐it柏油 〔名〕ピッチ,アスファ

ルト.

pek,jit‐h6ng百 日紅 〔名〕(植)サ
,レラくでぐ1ブ .

pek‐pS,sia/rts,ch6a百 歩蛇  〔 名〕

(動)ヒ ャッポダ.

pek‐th6迫 討 〔動〕 厳 しく督促す

る。

peng水  〔名〕氷。 〔動〕(氷で)冷

やす。～bth‐ム‐chit(～ 蓉仔酒)=

ビールを冷やす。

peng兵  〔名〕兵卒,兵 士.

p6ng反  〔動〕① ひっくり返る,ひ

っくり返す。～ch3n(～ 船)毒 船

が転覆する。G6a e thoah_a詐

thangび _plh ka g6a～ (我的手笹仔

不通鳥白給我～)=私 の引き出し

をめちゃくちゃにひっくり返 して

はいけません。②ひっくり返して
取 り出す。～lak‐tl‐とe chin(～

実袋仔的す差)=ポ ケットをはたい

て金 を出す。③ (ページを)繰る。

～ji,tia n(～字典)=字 典 を繰 る。

pёng平  〔形〕平諄な,平穏を.

Hai。こng khah～lah(海 湧較～p也)
=波 が大分部穏やかになった。〔動〕

(文)平 らげる.～ th6・‐hti(～土

匪)=土 EEを平らtずる。

pang芳  〔量〕(分割された)片方,

半分.chhiat chもntt g～(切倣雨
～)=2つ に切る。〔名〕①側ぅ
方,tang・peng(東芳)=東 側.tb
_chhiも、peng(倒手労)=左 方.②

(漢字の)偏 .j i n‐ji‐pe n g (人字

芳)=人 偏 .

plng並 〔副〕ちっともぅ少しも,

◇品不やb6無など,否定を表わす
語 の前におかれてる。 G6a～

m chai(我～不知)=私 はちっと

も知 りません。～b6hit khOan

tai_chi(～無彼款事誌)=そ んな

ことは少 しもありません。

peng‐a兵 仔 〔名〕兵卒.

peng_an平安 〔形〕平穏無事な.
～kbe‐jit(～過日)=平 穏無事に

暮らしていく。Chit 15'～ (一路
～)=道 中ご無事で。

peng_bin平民 〔名〕平民|

peng_chこng平 静 〔形〕平穏な,平

和な.Tこ‐hng～ (地方～)=地 方

は平穏だ。

peng,chim水 枕 〔名〕氷枕.

peng_c hhian並且→jl‐chhian

peng_gOan平原 〔名〕平原.

peng_heng‐sban平行線 〔名〕平行

線.

peng_hoat,chёng併 5貸症 〔名〕 併

発症.

peng_hong平方 〔名〕平方.1～

kOng_li(一～公里)=1平 方キロ

メートル.

peng‐iとh兵 役 〔名〕兵役.

peng_it朋友 〔名〕友達,知人,知

り合い。

pこng‐kあu_左反狗仔 〔動〕(手を突い

て)と んぼ返りをする,笛返りを
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する。G in_a tat_khとi16ngとi～

th it‐th6(□仔大lStす,こ愛～廻廼)=

子供は大体みな,と んぼ返 りをし

て遊ぶのが女子きだ。

penac_kau_t5平交道 〔名〕交差点.

peng‐ki ttfk「〔名〕アイスキャンデ

peng‐ki‐lin ttC其弗末 〔名〕アイスク
リー ム .

pang_kin/_kun平均 〔動〕平均する.
～‐‐khi_lai l jit thak 5 tiよm‐

cheng(～起宋一日語五磐!i鐘)=平

均すれば 1日 5時 間勉強 します。

peng_k6療果一ph5ng‐k6

p6ng‐kun平 均→peng_ki n

peng‐khi兵 器 〔名〕兵器.

peng‐khけ汎度→peng‐siun

peng_kh。ょi平 快 〔名〕普通急行.

peng‐11ng水 冷 〔形〕(水のように)

冷たい。Khen_kau_ム_chti put_si

16ng chin～ (坑 ,お仔水不時す能長
～)=谷 川の水はいつでもたいヘ

ん冷たい,

peng_Peng平平 〔形〕平凡な, 普

通の.～ b6hb b6 phar(～ 無好

無夢)=普 通で,よ くも悪くもな
い .

p6ng‐pr反 安 〔動〕やりくりする。

KOh khah～, ia b6‐thang thょn

(復較～,亦 無通診)=ど うやり

くりしても,も うからない,

peng`phath水 雹 〔名〕ひょう.

peng_si平時 〔名〕①平素, ふだ
ん (=peng_si6ng平常).～ ぶi

thak chheh(～愛譲冊)=平 素読

書を好む。②平和な時.
peng_sin平信 〔名〕普通郵便.
peng_si6ng平常 〔名〕①ふだん(=

peng_si平時),平 素.G6a～ 5 tiam
chi3 peh…khi,la i(我～五野Ⅲl就爬
起宋)=私 はふだん 5時 に起 きま

す.②普通.Lin～よnsch6an k6ng
? (悠～按想議)、=君 た ちは普通 ど

ういいますか.～ 6 1 a n g (～的人)
=普 通の人 .品 ‐si～ (不是～)
=風 変 りである。

peng,siun水箱 〔名〕冷蔵庫 (=

peng‐khb・跡拒勢.

peng‐tS泳袋 〔名〕水のう。

pengst6ng平等 〔名〕平等.

peng‐tittm水野!i〔名〕氷点.

peng‐tii兵隊 〔名〕軍隊.

peng‐thng水幡 〔名〕氷砂糖 (=
thng,sng精霜).

pi士卑 〔名〕濯漑用貯水池,ダ ム.

pi 碑 〔名〕碑.

pi士ヒ 〔動〕①士ヒベる.～khban_
m a i (～看琵) =比 べてごらん.～

t n g ,に(～長短) =長 短 を比べる。

②試合をする.～bも_gs(～武墓)
=武事の試合をする。③身振りで
示す。◇その形をして見せるの意.
～kha～ch h i t (～卿～手)=手 ま

ね足まね。～ti h i a (～在彼)=

そこにあると指す。④ (あてがっ

て寸法を)計 る.S  c h h i O h  l a i～

(携尺宋～)=物 差 しを持ってき

て計りなさい,〔 介〕…・に比べて,
・…よりも (=pheng並 ).I～ g6a
khah che hbe(伊 ～我較多歳)〒

彼は私より年をとっている.Kin‐

ム‐jit～cha‐hng khah k6an(今 仔日
～昨香較寒)=今 日は昨日より寒
ヽ .`

が 摩 〔動〕(手足が)し びれる (■

ba痛晨).chhiも～ (手～)=手 がし
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びれる.

p官枇 ? 〔 量〕房,枚 .◇ バナナや

カラスミなどを数えるとき。1～

kin_chio(一～葛蕉)一バナナ1房 .

Nttg～び‐hi‐chi(雨～鳥魚子)一 カ

ラスミ2枚 .

pi被  〔介〕(文)・・・される。～lang

thau__khi(～人倫去)=人 に盗ま

れる。

が‐あ口非?仔 〔名〕①呼び子.②口

笛.

pi‐ai悲 哀 〔名〕悲衷,悲 しみ.

pisbit秘 密 〔名〕秘密.

pisbS閉 幕 〔動〕幕を閉じる,閉会

する.

Pi‐chian卑 嬢 〔形〕卑 しい。 ～e

lang(～ 的人)=卑 しい人.

pi‐ch5ng牌 陵 〔名〕牌臓.

pi‐chttnナ卑ナ川 〔名〕濯漑用用水路.

pi‐chhit比 手 〔動〕手まねする.
～pb i chau(～ 報伊走)=手 まね

で知らせて逃がした。

pF‐chhit‐chi‐pan比 手指扮 〔動〕

熔約の式 をあ|ずる。Lin hlu‐s en

ti‐s↑beh～ ?(悠 後生底時要～)
=息 子 さんはいっ婚約の式をあ|ず

られますか,

pF‐chht彼 此 〔名〕 (文)互 い,双

方.～ kaぃo江nl・‐btt(～ 交換薩

物)=お 互いにプレゼントを交換

する。

pi‐hS庇 譲 〔動〕庇護する。

pi‐in避 字 〔動〕避妊する (=pi‐

jim避妊).

pi‐jim避 妊一pioin

pi‐ji5‐khi泌 尿器 〔名〕泌尿器.

Pi‐kとh比 較 〔動〕比較する。 ～

khもan,bai(～看至)=比 較 して見

る。

pi‐kiat秘結 〔名〕便秘.

pi‐k心被告 〔名〕被告.

pi‐koan悲慨 〔動〕悲観する。〔名〕

悲観.

pi。ldi‐chiam避雷針 〔名〕避雷針.

Pi‐m6a芭 麻 〔名〕(植)ト ウゴマ,
ヒマ .

Pi‐Pan備 非 〔動〕準備する (=

chtn,pi準備).～ s6・‐hもr(～ 所費)
=費 用を準備する。Chhよi～h6bE

?(菜～好没)=料 理が用意できま

したか。

pF‐pe 本比本巴→ti‐pe

が,p6琵 琶 〔名〕琵琶.

PI,phこng比並 〔動〕①(―pl).比較
する。kap  h e～(及彼～)=そ れ

と比較する。②たとえる。 b5,
h i ムu ～ ( 没B 発～) = どうたとえてよ

いかわからない,

J,s航比奏 〔動〕①試合する。Lなn

l占i～na‐ki s (口自水～笙球)=バ ス

ケットの試合をしましょう,②競

争する。 〔名〕①試合。②競争.

③ コ ンクー ル .

piosiong悲傷 〔動〕悲しむ,嘆く.

M‐thang siun～(不通尚～)=あ

まり嘆いてはいけません.

pi‐su秘 書 〔名〕秘書.

pF‐tang比 重 〔名〕上ヒ重.

pin遊  〔名〕…・のわき,そ ば.1,ム‐

pr(椅 仔遂)=い すのわき.seng

‐khu‐pr(身 躯逃)=身 辺.Chhむ

,pr(暦 遊)=近 所.

pr扁  〔形〕平べったい。Si in_,3,

m‐si～…6(是 ‖J的 ,不 是～的)=

丸いのです,平 べったくはありま

せん.



pinキ丙―→pln ホ丙

pr斐 〔動〕①変化する,… になる.

Bin sdi～(面随～)=顔 色 をすぐ

変える。～h6‐lang(～ 好人)=善

人になる。②小細工を弄する。

T t t m  h i a  t e h～s i a n _ m  t h (姑彼在

～甚麿)=そ こで何 を小細工 して

ヽヽるのか。 ― khban i thau_15・b6

(～看有頭路無)=な にかうまい

仕事はないかといろいろとやって

みる.

pin平→pen平

pin棚→pen棚

pin病一pこ
n病

p i n辮 〔動〕(ひもなどを)編 む,組

む.～mng`b 6 e‐ム(～毛尾仔)=お

さげを編む。 〔名〕組みひも.

pin‐あ違仔 〔名〕①かたわら,そば,
わき.～ こl tiau kau_a(～有一

1条溝仔)=か たわらに溝がある.

②端,

pr_bin隻面 〔動〕不愉快な顔をす

る。 Li k6ng hit khoan b6 ch6ng

‐li S tai‐chi,i chiah 5～lah(1体

講彼款無情理的事誌伊即含～F也)

=そ んな訳のわからないことを言

うと彼は不愉快な顔をしますよ.

p i n‐ch心/‐chb e安徹 〔動〕(変わって)
…になる。～t5a‐sS(～ 大事)=

大事件になる,

pr‐hi扁魚 〔名〕(魚)①ヒラメ.

②カレイ.

pin‐in病F売→Pcn_in
pin‐kian 折石屯砕―→pCn_kian

prもlang安弄 〔動〕①おもちゃにす
る,翻 弄する。Hit  e  l a n g  g 5 n g‐

g5ng,kふ chai i～(彼個人愁愁 ,

拠在伊～)=あ の人は8か で,後

piが

におもちゃにされほうだいである.

②いじくりまわす. H 6 ‐h 6 6  s i ‐

cheng～kah phar‐khi(好 好的時

鐘～及夢去)=ち ゃんとしていた

時計をいじくり`まわしてこわして

しまった.

pin‐Lng病 人一 pこ
n_Lng

piE."ng病 房 一距
n_Pang

pr_peh扁柏 〔名〕(植)ヒ ノキ.

plB‐pin平平→pen_pen

pin‐「 平す甫―→"n_pび

pr_sittng斐相 〔動〕(性質や品行が)

がらっと変わる。I kin_lai～,とi

khai cha‐b6・ (伊近来～,愛 開査

某)=彼 は近ごろがらっと変わっ

て女遊びをする。

pin‐t5e平 地→pen_tl

pi・‐thau違 頭 〔名〕わき, そ ば.

khia ti～ (竪在～)=わ きに立っ

ている。

Pr‐th6‐sban扁 桃腺 〔名〕 (医)ヘ

んとうせん.

pian子丼?〔 勲〕ほうり出す,ほ う

りな|ずる。C h h e h‐p a u～l e h , t i 6 h

chhut・khi chhit‐th6(冊 包～「列着

出去避廻)=カ バンをほうり出し

たかと思 うと遊びに行ってしまっ

た。            ,

Jan丙 〔名〕①丙.Hun,kah,it,
～ (分甲乙～)=甲 乙丙に分ける.

②丙.～in(～寅)=丙 寅.

pian餅 〔名〕菓子,ケーキ, ビス

ヶットなど.

がa n傾 〔動〕① (容器を傾けても

のを)あ ける。～bin‐thang_chti

(～面桶水)=洗 面器の水をあけ

る。 (諺)～ lang e png_Oan!(γ

人的飯碗)=人 の飯茶碗をあける
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pian_koan

一人の職を奪 う。②婦除する,(取

り除いて)整理する。 Chhも‐lai ～

hS i chheng‐khi(暦 内～給伊清

氣)=家 をきれいに掃除する.～

b5ng‐ふpo°(～墓仔捕)=墓 地を整

理する.③精を出す,一生懸命に

やる。K h a h ～l e h ! ( 較～「列) =も

っと精を出せ。④競争する,張 り

合う。s an～sibk(相～俗)=互 い

に競争 して安 くする。～h6ng‐tё‐

こi(～ 豊帝位)=豊 位 を争 う.⑤

のるかそるかやってみる。 ～b6e‐

thiap‐ibh(～尾帖薬)=(危 篤の

とき)の るかそるか最後の薬 を試

みる。⑥かぶせる。Ch5 e～h5・pa t
‐lan g (罪～給別人)=罪 を人にか

ぶせる。

pian,kOan餅干 〔名〕ビスケット.

pian_mia傾命 〔副〕一生懸命に,

命がけで.～ chb(～倣)=一生懸

命にする.

pian,sttu傾掃 〔動〕(取りかたづけ

て)掃 除する。～chhも‐lai(～暦

内)=家 の中を掃除する。

pi an_sё傾勢 〔形〕精の出る,一生

懸命な.Li chin～ah l(体民～咽)
=ず いぶん精が出ますな。

pian_tittm餅店 〔名〕菓子屋.

piah壁 〔名〕壁.

がak文高 〔動〕① (強火で)いる。～

ta u‐ム(～豆1子)=豆 をいる,② あ

ぶる。～h6e(～ 火)=火 であぶる.

piak爆  〔動〕(ほおなどを)ピ シャ

ッとはる。～chhもi_ph6e(～瞬諏dtl
= ほ おをピシャッとはる。

pian 編 → phian 編

がan鞭  〔名〕①むち.② (獣類の)
乾燥した陰茎.◇漢方薬.

pian挙 ? 〔 動〕(ものに手をかけて

体重を利用し) 力 いっぱい引く,
～bl khui(～ 没開)=力 いっぱ

い引っ張っても開かない。

pian匡  〔名〕額.ktta～(掛～)=

額をかける.

pian誦  〔動〕(計画的に言語や動作

をもって) 欺く, べ てんにかける

(→phiよn煽).G6a chaisian,li

品_bian～g6a(我 知影,体不免～我)
章私は知っているのです,べ てん

にかけてもだめです。

piとn遍  〔量〕度,回 (=pai擬).

thとkl～ (:貫一～)=1度 読む.

pian獲 〔動〕①(自然に)変わる,
…になる。thr‐sek～ (天色～)=

空模様が変わる。Chit 6 gin‐とk in

_lai～chin koai(這 個□仔,近 来
～長HTL)=こ の子は近ごろとても

おとなしくなった。② (手品など

を)す る,～ pム‐hi(～把段)=手

品をやる.③イヒける。～chb l
chiah phang(～ 依一隻蜂)=1

匹のハチに化ける.

Pian便  〔形〕できあいの,あ りあ

わせの.bこ～…6(買 ～的)=で き

あいのを買う。Chin li 3～b6 ?

(錠体有～無)=君 はお金の持ち

あわせがあるかい.

pian癖  〔動〕弁論する。Chhian

itt_su lai～(1青律師水～)=弁 護

士を雇って弁論させる。

pian,chёng‐hoat需 証法 〔名〕弁証

法.

pian,chhai便 菜 〔名〕ありあわせ

の料理.

piとn‐chhian安 遷 〔動〕変遷する。

sё‐sS～ (世事～)=世 の中は移り
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変わる。 〔名〕変遷,移 り変わり.

pian_hs需 護 〔動〕弁護する。Pi‐

kb 6 1tt‐su ia khia khi_lai～(被

告的律師亦竪起宋～)=被 告の弁

護士も立 ちあがって弁護する。

piあn‐hba撃 化 〔動〕 化 ける。H6

_11～chb cha‐b6・(狐狸～倣査某)

=キ ツネが女に化ける。 〔名〕変

化,Cha_とm un_t5・こ～ (早暗温度

有～)=朝 晩の温度に変化があり

ます.

pittn‐hOk婦 蝠 〔名〕(動〕ヨウモリ.

pian‐h6k便 服 〔名〕ふだん着.

pian,keng斐 更 〔動〕変更する。

こ‐t3ng～ (預定～)=予 定が変更に

なった。

plan_khi f護紀患
―→plan_phan

p i a n _ 1こR器 論 〔動〕討論する,議

論する。

pian_pi便秘 〔名〕便秘.

ぶanもpig便飯 〔名〕軽食.

ぶ嵐R‐ps獲 歩 〔名〕やりくりの方法,

正面.Tan 16ng b6～(ロオ'こ無～)
=も うまったくやりくりの方法が

つかない。

ぶan‐phttu_左鞭胞仔 〔名〕豆爆竹.

pian_phan便盆 〔名〕おまる,便器

( = p i a n _ k h i 便器) .

pittn‐sian言扁先 〔名〕べてん師.

pian_sit痛食 〔名〕わんたん。

pian_s3便所 〔名〕便所.

piとn_sii半癌 〔名〕①半身不随,
全身不随,②中風.

pian_tiau便條 〔名〕①メモ,書き

つけ.②田各式の手紙.

pittR‐t5ng盤動 〔動〕変わる,変動

する.〔名〕変動.

pian_tong便営 r名〕弁当.

pin

piang_phba折 ?破  〔動〕パー ンと

破裂する。Siun)iat,6～ (尚熱,

台～)=あ まり斉たくするとパーン

と破裂するぞ.

piau表 〔動〕(X・j表 する。～kさng

‐i(～ 敬意)=敬 意を表する。

piau_bian/①_bin表 面 〔名〕表面.

piau_cheng表情 〔名〕表情.

piau_chi_moai/0_m5e/‐bこ 表 跡妹

〔名〕いとこ (→Chek‐peh‐chi_

moai).◇父の姉妹の娘,または母

の兄弟姉妹の娘.

pittu‐chiong表彰 〔動〕表彰する。

〔名〕表彰.

Piとu‐hian_ti表兄弟 〔名〕いとこ(→

chek_peh‐hian_ti)。◇父の姉妹の

息子,又は母の兄弟姉妹の,息子.

piあushian表現 〔動〕表現する.

piau_iぁR表演 〔動〕(舞台の上で)

上演する.

piau‐16ng表揚 〔動〕表彰する,

pittu‐keh/8)pi6‐表格 〔名〕①図表.

②書式.

pittu‐koat表決 〔動〕決をとる.

Kも‐ch h iも～ (雅手～)=手 を挙げ

て決をとる。

piau,si表示 〔動〕表わす,表示す

る。～kёng‐ヽ (～敬意)=敬 意を

表わす。

pih撃  〔動〕(そでなどをだんだん

に折って)ま くりあげる。～kh心‐

kha(～ 植脚)=ズ ボンのすそをま

くりあ|ずる。 〔量〕段.◇ そでな

どをまくりあげるとき.Pih nig

～(幣爾～)=2段 に折ってまくり

あ|ずる。

pih鼈  〔名〕(動)ス ッポン.

pin針 ? 〔 名〕ピン.〔動〕ピンで
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pln

留める。～thau_chang(～頭髪)
=髪 をピンで留める。

pin翼 〔名〕(1日)① (官庁へ提出

する)伺い書,②訴状.〔動〕(官

庁や目上に)届 け出る。～koan‐

ht(～ 官府)=官 庁に届け出る。

pin編 ?〔 動〕(割竹などを組み合

わせて)編 む.～ li‐pa(～ 鮭色)

=竹 がきを編む。～pin‐と(～編仔)
=あ じろを編む.

pin箆  〔動〕(すきぐしで)す く.
～sat‐b6(～ 訳母)=シ ラミをす

く, 〔名〕すきぐし.

pin屏 〔名〕①板の仕切り。②つい

たて.

Pin患  〔名〕証書,書付.〔介〕・…

によって,… に基づいて。～ g6a

s6・,こ6 khもi‐lat ch心(～我所有的

氣力倣)=私 の持っているすべて

の力でやる。～li6ng‐sitt k6ng

oё(～良心講話)=良 心に基づい

て話をする.

pin‐五‐kut革 仔骨 〔名〕ろっ骨,あ

|ゴら骨.

pin‐chiam針 ?針  〔名〕 ピン,留

め針.

pin‐ゴ‐kOとn招 儀館 〔名〕葬儀場.

pin‐han貧 寒 〔形〕貧窮な.

pan_hiat貧血 〔名〕貧血.

pin‐hong屏 風 〔名〕びょうぶ.

pin‐k出 ほ媛 〔名〕証拠(一chもng‐kも)

◇主に書類のこと.

pin,kh6貧苦 〔形〕貧しい,貧困の,

貧乏な.

pin‐nng積 榔 〔名〕(植)ピ ンロウ.

pin‐nng・chi権榔子 〔名〕(植)ビ ン

ロウの実(=chhen_な青仔)ロ

pin‐Pin安避 〔名〕こめかみ.

pin‐t5an患 1者?〔 形〕怠けた,怠

惰な (=lan_t5標惰,pan.t5an□

惰,① kut‐lat骨力).I‐cheng hit

e ham_ban koh～ (以前彼個合慢

復～)=以 前あれはのろまで怠惰

でした。

Pin‐thau患 頭 〔副〕順を追って,

順番に.～ sia(～名)=順 を追っ

て書 く.～ lai(～来)=順 番に来

る。

がo標 〔名〕投げやり.〔動〕①
投げや りで殺す。一s oan_ti(～山

猪)=ブ タを投げやりで殺す。②
入札する。

pi6表  〔名〕表.kong‐khb‐pi6(功

課表)=(技 業の)時 間表.

pi6‐a錬 仔 〔名〕懐中時計,腕時計.

pi6‐と,t6a鉄 仔帯 〔名〕時計バンド.

p i t販 〔動〕①ひびが入る,割れる。

Piah～‐‐khi(壁～去)=壁 にひび

が入った。②(皮膚カウ荒れる.

Chhもi‐tan teh～(噛魯在～)=く

ちびるが荒れている.

声t筆  〔名〕①筆.②ペン.〔量〕

回,筆。◇あるまとまった財物を

数えるとき。 1～ ch in(一～袋)

=1回 の金。 1～ hng(一～園)=

1筆 の畑 .

pit‐chi左筆者 〔名〕筆者.

pit,chiam筆尖 〔名〕①筆の穂先.

②ベン先.

pit,chhi筆試 〔名〕筆記試験,

pit‐giとp畢 業 〔動〕卒業する.I Si

tai_hak～__6・(伊是大,勢～的)=彼

は大学を卒業している.〔名〕卒

業.～tian_1も(～典礎)=卒 業式・

pit‐giよp‐sek畢業式 〔名〕卒業式,

pit‐jian必然 〔副〕きっと,必ず・
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～sen g _ k o n g (～成功)=必 ず成功

する.

pit相 筆記 〔名〕筆記, ノ ート.
si占～(鷺～)=ノ ートをとる。

pit‐ki‐phS筆 記簿 〔名〕ノー ト,
手帳.

pit―su必 須 〔動〕不可欠である,
必要である.～ 16_1さk(～ 努力)=
努力が必要である。

pit‐tam筆 談 〔名〕筆談.

pit‐tang筆 筒 〔名〕(筒状の)筆 立
て 。

png楓  〔名〕(植)フ ゥ

chhiS楓樹).

( = p n g‐

pig本芽 〔名〕(旧)告 示文,掲 示,

pig傍 ? 〔 動〕あやかる.～ i6
hok_khi(～伊的偏気)=彼 の幸せ
にあやかる.

pig飯  〔名〕飯,ラ イス. ｀

Png‐Chhit楓 樹→png楓

pttg‐khan飯 対 〔名〕釜.

Pittliとp飯 粒 〔名〕飯粒.

pig‐oダ飯碗 〔名〕飯茶碗.

pig‐Oan飯 九 〔名〕握り飯.

pittpau飯 包 〔名〕弁当.

pig‐phi飯 定 〔名〕おこげ.

pig‐s↑飯匙 〔名〕(飯をよそう)し ゃ
もじ.

pig_si_chhёng飯 匙銃 〔名〕 (動)
コブ ラ .

pig‐si_kut飯匙骨 〔名〕肩こう
骨.

pigstittm飯店 〔名〕①ホテル,
旅館 .② レス トラン.

pig‐thttng飯桶 〔名〕①飯びつ。
②大飯食らい,無能者.

pO褒  〔動〕ちやほゃする, おだ
てる。A i  h 5  1 a n g～(愛給人～)

p6‐chan

=人 にちゃほゃされたがる。U_s i `
a  t i b h  k a  i～(有時仔着給伊～)
=時 には彼をちやほゃしてゃらな
ければなりません。

p6保 〔動〕①保証する.G6a ka
li～(我給体～)=私 が保証 してあ
げます.② (文)保持する。Sa■
mia lan～ (性命難～)=生 命保ち
難し,〔 量〕保.◇ 戸数を数える
とき。lo kah ch心1～ (十甲依一
～)=10甲 を1保 とする。

p6賀  〔名〕宝 (=p6‐pもe贅貝).
p b 報 〔動〕C 報じる, 報いる。～
si3(～讐)=あだを報じる。～un
(～恩)=恩 に報いる_② 知 らせ

る。～i chよu(～ 伊走)=彼 に知

らせて逃 がす。～k6ng‐chhat(～

警察)=警 察に知 らせる。
‐p6‐婆 〔接尾〕 ①年取った女.

h品‐lang_p6(媒人婆)=仲 人ばあ

さん。②◇女を軽蔑して言うとき.
khit,chiょh_p6(乞食婆)=女 こじ
き。Chhat,p6(賊婆)=女 泥棒.

p6も婆仔 〔名〕ばあゃ,

p6‐b6裸 姫 〔名〕保母.

p6‐chёng保 護 〔動〕保証する。
Chit k h Oとn e t i a n , s i ,  1 1  3‐tとng
～kti nf?(此 款的電硯体含営～

幾年)=こ のテレビを君は何年保

証できますか。 〔名〕保証.

p6‐chёng‐jin保護人 〔名〕保証人.

p6‐chёng‐kim保 護金 〔名〕保証金.

p6‐chi6h賀石 〔名〕宝石.

p6‐chibng保障 〔動〕保障する。

pb‐ch6a報紙 〔名〕①新聞(章sin‐
ban新聞)。②新聞紙.

p6‐chan保存 〔動〕保存する。」it‐

pこn～ch i n  c h s  k 6・‐si (日 本～長
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多古寺)=日 本はたいへん多くの

古寺を保存している。 〔名〕保存.

p6‐chhi保持 〔動〕保つ。～it‐gi

(～友誼)=友 誼を保つ.

p6‐gもk賀玉 〔名〕宝石,宝玉.

p6‐hiam保険 〔名〕保険.

96‐hiam_siun保険箱 〔名〕金庫.

p6‐hS保護 〔動〕保護する。Chёng
_hこ～peh‐s On(政府～百姓)=政府

は人民を保護します。

pもsh6k報復 〔動〕報復する。 ～

oan,siS(～冤撃)=あ だを討つ.

p6‐hong‐t暴 風雨 〔名〕暴風雨.

p6‐iこ保佑 〔動〕 (神や仏が)守護

する。Goan Chも～lan aぃh6eこ‐

k↑(願主～「自後脅有期)=願 わく

ば主が私どもに再会の期 を賜わら

んことを.

p心‐kb報 告 〔動〕報告する。 Chit

k6・‐goもh a keng_kbe, chhian lin
～ (此個月的経過,請悠～)=今

月の経過を報告してください。

〔名〕報告.

p6‐koとn保 管 〔動〕保管する.H5・

i khi～(給伊去～)車 彼に保管さ

せる。 〔名〕保管.

p6‐kOan報館 〔名〕新聞社.

p6‐ktti賀貴 〔形〕貴重な.～6s↑‐

kan(～的時間)=貴 重な時間.

po‐le技璃 〔名〕ガラス.

9o‐16‐ch6a披璃紙 〔名〕セ ロハン

紙.

p。_le_chhai 披璃 菜 → ko‐に,chhtti

po‐16‐poe技 璃杯 〔名〕(ガラス)コ

ップ.

9o,に,ta披璃厨 〔名〕ショーウイン

ドー,シ ョーヶ―ス.

P6‐16ng,kia保齢球 〔名〕ボーリン

グ.◇ 室内競技.

p6‐li n保留 〔動〕留保する。 ～ 3

hun tS(～ 三分地)=3分 の土地

を留保する。

耐‐mia報 名 〔動〕申し込む.

p6‐nia保 領→pau_ni左

p6‐oこ保衛 〔動〕守る。～kok‐ka

(～国家)=国 家を守る。

耐‐pもh報 白→hoat‐song

p6‐pl保 庇 〔動〕加護する。 Thr

‐kong‐ch6'teh～ lan(天 公ni在～

口自)=お 天道さまが私たちを守っ

ていてくださいます。

p6‐pもe賀 貝 〔名〕(―p6).宝 ,宝

物.

p卜sia報 泄 〔名〕新聞社.

p心,siau報 鉛 〔動〕決算報告をする.

p6‐sioh保 惜 〔動〕大切にする。～

sin‐th6(～ 身縫)=体 を大切にす

る.Mih‐kian tibh khah～leh(物

件着較～pal)=物 を大切にしなさ

p6‐sit保 守 〔動〕(大切に)守る。

～ke,h6e(～ 家快)=財 産を大切

に守る。〔形〕保守的な,頑 迷を.

I chin～(伊員～)=彼 はとても保

守的だ.

pb‐sid報 讐 〔動〕あだを討つ,3i

hこ～ (馬父～)=父 のあだを討つ・

〔名〕あだ.

pb・tap報 答 〔動〕(厚情に)報 いる。

～li e in_cheng(～体的恩情)=

あなたのご恩に報います。

P6‐ti5ng保 重 〔動〕(健康に)気 を

つける,大 切にする.Sin‐thと

tibh khah～leh(身 骨豊着較～「列)
=体 を大切にしなさい。

p心‐tb報 到 〔動〕=」着の報告をする。

|
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chai_khi li khi hia～(早起体去

彼～)=君 は朝あそこへ行って到

着の報告 をしなさい_

p6‐t5報 導 〔動〕報道する。 ～

siau,sit(～消息)=ニ ュースを報

道する。

p び哺 〔壁〕半日. c h b  l ～k h a n g

_khttc(倣一～工課)=半 日仕事を

した。khこn pban～ (8困半～)=2,

3時 間眠る。

p3月甫 〔形〕干からびた,し なびた。

Chhとi phak jit 3～_‐khi(菜 曝日

管～去)=野 菜は日にさらすとし

なびる。Ni～‐‐khi(乳 i去 )=〒 し

房がしなびた。

pむ補 〔動〕便》甫う,追 加する。Li

na liau chin,g6a chiah～li(4
若了袋 ,栽 即～体)=も し君が損

をしたら補ってあfデます。B6kとu,

とi～(無旬夕,安 ～)=足 りなけれ

ば追カロしなければなりません。②
籍 う,直 す。～s an(～杉)=衣 服

を繕 う。～6(～幾)=く つを直す。

③(歯の)治療をする。～chhti_khi

(～嘴競)=歯 の治療 をする,入

れ歯をする.④栄養をとる。Chiah

～ (食～)一食べて栄養 をつける。

sin‐mia～b5khi_lai(身 命～没起

宋)― いくら栄養をとっても健康

が回復 しない。

p心布 〔名〕布切れ,布 地,織 物.

〔動〕(文)配 置する,敷 く.～tin

(～陣)=陣 を敷く.

pけ播 〔動〕(イネを)植 える.～ti3‐

よ(～格仔)=イ ネを植える。 ～

chhan(～ 田)=田 植えをする。

pS芭  〔名〕こうじ.

p3抱  〔名〕 (衣服の)へ り.

pむ_li

pS歩  〔名〕方法,手段. I通 ～

(伊有～)=彼 には方法がある。

〔量〕①歩.kian 50～(行五十～)
=50歩歩く.②つ.◇方法や手段
などを数えるとき.Ul～ h6p5・

(有一～好歩)=よ い方法が 1つ

ある。

pS「南 〔動〕かむ,そ しゃくする。
～iこchiah thun__1もh‐khi(～幼即

春落去)=よ くかんで飲み込む.

b6chhtti‐khi thang～ (無嘴歯通
～)=か む歯がない。

pS部  〔量〕部.1～ chheh(一 ～

冊)=書 物一部.〔名〕C鴻5門.
s o a n _ c h i b h ‐p 5 °( 琉石部) = ダ イヤ

モンド部門.②省.◇行政機構の

単位.g5a‐kaぃp5・(外交部)=外

務省.

p3_ban ttF]〔名〕音SP弓.

p3-chS補助 〔動〕補助する。 ～

hak,hむi(～害費)=学 費を補助す

る。

pむ‐chStkim補助金 〔名〕 補助金.

pS‐chhёng歩銃 〔名〕歩兵銃.

pS‐chhlong補充 〔動〕補充する。
～btt‐chu(～物資)=物 資を補充

する。

pけ_e/_。6布幾 〔名〕布ぐつ.

pS‐hin部 分 〔名〕音B分.

p3‐ibh補薬 〔名〕強壮剤.

pむ‐kこng怖景 〔名〕(舞台の)背景

セット.

p6‐kipネ甫孫合 〔動〕キ甫孫合する。

pび‐kiunヵ付姜 〔名〕(植)タ イワンニ

ンブンポク.

pJ‐kb怖 告 〔名〕布告.

pむ,11布簾 〔名〕幕,と ばり,力=

テ ン.              |ヽ !
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pS‐16k

pS‐16k部落 〔名〕部落.

PS‐peng歩 兵 〔名〕歩兵,

p3‐pin暴憑 ?〔 副〕今まで,従 来.
～品‐bat Oan‐ke(～ 不曽冤家)=

今までけんかしたことがない。

p心‐phang布 帆 〔名〕テント.

p心_sang播送 〔動〕放送する(=

hbngesang放送).Tian.si m6e‐jit
～sin‐bSn(電戒毎日～新聞)=テ

レビは毎日,ニ ュースを放送する.

pむ。sip補習 〔動〕補習する。

Pむ‐sip‐pan補 習班 〔名〕補習学校,

予備校.

pS‐sけ歩敷 〔名〕算段,方法,工夫.

I S sim_mih～?(伊有甚慶～)=

彼にどんな算段がありますか。

Pむ‐tこ布袋 〔名〕(米や小麦粉を入

れる)布 袋.

pさ‐t6‐hi布 袋戯 〔名〕人形芝居(→

ka‐16‐hi愧儡歳).◇ 指先で操って

演じる。

p伊‐teng布 丁 〔名〕プリン.

pけ‐ti怖置 〔動〕①配置する。 ②

(室内を)装 飾する.～ siun chもk

(～尚濁)=あ まりにもごた ごた

と装飾 してある。

pざ‐tiあm布 店 〔名〕生地屋.

p卜 tiau歩 調 一 kha_pび

pS,tit‐a蒲肘仔 〔名〕(鳥)ヒバリ.

ps_tit田部長 〔名〕C部 長.②大臣.

pざ‐t5f布道 〔動〕布教する。

pけ‐t5,sむイ布道所 〔名〕布教所.

pS‐tこi歩隊 〔名〕歩兵隊.

pび‐thau埠頭 〔名〕①埠頭。②田
舎の小商業地.

Pむ‐thau斧頭 〔名〕おの。

pS‐こi部 位 〔名〕急所.

耐a簸  〔動〕ひる,ふ るう(→thai

舗)。一bi(～米)=米 をひる。

poan搬 〔動〕①運ぶ.～hbe(～

貨)=荷 物を運ぶ。②引っ越す。
Goとn t6ngに,pとi～chh芭(F元項昴豊

舞～層)=私 たちは先週引っ越 し

ました。③ (芝居などを)演 じる。
～hi(～ 戯)=芝 居を演 じる。7

tiam～khi(七黙～起)=7時 か

ら開演する。

p6a回半 〔数〕①半分.5いよm～

(ユ粘～)=5時 半.kin～(斤～)
=1斤 半.Chb l～ (依一～)=

半分やった。② なに1つ 。◇品不

やb6無など否定を表わす語 ととも

に使われる。B6～6 1ang(無～的

人)=誰 1人 いない。M,bat～ ji

(不識～字)=1字 も知 らなぃ。

〔巨」〕なかば.～ khttn～chhon(～

姻～醒)=う つらうつらしている.

～chhit‐th6(～延通)=遊 び半分

だ。

p6an盤 〔名〕①大皿.C勘 定,値
段.◇そろばん上での計算の意.

sttg bl h6～ (算没和～)=そ ろ

ばんが引き合わない。khui～ (開
～)=値 段を切り出す.③◇婚礼
の時,男の家から女の家に贈る12

種の礼物.〔動〕①移しかえる。

Chti～ktte oan(水～過碗)=水 を

おわんに移しかえる.②権いとる。
～6‐kin(～桂ナ乾)=く つの縁 を縫

いとる。③越える.～soan kbe
n i a (～山過嶺)=山 を越え嶺を過

ぎる。④ まさる。～i l  k i p (～伊

一級)=彼 より1級上だ。③言い

合う。01～bこ‐tit(話～没直)=

言い合いして話がつかない。〔量〕

①番.◇将棋や囲碁の回数を数え
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るとき,su 3～ (輸三～)=3番
負けた。②皿.1～ chhtti(一～菜)
=料 理 1皿 .

P5an締  〔動〕打ち払う(→chhさng

発).～ th6‐hもn(～ 土粉)=ほ こ
りを打ち払う,

p 6 a n _ a 盤仔 〔名〕① ( 浅くて広い)
皿.②盆.

p6an_chai盤栽 〔動〕植えかえる,
移植する。

p6an‐chhen_sek/‐chhin‐半生熟 〔形〕
半熟の,生 煮えの。 chhとi cht

liau～(菜煮了～)=料 理が生煮え
に煮えた。

poan‐chh也級暦 〔動〕引っ越しする。

p b a n ‐j i t 半日 〔名〕半日.

Pttan_ls半路 〔名〕途中. ～ gこ‐

tibh i(～遇着伊)=途 中で後に出
会った。

Pban_me/‐mi半 冥 〔名〕夜中.

Pcan‐phび搬鋪 〔動〕(臨終者の)ベ
ッドを移す (=s6a‐Phび徒鋪)。◇
臨終者を家の中央の広間に運んで

息を引き取らせることをいう。

pban_si6‐si半小死 〔形〕半死半生
の.phah kah～ (打及～)=半 死
半生になるまで殴る.

p6an_thttng_hia半桶靴 〔名〕半長

靴.

poan‐in搬運 〔動〕運ぶ,運搬する。
pOah掻 〔動〕①(たくさんの中か

ら一部分 を)分 ける。ka lang～

(給人～)=人 から分けてもらう.

②引 き分ける。 Gin‐ a teh san

phah,kin ka in～__khui(□仔在

相打 ,繁 給懲～開)=子 供が殴 り

あいをしてぃるから早 く引 き分け

てや りなさい。③押 し分ける.～ .

poah‐t6

tもi lang phang‐‐kもe_khi(～ 封 人
権過去)一 人ごみ を押 し分けて行
く。④ (一時的に)やりくりする,
融通する。～chin heng iang(～

炎還人)=金 をやりくりして返済
する。 l chheng khびlai～gもa

(一千元栄～我)=1,ooo元融通 し

てくれ.

pO嵐h販  〔動〕① (人カゥ転ぶ.
Changもとm g6a ttti bin‐chhng

t6ng～__16h_khi th6・‐kha(昨 暗我

封眠床項～落去±8f「)=昨 夜私は
ベッドから床へ転がり落ちた, ②

(ばくちを)打 つ.～ kiau(～賭)
=ば くらを打つ。～sim‐sek(～心
適)=慰 みに打つ。③ (poe答を)
投げ落とす (→poe答).～pOe(～
答)=三 日月型の占い木を投げ落
として神に吉凶を伺 う。

Poとh_bl販馬 〔動〕脱線する。H6e
‐chhia～(火事～)=汽 車が脱線 し
た。

ptth‐chn 蕨 準→oan_ch飾

poah`kang擦工 〔動〕(仕事の都合

を)繰 り合わす.Eng‐よΠ h5'lin
-lai, gOan sit_chai chin phain

‐sさ(□暗給億～宋 ,院 貸在員夢勢)
=今 晩は万障お繰 り合わせの上お

越 しくださぃましてたぃへん恐縮

です.

poとh‐kittu抜賭 〔動〕ばくちを打つ.

I～poah kah b6 m6 b6 jit(伊～

蕨及無冥無日)=彼 は夜昼なしに

ばくちを打つ.〔 名〕ばくち.

poAh‐t6跛 倒 〔動〕 (人が)転 ぶ,

章云カギる。 M‐thang chau hiah kin,

こ～ (不通走彼緊,含 ～)一転びま

すからそんなに速 く走 らないでく



〕oとh‐thang

ださい。～t i  k a u‐ム‐t ` (在在瀧仔

底)一 溝に転がり落 ちた`

poとh‐thttng hq/x桶 〔名〕バケツ.

poan販  〔動〕背く.H5・ i～‐‐khi

(給伊～去)=後 に1子かれた。

pOよn‐t6半 島 〔名〕半島.

poat/CPoah鉢  〔名〕鉢 (=pOat

‐a鉢仔).lSi,pOat(揺鉢)=す り

鉢. g`ng‐poat(|千鉢)=  予 し0本.

〔量〕服.◇ きせるでたばこを吸

うとき。1～ hun(一 ～煙)=た ば

こ1服 .Chiよh t5a～ (食大～)=

たくさん誇めて吸 う。

poat‐左/①poah・鉢仔→Poat夕本

poとt五/"↓ 抜1子一通‐p6at毛

Poe杯  〔名〕杯,湯 飲みなど (=

poeぃと杯仔,一 a_a).pO,16,poe

(城璃杯)=コ ップ.chit,poe(酒

杯)=杯 .ta_poe(茶杯)=湯 飲み.

〔量〕杯.3～ chiこ(三～酒)=

31ゴいのi西.

poe/pe飛  〔動〕飛ぶ. Nttg tai

phもn,sia,ki～chin koan(高魯噴

射機～長高)=2台 のジェット機

が高いところを飛んでいる。

poe答  〔名〕ポエ.◇ 竹や木の根

を三日月型につくった一対の占い

の道具.2個 を合わせて地上に投

|ザ落とす_片 方が表で片方が裏の

場合はSiun‐poe聖 筈といい吉.両

方とも表の場合はchhib,poe笑筈

といい吉凶相半ばする。両方とも

裏の場合はim_poe陰筈で凶.

p6e/pこク?〔 動〕①かき分ける。
～chhよu chh5e chhin(～草尋親)

=草 の根 をかき分けて親族 を捜す。

②払いのける,I beh phah g6a,

g 6 a  c h i a h  E n g  c h h i t  k a  i～(伊

要打我,我 即用手給伊～)=彼 が

私を殴ろうとしたので手で私いの

けた。

p b e背 〔名〕① (にヽすなどの)背.

②(医)(背中にできる)よ う。

pbe結 〔動〕①表装する。こng
h 6 c h 6 a～(用好紙～) =よ い紙で

表装する。②壁紙を5長る。～

piah(～ 壁)=壁 に壁紙を張る。

p6e陪  〔動〕相伴する,つ きあう(→

ph5an伴).～ langちkheh(～人客)
=客 の相伴 をする。G6a b3‐tan g

～li khi(我没富～祢去)=私 はお

ともをして行けません。

p6e/pe Rき 〔動〕弁4賞する,賠償す

る。B6sin‐‐e lai～i(買新的宋～

伊)=新 しいのを買って彼に弁償

する。

p5e背 〔動〕①背く.16h6‐1,li

詐thang～ i(1チ的夕子意,1休不j邑～

伊) =君 は彼の好意に背いてはな

りません。H 5 ' i～‐‐【h i (給伊～去)

=彼に背かれた。②(調子など力〕

外れる。Im～‐‐khi(音 ～去)=調

子が外れている。

p5e/pこ倍 〔量〕倍.n tt g～師 ～)

=2倍 。3～ (三～)=3倍 .

p5e/pこ賂 〔動〕ほうじる。～te(～

茶)=茶 をほうじる。

poc‐左杯仔→poe杯

P o e ‐左箆 ? 1 子〔名〕へら.

p5e‐b5ng/PS‐培墓 〔動〕墓参りす

る。kh ～ヽ (去～)=墓 参りに行 く。

Poe‐chan/pe_飛船 〔名〕飛行船.

p6e‐chhit‐bih/pこ‐夕手面 〔動〕(相

手になって)争う.G6a tek,khak

beh kap i～(我的確要及伊～)=

私はきっと彼と争ってやります。
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p6e‐i6ng培養 〔動〕育成する,養

成する。～jin‐chai(～人材)=人

材を育成する。

poe‐16ng七‐chh航/pe_7度ポ友1子ラ蔦

〔名〕(植〕ホウレンソウ.

poe‐16ng‐c hhtti/Pe_渡楼菜→ Poe_
leng_と_chLよi

pOc‐び/pe‐飛“亀 〔名〕(魚)ト ビウ
オ.

p6e‐pin陪賓 〔名〕陪賓.

p6e‐si6ng/pe_賠償 〔動〕賠償する,
弁償する.〔 名〕賠償,弁 償.

pOeh ノ【―→peh ノ(

poёh/puih抜  〔動〕51き抜く.～

kiぶm(～ 剣)=会 」を引き抜く,

Lang‐kheh khi h5'～liよぃliよu(人

客去給 ～了了)=お 客 さん をす っ

か り取 られて しまった。

pOh卜 〔動〕冒険する。B6ng kap

i～khban_mai(岡及伊～看至)=
とにかく一か八かやってみる。

〔副〕ひょうとしたら,あ るいは.
～S si(～含死)=ひ ょっとした

ら死ぬかも知れない。～s i  a n‐n e

(～是安曜) =あ るいはこうであ

ろう,

p6h植 〔名〕箔.

p6h薄 〔形〕①(厚さの)薄い (8
kau厚 ),Chit ptn chheh chin～

(此本冊長～)=こ の本はとても

薄い。②希薄な.Chit khOan chit
khah～ (此款酒較～)=こ の酒は

弱い。T6phぶu khah～(茶泡較～)
= 茶を薄くいれる。③少ない。L i
C h i n～(利長～)=利 益がとても少

ない。④(色の)淡い.Sek khah～
(色較～)=色 が淡い。

p6h_chit薄酒 〔名〕粗酒,水 っぽ

pong

ptth‐h6/tp6k,薄荷 〔名〕(植〕ハ

ッカ .

poh‐kan卜敢 〔副〕 (十pOh).ひょ

つとしたら,あ るいは.～ b61a i

(～無宋)=ひ ょつとしたら来な

いであろう。

pok卜 〔動〕(八卦などで)占 う,

卜する (→sibng相 ).～ 5ntt6・(～

運途)=運 勢を占う。

pokナ朴 〔動〕①ぷかぷかふかす。
～hun(～爆)=た ばこをぷかぷか

ふかす。②膨れる。～ge(干芽)
=芽 が出る.

pok駁 〔動〕①論ばくする。Tan
i  k 6 n g品‐ti b h , c h i a h  i a i～i(等

伊講不着 ,即 宋～伊)=彼 が言い

間違ったら論ばくしてやる。 ②

(書類などを)突 き返す。H5・、

koan_th ian～__chhut_lai(給官廉～

出来)=官 庁に突き返された。

p6k‐chang薄 情 〔形〕薄情な.Li

chin～,pとng,sak b6・‐kian(体 長
～,放 耕妻子)=妻 子を捨てるな

んて,君 はほんとうに薄情だ。

pok‐chan駁 船 〔名〕ジャンク.

p6k‐h6薄 荷→p6h‐h6

p6k‐hOat爆 校 〔動〕爆発する.

p6k‐ji6k薄 弱 〔形〕薄弱な.

pok‐kba 卜士卜 〔動〕占う。 〔名〕

占い,易 .

p6k‐lS暴 驚 〔動〕暴露する, さら

け出す。～pi‐bit(～ 秘密)=秘 密

を暴露する。

pttng誘  〔動〕言い触らす。 M‐

thang lam‐st～ (不通濫使～)=

やたら言い触らしてはいけない.

p5ng嘩 ?〔 動〕(火薬を用いて)爆
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pong

破する.Beh ch5 15・6 si, こ‐si

‐aSもhこng h6e‐ibh～(要造路的時,

有時仔着用火薬～)=道 を造ると

き,時 には大薬で爆破する.

p5ng石並?〔 動〕衝突する.An‐

ch6an chau kah―tiもh chh瓶名?

(接想走及～着樹仔)=ど うして

本に衝突するまで走ったんですか。

p5ng勝  〔動〕(台蒋などで)量 る.

Li ka g6a～ khttan i 15a tang(体

給我～看有若重)=ど れぐらい重

いか計ってください。〔量〕①(主
として電気に使 う)キ ロワット時.

l chheng宇(~千 ～)=1,000キロ

ワット時。②ポンド.ntt g～ka_pi

(雨～助けF)=コ ーヒー2ポ ンド.

p5ng‐左勝仔 〔名〕台縛.

p5ng‐chi p奉子 〔名〕ダイナマイト.

p5ng‐chi確子 〔名〕(台縛の)おも

り,         ‐

p6ng‐kong勝枕 〔名〕ぼうこう。

P5ng‐khang口奉子し 〔名〕トンネル.

p5ng‐piah石並?壁 〔動〕(俗)困窮す

る.B6thau_15・teh～ (無頭路在～)
=職 がなくて困っている。San_giap

i‐keng～ (産業己紅～)=産 業はも

う行 き詰まった。

p5ng‐Pi6傍表 〔名〕(電気 ・ガス ・

水道などの)メ ーター.

p6nttthёng傍 雑 〔動〕傍聴する.

pu暗 ? 〔動〕ブーと鳴る。 Chこi

‐に teh～ (水螺在～)=サ イレン

がブーッと鳴っている。

p出富 〔動〕金持 ちになる,富 む.

I chit pムi chin～(伊此次長～)
=あ の人は今度たいへん富んだ。

pa魚  〔動〕(火で)焼 く。一han‐ch3

r～番語)=サ ツマイモを焼 く。

～th ih(～鍛)=鉄 を焼 く,

pa堆 ?〔 量〕盛 り。◇山盛 りにな

ったものを数えるとき. 1～ th6・

(一～土)=± 1盛 り.chも 1～

(倣一～)=1盛 りにする。

pi孵  〔動〕(卵を)か えす。 ～ke_

nふg(～幾卵)=鶏 卵をかえす。

pi】鼓?〔 動〕①ふやける。 Chim

chtiこ～ (浸水含～)=水 につけ

ておくとふやける。～kah t5a t5a

(～及大大)=ふ やけて大 きくな

った。② (のうをもって)はれる。
～lang(～ 膿)=の うをもっては

れる。

pt‐左鞄仔 〔名〕(植)フ クベ, ヒョ

ウタン.

p前 】巴 〔形〕①太った。Chiah_kt

it‐tit～‐‐khi,lai(此久一直～起来)
=近 ごろだんだん太ってきた。

chhi bl～(飼没～)=食 べ させて

も大 らない。② (土地などの)肥え

た。～chhan(～田)=肥 えた田.

③脂肪の多い,Hit tё bah siun～

(彼塊肉尚～)=そ の肉はとても

脂肪が多い。 〔名〕肥料 (=pdi‐

liau肥料)。

Pこi吠  〔動〕ほえる.E～ ёkとu bl

ka lang(含～的狗没咬人)=よ く

ほえる犬は人をかまない.

pti毛鵜仔 〔名〕あせも.

ぶi‐左‐htn病 仔粉 〔名〕シッカロー

pSi‐bah月巴肉 〔名〕脂身,自 身,◇

主としてブタの脂肪肉を指す。

pdi‐liau肥料 〔名〕肥料.

pti‐thang肥 桶→s左1,thttng〔‐あ〕

Pdih抜 →poもh抜

pun分 〔動〕①分ける。 ～ke,h6e
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(～家供)=財 産 を分 ける。～ 3

6 1ang(～ 三個人)=3人 に分け

る。②配る。～sin‐b6n(～新聞)
=新 聞 を配る.～ phoe(_批 )=

手紙を配る。③与える,分けても
らう。Che S khi～khit_chiよh(這

携去～乞食)=こ れを持って行っ

てこじきに与 えなさい。 Ka lang

～lai chhi(給 人～宋飼)=も ら

い子をしてきて育てる。

ptn本  〔量〕冊.Chit～ ji‐tian(此
～字典)=こ の字典.3～ chheh

(三～冊)=本 3冊 .〔 名〕元,

資本.b6～ (無～)=資 本がない。

〔副〕もともと,始 めから.I～

si chhOng‐beng lang(伊 ～是聡明

人)=彼 はもともと聡明な人だ。

"n‐本‐ 〔語幹〕本…。①◇主たる

の意を表わす。ptn‐th6・(本土)=

本土.pもn_kOk(本国)=本 国。②

◇他ではない,こ のという意味を

表わす。ptn‐lang(本人)=本人.

ptn‐n↑(本年)=本 年.pもn_tS(本

地)一この地.

pan噴 〔動〕①(口で)吹く.～k6・‐

chhoc(～鼓吹)=ラ ッパを吹く.
～ke_ k u i‐ム(～籍管仔)=風 船をふ く

らませる.③言い触らす。～lang
e phar_。|(_人 的夢話)=人 の悪

口を言い触 らす。

pin体  〔形〕(諸動作が)太 りすぎ

てのろい。I～kah 16ng bこkian

(伊～及擁没行)=あ の人は太 り

すぎてのろく,ち っとも歩けない。

pin_chin本袋 〔名〕資本金,元手.

pin_chian本成 〔副〕元は,始めは.
～k6ng beh lai(～講要宋)=始
めは来ると言っていた。～h6‐giah,

ptn_slH

tan b6 chin(～好額 ,□ 無錠)=

元は金持 ちであったが,今 は金が

ない.

ptn‐chit本質 〔名〕本質.

pin‐chhiang体般?〔 形〕①(体が

太ったり着物を着すぎて)でぶで
ぶした,ぶ くぶくの.seng‐khu～

(身堰～)=体 がでぶでぶだ。②
(ものなどが大 きくて)持 ちにく

ぃ。Tang Si b6傷ng put_jf_kb

thよi～ (重是無重,不 而過太～)=

重 くはないんだが,し かし大きす

ぎて持 ちにくも`.

pan_hoa噴 灰 〔動〕吹き消す (=

pSn‐sit噴燎).

pan_ke_kui/‐koe‐噴鶴管 〔動〕ほ

らを吹 く.I chin gau～ (伊長賢
～)=彼 はよくほらを吹 く。

pttn‐ki糞 箕 〔名〕(箕のような形の)

もっこ.

ptn‐kok本 国 〔名〕本国.

ptR‐lai本 来 〔冨u〕元来,もともと.
～g6a b6 beh khi, tantsi i pek

g6a tiもh_占i khi(～我無要去,但

是伊迫我着愛去)=も ともと行 く

つもりはないのですが,彼 は私が

行 くように強追するんです。

Pin‐lang本人 〔名〕①本人,当人.

②私.◇演説などで自分のことを
いうとき,

ptn‐1611g本令買→ptn_si

pこn‐ni本 年 〔名〕本年,今 年.

ptn‐pS本 部 〔名〕本部.

ptn‐sもng本 性 〔名〕本性。 (諺)

Kang‐san ek kai,～lan f(江山

易改,～ 難移)=山 河は変えられ

るが,人 間の本性は変え難い。

ptn‐sin本 身1〔名〕 (文)自 分自身
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pun‐sit

(→ka‐ki).kib i～lai(叫伊～宋)

=彼 自身に来 させる。

panosit噴慮→panthoa

pttn‐sb糞 ナ吊 〔名〕ごみ,ち り。

Pin‐sb‐lttng糞婦籠 〔名〕くずかご.

ptn‐sb‐thttng糞婦桶 〔名〕ごみ箱.

ptR‐Si本 事 〔名〕腕前,才 能 (=

pこn‐にng本領).tiよn～ (展～)=

腕前を見せびらかす.I khahこ ～

(伊較有～)=あ の人はもっと才

能を持っている。 〔形〕たいした

腕前の,あ っぱれな.I chin～ ,

hiah koanよh thiとu…kもe(伊 長～,

彼高亦跳過)=彼 はあっぱれだ,

あんなに高いのを跳び越 えるなん

て 。

pttn‐tau糞 斗 〔名〕 ちり取 り.

pこn‐tこ/‐t6e本 底 〔名〕もともと,

本来,Hit keng chhも～s ian_

lang__e?(彼問暦～甚人的)=あ

の家はもと誰のでしたか。

pun‐tiun分張 〔形〕(子供などの)

気前のよい,E,Chian～ , kOai

kian(崎,成 ～,乖子)=ま あまあ

気前のよいこと,い い子ね。

pun‐t6e本底一pun_t6

ptn‐thむ本土 〔名〕本土a

ptn‐こi本 位 〔名〕本位.Eng kim

chb～ (用金倣～)手金 を本位にす

る。

put孤  〔動〕かき集める,さ らう.

～tin‐ai(～塵挨)=ち りをかき集

める。

ptt倒;〔 名〕仏.

ptt‐左例;仔 〔名〕 (小型の)仏 像.

putsan不安 〔形〕不安な,落 ち者

かない。C h i t  e  g i n , とa p こn 品

cha i  S  h 6  b 3 ,  g 6 a  c h i n～(此|□

□仔的病不知會好没,我 長～)=

この子の病気はよくなるかどうか

分からず,と ても不安です。sim、

【oan i(″じヽ肝～)=″じヽが落 ち着かな

put‐beng不 明 〔形〕不明な。 lai_

1さk～ (束歴～)=来 歴が不明であ

る.

put‐boan不 満 〔形〕不満な。G6a

khoan_thtt li an・ne, lt ittu―si

b6?(我 款待体安曜,体 猶～是無)
=こ んなにもてなしてあ|ずてぃる

のに君はまだ不満なんですか。

put,chёng不 正 〔形〕不正な.～ 6

chP,khah chこg6a ia b6とi(～

的炎,較 多我亦無愛)=不 正な金

はt くヽら多くたって欲しくありま

せん,

put‐chi不 止 〔副〕 (文)非 常に,

はなはだ。Chit e hOat_t5・～h6(此

個法度～好)=こ の方法は非常に

よい。

put‐chiok不 足 〔形〕十分でない,

足りない。ji5,li5ng～(尿量～)

=尿 の埜が十分でない。

put‐hap‐li不合理 〔形〕不合理な。

Kah si～e tai‐chi, b6‐13n sim‐

耐ih iang kib g6a, g6a ia m chb

(既是～的事誌,無 論甚豚人叫我,

我亦不倣)=不 合理なことなら誰

が言ったって私はしません。

put,hよu不 孝 〔形〕親不幸な (どお‐

hとu有幸).～ kian(～子)=糾 不

孝な子供,〔 動〕不孝をする。～

pS‐b6(～父母)=父 母に不孝をす

る。

put‐にng不 幸 〔形〕①不幸な.

K i a n  s i ,  l a n g  k o h  p h b a  p E n  C h
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～ (子死,人 復破病長～)=子 は,

死に,身 は病んでほんとうに不幸

です.②あいにくの。Chin～,tも‐

品 h16h‐h5・‐thr(長 ～,遇 着落雨

天)=あ いにく雨の日に出 くわし

た。 〔名〕不幸.

put‐31‐kb不 而過→putちk心

put`j&不如 〔動〕 (・・・に1よ)及ばな

い,一 の方がましだ。Beh bと chit

khoムn,～ bian bこ(要買此款,～

免買)=こ れを買 うぐらいならよ

した方がましだ。 (諺)Pek b6n
～it kiとn(百聞～一見)=百 聞は

一見にしかず.

Ptt‐kとul■l教 〔名〕仏教`

put‐kb不 過 〔副〕(=put‐ji‐kb不 而

過)。①とにかく,～g6a ka i
k6ng khもan_bai(～我給伊講看動

= とにかく彼に話してみよう. ②
…にすぎない, …だけ. ～s i  t 5 °

chit chhもi pa nia‐tian(～是渡一

嘴飽□定)圭 ただ回すぎをするだ

けにすぎない。

puttkoとn不 管 〔連〕(文)…・にかか

わらず,… のいかんを問わず (→

put‐lin不論,b6‐13n無論).～sim

‐mth lang 16ng h6(～甚慶人挽好)

=ど んな人でもよい.

put‐koあR,si不管時 〔副〕いつでもロ

～to S ti leh(～都有在F列)=い

つでもおります。

put‐li不利 〔形〕不利な.kibk,sさ

tもi lan～(局勢営、十p自～)=局 勢は

我々にとって不利である。

put‐hn 不 論 → put_ko茄

put‐peng不平 〔動〕憤慨する。G6a

～lin e chも_hoat(我～ほ的微法)
=君 のやり方に私は憤慨 している。

put‐tek‐1

〔名〕不平.Li na S sim_mih～,

chもli k6ng(体 若有甚慶～,故

体講)=な にか不平があれば言っ

てください。

put‐pF不比 〔勲〕(文)・・・の比では

ない,違 う。G6a～li(我～体)=

ぼくは君の比ではない。 Chit‐si

～h it‐si(此時～彼時)=今 はあの

日寺とは違 う。

put‐Han不 便 〔形〕①不便な.

Chit kti jit lauatこng e chti_t5

1もng b6 chti, sit‐chai chin ～

(此幾 日1映項的水道綻無水,賃 在

長～)=こ の何 日か2階 の水道は

水がなくてとても不便だ。②具合
いが悪い.Tng‐bin si～(富面祥

～)=直 接断わるのは具合いが悪

put‐si不 時 〔副〕いつも,常 に.

Li fttthang～chiよh tang chiah

sai,chiah b6 hioh‐khこn(体不通

～食東食西,食 無駄姻)=君 はい

つもあれやこれやと休む問もなし

に食べていてはいけません。

pdt‐si5ng lFh像 〔名〕仏像.

put,tan不 但 〔連〕(文)…・のみなら

ず (=品‐nia不但)。◇原則として

,1,Chhian而且と対応する.～ liau

chin,ji‐chhian d ch5e(～ 了餐,

而且有罪)=金 を損 したのみなら

ず,罪 まで背負いこんだ。

put‐tap‐Put‐chhit不 答不七 ?〔 形〕

不得要領な.k6ng liau～ (講了

～)=不 得要領なことを言う。

Seng‐li chb kah～ (生理倣及～)

=商 売になっていない。

put‐tekoi不 得己 〔形〕やむを得な

い (=kび‐put_chiOng姑不格).Inも
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put,tek‐liau

Si b6 chP koh pak‐t6・ iau,  ～

thau・thこh i tё Hli‐pau lai chiとh

(因鳥無錠復腹lt餓,～ 倫提一塊

麺包宋食)=金 がないうえに腹が

減っていたので,や むを得ずパ ン

を1つ盗んで食べたのです。

put‐tek・littu不得了 〔形〕たいへん

な,す ごい (=liムu‐put‐tek了不

得).E‐hiau k6ng 10 kok e gこ・

gian chin～(含暁講十園的語言長
～)=10か 国のことばが話せると

はまったくすごい.

put‐ti‐put‐kak不 知不覺 〔副〕知ら

ず知らずに.～hS i b6‐‐khi(～給

伊迷去)=知 らず知らずのうちに

彼に迷わされた.

put‐t6‐ong不 倒翁 〔名〕だるま,

起上りこばし.

put‐t6ng不櫨 ?〔 形〕愚かな。Li

nムl hiah～?(体那含彼～)=君

はどうしてそんなに愚かなのだ。

put‐t5ng‐san不動産 〔名〕不動産.

PH

pha拠 〔動〕① (網を)打つ.～

bang(～網)=網 を打つ。②(t かヽ

りを)降 ろす.～tian(～碇)=い
かりを降ろす。③ 停泊する。Chan

～ti kang‐khとu(船 ～在港口)=

船が港に停泊している.④でんぐ
りがえる, とんぼがえりをすrつ.
～nig lin(～雨 輪)=2回 でんぐ

りがえる。③迂回する。 ～ tもi
Si5ng‐hai khi(～封上海去)=上

海 を回っていく.

pha礎  〔量〕① □,張 .◇ 灯火を

数えるとき,6～ tiansh6c(六 ～

電火)=電 灯 6個 .nig～ ten g(爾

～燈)=ち ょうちん2張 .② 房,

◇房になったものを数えるとき.

nig～ph6‐t6(雨～葡萄)=2房 の

ブドウ.

pha飽 〔名〕まめ.◇ こすれて手

足にできるもの.

pha‐chin拠 船 〔動〕停船する,投

錨する。～ti t5a‐hai dong(～ 在

大海中)=大 海に停船する。

pha‐hng鋭 荒 〔動〕荒れる, 荒 廃

する。Chhan_hng～ …khi(田 園～

去)=田 畑が荒れた.

pha‐ki‐lin勉魁t麟 〔動〕 (両手を地

につけて足を跳らせ)体 を横に廻

転す る.

phan有?〔 形〕①身のしまってい

ない,軟らかい (OtSng定).
Chim～ (虫尋～)=カ ニの身がしま

っていない。Sam‐占khah～(杉仔

較～)=ス ギは軟らかい。②金遣

いの荒い.I e chin chin～(伊的

錠長～)=彼 は金遣いが荒い。

phah打  〔動〕①打つ,た たく。～

kも°(～鼓)=太 鼓を打つ.～ kha‐

chhng(～ 脚倉)=尻 をたたく。～

chhもi‐phこ(～嘴頬)=ほ おを殴る。

②撃つ.～chiムu_a(～鳥仔)=″島

を撃つ.③ (電話を)かける,(電報

を)打つ。～dan_。3(～電話)=電

話をかける。～tian_pも(～電報)
=電報を打つ。④なう,編む。～

bang(～網)=網 を編む.⑤徴収

する.～sbe‐kim(～税金)=税金

を取る。②組み立てる,打 ち立て

る。～thang(～桶)=お けを作る。

～ki‐chh6°(～基礎)=基 礎を打ち

立てる。②(めん類を)打 つ.～"1
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