
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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(～麺)=う どんを打つ.⑥細工

する。～gin(～銀)=銀 で細工を

する。～chibh(～石)=石 を切る。

③(乗物の)準備をする。～ chhia

_toan(～車早)=汽 車の切待を買

う.～ki5(～転)=か ごを雇う。

①(値段を)安くする。～8 chiat

(～八折)= 8か けにする,①

(箸や棒で)か きまわす.～ ke‐

nig(～籍卵)=卵 をとく,⑫打ち

抜く,切 り開く.～khang(～孔)
=穴 を打ち抜く,～s oan_na(～山

林)=山 林を切り開く。① (くぎ

などを)打 ち込む.～teng(～釘)
=く ぎを打ち込む。C取 り除く.
～hi‐lan(～魚鱗)=う ろこを取り

除 く.(成 )～ chhut lang_g5a(～

出籠外)=か ごの外に取 り出す一

勘定のうちに入れない。C唐 く,

つける.～ khふiok(～契約)=契

約書を書 く.宇 h5(～ 暁)=番 号

をつける。①交尾する.～ b3s en

nig(～没生卵)=交 尾 しても卵を

生まない。① (そろばんを)はじく.
～sttg‐p6an(～算盤)=そ ろばんを

はじく. ①ベラベラと話す。 ～

kheh_。こ(～客話)=客家語をベラ
ベラ話す。①(ある動作を)・・・する。
～び‐_khi(～鳥去)=き たなくする。

～eh(～喧)=げ っぷを出す.① (ス

ポーソ ・遊戯 などを)する。 ～ki3

(～球)=球 技 をする。～m6a‐ch h b k

(～麻雀)一マージャンをやる.

phah‐打‐ 〔接頭〕◇動詞 ・形容詞

の前に付けて他動詞的な意味をも

たせる。悪い結果の場合が多い。

phah_phba(打破)=こ わす.Chin

phah_ka‐laもh(袋打加落)=お 金を

phah‐ kaschhi芭

落とす.Phah‐chhln bin(打醒眠)
=寝 ているところを起こす。

phah‐bこ/‐b5e打 貢 〔動〕せり売り

する。

phah‐bむ‐chhai打 要菜 〔名〕(植)
タイワンシュンギク.

phah‐chiat打折 〔動〕割引する。

Phah‐chih打折 〔動〕折る.～chhiこ

(～手)―手を折る.(諺 )～chhit
・kut tian‐tb i6ng(～手骨顛倒勇)
=手 の骨を折ってかえって強くな

る→雨降って地固まる。

phah‐chhen‐kian/‐chhin_打生驚 〔動〕

びっくりさせる。Cin_ム～chiここ

励h6(□仔～就脅不好)=子 供を

びっくりさせると病気になる.

phah‐chhii打碑 〔動〕砕く,粉砕

する,粉 にする.

Phah‐eh打 軍宣 〔動〕①しゃっくりを

する。Gin‐a～,k 6 n g  k h a h  g a u

t5a(□仔～,講 較賢大)=子 供が

しゃっくりをするとよく育つとい

う。②げっぷを出す。Khi‐ch t i  n a
lim siun ch6 6 si,こ～ (汽水若

飲尚多的時,含 ～)=サ イダーを

たくさん飲んだとき,げ っぷが出

る。

phah・h流 才丁害一→phah‐phain

phah‐h6eschhia/‐hこ‐打火車 〔名〕
消防自動車.

phah‐ian打覇 〔動〕勝つ.Chiよn_

cheng b6‐lこn t6 chit kok～,16ng

chin chhe■chham(戦 争無論何一

l_kH～,手:[民悽惨)=戦 争はどちら

の国が勝ったにせよ双方とも惨め

だ.

Phah‐ji打字→tan_ji

phah_kabchhぬ/①‐kha_ 打咳曜 ?
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phah`ka‐1とuh

〔動〕くしゃみをする。Ta i‐khとiこ

k6an_tibh l tit_tit～(大統有寒着,

直直～)=風 邪を引いたようでく

しゃみがどんどん出る。

phah‐ka‐lath打加落 〔動〕落とす。

Toh‐tこng e nllh 虚1‐thang ka g6a

～ (実項的物不通給我～)=机 の

上の物 を落 とさないで ください.

phah‐kat‐Ha打 結球 〔動〕① もつ

れる。Sban～ (線～)=糸 がもつれ

る。Tai‐chi～ (事誌～)=事 件が

紛糾する。② (気分がす ぐれず胸

カド)つ かえる。 Hoan_16 kah sim‐

koan～ (煩1`満及心肝～)=心 配 し

て胸がつかえた。

phah‐kiS打球 〔動〕(野球 ・テニス

などの)球 技をする。Lan chb_6n

chhut iat_khi～(l自倣陣出来去～)
=い っしょに出かけて球技をしま

しょう。

phah‐kan打 舎 〔動〕答を打つ。

phah‐kha‐chh曲  打 咳嘘→ phah‐ka‐

chhi也

phah‐khi打 起 〔動〕やり始める。

Ttti chia～(普寸此～)=こ こから

やり始める。Kinsa‐jit～(今仔日～)
=今 日から始めら.

phah‐khui打 開 〔動〕開ける, 開

く.Thang‐よ16ng～,chin chhiu
‐chhin(奮 仔llt～,長秋清)=窓 を

全部開けたらとても涼 しい。Chit

kha siun_と, chhian li ka g6a ～

(此8kl箱仔,請 イ休給我～)=こ の

箱を開けてください。

phah‐1とh打 猿 〔動〕行りをする。

khi sOan_lai～(去山内～)=山 ヘ

ぢ守りに行く。 〔名〕猟.

phah‐1とh‐6打 験的 〔名〕猟師.

phah‐loan打 寓L〔 動〕乱す。～hit

e chong‐giam(～ 彼個荘厳)=そ

の荘厳 さを乱す。

phah‐m‐k
Rヽ打

不見 〔動〕紛失する.
～chin(～錠)=金 をなくした。

phah‐pian打 傾 〔動〕精を出す,一

生懸命になる.Khah～ leh!(較～

pnl)=も う少し精 を出しなさい。

Chin～ thak chheh(長 ～讃冊)=
一生懸命になって勉強する。

phahtphain打 夢 〔動〕壊す,漬す,

悪くする (=phah‐hai打害).～

sinsthl(～身籠)=体 をこわす。

～mia_s ian(～名啓)=名 を落とす。

phah‐phtta打破 〔動〕打 ち壊す,

破る (=kbng‐phtta損破).Po‐ le
S si sin‐

mtt lang～ __khi 6?(城璃

是甚宏人～去的)=ガ ラスは誰が

割ったのですか。

phah‐phok‐あ打博 ?仔  〔動〕拍手

する。

phah・sig打 損 〔動〕粗末にする,

浪費する。～ng6・‐kok(～ 五穀)=

穀物 を粗末にする。～ch in(～錠)

=お 金を浪費する.〔 彩〕惜しい。

I chb lang chin h6,si‐‐khi Chin

～(伊依人員好,死 去長～)=あ の

人は人柄がとてもよかったのに,

亡くなられてまことに惜 しい。

phah‐sttg打算 〔動〕計画する,…

しようと思 う (=tan,sttg打算).

Che si i teh～生 b6 gもa e tai‐

ch i (這是伊在～的 ,無我的事誌)

=こ れは彼が計画 しているのであ

って私には関係がない。Li～be h

tもi tOh l hing ta卜seng Chb  ?

(体～要封何一項在先徹)=君 は

どれから先にやろうと思っている
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のですか,〔 副〕多分,お そらく

(→塩iちkhよi大 統).ThP chin d,
～11もh h5・(天員鳥,～ 含落雨)
=空 が暗いから多分雨が降るだろ

う。Che～よi pah g5a khび(這～

愛百外元)=こ れはおそらく 100

元ほど要る。

phah‐sban打散 〔動〕①まき散ら
す。Hiah e ch6a h5'hOng～‐‐khi

(彼的紙給風～去)=そ れらの紙

は風でまき散らされたのだ。②ば

らばらにする.Thang_Pang～…khi

(桶紡～去)=お けの板がばらば

らになった。

phah‐t6打 倒 〔動〕打ち倒す。H5・

hong～(給風～)=風に倒される。

phah‐thih‐と打鍛仔 〔名〕かじ屋.

ph航派 〔名〕①派,流派.Ki‐tok‐
kとu hun_chtt chin ch3～(基督教

分依民多～)=キ リス ト教は多く

の派に分かれている。②態度.kek
16～ (格一個～)=横 柄な態度を
とる。③スタイル.〔動〕派遣す
る(=chhe差).KOng‐si～g6a khi

lam‐p5chhut_tiun(公司～我去南

部出張)=会 社は私を南部に出張

させます。

phai_chhut,s3派出所 〔名〕派出.

ph拭‐khian派遣 〔動〕派遣する。

phtti_thau派頭 〔名〕(―phtti)。①
態度。②スタイル.～chhび(～粗)
=ス タイルがやぼだ。

phAP夢 ?〔 形〕①悪い (→bai億).
Sim_kOan chin～(心肝員～)=心

がとても悪い。BI～ (没～)=悪 く

ない口②どぅ猛な。Chit chiah kとu
Chin～(此隻狗長～)=このイヌは

どう猛だ。 〔副〕…。しにくい。～

phain_khoan

k6ng(～ 講)=言 いにくい。～

sia(～有)=書 きにくい。 〔 動〕

(変質もしくは組織の破壊などに

よって)悪 くなる,壊 れる。B6

peng S～ (無水脅～)=冷 蔵 しな

いといたみます。Si‐pi6～‐‐khi(時

鉄～去)=時 計が壊れた。

phain背  〔動〕肩にかける,背負 う

(=ar背 ).～ chheh_pau(～ 冊包)
=か ばんを肩にかける。～s iun‐ム

(～箱仔)=箱 を背負 う。

phとin‐chiとh夢 食 〔形〕(食物が)ま

ずい,う まくない (tDh6‐chiah好

食)。Chこ liau chin～(煮了長～)
=ほ んとうにまずく煮えた。

phttr_chhti‐伍u夢 嘴斗 〔形〕(食物

に)好 き嫌いの多い (Oh6‐chhもi

‐tau好嘴斗).～ 6 ginsa bs pSi(～

的日仔没肥)=好 き嫌いの多い子

供は太 らない.

phain。こ夢下 〔形〕めぐり合わせの

悪い.運の悪い。(=pha r_khang夢

孔,Oh6‐こ好下).～ tt`d6h hong‐

thai p6ng chan(～ 抵着風監反船)

=運 の悪 いことには暴風雨にあっ

て船が転 覆 したんだ。

phar_kё 夢慣 〔名〕安い値段 。 ◇

商人用語.

phain_kian夢子 〔名〕放蕩息子,不

良少年 (Oh6‐kian好子).

phttin_khang 夢子と一→phain_・

phain_kh6aE夢看 〔形〕見苦 しい,

醜い。Chhこng kah chin～(穿及

長～)=と ても見苦 しいかっこう

をしている。

phar_khoan夢款 〔形〕①癖の悪い。

L6ng beh chiとm tai‐seng, Chin

～ (子:こ要イ占在先 ,長 ～)=な んで
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phain_khttn

も1番乗 りしなくては気がすまな

ぃとは癖が悪いな,② ぶかっこう

な.San_kh心
°chheng kah chin～

(杉村穿及長～)=着 物をぶかっ

こうに着る.

pttin‐kh出■ 夢口日 〔形〕寝本目が悪い.

chit a gin_a chin～ (此個口仔長
～)=こ の子はとても寝相が悪い。

phain_lang夢 人 〔名〕悪人(①h6‐

lang好人).

phとin‐mia夢 命 〔形〕不幸せな,不

運な (Oh6‐mia好 命)。Gもa sit‐

chai chin―, gin‐a phもa,pon 温

b6chr thang ka i i(我賓在長～,

□仔破病亦無錠通給伊魯)=子 供

が病気をしても治 してやる金もな

くて,私 はまったく不運です。

phain_。こ夢話 〔名〕悪日.

phar_sё夢勢 〔形〕①きまりが悪い.

G6a chiah oan lat,chin～(我此

晏宋 ,長 ～)=こ んなに遅 く来て

ほんとうにきまりが悪い。②恐縮

だ。Lin  h i a hぅni h  b 6  e n g , h 5・li n

dau_kang iai,sit,chai chin～(悠

彼裡無閑,給 悠特工宋 ,賛 在長～)

=お 忙 しいのにわざわぎお越 しい

ただきほんとうに恐縮です。①不

便を,具合い力斗ぷい.Chng‐kha

sも'・ch a i  k h a h～(庄脚所在較～)
=回 舎は不便だ。l k i  c h i g‐th a u

_a teh thian, s6・‐i sこ bin e s,,

chin～(一枝指頭仔在痛 ,所以洗面

的時長～)=指 が 1本 痛むので顔

を洗 うのに具合いが悪い。 〔副〕
・…しにくい。～chb tai_chi(～微

事誌)=仕 事がしにくい。

phain_si夢死 〔形〕(1生質が凶悪で)

怒 りやすい。Chiah_kt nムchiah

～(此久那此～)=近 ごろどうして

こんなに怒 りっぽいのだ。

phain_sim夢心 〔形〕意地の悪い

(Oh6‐sim好心).Li chian～ ,こ,
ah tt chioh iang(祢成～,有亦不

借人)=意 地が悪いわね,あ るの

に貸してくださらないんですもの1

phain_thian夢聴 〔形〕聞き苦しい,

聞きづらい (Oh6‐thian好鵜).

Khiun_khau b6 chian chin～ (隆

回無正長～)=発 音が正 しくなく

てほんとうに聞 き苦 しい。Chit

tiau koa～ (此1朱歌～)=こ の歌は

聞 きづ らい。

Phain_in夢運 〔形〕不運な,運 の

悪い。Chin～ ,chau kah tehもeh

kとu Si a, chhia chiah hoat‐khi

(長～,走 及在要到位咽,車 即接

去)=運 の悪いことに,も うちよ

っとで着 くというところで事は出

てしまった。

phak覆 〔動〕①うつ伏せになる,
～teh khもn(～ 在岨)=う つ伏せ

に寝ている。②伏せる,伏 す。

oan ka i～ (碗給伊～)=わ んを伏

せる。

phak曝 〔動〕(日光で)乾 かす,日

にさらす。～ph5e(～ 被)=ふ と

んを乾かす。～kah chhiEnび_hOan

‐ム(～及像鳥番仔)=日 に焼けて黒

ん坊のようだ。

phang芳  〔形〕においのよい,香ば

しい (Ochhとu臭)。Chit lti hOC

chin～(此蕊花長～)=こ の花はと

てもにおいがよい。

phang蜂  〔名〕(虫)ハ チ.

phang紡  〔動〕①紡ぐ.～ Se(～

紗)=糸 を紡ぐ。②回す。～ki‐
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khi(～機器)=機 械 を回す。

phang□ →mi_pau

phang月半 〔形〕ふ っくらとした,

ぽちゃぽちゃとした。Bin～koh

pさh(面～復白)=顔 がふっくらと

しておまけに白い。Hit e gin‐よ

chin～(後個国仔長～)=あ の子は

ぽちゃぽちゃしている。

phang捧  〔動〕(盆などを両手で)

持つ。Li khi～に lai chhian

iang_kheh(体去～茶宋請人客)=

お茶を持ってきてお客 さんにすす

めなさい。～hang・16・lai leh(～

ナ共堪宋F列)=こ んろを持って来な

さい。②(店などを)譲渡する。
Chit keng tiとm h5・li～(此問店

給体～)=こ の店 を君に譲 りまし

ょう.

phang建  〔名〕帆.

phang縫  〔名〕透 き間.Mngこ ～

(門有～)=門 に透き間がある。

〔量〕個所.◇ 透き間などを数え

るとき,Lih nttg～ (裂爾～)=2

個所裂ける。

phang‐bit蜂 蜜 〔名〕ハチミツ.

phang_chit紡 織 〔名〕紡織.

phang‐chti芳 水 〔名〕香水.

phang,chan建 描 〔名〕帆船.

phang‐it芳 油 〔名〕①香油。②ヘ

アーオイル.

phanttk in□見 〔動〕紛失する,無

くなる。In chhもe mih_kiェn tian

‐tian～(懲層的物件定定～)=彼 の

家の物はたびたび紛失する。

phang_kOe芳 瓜 〔名〕(植)メ ロン.

phよng_kh芭□□  〔名〕(タイヤが)

パンクする.Chhia‐lian～ (車輪
～)=車 がパンクする。

phang‐liau香料 〔名〕①スパィス.
②香料.

phang_p心帆布 〔名〕帆布,ズ ック.

phang‐sat‐ban芳雪文 〔名〕化 粧
石けん。

phingose紡 紗 〔動〕糸を紡 ぐ.

1 6 cha‐b6‐lang ti hia teh～(一

個査某人在彼在～)=1人 の婦人

がそこで糸を紡いでいる。

Phang‐siこ蜂巣 〔名〕ハチの巣.

phang‐thau芳 頭 〔名〕香り.

pttu飽  〔動〕疾走する,駆ける。

B6teh～ (馬在～)=ウ マが疾走

している。

p h t t u泡〔動〕①(茶を)入れる.～

te(～茶)=お 茶を入れる。 ②
(薬を)振 り出す。～i6h(～薬)

=薬 を振 り出す。

phよu胞 〔名〕①大砲.②爆竹 (=

phよu‐と文包1子).

phあu‐よ胞仔 〔名〕爆竹.

phau_bも胞馬 〔動〕①競す弓をする。

②ウマを駆る。 (諺)～khもan hoe

(～看花)=ウ マ を駆って花 を見

る一上面だけを見る。

phau_bも_tian抱,弓場 〔名〕競,馬場.

phttu‐chhあi泡菜 〔名〕野菜の塩水

漬,

phよuschhia『包車 〔名〕(Dレーシン

グカー.②競争用自転車.

phau‐khi拠 棄 〔動〕断念する。

phとu‐peng胞 兵 〔名〕砲兵.

phとd‐tai胞喜 〔名〕砲台.

phあu‐t6an胞蝉 〔名〕砲弾.

phぶ品琶 〔名〕①あられ。②ひょ

う。

phe ttll―phoe皮」

phe 批
―→phOe 批



phe

phe 胚→phoe 胚

phと林→phtte本示

phё 酉己
―→phbe 酉己

phe 皮 →ph6e 皮

phl枝 →ph5e被

phこ 手卑
一→ph5e 手年

phe‐chat 封七本L―→phoe‐chat

p腱‐chttll皮 草→ph6e‐chttu

phe‐hi 皮戯―→ph6e‐hi

phe‐16ng批 襲→phoe・16ng

Phe`ni‐si‐lin□□□□ 〔名〕(薬〕

ペニシリン.

phe‐o6皮 桂一ph6e‐ё

phe_pau皮包→ph6e‐pau

ph6‐ph6‐と,支皮1子→ph6esph6e‐と

Phe‐pttng批 評―→phoe‐phellg

phe,sin 銅七t雪―→phoe_sin

p碓 ‐siun 度箱一ph6e,siua

p h e _ t こ_ ぁ皮袋仔→p h 6 e ‐t l ‐あ

Pに‐曲a皮 帯一Ph6e,備が

phen/phin偏?〔 動〕虐げる.T5a
_hよn～sё_hとn(大 漢～細漢)=大

人が子供を虐げる。② (一方だけ
の利益になるように)勝 手なこと

をする,食 いものにする.～chhin

_thau(～補頭)=掛 け目に勝手な

ことをする。Kこ‐chai lang～ (援

在人～)=人 の食いものにされる

にまかせる,

phen/phin子屏 〔動〕(割りあてによっ

て)分 ける。Sも・khiとm e chFn,

an_dn_a～heng(所欠的錠,緩 緩仔
～還)=借 金をゆっくり分けて返

す。

phen/Ph P平 〔動〕①ならす。平ら
にする。～th6・(～土)=土 をなら
す。～h6・pen(～給平)=平 らにな

らす。② (勝負事の損を)取りも

どす.Tai_seng su,kよu_b6eS～

k6a(在先輸,到尾有～許)=始 め

は負けたが後で少し取りもどした(

phё
n/phr坪

 〔量〕坪。1～(一～)
= 1 坪

.

phёh i末→phoёh,末

pheng烹  〔動〕(小さい人で)か り

かりにいる.～ hi(～ 魚)=魚 を

かりかりにいる.

phёng韓 〔動〕C昭 聘する. ～

sian・s in(～先生)=先生を招聘する1

②(結納金の一部を送って)婚約を

結ぶ.～ tian_tiもh(～定着)=婚 約

が整った.

pheng評  〔動〕批評する.Chhian

li ka gもa～chit‐|(請 体給我～一

下)=ど うぞご批評ください。

phこng並  〔動〕比べる.Thё h‐‐lai
～khban bai(提来～看充)=持 っ

てきて比べてみる。Bこ～‐‐tit(没
～得)=比 較にならない.〔 介〕
…に比べて(=pi比 ).Kin_ム‐jit～

cha_jit khah k6an(今仔日～昨日

較寒)=今 日は昨日に比べて寒い

pttng‐chhian聘 請 〔動〕(―phёng)

招聘する。～sian‐sr lai khttan

(～先生宋看)=先 生を招いて見

ていただく。 〔名〕招聘.

phёng‐kim瑠 金 〔名〕結納金.

phang_lin評 論 〔動〕評論する。

phёng‐su聘 書 〔名〕招聘状.

pheng‐tiau烹 調 〔動〕調理する,

料理する。gau～ (賢～)=調 理が

うまい。 〔名〕調理,料 理.

phi抜  〔動〕(乾燥のため)広 げる

(→ne給).～ tiよm hOng‐thau(～

お風頭)=風 のあたるところへ広

げる。～s an(～杉)=洗 たく物を
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干す。

phi定  〔名〕かさぶた.

phi談 ? 〔 形〕厚かましい,ずうず

うしい。～6 1ang tt kian kian‐

siとu(～ 的人不驚見笑)=厚 かま

しい人は恥をなんとも思わない。

phi・hoat/③phoes批 較 〔動〕を,し

売りする。 〔名〕空口し売り。

phi‐khi陣 氣 〔名〕性癖,癖 .I

chin phain～(伊長夢～)=彼 の性

癖はとても悪い。

phi‐16疲労 〔名〕疲労,

phi‐1こR讐 論 〔動〕たとえる.Beh

3ng sian_mih iai～?(要用甚磨宋
～)=な ににたとえたらいいでし

ょうか.

Phisphi‐chhoah/巳 phih‐phih‐□□擦

? 〔 形〕ぶるぶる震える,わ なわ

な震える。K6an kah～ (寒及十)
=ぶ るぶる震えるほど案い。

phi‐sinn警相 〔動〕あてこする(=
keng_thも旺恥).I～g6a kau(伊～

我族)=あ の人は私をサルだとあ

てこすった。

phi,tttn皮蛋 〔名〕ピータン.◇ ア

ヒルの卵を石灰 ・粘土 ・食塩 。も

みがらなどを混ぜた中に漬けたも
θ ) .

p h i n偏→p h e n偏

p h i n塀→p h e n  i屏

Phi出篇 〔量〕篇.1～ ban_chiong

(一毛文章)=1篇 の文章.

ph in片 〔量〕切れ,片,枚,◇ 薄 く

て平たいものを数えるとき.nig
～bah(爾～肉)=2切 れの肉.1
～h6n(一～雲)=1片 の雲.3～

pang_a(三～紡仔)=3枚 の板.

phr平 →phOn平

phi▲k

phin坪 → pttn 坪

phin鼻  〔動〕(においを)か ぐ.
Chit iti hOe chin phang, it ～

khban bai leh(此蕊花民芳,体 ～

看至r列)=こ の花はとでもにおぃ
がよいからかいでごらん。 〔名〕

①鼻.②はな,はなじる。Lau～
(流～)=は なをたれる。③鼻緒.

phi■chti鼻水 〔名〕鼻水.

phi・・im鼻 音 〔名〕鼻音。◇音声学
用語 .

phr‐kr鼻見 〔動〕①鼻につく。～

chhとu‐h6etta bi(～臭大乾味)=

焦tザ臭いにおいが鼻につく。②に
おう。～chin phang(～長芳)=

よいにおいがする.

phin‐khang鼻孔 〔名〕鼻の穴, 鼻

子は,

Phin・にRg鼻 能 〔名〕鼻筋.

phin,sai鼻尿 〔名〕鼻くそ.

phian片 ? 〔 量〕枚.◇かなり大き

くて平らなものを数えるとき,1
～tang_phian(一～銅片)=鋼 板 1

枚.

phiah避  〔動〕C遊 ける。 ～ h5・

chhia kbe(～給車過)=避 けて車

を通らせる。②隠れる.Chhよ t～

tiび‐と田 e S6・‐chii(賊 ～在鳥日き

的所在)=泥 棒が暗がりに隠れて

いる。

phiah癖 〔名〕癖.

phiah疹 ? 〔 名〕(医)は しか。

phiah‐oこ僻話 〔名〕隠言吾.

phiah‐phin/〇‐phr癖 鼻?〔 名〕(―

phiah).癖,た ち.～h6(～好)
=た ちがよい。

phiak爆?〔 動〕① (水や油などが)

はねる。Ch i a n  e  s t , i s  c h i n  g a u



phian

～(煎的時,油 長賢～)=い るとき

油がよくはねる。② (水などを)バ

チャバチャいわせる。～chti(～

水)=水 をバチャバチャいわせる。

pHan偏  〔形〕①偏 つた。～khah

chian_chhit‐peng(～ 較正手芳)=

ちょっと右の方に偏っている。B6

～ti ch6,b6～ ti iS(無 ～在左,

無～在右)=ど ちらにもえこひい

きがない。② よこしまな。s iSn～

(想～)=よ こしまなことを考え

る.

phian/Opian編  〔動〕編さんする。

～ji‐tian(_字 典)=字 典を編さん

する。②作る。～koa(～ 歌)=歌

を作る。～h5‐thau(～城頭)壬 符

号を作る。

phian片  〔量〕面.◇広がりについ

ていうとき。1～ti3‐ム(一～格仔)
=1面 のイネ,1～ h3n(一～雲)
=1面 の雲.

phiよR蝙 〔動〕①(主にことばで)
だます (→pian諒 ).M_thang ～

l a n g (不通～人) =人 をだましては

いけません. C hも s e n g‐l i  n a  ～

lang e chin, tek‐khak bS seng‐

ko n g (微生理若～人的錠 ,的確没成

功)=商 売 をするのに人の金をだ

ましたら絶対に成功しません.②

(子供 を)あ やす,す かす。～gin
ぃよ(～国仔)=子 供 をあやす.～ bこ

tiam(～没悟)=す かしても泣 きや

まない。

phian,chi左編著 〔動〕編者.

phittn,chih□□ 〔名〕ベンチ.

phian‐chP/Ochhip編 輯 〔動〕編

集する.〔名〕①編集。②編集者.

phian‐chhoとn編集 〔動〕編さんす

る.

p h i a n , p h i a h偏僻 〔形〕へんぴ な.
～6 s 6・‐c h a i (～的所在) =へ んぴ

な所.

phian‐phian‐a偏 偏1子―thian‐thian‐

phiang棒 〔量〕(俗)◇ でっかい

ものを数えるとき。4,5～ t5a‐

chもi‐chha(四五～大水柴)=4,

5本のでっかい流木.Lang put

chi t5a～(人不止大～)=体 がと

てもでっかい.

phiang‐phiang平 平 〔形〕(俗)ど

っこいどっこいの,Che kap he

～(這及彼～)=こ れとあれとはど

っこいどっこいだ。

phiatノ 〔動〕(運筆法でいうノや

多などによって)は ねる.～‐‐chiこ

‐khi(～上去)=は ねあげる。 ～…

kbe‐lai(～過末)=こ ちらへはね

る。 〔形〕(俗)す てきな.  Li

khban, g6a chit nia san s―b6

?(体 看,我 此領杉有～無)=ど う

です,私 のこの服はすてきでしょ

う。 〔量〕はね。l uih l～ (一

議」一～)=一 回一はね。

phiat石匹 〔名〕皿.〔 量〕皿,1～

chhとi(一 ～菜)=料 理 1皿 .

phiat‐と石匹イ子 〔名〕小皿.

phiau漂  〔動〕漂 う。

phiau‐chtn標 準 〔名〕標準.～ Si`

kan(～時間)=標 準時間.

phiau,chhiam標 較 〔名〕(品名や定

価などを表わすために商品につ|す

る)本し, ラベル.

phiau‐ぶ 標語 〔名〕標語,ス ロ~

ガン,

phiau‐ptn標 本 〔名〕標本.

phiau‐phiat瓢 す敵?〔 形〕垢抜け,
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した,し ょうしゃな.Hit e cha_

b6・put,chi～(彼個査某不止～)

=あ の女はたいそう垢抜けしてい

る.

phiau‐tiam標鶏 〔名〕旬読点.

phiau‐thau標頭 〔名〕商標,レ ッ

テ ル .

phih覆?〔 動〕①ひれ伏す。～ti

c h h a u _ pび(～在草捕) =野 原にひ

れ伏す。②四つんばいになる。

POah‐t6,～ ‐‐16h‐khi(跛倒 ,～ 落

去)=転 んで四つんばいになる!

phih‐phth‐chhoah□ □擦→phi‐phi,

chhoah

phin品 〔動〕①約束する(→chhiang
回邑)。Si kap  i～‐‐6,品‐si khさ‐

iok…3(是 及伊 ～的 ,不是契約的)

=あ の人と約束 は しましたが契約

したのではありません。②鼻にか

ける。 ～i S chこ‐ka‐i5ng e chhia

(～伊右自家用的車)=自 家用車

を持っていることを鼻にかける。

phin先?〔 介〕・・・に基づいて.～

sim,mih litid hoan_tむi goan  ?

(～甚稜理由反封駈)=ど んな理

由で私たちに反対なさるのですか.

phin『扇?〔 動〕よろける。 Chit‐

chもi teh～(i西酔在～)=酔 っ払っ

てよろける。～‐・lbh‐khi kau‐と‐‐

nih(～落去溝仔裡)=よ ろけて溝

の中に落ち込む.

phin_五篤仔 〔名〕横笛.

phin_chit品質 〔名〕品質.

phin_hsng品行 〔名〕品行.

phin _ p h 6 n g品鼻 〔動〕①言い触ら

す。～i h6‐giよh(～伊好額)=後

が金持ちだと言い触らす。②見せ

びらかす。～ptn_s3(～本事)=

技量を見せびらかす.

phin,ph6 ng療婆 ?〔 名〕(植)ピ ン

ポン.

p h i  n‐phin t t k i t□□球 〔名〕① ピ
ンポンの球.④ピンポン.

phib票 〔名〕切符,券.

phi b漂 〔動〕漂白する.～s an (～

杉)=着 物 を漂白する

phi6洋  〔名〕(植)ウ キクサ.

phib‐Pもh漂 白 〔動〕(―phib).漂

白する。

phit匹  〔量〕匹.◇ `馬などを数え

るとき,b6 1～ (,馬一～)=馬 1

匹.

phit荘 〔量〕花.pb l～ (布一

～)=布 一荘.

phi←phtte匹配 〔動〕(一phbe).め

あわせる.～ in hau‐s en(～憲後

生)=後 の息子 とめあわせる。

phiu彪 〔動〕(俗)①ずらかる。～

kbe g5a‐(ok(～ 過外国)=外 国

へずらかる。C持 ち逃げする。～

l a n g  e  c h i n ( ～的錠) =人 の金 を

持 ち逃 |ずする。

phngh口方? 〔 動〕(1谷〕どなりつけ

る。H5°goan iau_p3～(給F元老父

～)=お やじにどをりつけられた,

pho,包  〔名〕(すぐに,肖える)あ わ,

ph b有 ?〔 形〕(表度は堅そうに見

えるものが身は)柔 らかい。Chit

k i  k a m , c h iとc h i n～(此枝甘藤長

～)=こ のカンシャは柔らかい。

～t h 6・(～土 ) =ふ わふ わ した土 .

phb破 〔動〕①(文)破 る。～ie

hoat‐stt(～伊的法術)=彼 の魔法

を破る。②滋養分を消す。Chhとi

_thau～sam_よ(菜頭～参仔)=ダ

イコンはニンジンの滋養分を消す。



ph5

ph5抱  〔動〕(子供やペットなどを,宛

で)だ っこする,抱 く(一lan働 .

Li～ en_a beh khi t6‐こi?(体 ～嬰

仔要去何位)=赤 ちゃんをだっこ

してどこへお出かけ.

ph5部 〔量〕C邸 .◇本などを数え

るとき。1～chheh(一～冊)=本
1部.1～ 5 ptn(一～五本)=
1部 5冊。②むら,握 り.◇草木

など,1個 所に叢生 したものを数

えるとき.1～ tek(一～竹)=1

むらの竹.1～ chhdi‐chhiu(一～

嘴髪)=1握 りのひげ.

p h b‐ch h t t i破砕 〔動〕粉々になる,

幹ける.po‐16～(技璃～)=ガ ラ

スが粉々になる.

ph心‐hai れ茂宅事―→phb‐hoai

ph心‐hcai破 坂 〔動〕破壊する (=

phも‐hai破害),Π6e l pai chiとn_

cheng, t5a‐P5'shin ё kang‐giよp

chiS pi～(毎一!罷戦争,大部分的

工業就被～)三 戦争の度ごとに大

部分の工業が破壊 された.

phb‐hli破 費 〔動〕金を追 う.H5・

lin chin～(給悠長～)=ご 散財を

おかけいたしました。

ph5‐khiam抱 款 〔動〕すまなく思

う,Tもiikよ m_kak chin ～ (封

伊感究員～)=彼 に対 してたいヘ

んすまなく感じます。

p h心‐l i a t破裂 〔動〕①破裂する。

② 中が裂ける。Kok_ki5ng nttg

t6ng～(国共雨箕,～)=国 共両党の

仲が裂けた.

pho‐16‐bit婆 羅蜜 〔名〕(植)ハ ラ

ミツ.

ph心_san破産 〔動〕破産する。Hit

e lang i_keng～lah(彼的人己経～

p 位) = あ の人はもう破産 しました

よ.

ph6‐t6/Opht‐葡萄 〔名〕(植)ブ

ドウ.

Ph6‐t6‐chit/①pha_葡萄酒 〔名〕

ブドウ酒.

ph6st6‐thig/①pha_葡萄糖 〔名〕

ブドウ糖.

phび鋪 〔動〕敷き並べる.～chibh

_thau_ょ(～石頭仔)=砂 利を敷 く,

〔名〕ベッド.◇ 板を敷 き並べた

だけの簡単なもの.

phむ普 〔動〕盆察 りをする。7 go心h

chhe‐it～khi,～ kよu goもh‐b6e(七

月初一～起,～ 到月尾)=7月 1

日から始めて月末まで盆祭 りをす

る.

Ph3普  〔語幹〕盆察り, うら盆会.

chhi_tiSntph6・(市場普)=市 場の

商人の行 う盆祭り。 chan_ュph6・

(船仔普)=船 頭たちの行 う川施

餓鬼.

phむ譜 〔名〕①譜。②系図.③見
当.Liとh chitモ～ (全一下～)=

見当を1つ つける.

p hむ舗 〔量〕舗.◇ 道のりを測る

とき。 l chheng p5' ch心 l li, 10

li chb l～ (一千歩倣一里,十里

微一～)=1,000歩を1里 とし,10

里を1舗 とする。

P h 3扶 〔動〕① 持ち上げる。～t O h

(～某)=テ ーブルを持ち上|ずる.

②へつらう,き げんをとる. gau
～tもng‐si(賢～項司)=上 役にヘ

つらうのがうまt .ヽ～ lan‐pha(～

生記)=金 玉を持つ→へつらう。

phS廊  〔名〕(十日)製 糖所。

phS 簿 → ph卜 と

食
Ｕ

う
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ph3‐あ簿仔 〔名〕(―ph5').帳簿,

帳面(=siふu‐ph5・張簿).

phS‐ki簿 記 〔名〕簿記.

ph3‐kip普及 〔動〕普及する。 ～

kよu,ibk(～教育)=教 育を普及さ

せる.

ph3‐kong‐eng蒲 公英 〔名〕(植)タ

ンポポ.

phいpai鋪 排 〔動〕① もちあげる,

ちやほやする.It‐tit ka i～(一直

給伊～)=彼 を盛んにもちあげる。

～lang_kheh(～人客)=客 にちや

ほやする。②(金品を婚って)祝う。

Pau chP khi ka i～(包錠去給伊

～)=お 金 を包んでいってお祝い

する。

phび‐pai‐ol鋪 排話 〔名〕お世辞.

phび‐pan鋪 板 〔名〕ベットの敷板

Phむ‐phian普 遍 〔動〕行 き渡る。Ki

_tok‐kとu～choan sё_kょi(基督教～

全世界)=キ リスト教は全世界に

行 き渡っている。 〔形〕普遍的な。

chit e li_lin khah～ (此個理論較

～)=こ の理論はより普遍的だ。

ph3‐phむ‐五譜譜仔 〔副〕titF, あ

らまし.◇ 能力についていう。

Eng‐gもg6a～る(英語我～含)=私

は英語はほぼできます。～bat(～

識)=あ らまし知っている。

phむ‐tS普 度 〔動〕(―ph6・).盆 祭り

をする.Ti‐si beh～ ?(底 時要～)
=い つ盆祭 りをするのですか,

ph3,than扶 子掌 〔動〕へつらう,こ

びる。

ph3‐the‐chhiこ菩提樹 〔名〕 (植)

ボダイジュ.

phむ‐thong普 通 〔形〕普通の.

Beh bも～…6(要責～的)=普 通の

phba‐Pak

を買います。 〔名〕普通,通 常.

G6a～6 tiam khi_chhng(我～六

署ⅢI起床)=私 は普通 6時 に起きま

す。

phむ‐thong‐chhia・普通車 〔名〕 ①

普通列車,②各停バス.

ph6‐thong‐oこ普通話 〔名〕①標準
語。②世間話.

ph6a破 〔動〕①破れる,破る。
San～‐‐khi(杉～去)=着 物が破れ

た。～s ian(～城)=城 を破る。

②壊れる,壊す.Chan～__khi(船
～去)=皓 が壊れた。～lang 6

in_ian(～人的姻縁)=人 の縁談 を

ぶち壊す。③割る。～chha(～柴)
=ま きを割る.④分ける.Thau_

mng tもi tiong‐ng～(頭毛封中央～)
=髪 を真ん中から分ける。③ばれ

る,発 覚する,Si na～ ,li chiこ

hai(事若～,体 就害)=こ とがば

れたら,あ なたはたいへんだ。⑥

(もち米でもちを作るとき)う る

ち米を混ぜる。ltとu～nig chin

(一斗～爾升)=1斗 のもち米に

2升 のうるち米を混ぜる.① 見下

げる。Khban lang chin～(看人員
～)=人 をたいへん見下げる。

Phba‐chh也i‐cham破 嘴蟹 〔動〕 水

を差す,け ちをつける。Beh b`

品 b`sdi‐chai i, li品‐thang ～

(要買不買随在伊 ,祢 不通～)千

買う買わないは彼の勝手だ,君 は

水を差 してはいけない.

phba‐keh破 格 〔形〕傷のある。I

gau khai chin～(伊賢開長～)=

彼は金づかいの荒いのが傷だ。 ;

phba‐pak破腹 〔動〕①解剖する。
～giam si(～ 験屍)=死 体 を解剖

，
ｒ
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phtta‐pこ
E

して調べる。②開腹手術 をする.

～liS ttg(～溜腸)=開 腹手術で腸

を引 き出す。③打 ち明ける。～ka

li k6ng(～給体講)=腹 蔵 なくお

話 しします。

Phba‐PCn/_pin破病 〔動〕(←p6n),

病む,病 気になる (=d6h‐pon着

病).Goan lau_pこ～chin kt ah

(院老父～長久明)=父 は長い間

病気をしています。

pma_,IB 破病―・Pma_拝
n

phbaspけ,chi校布子 〔名〕(植)イ

ヌチシャ, カキパチシヤ.

phba‐siong‐hong破 傷風 〔名〕(医)

破傷風.

ph6a‐sinn破相 〔動〕不具になる,

かたわになる。

Ph6a‐th6破 土 〔動〕起工式をする。

ph心が 判 〔動〕判決を下す。 ～i

b6‐ch5e(～伊無罪)=彼 に無罪の

判決を下した。

phもan販 〔動〕① (卸問屋から)仕

入れる.～mih lai bこ(～物床責)
=物 を仕入れてきて売る。②卸す

(=koah害」).～li khah sibk(～

体較俗)=君 に安く卸してあげます。

ph5an伴  〔名〕連れ,仲間,同士.

〔動〕供をする (→p6e陪 ). ～

thau_ke khi(～頭家去)=主 人の

お供をしていく.

ph5an_chあu伴 奏 〔動〕伴奏する。

〔名〕伴奏.

ph5an_chhit伴手 〔名〕手みやげ.

phban‐koat判決 〔動〕判決を下す.

〔名〕判決.

ph6anstoあR判 断 〔動〕判断する.

Li～beh chainsiin?(体～要怒i表)

=君 はどう判断しますか。 〔名〕

判断.

phOah液  〔動〕① (水などを)ま く,

かける。～chもi(～ 水)=水 をま

く。② (水などが)はねかかる。

Hai,こng～ jip chdn‐lai(海 湧～入

船内)=波 が船の中にはね込む。

路 ～‐‐jip‐lai(雨
～入宋)=雨 が降

り込む.

phoとh抜  〔動〕(Dひつかける。Bin
_kin～tiとma‐ ian‐sban(面 巾～姑

亜鉛線)=タ オルを針金にかける。

②(つるべで水を)くむ.Thang
～hS i tin(桶 ～給伊填)=お け

がぃっぱいになるようにくみなさ

い。 〔量〕つるべ.◇ つるべで水

をくむ回数を数えるとき.phoとh

nig～ (抜雨～)=2つ るべの水を

くむ.

phoとh‐lian抜鑓 〔名〕首飾 り.

phce/phe批  〔名〕手紙 (=phびe‐

sin批信)。 〔動〕(追って書 きまた

は評を)書 く,khё‐b6eこ～ben g

(契尾有～明)=契 約書の終わり

にちゃんと追って書 きがしてある.

～ang is(～紅字)=朱 筆で評を書

く.

Phoe/phe茂」 〔動〕(刃物を斜めにし

て)薄 く切る,そ ぐ.Sam‐と‐

Ph6e ka i～__khi‐lai(杉仔皮給伊

～起宋)=丸 太の度をそぎ取る。

‐phoe/‐phe‐睡 〔接尾〕C味完成品1

ti_phoe(猪睡)=ブ タのまだよく

成長 していないもの.toh‐phOe

(臭胚)=テ
ーブルの未完成品.

②・…という悪い1生分 をもったもの

よi_khとu‐phoe(愛 哭胚)=泣 き虫.

khit‐chiよh,phoe(乞 食胚)=こ じ

きになる性分を持 つた者.
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_phbe/tphё‐本ホ 〔接尾〕切 りくず,

かけら.chha_phあe(柴柿)=本 の

切 りくず.po‐16‐phbe(tEA璃ホい)=

ガラスのかけら.

phbe/phё酉己 〔動〕①取り合わせる,

配合する。～3 kbe(～含過)=つ

りあいがとれる.～ ibh(～案)=

薬 を配合する.② めあわせる。～

in t5a‐kian(～悠大子)=彼 の長

男にめあわせる。③配る。 ～hbe

(～貨)=品 物を配る。C廃 送す

る。～khi g5a‐kok(～去外国)=

外国へ発送する.⑤おかずにする,

さかなにする。～hi(～魚)=魚 を

おかずにする。Th6ttau～chiも(土

豆～酒)=ピ ーナツを酒のさかな

にする,

ph6e/phe皮 〔名〕皮.

ph5e/phこ被 〔名〕挙卜け布団.

ph5e/phl稗  〔名〕(植)ヒ エ.

phoe,chat/pheL批札 〔名〕書衛文.

phoe‐ch6a/phe‐批紙 〔名〕びんせ

ん。

phoe‐chin/Phe‐批准 〔動〕① (条

約を)批准する。② (国家の機関

が)認 可する.

ph6e‐chhとu/phe‐皮草 〔名〕毛皮.

ph6e,6/phe_06皮桂 〔名〕皮靴.

phbeshap/phё_西己合 〔動〕(歩調を)

合わせる。L6ngちchhoan～toLchhi

e   s u _ iょu , t a i _ l i 5 n g   s e n g‐S a n

k6 e‐chi(農村～都市的需要大量生

産果子)=農 村は都市の需要に合

わせて果物を大量に生産する。②

適応する。Chit e bよk‐kian～liau

chin hも‐sさ(此的 目鏡～了長好勢 )

=こ の眼鏡はとてもよく合ってい

る。

ph6e‐tba

ph6e‐hi/phe_度 戯 〔名〕影絵芝居.

phbe‐h6k侃 服 〔動〕感服する。～

i chin gau k6ng oS(～ 伊長賢講

話)=彼 の話の うまいのに感服す

る。     ・

ph6e‐hu/phe‐皮膚 〔名〕皮膚.

ph6e‐hu‐kho/phё‐皮膚科 〔名〕皮

膚科.

phbe‐ibh‐sek/ph色‐配薬室 〔名〕薬

剤室.

phbeもkip/phё‐配給 〔動〕配給す

る.Li tang‐si beh～ mi‐hもn?

(体営時要～麺粉)=い つ小麦粉

を配給 してくださるんですか,

phoe‐khak/phe_批 殺一phoe‐16ng

phoe‐16 ng/phe批 嚢 〔名〕封筒 (=

phOeもkhak批 殻).

ph6e‐pau/phe‐ 皮包 〔名〕カバン.

phoe,pheng/phe_批評 〔動〕①非

難する。H5・lang～ (給人～)=人

に非難される.②批評する。 ～

l a n g  6  s i a u _ s o a t (～人的小説)

=人 の小説 を批評する。

ph6e,ph6e‐あ/phe‐phe_皮 茂仔 〔副〕

うすうす。～th ian‐kW(～ 黎見)

=う すうす聞いている。～k6ng

(～講)=ほ のめかす。 ・

phoc‐sin/Phe_批 信 〔名〕(―phOe).

手紙.

ph6e,siun/Phё‐皮箱 〔名〕 トランク.

phbersban/phё‐配線 〔動〕配線す

る。 〔名〕配線.

phbe‐tat/Phё_配 達 〔動〕配達する。

ph6e‐tl‐と/phe,戊 袋仔→ゴn_tこ‐a

phbe‐ti/phё‐配置 〔動〕①配置する。

②手配する。

ph6e‐tba/phe‐度帯 〔名〕①革帯.

②(機械の)ベ ルト.
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Ph5c‐toan

ph5e‐toan/phl‐被革 〔名〕布団カ

バ
ー

.

phoe‐thang/phe_批桶 〔名〕ポスト.

photh/phth沫  〔名〕あわ.

phoh粕  〔名〕かす。ta‐Sim_～(茶

心～)=奈 かす。

phok凸 ? 〔動〕(あわのように)ぽ

こっとふくれる.Piah～‐‐chhut‐

lai(壁～出来)=壁 の上塗りがぽ

こっとふくれる,

phok博 〔形〕博識を,Tak hang

chin～ (逐項lR_～)=ど んなことで

もよく知っている。

Phok‐五凸仔 〔名〕五,あ わ (→

phoёh沫)。◇ふくらんだものをい

う。Tiln_h6e‐Phok‐ム(電火凸仔)

=電 球。chhiことni‐phok‐a(樹 乳凸

仔)=風 船五.

phok‐bttt‐koとn博 物館 〔名〕 博物

館.

phok‐hak博 寧 〔名〕博学.

ph6k‐hong暴 風
″
〔名〕暴風,嵐 .

phok‐khek‐pai撲 克牌 〔名〕トラン

プ.

ph6k‐pさ瀑布 〔名〕滝, 瀑 布 (=

chti‐chhiang水1中).

phok‐sb撲 素 〔形〕素朴な,飾り気

のない。

phok‐si博 士 〔名〕博士.

ph6ng鼻 ?〔 動〕(てのひらを合わ

せて)す くう。～Chti khi‐lai lim

(～水起宋飲)=両 手で水をすく

って飲む.

pmng祉  〔動〕ポンする。◇ マー

ジャン用語。5 ban～ (5高 ～)=

5万 はポンだ。

ph5ng/① ph6ng石並 〔動〕(偶然に)

出くわす。Ti 15・‐‐nih～‐‐tiもhi

(在路裡～着伊)=道 で彼に出 く

ゎした。② まぐれ当たりする.

Chhi‐giam h5・g6a～‐‐tibh(試 験

給我～着)=ま ぐれ当た りで試験

に受かる。

Phttng‐chhng J並床 〔名〕①スプリ

ングベッド.② ソファー(=phbng

_iオ並椅).

phbng‐hong並 風 〔動〕① (腹にガ

スなどがたまって)張 る。Pak_t6・

～(腹杜～)=腹 が張る。 ②ほら

をふく.I Chin～ (伊長～)=彼 は

ほんとうにほら吹きだ.

phbng‐:子並椅 じ 到 ソフアー.

phttnttkam凸柑 〔名〕(植)ポ ンカ

ph5ng‐k6膨 ?果  〔名〕(植)リ ンゴ

(=peng‐k6平果).

ph5ng・kong勝 批 〔名〕ぼうこう,

phttng‐pm□ □ 〔名〕ポンプ.

phbng‐se範 紗 〔名〕毛糸.

phもnttseosan並紗杉 〔名〕毛糸で

編んだ衣類.

phもng‐sestむ範紗杜 〔名〕毛糸の

腹巻,

ph6ngosong l14柩 〔形〕(ふわふわし

て)か さばつた.Tang Si b6 tan[

thとi～,phar gia(重 是無重,大
～,夢 奔)=た いして重くはない

がかさばるので持ちにくい。

phbng‐teng J並丁 ? 〔 動〕油を搾る,

大声でしかる。H5・sian, s「～(給

先生～)=先 生に油を搾られた。

pht跡 〔形〕G》奪ばんやりした。

Thr～ kng(天～光)=空 がほんの

り白む.Bとk‐chiu～～ (目胴～～)

=ロカ浦ばんやりする。②灰色の.

S e k～～ (色～～)=色 は灰色だ。
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pht撲 〔名〕白カビ (→ko・菰)。◇

常油 ・酒 ・酢などに生 じるカビを

いう,臭 いにおいがする。

pha浮 〔動〕①浮く,浮かぶ, 浮
かせる。Chhr_kin～ (青筋～)=

青筋が浮 く.Chhもi‐khi～(嘴歯～)

=歯 が浮 く,湿 ～iふ品 tim(不 ～

亦不沈)=浮 きもしなければ沈み

もしない→まあどうにかこうにか

維持している.② (油に浮かせて)

揚げる。B a h ‐p h 6 e  h ユ‐路h ‐k h i ～

(肉皮下落去～)=ブ タの度 を油

で揚tずる。

p h i 泡?〔動〕① (あわが)噴き出
す,Pig～ ‐‐chhut_lai,liamtpin

sёk(飯～出来 ,連 鞭熟)=飯 が噴

き出 したから,も うす ぐ炊けます。

②霧を吹きかける。～路ng‐16h

(～農棄)=農 薬を吹きかける。

pht,chibk浮石 〔名〕軽石.

pht‐i6ng芙蓉 〔名〕(植)フ ヨウ.

phu‐13‐Phも‐lah□□□□ 〔名〕 プ

ロペ ラ.

pht‐sek肺 色 〔名〕灰色.

pha‐t6葡 萄一ph6‐t6

phuh呼 ? 〔動〕(フッと音をさせて

息を)吹 きかける.H6e ka～ hoa

l(火給～灰)=大 を吹き消しなさ

phtti屁 〔名〕屁,お なら.′

phti唾 ?〔 動〕(口中のものを)吐

き出す_～ n5a(～涎)=つ ばを

吐く。～tham(～疾)=た んを吐

く.

phtti‐bin屁面 〔動〕負けて不満顔

をする,Giang su lang teh～(玲

輸入在～)=じ ゃんけんに負けて

不満顔をしている。

phut‐phutsthiあu

ph也1‐hoeh/‐huih唾 血 〔動〕喀血す

る。

phun本番 〔名〕とぎ汁.

phtR期?〔 動〕①踏み荒らす,
暴れる。G6sぜ tak,bёh_ム～khi
l khu(牛相棚,蓉 仔～去一近)=
=ウ シがけんかしてムギ畑 1枚 を

踏み荒した。②(もがいて)振り切
る。～chau_khi(～走去)=振 り

切って逃げた。

phttn噴 〔動〕はねかかる,は ね飛

ぶ.Chti‐hoe～‐‐khi‐lai(水花～

起宋)=し ぶきがはねかかる.～

tibh chibh‐sap(～ 着石層)=石

くずがはね飛んだ。

phan盆  〔量〕鉢.◇盆栽など数え

るとき.1～ klok‐hoc(一 ～菊花)
=1鉢 の菊.

phttn‐bi‐khi噴 霧器_〔名〕噴霧器.

phttn‐che噴 割 〔名〕(噴霧器用)溶

液.

phttn‐chtittf噴水池 〔名〕噴水の

ある池 .

phan_klng盆景 〔名〕盆栽.

phun‐pho奔波 〔動〕①奔走する。

②苦労する。～19 ni kt(～十九

年久)=19年 間苦労してきた。

phin‐sia‐kheh_ki噴射客機 〔名〕

ジェット旅客機.

phutお1〔動〕ぶつた切る.～chhiS

‐ki(～樹枝)=木 の枝をぶった切

る。

phut‐phut‐ti6□□投 〔動〕 (=

phut‐phut‐thiよu□□跳)。①こおど

りする。②じだんだ踏む.

phut‐phut‐thiとu □E]Dほ→phut.phut
‐ti6

331




