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sa掻  〔動〕①かき集める。Si‐kbe

～ch in(四界～袋)=方 々から金を

かき集める。② (人などを)捕 ら

える。H5・kこng、chhat～‐‐khヽ(給

警察～去)=警 察に捕えられた.

sあ喰 〔動〕(俗)平 らげる。 B6

chitモ‐a～4,5 oan(無 一下仔～四

五碗)一瞬 く間に4,5ぜ ん平らげ

た。

sa‐ko沙 鍋 〔名〕素焼 きの鍋,土鍋.

sa‐1よ,it沙 粒 ?油  〔名〕サラダ油.

sa,lan柵 欄 〔名〕柵,欄 千.

sa‐se/‐soe彰 杭→Chha_se

sa‐tin‐hi沙 丁魚 〔名〕(魚)イ ワシ.

sa,thang紗 奮 〔名〕網戸.

s an/①sam三  〔数〕3,二 つ.～

_chap(～十)=30.～ ё lang(～的

人)一二 人 .

s anキタ 〔名〕①上着.②服,着物.

s an/①sio相 〔接頭〕互いに…。し

あう。◇ある動作・状態が2人の

間で起こることをいう。 si o相と

まったく同 じだが,語 調によって

使い分けられる。sa・‐phah(本目打)=

殴 り合 う。s an‐よi(本目安)一愛 し合

う。s an‐lok(相 約)=約 束 し合 う。

s an‐左‐khざ ネタ1子ネ庫一 s an_khけ

s an七‐tこ杉仔袋 〔名〕ポケット.

s an‐と‐tt杉 仔厨 〔名〕たんす。

s an,chen/_C hin相争
一sio,Chen

s an‐cheng/⑤ ‐c hen相争一sio‐cheng

s an‐chioh‐m ig/①sio‐本目借問 〔動〕

(人に出会ったときなどに)あいさ

つを交わす,口 をきく,In nig e

teh phムin,16ng b6～ (悠雨1□在

夢,チ,こ無～)=あ の2人 は仲が悪

いので,あ いさつもかわさない。

B6kap i～ (無及伊～)=彼 と口

をきかない。

San‐goもh/‐gёh二 月 〔名〕3月 .

s an,lok〔動〕(互いに)約 束する。

Kap i～(及伊～)一彼と約束する。

s an‐kak三 角 〔名〕三角.

s an‐kak‐khさ三角ネ庫 〔名〕パンティ

s an‐kan 本目塚後―→Slo‐kttR

s an‐kttg 本ロリキ?→ s an_tang

s an‐kap相 及 〔副〕いつしよに,共

に.～ khi(～去)一いつしょに行

く.～ chb Seng‐li(～徹生理)一

共同で商売をする。

sかken‐pもan‐me/‐kin_/‐mi三 更半冥

〔名〕真夜中,深 夜.

s an‐kin_pttan_mi三更半冥→ s an_ken_

pban‐me

s an‐kha‐bこ三脚馬 〔名〕二脚。◇3

本足をした台の総称.

s an‐khけ 杉ネ庫 〔名〕着物,衣類(=

s an‐と‐khb・キタ1子十庫).

s  a n‐l i相離 〔動〕離れる,遠ぎかる。

Ti bin_bang tiong kin__tibh  ～

hig‐httg e chhi五_lang(在眠夢中

見着～遠遠的親人)一 遠 くに離れ

ている近親者を夢で見る。

s an‐littR‐chhia三輩車 〔名〕リンタ

ク.

s an‐lian‐khi,chhia三壼汽車 〔名〕

オー ト三輪.

s an‐liau杉料 〔名〕布地.

s an‐pun相 分 〔動〕分け合 う。(諺)

～chiah i chhun,s an‐chhitnchiムh

b 6 hこn(～ 食有存,相 1倉食無紛)

=互 いに分け合って食べれば余る



が,互 いに奪い合つて食べれば分

け前がなくなる。

s an‐Si/①Sio‐本目僻 〔動〕いとまご

いをする。Khi ka i～ chiah lai‐

khi(去給伊～即宋去)一 いとまご

いをしてから行 く.I tiau_kang

lai beh ka li～(伊特工来要給体

～)一 あの人はわざわざあなたに

いとまごいに来ました。

s an‐Su/Osio‐ 本目輸 〔動〕賭ける。

Mtti～ch in(勿～錠)=金 を賭けて

はいけません。

s an‐tang/① siot十日同? 〔 形〕(一

致して)同 じ (一s an‐kang相 共).

Kap li 6～ (及体的～)一 あなた

のと同じです.01b6～ (言舌無～)

一ことばは同じでない.I‐sも ～

(意思～)一意味が同じ.

s an‐tt相 遇→sio‐tt   ,

s an‐thai 本目台叫一→siO‐thai

sah際 〔動〕①ゆでる,ゆがく.～

ke‐nig(～籍卵)一王子をゆでる。

② (薬品を使って)さびを落とす。

C h h i t‐kh o a n  s e n g  k b e～ch i t‐5,

chiah lai sと(手環先過～一下,

即来洗)=腕 輪はまずさっときび ,

を落としてから洗いなさい。③(写

真を)現 像する。Che chiah～‐‐e,

khah theng chiah s6 (覚己員D‐―津旬

較停即洗)― これは現像 したばか

りだから後で洗いなさい。

sahB「舌?〔 動〕① (急に)飛びつ

く。sian_thang～ h6・,s in('善晶～

胡蠅)一 ヤモリがハエに飛びつ く.

② (一息に)吸 い込む.Chiun‐cha
～bang_a(蟹嫌～蚊仔)―ガマがカ

を吸い込む。③口子吸が苦しくなる。

◇漢方医の用語.激 しい運動など

sai_hak

のために,胸 部 または腹部の筋を

違えたようになって起 こるとき.

An‐ne chau,こ khi～_‐tibh(安曜

走,會 去～着)=そ んなに走ると

呼吸が苦 しく4る よ.④ (どうし

ても…したいと)あ せる.～ beh

b6(～要買)一どうしても買いたい

とあせる。

sahn‐khtti n舌氣 〔動〕(…sahn).乗

り気になる。◇せ き込んでやろう

とすること.I teh phiとn li, 11

品_thang～(伊在蝙体,体 不通～)

一彼はだましているのです,乗 り

気になってはいけません。

sahn‐sim 'おコい―→sahn_khこi

s a i西  〔名〕西.

sai 獅  〔名〕(動)ラ イオン,獅子.

sa i獅 ?〔 動〕(平手で)ピ シヤリ

と打つ.Be h  k a  l i～ch hもi‐ph6 e

(要給fホ～嘴頬)―お前のほおをひ

っばたくぞ.

sa i使  〔動〕使 う.～ 16(～黎)=

すきを使 う。～bよk‐b6e(～ 目尾)

一横目を使 う。

sai尿  〔名〕 くそ,ふ ん,大 便.

sai取  〔動〕運転する,操縦する。

～khi‐chhia(～汽車)一 自動車を

運転する。

sai‐a師 仔 〔名〕(職人の)弟子,見

習ヽゝ (OSai‐hこ師父).

sとi‐bも寮,馬 〔名〕競,馬.

sai_lng使 用 〔動〕使用する.I

chin gau～kang‐lang(伊 長賢～

二人)一 彼はたいへん上手に工員

を使う.  ‐

sai_gn犀 牛 〔名〕(動)サ イ.

sai_httk尿角斗 〔名〕かわや (一pian_

・s 6・便所).        ′
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sai_hak_ム_thang

sとi‐hak‐と‐thang尿 斜仔贔 〔名〕う

じ虫.

sai‐hi師 父 〔名〕(職人の)親 方

(①saisと師仔).

sとi‐kin奏 球 〔動〕球技の試合をす
iる。 〔名〕球技の試合,

saickong司 公 〔名〕道士.◇ 元来

は道教の道士を指すが,現 在はカロ

持祈とうや葬送を業とする者も含

めていう.

sai‐k6ng‐giang。と‐hoe司 公釘仔花

〔名〕(植)タ カサゴユリ.

sal‐khia 私者予?― Su‐khia

s a i‐l a m西南 〔名〕西南.

s a i‐1 6 n g使弄 〔動〕けしかける。唆

す. sian_lang-li chb chit khttn

tai.chi(甚人～体倣此款事誌)一誰

が君にこんな事をするようにけし

かけたんですか。

sとi‐配と奏馬 〔名〕競馬.

sai‐nai司妨? 〔動〕(女や子供が)

甘える (→ぶiこn‐chi).Ttti in ang

teh～ (警すほ翁在～)=だ んなさん

に甘えている.

sai‐pak西 北 〔名〕西北.

sai‐pak‐hS西 北雨 〔名〕スコール.

夕立.

sai‐pёng西 芳 〔名〕西側,西 方.

sai‐pS/① se‐西部 〔名〕西部.

sとi,phau奏 屁包 〔動〕競争する。

〔名〕競争.

sai_thぁng〔ぅと〕尿桶 〔仔〕 〔名〕肥

たご (―pai_thang肥桶).

sakすネ 〔動〕押す。Chit Sunchhね,

g6a thoa,11～ (此張車,我 れ,

祢 ～)一 この車を私が引つ張るか

ら君は押 してくれ.Chこ ba卜suh

e si,品 _thang～ lai～khi(坐 巴士

的時,不 通～来～去)=バ スに乗

るとき,押 し合いへ し合いしては

いけない。

sakthb‐tui/‐chbe‐す凍微堆 〔動〕

夫婦にする。◇主として息子と

車m‐pi‐と夕息婦仔をいっしょにする

ことをいう.

sam/③sa口三 〔数〕三.

sam杉  〔名〕(植)①スギ.② 木材.

samす多 〔動〕(塩や粉などを)振り

かける.～ ia m (～盤)一塩 を振 り

かける.

sam警  〔形〕(髪などが)乱れた,

ぼうぼうとした.Thaい mng～ ―

(頭毛～～)一髪がぼうぼうだ。

sam‐a杉 仔 〔名〕丸太.

sam‐beng‐ti三 明治 〔名〕サン ド

イッチ.

sam‐banshi三文魚 〔名〕 (魚)サ

ケ.

sam‐chhe‐13/⑤saE‐三叉路 〔名〕

三差路.

sam・hang杉 行 〔名〕材本商.

sam‐kあi‐nin‐よ三界娘仔 〔名〕(魚)

メダカ.

sam‐pとnl山板 〔名〕サ ンパン, は

しけ船.

sam‐pat三 八 〔形〕(俗)粗 野で問

抜けな。◇思慮もなく軽率に振る

舞う女に対していう。Li chin～

1。an_1。an k6ng(イホ員～寓し嵩し講)=

でたらめを言ってあんたはほんと

うに間抜けだ。

sam‐pian‐chit三 鞭酒 〔名〕シヤン

sam_Ps ①/san_散歩 〔動〕散歩す

る. Gもa beh lai‐khi～,詐 si beh

khi khban tian‐ian(我要宋去
～,
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不是要去看電影)一 散歩に出かけ

るのです,映 画を見に行くのでは

ありません。

sam‐put‐gS‐si三 不五時 〔副〕 と

きたま. I～こ lai,b6 chttp‐chねp

lai(伊～有宋,無 展屋宋)一 あの

人はときたま来ますが,始 終は来

ません。～S tl‐tang(～ 含地動)

一たまに地震がある.

sam_siau子扇木目 〔動〕こきおろす.

Tng`bin ka～ (営面給～)一 面と

向かってこきおろす.

san変  〔動〕① (字句などを)削除

する。Nig san ji tibh～・‐khi‐lai

(雨三字着―起宋)-2,3字 削 り

なさい。② (野菜などを)問引く.

Chhtti‐chai～khah se(菜 栽～較

琉)一 野菜の首 を間引いてまば ら

にする。

san疫 〔形〕①やせた。I khah～

(伊較～)一彼はやせています。

siこn kah～‐‐kh (ヽ想及～去)=思 い

やつれた。～chhan(～ 田)=や せ

た田。② (肉の)赤 身の。Chit tさ

bah khah～ (此塊肉較～)一 この

肉は赤身だ。

san散 〔形〕(副作用として)胃腸

障害を起こしやすい.◇漢方医用

言吾. Chit khoan ibh_thau‐a,chi益

liムu chin～ (此款築頭仔,食了具

～)一 この薬根は飲むととても胃

腸障害を起こしやすい.

san散 ?〔 形〕貧乏な,貧 しい侍

sとn.hiong散窮).～kah b6 thang

chiah(～及無通食)=食 べるもの

もないほど貧乏だ。

主R‐bah 痩肉一→chian_bah

sttn‐ban散文 〔名〕散文.

sang

san_btt産物 〔名〕産物.

san_cheng‐thir産 前痛 〔名〕陣痛

(→chhui_chこn).

sあ■‐chhiah 散赤 ?一・san_hiong

san‐モ 疫的 〔名)や せっぽち.

san_giap産業 〔名〕産業.

san_hiong散窮 ? 〔形〕(一san).

貧乏を,資 しい (一sよn_chhiah散

赤,Oh6七 iah好額).I chin～141

員～)=彼 はとても貧しい.

san_hiong‐lang散窮人 〔名〕貧乏

人 .

san‐h6 朝 チ胡―→san‐3

占嵐n‐h 5 e /①s b a n _散含 〔動〕散会

する。

SとR‐hi産 婦 〔名〕産婦.

san_kh。産科 〔名〕産科.

san‐li5ng産量 〔名〕生産高.

san‐3/①‐h3/①SOan‐研瑚 〔名〕

さんご.

san‐p6産 婆 〔名〕産婆 (→ch5■san‐

sこ助産士).

san‐pS散 歩→sam_ps

san_seng産 生 〔動〕生む,産 出す

る。Si‐tai～eng_hi6ng(時 代～英

雄)=時 代が英雄を生む.

sang転  〔形〕 (粘り気がなくて)

ぽろぽろした, さらさらの.～th6・

(～土)=ぽ ろぽろした土.H6e‐hu

～～ (火灰～～)一灰がさらさらし

ている.

sang撫 ?〔 動〕威張る。Li 品 ‐

biaボs iun～(体不免尚～)一お前,

あまり威張るな.

sあng送  〔動〕①贈る。～16‐bttt(～

薩物)一贈物を贈る。②送る,届

ける。 Chhian li こng chan   ka

g 6 a～・‐kb e・la i (請体用船給我～過
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sとng,chttng

宋)=船 で送ってください。③見

送る。～lang_kheh(～人客)=客

を見送る。④配達する。Chhttn

lin ka gOとn～‐‐lai(請 悠給院～

来)一 配達 して ください。⑤押送

する。～hoat・in(～法院)―裁判所

へ押送する.

sang.chttng送 葬 〔動〕野辺の送り

をする。

sang_sё i爽勢 〔動〕(←Sang).威

張る.I chin～ (伊具～)キあの人

はたいへん威張つている。

sとng‐sin送 辞 〔名〕神送 り。◇旧

暦12月24日 .

sang_si6‐sim送 小心 〔動〕口先で

もって親切を装 う,心 にもないこ

とを言う。Li biムn an‐ne～ ,li ё

sinl‐koan gba khttan__chhut‐chhut

leh(体免安呪～,体 的心肝我看出

出「nl)〒そんな心にもないことを

言わないでよ,あ なたがどんなこ

とを考えているかちゃんと分って

いるんだから.

s a p 層? 〔 名〕 くず。 C h i もh ‐s a p

(石～)一石 くず.

sとp食 ?〔 動〕(俗)く すねる。

Kon g‐ch i n  h 5・i～‐‐khi (公袋給伊

～去)一 彼に公金をくすねられた。

sap‐流 R 雪 文 一 soat‐b血

sap‐pin 訳 箆 一 sat_pill

sat殺  〔形〕きつい, 辛 らつな.

Chhiも,t5an chin～(手段員～)=

やり方がとて七辛らつだ。

sat塞  〔動〕(門などを)ふ さぐ.

Mng ka i～…khi・lai(F聯含伊～起

来)一 門をふさいでしまえ。②詰
|ま る。～ph P(～鼻)一鼻が詰まる。

sat‐bとkちhi飛 目魚 〔名〕(魚)マサ

バ ( = m 6 a , s a t‐bよk鰻 風目) .

sat‐b6/‐b也訳母 〔名〕(虫)シ ラミ.

sat,ban 雪 文
一→scat‐流 n

sat‐hai殺害 〔動〕殺害する.～

khim‐si古(～禽獣)=鳥獣を殺計

る。

sat‐jin殺人 〔動〕人を殺す。～

si6ng bこng(～償命)=人 を殺せば

命で慣わなければならない.〔名〕

殺人.

sat・khこR殺 菌 〔動〕殺菌する.

sat‐pin/こsap‐訳箆 〔名〕すきぐ

し,

sat‐seng殺 生 〔動〕殺生する。M‐

thang lam_sam～ (不通濫惨～)一

むやみに殺生してはいけない。

s あu 掃 〔動〕①掃く。T h 6 ■k h l

chin lah‐sap,tibh‐とi～ (土脚長

地ナ及,着 愛～)一 床がとても汚い

から掃かなければならない。②買

い占める。Chb chit‐5 ka～‐‐lai

(倣一下給～宋) - 1度 に買い占め

る。

sau嗽  〔動〕せき

jit iなuこ～bl?

をする。 Kin‐と,

(今仔 日猶含～

きが出ますか。没)一 今日まだせ

〔名〕せき.

s あu ‐b 5 n g 掃墓 〔動〕①お墓のす誰

をする。②墓参りをする。

sあu‐chit/①‐chhit掃帯 〔名〕ほう

き。

sとu‐chit,chhen/‐Chhin掃幕星 〔名;

ほうき星.

sとu‐chit‐chhin掃幕星→sとu・chit‐

chhen

sau_chhit 掃 帯 → 立 u_ch沌

sau,si an脆替 〔名〕しわがれ声.

sttu‐tё/‐t6e掃地 〔動〕掃除する.
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I五伍6h sと,ia tibh～ (亦着洗 ,

亦着～)一 洗たくもしなければい

けないし,掃 除 もしなければいけ

ない,

sとu,ti/‐ti,Sta掃 除 〔動〕 掃除す

る,掃 く.

se紗 〔名〕①片糸。②紗.～ b5

(～帽)=紗 の帽子.

se/sOe杭 〔動〕くしけずる,結 う。

～thauschang(～頭髪)一髪を結 う。

se/sCe硫 〔形〕①まばらな。M・

thang siun_と, ia m_thang siun bよt

(不通尚～,亦 不通尚密)一あまり

まばらでもいけないし,あ まり密

でもいけない。②遠縁の。Chhin‐

chian sl chhin‐chian, ch6ng‐ sI

khah～ (親成是親成,総 是較～)

一親類は親類だが遠縁だ。

sこ/s6e洗 〔動〕①洗う。～oan_p6an

(～碗盤)一食器を洗 う。～s an(～

杉)=着 物を洗たくする.②(写真

を)焼きつける。Si5ng,ユi kOh～

3苗un(像愛復～三張)=写 真 をも

う3枚 焼 き増 ししたい.

sё/sbe細 〔形〕①小さい,小さな

(→si6小)。◇後ろには通常量詞が

置かれる。Chit pこn～pこn chheh

(此本～本冊)一この小 さい本.～

chiah kau(～隻狗)=小 さいイヌ,

②細い。～tiau(～篠)一 (縄など

の)細い。③ (地位などが)低い.
chこ～こi(坐～位)一下座 に座 る。

sё税→sbe税

sё勢 〔名〕勢い。tek～(得～)=

勢いを得る.

sё撒? 〔動〕①横ざまに打つ.Ci独

kもn_a ka～pak_t6■‐pr(1撃梶仔給
～腹性途)一 棒 を持つて横腹 を横

se_idE.lang

ざまに打った.② 投げつける.～

chiもh‐thau(～石頭)一石を投げつ

ける。

sё奏 〔動〕競 う,競 争する。Ham

i～,品‐bian kian i(含 伊～,不 免

驚伊)一 彼と競ったって,こ ゎが

らなくてもいいのです。

se垂 一s6e垂

sl垂 →s5c垂

se‐a紗 仔 〔名〕紗,薄 福.

sl_a/s6e・ 黍仔 〔名〕(植)キ ビ.

se‐bi‐loh□□□ 〔名〕背広.

sё‐bin勢 面 〔名〕様子,形 勢.

khttan～(看～)一様子を見る。～

h6(～好)一形勢がよい。

se‐chng/sce‐杭粧 〔動〕化粧する.

Cha‐b6・‐lang teh～(査某人在～)

一女が化粧している.

se‐chong西 装 〔名〕背広,

se‐chong‐khb西 装縮 〔名〕 (背広

の) ズ ボ ン.

se,chhan西資 〔名〕西洋料理.

sёモk/s6e・洗浴 〔動〕入浴する

(一sl‐seng‐khu洗身堰).Hian si。_

chもi lai～(焚焼水来～)一湯を沸

かして入浴する。

sもちhan/sbe‐細漢 〔形〕① (体が)

小 さい。I pi g6a khah～ (伊比

我較～)=彼 は私より小さい.②

幼い。～gin‐a(～日仔)=幼 `黙ヽ .

se‐i西 魯 〔名〕(西洋医学を修めた)

医者.

sё‐1/sbe_細 嬢 〔名〕めかけ.

se‐ibh西 葉 〔名〕薬剤.◇ 化学療

法剤,

se‐ittB西洋 〔名〕西洋.～Su_si6ng

(～思想)=西 洋思想.

sel也n‐lang西 洋人 〔名〕西洋人.
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se‐』l

Sё‐J/Stte_細原 〔動〕①用心する,
気 をつける。Beh kbe sip‐jF‐け ,

tibhもi khah～leh(要過十字路,

着愛較～Fnl)―十字路 を渡るとき

は用心しなさい。②遠慮する。M‐
bian～(不免～)=ど うぞご遠慮な

く。

sё‐kあi世 界 〔名〕世界.

sё‐kan世 間 〔名〕世の中,世 間.
～si l e kh6・‐hai(～ 是 1個苦

海)=世 の中は苦海である。

sё‐ki世 紀 〔名〕世紀.20～ (二十
～)-20世 紀.

sё_H an/sbe‐細□ 〔名〕①幼子.

②末っ子.

sё‐khin/sbe‐ 細菌 〔名〕細菌,ば
い菌.

sも‐に/s6e‐洗薩 〔名〕洗礼,

se‐lёk西 暦 〔名〕西暦.～ki‐goan

1961 ni(～ネ己元一九六一年)=西

暦孫己元1961年.

sё‐1とk勢 力 〔名〕勢力.

se‐pak西 北 〔名〕】ヒ西.

sё‐pau/sbe‐ 旅田月包 〔名〕孫田月包.

sc‐pけ 紗布 〔名〕ガーゼ.

se‐pS 西音F―→sai,pS

sl‐s an_ki/s6e‐ 洗 杉機 〔名〕洗た

く機.

sl‐s an_tiぁm/s6e・洗杉店 〔名〕洗

たく屋.

sこ,seng‐khu/s6e‐/O‐sin_洗身堰

〔動〕入浴する (一sも,さk洗浴).

Sim‐mih iang bph tai_seng khi～

?(甚宏人要在先去～)一誰が先に

風呂に入りますか.

sこ,seng‐khu‐keng/s6e‐洗身躯問

〔名〕浴室,風 呂.

sё‐si6k世俗 〔名〕世俗.

sё‐sこ世事 〔名〕世事.bat～ (識
～)=世事をわきまえる。

sё‐tai世代 〔名〕世代,

se‐tittm西鶏 〔名〕西洋菓子.

s en/sP生〔動〕①生む,産む.
～gin‐と(～□仔)=子供を生む.
～li‐sek (～利息)―利息を生む.

②生える,実 る.～ ko°(～菰)一

カビが生える。Kin‐ni k a m _ム b l

～ (今年柑仔没～)一今年はミカン

が実らない。③生ずる。できる.
～liよp‐ム(～粒仔)一 おできができ

る。④ (事件 などが)発 生する。

～binぅに (～問題)一問題が発生す

る。

san/sin姓  〔名〕姓,名 字.〔 動〕

名字とする。Li～sim‐mih?(イ ホ
～甚宏)一 あなたの名字はなんと

いいますか。

s en‐b6/sin_bこ生母 〔名〕生みの母.

s en‐chiが 生成一→s en‐seng

sen‐chb/sin‐chbe生 依 〔動〕 生ま

れつき…だ。～chin ian‐塩u(～

員縁投)=生 まれつきハンサムだ。

senschhut/sin_生出 〔動〕発生す

る。～t3a tai‐chi(～大事誌)一大

事件が発生する。

sず‐jit/sin‐生日 〔名〕誕生日.

sen_mia/sin_姓名 〔名〕姓名.

sёn‐mia/sin_性 命 〔名〕生命,命.

s en‐oとh/s in‐ 生 !舌―→seng‐oとh

s en‐oe/sin‐e争星鍋 〔名〕釜.

s en‐seng/sin_/c‐chian生成 〔霞」〕

もともと,生 まれつき.～  chin

bai(～長醜)一生まれつきたいそ

う醜い。

s en‐sian/sil‐生銹 〔動〕①さびる

「TO。と～ (刀仔～)一小 刀がさびる。
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②垢がつく.Seng・khu～(身堰～)
一体に垢がつく.

s en`thban/sr‐生,炭 〔動〕(人や動

物が)殖 える。

sc h雪  〔名〕雪.

seh/sOeh基〔動〕① (透き間に)

差 し込む.Ji‐chもa～piah_phang

(字紙～壁縫)一紙 くずを壁の透 き

間tiはさみ込む。②はさまる。

Bah～chhこi・khi(肉～嘴歯)=肉 が

歯にはさまる。③ ( 俗) 食 らう。～

5 oan(～五碗)=5は い食 らった,

sёh旋 〔動〕①回る。Ke‐15・～l hn

(街路～一輪)一街を一回 りする。

② (惑星カリ回転する。 T3‐kit
tもi sai‐peng～ kbe tang‐peng(一

地球輩す西芳～過東芳)一 地球は西

から東に回転する。

seh_a_kam雪仔柑 〔名〕(植)ホ ウ

チ ョウ ミカン.

seh‐chhia雪車 〔名〕そり.
seh‐kこng雪景 〔名〕雪景色.
seh‐lang雪人 〔名〕雪だるま.

sch‐pang雪崩 〔名〕なだれ.
S e h‐s紘 説謝→ sceh‐sla

se h・to‐sia説 多謝→ soeh‐to‐sia

sek色  〔名〕色.〔量〕種類.Kti

na～hi(幾若～魚)半数種類の魚.

sek式  〔名〕式,儀式 (一航n・16

典薩) .

sek室 〔量〕室.t13～ (第二～)
―第3号室.

Sek熟 〔動〕熟する。K6e‐chiiムu

b5e～ ,chit h5・ gin‐よ ban liau_

liau(果子猶未～ ,就 給国仔挽 了

了)=果 物がまだ熟 していないの

に子供 に全部 もぎ取 られて しまっ

た。

sもk‐si

sek言餓 〔形〕利回な,賢い。◇子供

についてヽヽう。 Hit a gin_とchiok
～ (彼個□仔足～)一あの子供はと

でも利回だ.

sёk席  〔量〕卓、◇料理の卓数を数

えるとき。Kib l～chhとi(叫一席
～菜)一料理 を1卓 注文する。

stk熟 〔動〕①煮える。Pttg～lah

(飯～F位)=飯が煮えたよ。 〔形〕

餅 れた。Thよkiムu‐b5e～(誤猶

未～)=ま だ読み慣れない.②熟

達 した,Tもi s e n g‐li  c h i n～(警!

生理 長～)=商 売上のことは非常

に詳しい。③懇意な (=sёk,sai

熟似).G6a kap i b6～ (我及伊

無～)=ぼ くは彼 と懇意でない。

sek‐ム‐bi緩仔米 〔名〕(植)ア ワ.

sckちb6ng色盲 〔名〕色盲.

sek‐chti色水 〔名〕 (染めたもの

の)色合い,色つや.

sek,chhai色彩 〔名〕色どり,色

(一gan_sek顔色 ).

sek‐hap適 合 〔動〕適合する。～

s↑‐sさ(～時勢)一時勢に適合するで

sもk‐iam熟 整 〔名〕焼塩.

sekもin索引 〔名〕索引.

sek・kia‐thau/①‐khia_禅迦頭 〔名〕

(植)バ ンレイシ.

sもk‐lian熟練 〔形〕熟練している。

sek‐liau色料 〔名〕絵の具.

sektpit色筆 〔名〕色鉛筆.

sもk‐ph6e/phe熟度 〔名〕なめし度

sもk‐sai熟 似 〔形〕(←sさk)。①知

り合いの,懇意な.G6a kap i

c h i n～(我及伊 員～)一ぼくは彼 と

とても懇意にしている。②熟知し

た。～15'(～路)=よ く知った道.

sもk・si碩 士 〔名〕(学制における)

339



sek‐ti

マ ス ター .

sek‐ti色 級 〔名〕色彩,色 合い。

i ttm‐tam(～嗜淡)=色 合いがく

すんでいる。

sck‐t6ng適 営 〔形〕適当な。Chit

e lang na lai chb th6an‐kよu

sian‐sin tek‐khak chin～ (此個人

若来依得教先生的確長～)一 この

方がやってきて伝道師になってく

だきるなら,き っと適任です。

seng生  〔名〕 (芝居の)立 役,二

枚日.

seng先  〔副〕先に,前 もって.

G6a～ khi(我 ～去)一先に行 きま

す。～thong‐ti(～通知)一前 もっ

て通知する。

seng陛  〔動〕 (一段一段 と)上 が

る,上 げる (一◆khi起).Goёh‐kip

～500 khび(月給～五百元)一月給が

500元上がる。～chhも,sbe(～ 層

税)一家賃を上げる。

slng省  〔動〕省く.～ sも・‐hこi(～

所費)=経 費を省く.〔形〕安あ

がりな, 経済白勺を. Chこ chan Pi

chl hui‐ki khah～佳船比坐飛機

較～)=船 で行ったほうが飛行機

より安あがりだ。②物持ちのよい。

I chheng e chin～(伊穿社長～)
==彼は靴をたいそう物持ちよく履

く。 〔名〕(行政区画としての)省.

Hok_kian～(幅建～)一福建省B

sёng性  〔名〕性質.Hit e～脱 kai

(彼個～没改)一めの性質は改まら

ない。

seng成  〔動〕①なる。なす。成就

する.～ sian(～仙)―仙人になる。

Tai_chi l～bこ?(事 誌含～没)=

事は成就しますか。②似ている,

似る。Chit e gin‐a chin～ in

】ふu‐pS(此個□仔長～懲老父)一こ

の子は父親 にそっくりだ。I chin

～Tai_。an_lang(伊具～喜消人)一

あの人はまるで台湾人のようです。

③…し遂げる.◇動詞のあとにつ

いて動作が立派に完成することを

表わす。Bこ こ～b6?(買 有～無)

=買 いあげましたか。 In‐こi b6

kよu chP,s3‐ibこ b6～ (因鳥無

彰袋.所 以買無～)一 お金が足 り

なくて買えませんで した。

seng乗  〔動〕接卜け算をする.5～

7 si 35(五～七是三十五)=5に

7を掛ければ35.

slng盛  〔形〕盛んな.Kin‐lai ia_

kia put_chi～(近来野球不止～)
一近ごろ野球がとても盛んだ。

sこng盛 ?〔 動〕甘やかす.Gin‐と

tibh kと‐si,m‐thang～i(□仔着教

示,不 通～伊)一 子供はしつけを

する必要があります。甘やかして

はなりません.

seng‐ang_Fat握紅熱 〔名〕 (医)

しょうこう熱,

seng‐beng警 明 〔動〕 声明する。

〔名〕声明,メ ッセージ.

seng‐斑t生 物 〔名〕生物.

seng‐bttt‐hとk生 物害 〔名〕生物学.

seng_chek成績 〔名〕成績.

seng_chek_pi6成績表 〔名〕成績表

(=seng‐Chek‐to an成績阜).

seng_chek_toan成績単一seng_che昨

p i 6

sёng,cheng性情 〔名〕(―sёng)・

性質 (一sёng,chit性質),

sёng‐chit性質→sもnど,Chang

sengochit成就 〔名〕成果(=Seng・
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k6成果),t5a6～ (大的～)一大 き

な成果.

seng‐Chan生 存 〔名〕生存.～にng‐

cheng(～競争)一生存競争.

seng‐hoat乗 法 〔名〕乗法,掛け算.

seng_h6ng盛況 〔形〕盛況な。chh
～e i3_。an_h5e(員～的遊園含)=

とても盛況な園遊会,〔名〕盛況.

seng‐h6ngsia_s en/‐sin/CD sang_6ng‐

城F呈爺生 〔名〕城F塁爺の誕生察.

◇城「皇爺は地方鎮守の神。一般に

は①で発音される。

seng_hin成分 〔名〕要素,成分.

sengS誠 意 〔名〕誠意.

seng‐ibk生育 〔動〕生み育てる。

seng‐jin生仁 〔名〕ピーナツ菓子.

◇ピーナソに砂糖のころもをつけ

たもの中

stng‐ji n聖人 〔名〕聖人.

sengttin承認 〔動〕承認する。 M

chai hl‐chこ,iimこ～a b6?1不 知

系主任含～抑没)一 学科主任は承

認してくれるでしょうか。 〔名〕

承認.

seng‐kあng‐ki升 降機 〔名〕エレベ
ーター (一tian.thui電梯).

sёng‐kau性 交 〔動〕性交する。

〔名〕性交.

sёng_keh性格 〔名〕性格.

sёng‐keng聖経 〔名〕聖書.

seng_ki星期 〔名〕週間.1～ (一
～)- 1週 間 .

Seng_ki_gS星期五 〔名〕金曜日.
Seng_kl_it星期一 〔名〕月曜日.
Seng_ki_ji星期二 〔名〕火曜日,
Seng_kl.jit星期日 〔名〕日躍日.
Seng_ka‐1あk星期六 〔名〕土曜日.
Seng_kl_s an星期三 〔名〕水曜日.

seng‐ ong‐la‐se・

Seng‐k:_si星期四 〔名〕木曜日.

sttg‐k6 成果→seng,chit

seng‐koa 葛里訂穴―→seng‐sl

seng,kong成 功 〔動〕成功する 。

Hit e hoat_t5・Sta i_khとibこ～ (彼

個法度大統没～)=こ の方法では

たいてい成功 しません。 〔名〕成

功.

seng‐khu 身 堰 一 sl■_khu

seng_khtn誠 懇 〔形〕懇切な,ねん

ごろな.In 16ng chin～  偲 推長

～)一彼 らは皆とてもねんごろだ。

seng■6牲 建 〔名〕①いけにえ,②

家畜を料理した供物.

sёng‐16ng性能 〔名〕性能.

seng‐li生理 〔名〕①商売,C吐 理.

sёng‐lI 勝利 〔動〕勝つ.Khbng‐

chiとn～lah(抗戦～喧)キ抗戦は勝

本げとなった。 〔名〕勝利.

seng。lf‐hak生 理寧 〔名〕生理学.

seng‐11‐lang生理人 〔名〕商売人.

seng_lian成年 〔名〕成年.

slng‐liもk省 略 〔動〕省略する。～

ch心l pai(～徹一提)=省略して

1回 にする。

seng_1lp成立 〔動〕成立する,成立

させる.Hとk‐h5e～ (害含～)一学

会が成立する。

seng‐16k承諾 〔動〕承諾する.

seng‐oとh/③sea_生活 〔動〕生活

する (―kむe‐jit過日).In ang Si‐‐

khi,iとn‐ch6an teh～?(督 翁死

去,伊接想在～)― 夫が死んで,

彼女はどのように生活しているの

ですか。 〔名〕生活.～ chti‐chもn

(～水準)一生活水準.

主 ng・6ng‐路‐s en 城隆爺生‐→ sttg‐

h6ng‐ia_s en

341



sёng,pen

sёng,pこn/_pin性病 〔名〕〔医)性病,

花柳病 (一hoa,lid,pこ
n花柳病).

sёng‐pittt l生丹」 〔名〕1生号J.

sang_ptR成本 〔名〕原価,コスト.

sとng‐phiah 14'岳ヽ 〔名〕14打ギ.

seng‐san生産 〔動〕①出産する。

Bch～e si, tibh chhian san_ p6

(要～的時 ,着 請産婆)=出 産する

時は産婆 を呼ばなければならない。

②生産する。L6ng‐tiも
n～chin chる

k6e‐chi(農場～員多果子)一農場

ではたくさんの果物 を生産 します.

s e n g ` s e n g握握 〔名〕(動)オ ラン

ウー タ ン.

s e n g‐se n g‐b6 k握 握木 〔名〕(植)

ショウジョウボク.

sёngosi聖詩 〔名〕讃美歌←sёn旨

koa聖歌).

sこng‐sittu省賑 〔形〕(←s6ng).

(費用が省けて)安あがりな,経済

的な。Chiah li_bah khah～(食猪

肉較～)― ブタ肉を食べたほうが

経済的だ。

seng_sim誠心 〔名〕真心.〔副〕心

から,″じセ こめて.～ sin‐khtt Chも

(～信鼻主)―心から神を信 じる。

sang_sii承受 〔動〕51き受ける。

Chit khoan taitchi, g6a Sヽ‐kan_

(此款事誌,我 不敢～)一このよう

なことは引 き受けられない。

錠 ng‐soe 盛 衰 → heng,soe

sこng‐あi盛 大 〔形〕盛大を,豪 華

な.～ e kiat,hun tiムn‐に (～的結

婚典薩)一盛大な結婚式.

Sttng‐tanschiat/⑤‐cheh聖 誕節

〔名〕クリスマス.

sёng‐tAR‐h6ng聖誕紅 〔名〕(植)
ポインセチア.

sとn g‐tこ性地 〔名〕気質,気性.h 6

～(好～)一よい気質.②かんじゃ

く.khi～(起～)=かんしゃくを

起こす。

seng‐ti6ng生長 〔動〕育つ,成 長

する.Li ti t6‐こi～‐‐6?(fホ在何

位～的)一 あなたはどこで成長 さ

れましたか。

sとng‐tig聖 堂 〔名〕教会,チ ャペ

sこng‐&剰 餘 〔名〕残 り,余 り。

si糸 〔名〕①絹糸,②(植物の)繊

維.SOar_ょ kau～ (様仔厚～)=

マンゴーは繊維が多い。lian_ngau

～ (蓮嘉～)=レ ンコンの糸,

〔動〕(豆や野菜の繊維を)引きと

る.～ h6‐lanstau(～荷蘭豆)=エ

ンドウの筋をとる.

si、「司?〔 動〕(子供にシーと言つ

て)お しっこをさせる。～ji5(～

尿)― 子供におしっこをさせる。

Sl

Sl

詩 〔名〕詩.

死 〔動〕①死ぬ.Tang,si～‐‐

khi?(営日寺～去)一いつ死んだの

ですか。Kbng h5・～/(す貢給～)=

たたき殺せ。②死ぬほど…する,
…でたまらない。◇動詞の後に付

く。kian～(驚～)一死ぬほど驚 く=

chha～ (p少～)=や かましくてたま

らない。kh ～ヽ (気～)=腹 が立つ

てたまらない。③◇動詞の後に付

ぃてその動作が固定 して動かなく

なったことを表わす。tёng～ (多T

～)=く ぎづけにする。tiun～(張

～)=作りつけにする。〔形〕①活

気のない,弓1き立たない.Hit Sek

khah～(彼色較～)一あの色は引き

立たない。②融通のきかない, む
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だな.thak～chhe h (讃～冊)=融

通のきかない学問のしかたとする。

〔名〕死.

si/rをs也四 〔数〕4,四つ.～‐chよp

(～十)-40.

si 時  〔名〕時,時 期.Kttu～ tibh

c h a i (到～着知) =時がくればわか

ります。

si匙  〔名〕きじ (一si‐ム匙仔).

〔量〕さじ.◇薬の分量を量るとき

など.1～ 16h‐ム(一～棄仔)一業1

さじ.

si辞  〔動〕①辞める。G6a beh～

(我要～)一辞めたい.②断わる。

Na beh khi,ti6h ka i～ (若要

去 ,着 給伊～)一 行 くならあの人

に断 りなさい。

si寺  〔名〕寺 (=si‐r寺院).

si是 〔動〕①(1・・は)"・である。◇

主語を説明したり分類する。I～

i‐seng(伊～警生)=彼は医者です。

K i n‐ム‐;i t～1ユpよi‐ji t (今仔 日～薩

舞 日 ) 一 今 日 は 日 曜 日 で す 。
②

…

であることは…であるが.◇ いつ

たん議歩 して,次 に本意にもって

いこうとするとき.Beh khi ～

beh khi,3 khah oan(要 去～要

去 ,含 較晏)一 行 くには行 くが少

し遅 くなる。H6～h6 ,訴kt  k h a h

kもi(好～好 ,不 拘較貴)一よいに

はよいが値が高い。③はい,そう

です.～ ,g6a si Bl_kok‐lang(～,

我是美国人)=は い,私 はアメリ

カ人です 。

si‐あ匙仔 〔名〕さじ.

si‐bi5寺廟 〔名〕寺廟.

si‐b6ng死 亡 〔動〕死亡する。I～

chin kこlah(伊 ～長久咆)=後

sl‐jit

が死んでからもう大分になる.

〔名〕死亡.

si‐cheng時 鐘 〔名〕時計.◇ 掛け

時計,置 き時計の類.

si‐c hian四正 〔形〕折 り目正しい,

整然とした。Chこ khi～(坐去～)

一折 り目正 しく座 る。Ji sia…khi

chin～(字篤去長～)一字がとても

きちんと書けている.

si‐chiong始 終 〔副〕ずっと,結局.

I～品‐kh6ng k6ng sit‐chai 6 ol

(伊～不肯議責在的話)一彼はずっ

とほんとうのことを言わない。

si,chit辞職 〔動〕辞職する。

si‐chong時 装 〔名〕流行の服装.

si‐chin時 陣 〔名〕時 (―sithau時

1兵), 実,すか, ころ.  I chh6a bむ e

～si 2 0  h b e (伊撃妻的～是 二十

歳)一 彼が妻をめとった時は20歳

だ。 Li sim‐mih～ こ eng thang kと

g6a?(体 甚宏～有閑通教我)一 い

つなら教えていただく時間がござ

いますか.

Si‐goもh/‐gёh四 月 〔名〕4月 .

si‐hau時 候→sl,chこR

sI_heng死 刑 〔名〕死刑.

si‐hng四 方 〔名〕(東西南北の)四

方.～ khi thttu_thふu(～ 去透透)

一四方行かないところはない。

si‐hoan示 範 〔動〕 (見本や実物な

どを使つて)実 際にやってみせる。

si‐hui是 非 〔名〕是非,善悪.～oh

tit hun‐beng(～難得分明)=是 非

は分別し難い。

si‐in寺院 〔名〕寺院.

sl‐jit時 日 〔名〕日にち,日取り.

i tian_tibh iah(宇定着嘘)一日取

りは決定しました。
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si‐kak

si‐kak四 角 〔形〕四角張った,真

四角な,四 角い.～ sin(～ 身)=

角張った体つき.pai hs～ (排給

～)一真四角に並べる。

si‐kan時 間 〔名〕時間.

si‐kan‐pi6時 間表 〔名〕時間表(キ

si.khek‐pi6時刻表).

si‐kё/‐ktte四界 〔名〕あちこち,方

々,(一 chit‐si‐kも一四界,m6a_si_

kё浦四界).Tよ k‐jit～khi(逐 日～

去)一 毎日あちこちへ行く.～iah

(～推)一方々をあさる。

s卜kё時慣 〔名〕時価.

si‐ki死 期 〔名〕死期.

si埴 時機 〔名〕時機.

si‐kF時 期 〔名〕時期,期 .

si‐kiaコ時行 〔動〕流行する(一liS‐

heng流行)。Chit‐ma teh～ chhlng

tng_kan(此浦在～穿長宿)一今ロ

ングスカートカウに行している.

si‐ki6k時 局 〔名〕時局.

si‐koe西 瓜 〔名〕(植)ス イカ.

sibkha‐ch6a四 脚蛇 〔名〕(動)(俗)

トカゲ (→t5・‐tこng).

si‐khathi 四脚魚→sti‐ke

si‐khek‐pi6 日寺刻表一→si,kan‐pi6

si_lang死人 〔名〕死人.

si‐1色k硯 力 〔名〕視力.

si‐mi綜 綿 〔名〕真綿.

si‐pttn死版 〔形〕①融通のきかな
い,気 がきかない.I c h i n～,1

k h o・ch h a‐ch h a (伊長～ , 一 塊柴

柴)一 あいつは気がきかないね,

ぼさっとしていやがって。C卜定
不変の.～ e khang‐khbe(～的工

課)=一 定不変の仕事.

s i , p i n四透 〔名〕周り,周辺(=s i‐
S i 四固) .

si‐piat鮮 別 〔動〕お別れを言う,

おいとまする。G6a lai ka li～

(我来給体～)一おいとまごいに参

りました。

sf‐pi6〔・と〕時0麦〔仔〕 〔名〕時計.

◇腕時計,標 中時計などの類をい

う.

si‐sё時勢 〔名〕時勢.

siss色/‐sbe序 細 〔形〕目下の (〇

si‐t5a序大).3 6 i siang～ (三

個伊上～)=3人 のうちでは彼が

1番 目下です。

si‐si死 屍 〔名〕しかばね.

siosa時時 〔副〕いつも.～ to ti

chia(～都在此)一いつもここにい

ます。

si‐si‐khek・khek日寺田寺亥」刻  〔目」〕

(文)い つも.～ teh siよu_liam li

(～在思念体)一いつもあなたのこ

とを思っています。

sl‐si6ng時常一si6ng‐si6ng

si‐sbaB繍   〔名〕孫目糸.

sl‐sce序 細一sl‐se

si‐tai時 代 〔名〕時代.

si‐t5a序 大 〔形〕(親族関係で身分

が)目 上の (Osi‐sё序細).G6a

siang～(我上～)一私が1番 目上

です。

siat5a‐lang序大人 〔名〕親,父母,

si‐ti 四]厘ヨー→si‐pin

s l B生一 s en生

s in姓→ sず 姓

s in扇 〔名〕せんす,扇 , う ちわ

(=khoe_s「葵扇)。 〔量〕枚.◇

門のとびらを数えるとき。1～mng

(一～門)一とびら1枚 .

sr豆是 〔動〕銃 漬にする。～hi(～

魚)一 魚を塩漬にする。② (目や
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皮膚に)し みる。Chit khoムni抗‐

chti Chin～(此款築水長～)一 こ

の薬はとてもしみる。～bよk‐chiu

(～目日月)一目にしみる。

sr_chbe生 依一s en‐ch6

sr_e鍵 鍋→S en_oe

sr_jit生日一s en_jit

s卜mla性 命一 s en_mla

sin‐oとh生 活→s en_oとh

S in‐Seng 生 成 → s en_seng

sia除 〔動〕掛けで買う,掛けで売

る。 G6a ka li-l koと n gいleng

h6b6?(我 給体～一能牛乳好無)

=牛 乳 1び んつけておいて くれま

せんか。Goan tiょm品 ～lang(F元

店不一人)=私 どもの店は掛け売

りをしません.

sia篤  〔動〕書 く.Chit a ginaa

iau b3_httu～hとn‐ji(此1回□仔猶

i父暁～漢字)一 この子はまだ漢字

が書けません。

siよ卸 〔動〕①手放す,振り捨てる.
～b6・‐kian(i妻子)一 妻子 を振 り

捨てる。～s ёn‐mi五 (～性命)一命

を捨てる。～chekちjim(～責任)一

責任のがれをする。② (荷物など

を)降ろす。～hbe(～貨)一荷物

を降ろす。③排水する,水をはか

す。P h押 ～c h t i (夢～水) =水 は

けが悪い.④ こきおろす.T n g‐b i n
～lang(営面～人)一面と向かって

人をこきおろす。③面目をつぷす。
～ch6・‐kong(～ 祀公)一先祖の名

誉を汚す。

Siと赦 〔動〕(文)許 す,赦 免する。
～ch5e(～罪)一罪を許す.

Siと潟 〔動〕(文)下 痢をする。～

pak(～腹)一腹を下す。

sia_lin

sia泄  〔名〕①邸落.hoan‐sia(番

社)=蕃 社.②団体,組織体.sト

sia(詩社)一詩人の団体.

sia射  〔動〕射る。～chiau (～

鳥)一鳥を射る。.～ch r(～箭)=

矢 を射 る。

sia謝 〔動〕①散る,落ちる.Hoe
～̀ .kh(ヽ花～去)一花が散った。②

(文)謝 する。～ in(～恩)一恩 を

謝す。～Sin(～碑)=神 に謝す。

siかbian放 免 〔動〕赦免する,許す。

～li e ch5e(～体的罪)一あなた

の罪を許 します。Bang li～ (望

体～)一 なにとぞお許 しください.

sia_ch。とt謝 絶 〔動〕謝絶する。～

chham‐kcan(～ 参観)=参 観を謝

孫色する,

sia‐ch5c謝 罪 〔動〕謝罪する。Li

na chai‐iゴli chb品‐tibh,li ti6h

ttti i～(体若知影体微不着,体 着

撃l14r～)一 君は間違いをしたと気

がついたなら,彼 に謝罪 しなけれ

ばなりません.

siと,chuhメЭsiah_□□ 〔名〕シャ

ツ .

sia_gan斜眼 〔名〕斜視 (〒siatsi

斜硯).

sia_hiun舞香 〔名〕ジャコウ.

sia‐h5e社 含 〔名〕社会.

sia‐h5c‐cht‐gi社 含主義 〔名〕社

会主義.          :

siかi6h潟 葵 〔名〕下剤.

siかji‐toh篤 字泉 〔名〕文机.

siかkam合 監 〔名〕舎監.

sia_kぁu邪 教 〔名〕牙F教.

sia‐1こ謝薩 〔名〕(お金による)謝

本し.

sia_lin社論 〔名〕社説.
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sia‐ oan

siあ‐oan社 員 〔名〕社員.

s協‐si 斜 硯一siatgan

sia_sin邪所申 〔名〕邪神.

Sian密  〔名〕①声,音 .Khah t5a

～leh./(較大～瑚)=も う少 し大

きい声で,hui‐ki 6～ (飛機的～

)一飛行機の音.②声調.Chit

jiに kti～ ?(此 字第幾～)=こ

の字は第何声ですかi t1 1～(第
一～)一第 1声 .

s i r甚 〔代〕①なに,どんな。◇
sin,mih甚慶の省略形.Li teh

chhttng～?(体 在創～)一 君は何

をしているのですか。Hit e ～

lang?(彼個一人)一あの人は誰.

②たいして…ではない。◇常にb6

無やbl没 などの否定 を表わす語と

ともに使われる.B6～ tin(無 ～

甜)一それほど甘 くない。B6～ k6an

(没～寒)一たいして寒 くありませ

ん。

sian聖 〔形〕霊験あらたかな,

Seng‐h6ng‐ia chin～ 働押皇爺長～)
一 城瞳爺はとても霊験あらたか

だ。

si智 成 〔量〕①分.Kiamこ 3～

(減有三～)=3分 は減っている。

②害」.Thと n l～ (診一～)-1害 」

もうける。

sian城  〔名〕城 .

sian弦 ?〔 動〕① (相手の好むもの

や動作により)お びき寄せる,引

きつける。Engsbi～ ke‐ム(用米～

鶏イ子)一 米でニワ トリをおびき寄

せる。②見せびらかす。Khヽ pr‐占

chiah,品_thang tiとm hia～ (去邊

仔食,不 通立占彼～)一 わきへ行っ

て食べなさい,そ こでこの子に見

せびらかさないで。

sian l盛〔名〕釣台,◇ 礼物などを

載せて2人 で担ぐ運搬道具.〔量〕

台.◇ 釣台のものを数えるとき.

nig～ko‐ム(雨～岩黒イ子)=ら くがん

釣台2台分.

sian_chhi城市 〔名〕都会,都 市.

si an,hё甚貨→siaB_hbe

sian‐h6e/‐hё甚貨 〔代〕なに,なに

か,ど んなもの.I teh k6ng～?

(伊在講～)=彼 はなにを言ってい

るんですか。Liとi chi▲h～?(体

愛食～)一 あなたはどんなものが

食べたいですか.

siかim啓 音 〔名〕(←sian).声,

音.

sian_lai城内 〔名〕市内,町 .

sian_lang甚人 〔代〕誰,ど んな人.

～lai ah?(～来嘔)一誰が来たの

ですか.

siah肖」 〔動〕①削る.Eng to‐と～

ian,pit(用刀仔～鉛筆)一 ナイフ

で鉛筆を削る。② むく。～  ma‐

16ng‐chd(～ 馬鈴薯)=ジ ャガイモ

をむく。③競争する。B6。iとu`k in,

kap i～ (無要緊 ,及 伊～)一大文

夫だ,彼 と競争 してみなさい。

siah錫  〔名〕(鉱)ス ズ.

siah約 〔名〕しゃくし,ひ しやく

(一siよh‐よ杓仔).〔量〕ぱい。◇し

ゃくしで量るとき.1～ tau_iS(一

～豆油)一しゃくし1ぱ いの警油.

siとh‐あ本勺仔 〔名〕 しゃくし,ひ し

ゃく.

s iあh‐l i a石相 〔名〕(植)ザ クロ・

siak i東? 〔動〕①(力強く振つて)

打ちつける。～tiこ_よ(～裕仔)一イ

ネを打ちつけてもみを落とす,②

食
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(地面 に)投 げつける (→siぶngi涼

?).～ i～toh(～椅～泉)=机 や椅

子を投|ザて当たり散らす。②のた

うちまわる。～kbe _ l a i～kb e _ k h i ,

～ka h  s i‐‐kh i (～過宋～過去 ,～

及死去)=の た うちまわってつい

に死んだ。

siam嗜  〔動〕①のぞく.Thau～

lang e chh芭_lai(倫～人的層内)
一こっそり人の家の中をのぞく,

② ちょろまかす.KI～ chit‐sut‐ム

lai chiょh(給 ～一層仔来食)一 ち

ょっと失敬 してきて食べる。

siam閃 〔動〕①避ける。Khah～

leh(較～「列)一 ちょっと避けてく

れ.～ h5°(～雨)=雨 宿 りする.

② (背中や腰の筋を)違える.～
…tibh kun(～ 着筋)一筋を違えた。

sittm滲  〔動〕 (大小便などをチュ

ッと)漏 らす。～s ai(～尿)一 大

便を漏 らす.

siam‐kh6an贈 看 〔動〕のぞき見る,

盗み見る。1 6 teh～こlang iai

a b6(一 個在～有人来"p無)-1

人は誰か来るかどうかをのぞき見

している。

siam_mih甚 彦→sim‐mih

siam_pi閃 遊 〔動〕遊ける。～i6

ham_hai(～伊的陥害)一彼の中傷

を避ける。

sian仙  〔名〕仙人.〔 副〕どんな

にしても。◇to都と対応 して使わ

れる。～to bl‐hiau_tit(～都没暁

得)一 どんなにしても分からないコ

～to酌‐kh`ng(～ 都不肯)一 どう

しても承知 しない。

‐sian‐仙 〔接尾〕・・・好きな人.

chiも,sian(酒仙)一 飲んべえ.

sian

c h h i t _ t h 6 , s i a n (廼廻仙)一遊び好

き。

‐sian‐先 〔接尾〕…・師.◇ 譜護的

な使い方をする.sian‐sF先 生の

省略形で俗化 したものだとの説が

ある。Khban_mia_sian(看命先)一

占い師.k6ng‐k6‐sian(講古先)一

講釈師.

sian銃?〔 名〕①さび。②垢.

sian袋 〔量〕銭。1～(一～)-1
多受,NF‐thau chb kah n↑‐b6e

chhun b6 pban～(年頭微及年尾

剰無半～)一 年がら年中仕事をし

ても1 銭も残 らない.

sian癖  〔名〕(医)た むし.

siあn煽  〔動〕① (平手で)は たく.

G6a beh ka li～ (我要給祢～)―

お前をはたいてやる.～ chhもi‐

ph6e(～ 嘴面比)― びんたを張る。

② (風などに)当たる。Ph b a‐pこ
n

品_thang～hong(破病不通～風)一

病気のとき風 に当たってはいけな

い。③ いっぱい食わす。HS iang

～__khi(給人～去)一人にいっぱい

食わされた。

sian予軍 〔名〕千単.

sian倦?〔形〕①疲れた,(体が)だ
るい (一lan″腰).Li na～ ,lムn lai

hioh‐khもn(体 若～ ,口自来歌姻)一

君がもし疲れているなら休憩しま

しょう。Kin‐a_jit chin～,16ng b6

siこn beh chtt khang‐khbe(今 仔

日長～,純 無想要倣二課)=今 回

は体がだるくて少 しも仕事をした

くない。②飽 きる。L i  t a k ‐j i t  c h も

kang_khoan e chhとi,g6a chiとh

liau chin～(体逐 日煮共款的菜 ,―

我食了長～)主 君は毎 日同じ料理

347



slan

を作るので,も う食べ飽 きてしま

った。

sian善  〔名〕(文)善 .chも～ (依
～)一善を行う.

sian_a婦仔 〔名〕(虫)セ ミ(=am‐

p3_che万軽ナ甫去軍).

sian‐beng鮮 明 〔形〕鮮明な。

sian‐chin‐kok先 進国 〔名〕先進国.

sianthむ 先耐 〔名〕先祖,祖先.

sian‐chhau仙 草 〔名〕(植)セ ンソ

ウ.◇ 葉や茎を乾燥させたものを

煮て,そ の汁を冷やして寒天のよ

うにし,細 かく切って砂糖を加え,

夏の消夏食料にする。

sian_hi鮮 魚 〔名〕(魚)ゼ ンギョ.

◇ウナギに似た淡水魚だが,大 き

さはドジョウぐらい。

sian‐i善 意 〔名〕善意.

sianajin‐chi6ng仙 人事 〔名〕(植)

サポテン.

sian‐lang仙 人 〔名〕仙人.

sian_lang‐と虫善遷&fF―・Sian_thang_五

sian‐sず/①sin,s eB/‐sin先生 〔名〕

①先生.◇ 教師,医 者などの称呼.
～,tibh‐よi jip‐in,ah品‐bian ?

(～,着 愛入院 ,抑 不免)一先生,

入院しなければなりませんか。②
…さん,… 様 .Tan～ (陳～)=陳

さん.③夫.◇妻が人に自分の夫
のことをいう.G6ae～ sSn L6

(我的～姓羅)一私 の夫は羅 という

姓です。

sian‐sin 先 生 一 sian‐s en

s i a n‐ta n‐ho e仙 丹花 〔名〕(植)セ

ンダンカ.

sian,ti 先知 ―→u‐gian‐chiぁ

Sianst5a‐hi !扇ラ(覆干~→siとR‐t5a‐hr

,ian‐t5a‐hin/‐hi,hIEチ扇大耳〔動〕(―

siとn)。いっぱい食わす。H]lang

～ (給人～)一人にいっぱい食わさ

れる.

sianet5ng賜動 〔動〕扇動する。Li

品‐thang siこlang～ (体不通受人
～)一 君は人に扇動 されてはいけ

ません.

sian_thang毛 ,善贔イ子→sin・thang.ム

siang雙  〔名〕偶数 (①khia奇 ).

khttan si～ムkhia?(看 是～抑奇)
=偶 数か奇数か見てごらん.～ 6

jit(～的日)=偶 数の日.〔 数〕両
…,2つ の….◇ 複または対にな

ったものの意.～ p5c(～ 倍)-2

倍 .～ bin(～ 面)芋両面.～chhit

(～手)一両手 .〔 量〕◇対になっ

たものを数 えるとき。1～ 6(一

～桂)一くつ 1足 .1～ ti(一～箸)
=箸 1ぜ ん.

siang/① siang□  〔代〕誰 (=chia

誰).◇ sian_lang甚人の約,Che

si～siム‐‐a?(這 是～篤的)=こ れ

は誰が書いたのですか。khi khban

～lai(去 看～来)一 誰が来たのか

見てきなさい。

siとng杯 ? 〔 動〕ドスンと放 り出す,

ドシンとたたきっける (→siak務

?).Ph6e‐ siun酌‐thang khi ～

phain(皮箱不通去～ 夢)―トランク

をドスンと放 り出してこわさない

でください.Thaぃ khak khi ～

66h piah(頭 殻去～着壁)一 頭を

壁にドシンとぶつけた。

siang/osiang像  〔形〕同じ (=

kang 共 ?,kang共 ).～ hiun_li

(～郷 里 )一同 じ郷 里 .b6～ (無
～)

=異 な る。

slang□ ―→slang □
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siang像 →siang像

siang‐Chhe‐lS雙 叉路 〔名〕分か

れ道.

siang‐gan`kiメ雙眼鏡 〔名〕双眼鏡.

siang‐h5雙 琉 〔名〕偶数番号.

siang‐hong雙 方 〔名〕双方.

sttng‐れ
n 像

様―・sねng‐khttn

siang‐jin‐chhng螢人床 〔名〕ダブ

ルベ ッ ド.

siang_khOan像款 〔形〕(←siang).

同様の (一kang.khoan共款,sian旨

iこn像様).C h i t  e  k a p  h i t  e～性

個及彼個～)一 これとあれとは同

様だ。Tとk61ang e chhも_bi 16ng

b6～(逐個人的趣味f8hL無～)一各人

の趣味はみな違 う。

siang‐peng雙 芳 〔名〕両側 ,両方,

双方.

siang‐sず 〔‐と〕/‐s「 雙 生 〔仔〕

〔名〕双生児,双 子.

sぬngosiang 常 常→ si6ng‐si6ng

siang‐sさ雙数 〔名〕偶数.

siap冊?〔 名〕40.◇si Chap四

十の音便形.～ 5(～ 五)-45,

siap塞 〔動〕① (透き間や穴など

を)詰める,ふさぐ.Chhbng pも'

～thang‐khang(倉1布～桶孔)一布

を桶の穴に詰める.②(金などを)
こっそり与える.～ aこ‐chhit(～

後手)一 そでの下 を使 う。E 20

khび_a ka～leh(携 二十元仔給～

「列)-20元 ばかりこっそり握 らせる。

siap滲  〔動〕にじみ出る,し み出

る.K5an～ __chhut‐lai(汗～出来)

一汗がにじみ出る。Tau_id～__khi

(豆油～去)一皆油がしみ出る。

siap澁  〔形〕①渋い。Chit liap

ang_khi chin～(此粒紅柿 長～)=

siat‐si6ng

このカキはとても渋い。②けちな.

I chin～(伊員～)一彼はとてもけ

ちだ.③ (目の調子が悪くて)し

ょぼ しょぼ した .Bよ k‐chiu～ (目

日周～)一 口が しょtゴしょばす る.

siat設  〔動〕①設ける。Chit e

kui‐ki si sim‐mih lang～ __|?(此

的規矩是甚慶人～的)一 この規則

は誰が設けたのですか。②ちやか

f.I teh～li, 11 li▲h‐chtt si chin

(伊在一体 ,体 拿徹是長)車 彼は

ちゃかしているのに,あ なたはほ

んとうだと思っている。

siat‐hoat設法 〔動〕①(方法を)講

じる. Tan beh antch6an_thoat_

sin chiah h6?口要接想～脱身即

好)一 今どんな方法 を講 じて逃れ

たらよいだろうか,② 処理する.

Hit h5 tai‐chi g6a chiah～ 〈彼

琉事誌我即～)一 あのことは私が

処理 します。

siat‐kё設計 〔動〕①設計する.Li

khi chit keng chh也, chin gau

～ (1休起這間暦 ,長 賢～)一あなた

のお建てになったこの家は設計が

とてもよい。② (手段 をめぐらし

て)た くらむ.～ hai lang(～害

人)一 人を害することをたくらむ.

s i a t , 1 l p設立 〔動〕設立する。Ch i t

keng hak‐hau～15a kt ah? (lk

間宰校～若久嘔)一 この学校は設

けられどれぐらいになりますか。

siat‐pi設 備 〔名〕設備.

siat,si6ng設想 〔動〕①世話をす

る。 Li tbe g6a tt i～khban‐mai

leh(体替我為伊～看琵Fnl)一私 に

替わつてこの人の世話 をしてあげ

なさも`. Li 16ng b6 こ i‐tibh ginど
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siat‐su

a teh～(体綻無為着□仔在～)一

あなたはちっとも子供のことをか

まってくれない。②予想する。Li

na kも。siもk si an_ne, li e chiong‐

la i  t t b i a n～(体若機績是安呪,

体的指宋不免～)=い つまでもこ

んなふ うで したら君の将来は分か

iり きっている。

siat‐st設 使 〔連〕もしも,仮に(一

kム・st候使).～g6a na bこ_tよng

lai, g6a ia こ kib g6a e  tai_li

l a i (～我若没営来,我 亦含叫我的

代理 来)一 もしも来れなかった ら

代理 の者 をよこします.

siat‐ti設 置 〔動〕設置する,設 け

る。～chi6ng‐hak_kim(～奨害金)

一装学金を設置する。

siat‐thai赤 太 ?〔 副〕べらばうに,

むちゃくちゃに.～ t5a(～大)一

べらばうに大 きい。～joとh(～熱)

一むちゃくちゃに暑い。

siau消  〔動〕①消えてなくなる。

olhan～__khi(鳥雲～去)=黒 雲が

消散した。Liap‐ムkhah～lah(粒

仔較～p位)一 おできのはれが大分

引いた。②消化する。Chiah liムu

1 6 n g  b l～(食了すiと没～) =食 べて

も少 しも消化 しない.③ (商品が)

さ|ゴける。 」oah_thin si btth_ム_

chit khahこ～ (熱天時容仔酒較

有～)一 夏にはビールがよくさば

けます。～tもi g5a_kok khi(～封

外国去)一外国に1まける。④ (や
せて肉が)落 ちる。B i n , b a h～…貼ヽ

(面肉～去)=顔 の肉が落ちた。③

(質草や手付けが)流 れる。～ti an

(～定)一手付けが流れる。

siあu狂 ?〔 動〕①気が狂う。 Li

teh～ (体在～)― お前は気が狂っ

ている一お前はどうかしている.

②夢 中になる,や みつ きになる。

teh～cha_bす (在～査某)一 女 に夢

中になる。I teh～tian_i an(伊在

～電影)=彼 は映画 にやみつ きに

なっている。③ (畜類 に)さ かり

がつ く。 Hit chiah kau_b6teh～

(彼隻狗母在～)一あの雌イヌはさ

かりがつも`ている。

siあu賑  〔名〕勘定.

siau精 ?〔 名〕①精液。② (俗)

くだらないもの. L i  t e h  k 6 n g

sian～(1ホ在講甚～)一なんてくだ

らんことをぬかすのだ。

,siau‐精 〔接尾〕◇不愉快もしくは

人を瑚笑する意味を持つ動詞 ・形

容詞に付けてそれを二音節語にす

る.giat_siau(事精)=い たずらな

.khも
・‐siau(的精)一気のきかない

. g e _ s i a u (呪精)― しゃくにさわ

る。

sittusbとk嫉 目 〔名〕①計算項目.

②勘定.

siau‐biat消滅 〔動〕消滅する。

Sin‐beng ユn_ch6an 品～phai■lang

?(碑 明接想不～ 夢人)=神 はどう

して悪人を消滅 しないのか。

siau‐6狂 ?的  〔名〕狂人,気違い,

狂気.

s i a u _ h e n g o c h i t 紹興酒 〔名〕紹興

酒 .

siau‐hoa消 灰 〔動〕 (火 ,あ かり

などを)消 す。Li na beh khも n,

t i a n‐h6 e  t i b hもi～(体若要姻,電

火着愛～)=癌 るなら電燈 を消さ

なくてはいけない。

siau‐htta消 化 〔動〕消化する。
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Chit khOan e chhai chin oh～

(此款的菜長難～)=こ の種の料理

はとでも消化が悪い.〔 名〕消化.

siau_h6e・chhoan/‐hこ‐消火栓 〔名〕

消火せん。

siau‐h6e‐khi/・h6 消 火器 〔名〕消

火器.

siau‐h6ng‐tii消 防隊 〔名〕消防隊.

siau‐htti消費 〔動〕消費する.

〔名〕消費.

siau‐ia宵 夜 〔名〕夜食.

siよu‐ia少 爺 〔名〕①坊ちゃん。◇

大家の定、子 .② (主家の)若 だん

な.

siau‐iau迪遥 〔動〕迪遥する,ぶ

らつく,Si―kbe～(四界～)一方々

をぶらつく.

siau_jin小人 〔名〕(文)/!人ヽ ,(諺)

chhat si～,ti kbe kun‐cht(賊

是～,智過君子)一 賊はこれ小人

なれど智は君子に過 ぐ.

siau_kょi  キ召サトー→kよi‐siau

sittu‐kttu‐pこ
n/‐

p in狂狗病 〔名〕

(医〕狂犬病.

siau‐kさk消 極 〔形〕消極的な.～

6 panthoat(～的非法)=消 極的な

方法.

siau_kong,cht狂 公子 〔名〕どら息

子,放 とう定、子.

Siとuもkii賑 植 〔名〕会計係,帳 簿

係.

sittu_kこi_pang賑粧房 〔名〕帳場.

siau_khian消遣 〔動〕(文)気 晴ら

しをする。Lai‐khi g5a‐bin～leh

(宋去外面～F列)一外に出て気晴ら

しをしましょう。

siあu・liam思念 〔動〕①懐かしが

る。～k6・‐cha(～古早)車往時を

siau‐t6k

懐かしがる。②思い慕う,～pS‐b6

(～父母)一父母を思い慕う。

sittu‐lian少年 〔形〕 (年が)若 い

(C lau老),G6a khah iau,  li

khah～ (我較老.イホ較～)=私 は年

寄りですが,君 は若い。 〔名〕少

年.put,li6ng～ (不良～)一不良少

年.

siとu■ian‐ke少 年家 〔名〕若者,若

い衆.

siよu‐lian‐lang少 年人 〔名〕若人,

青年.

siau‐lS鎖 路 〔名〕販路.

siとu‐ld少 女 〔名〕少女.

siau_pian小 便 〔動〕小便をする.

Lai‐khi pian_s6・～chit_6(宋去便

所～一下)一 便所へ行ってちょっ

と小便をしてきます.

siとu‐phS賑 簿 〔名〕帳簿,会計簿.

siau‐sit消 失 〔動〕消失する。

siau‐sit消 息 〔名〕消息,音 信.

siあu‐siin接 想 〔動〕欲しがる。◇

悪い意味のときに使 う。M‐thang

～lang 6 kさ_chng(不 通一人的嫁

粧)一 人の持参金を欲しがるな.

(諺)Gam_kム u～ti_koan kut(愁狗

～猪肝骨)― ばかイヌがありもせ

ぬブタの肝の骨を欲しがる。一当

てにならないことを当てにする.

siau‐sng硝 酸 〔名〕(化)石肖酸.

siau_sけ/osi6‐ イヽ敷 〔名〕J 数ヽ.

siau_sけ少敷 〔名〕少数.～ bin.

chもk(～民族)=少 数民族.

siau_sb_tiam/①si6‐/!敷ヽ鶏 〔名〕

ノト数点.

siau_soat小 説 〔名〕′卜説.

siau‐t6k消 毒 〔動〕消毒する.～

Phe_hu(～皮膚)一度膚を消毒する。
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slau‐t6k,che

〔名〕消毒.

siau‐t6k‐che消 毒剤 〔名〕消毒剤.

siau‐t6k‐chti消 毒水 〔名〕消毒水.

sih閃 ? 〔 動〕ぴかつと光る。きら

めく。Sih‐nと～chit‐こ (閃電～一

下)一稲妻がぴかつと光る。Chhen

t e h～ (星在～)一 星がきらめいて

いる。

Sih‐Rあ閃電 〔名〕稲妻,稲 光.

sih‐pin蝕 本 〔動〕損をする,元値

を害Jる.M , n a  b 6  t hとn  c h i n , s b a

～(不但無診隻,績 ～)=も うかる

どころか損をした。

sih‐sut〔‐と〕婚蜂 〔仔〕 〔 名〕

(虫)コ オロギ,キ リギリス.

sim心 〔名〕①心.～chin loan

(～長嵩し)一心が乱れる。②心臓.
～thian(～痛)一心臓が痛む.

sim審  〔動〕審理する.An・kian i

teh～ (案件伊在～)一事件は彼が

審理 している。〔量〕審.◇ 裁判を

数えるとき.Kb kau 3～  (告 到

三～)一 第 3審 まで告訴する.

sim避  〔動〕 しなう。Pもn‐tan teh

～ (扁担在～)一てんびん棒がしな

っている。

sim併 ?〔 動〕 じっとしている.

～chit pO(～ 一哺)一長いことじ

っとしている。～chit‐3, chiah

lai_khi(～一下,即 来去)一もうし

ばらくしてから行こう.

sim‐bin心閣 〔動〕①(別れている

人のことが恋 しくて)ふ さぎ込む.

～bむ‐kian(～妻子)=妻 子 を思い

出してふさぎ込む。②煩閣する。
I  t e h～ (伊在～ )一 彼 は煩 闘 して

い る。

sim‐cha審査 〔動〕審査する.

sim‐chang心 情 〔名〕気持 ち.饉

chai‐ian chh5e b6 thau_15・e lang

e～si sim_mih khoan(我知影尋

無頭路的人的～是甚慶款)=私 は

仕事を得られない人の気持 ちがど

んなものか分かります。

Simモhi甚 至 〔副〕ひどいことに

は,お まけに。 Put,tan tt h5・goan

chhang,  SOa m horgoan chiよh

(不但不給院穿,～ 績不給院食)一

単に着せないのみならず,ひ どい

ことには食べさせもしない。Ch in_

gan h5・ i chhian`_khi, ～sba h5・

i thai(袋銀給伊i倉去,～績給伊台」)

一金を強奪された上,お まけに刃

物で切られた。

simth5ng心 険 〔名〕心臓.

sim‐hong心 慌 〔形〕そわそわした,

心が乱れた.Thian_tibh siau‐sit
~こ

tam_p6h‐a～ (率着消息有淡薄仔

～)=ニ ュースを聞いて少しそわ

そわしている.

sim‐1′じヽ意 〔名〕思わく。Li e～

s ian_khoan?(ィ体的～甚款)=君の

思わくはどうですか。

sim‐koan心 月千 〔名〕心.16  ～

chin phよin,mとi kap i kau‐p6e

(伊的～長夢,勿 及伊交陪) =彼 の

心はとても悪いから交際 してはい

けない。

si m‐koan_ki ah心肝子 〔名〕いとし

子 .

si m‐li心理 ・〔名〕心理.

sim‐li‐hとk心 理學 〔名〕″じヽ理学.

si m‐lim森 林 〔名〕森林.

sim‐mih/①siダ/③san_甚 稜 〔代〕

なに,ど んな.Che si～ ?(迄

是～)一 これはなんですか。 Li
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beh bも～ ?(体 要買～)一なにを

お買いなんですか。～khoan(～

款)=ど のような.

sim‐mih‐Si甚 宏時→tang‐si

slm‐m ig審 問 〔動〕審問する。～

i,i ia tt jin(～伊,伊 亦不認)一

彼を害問したが自状 しない。

sim‐pこ夕″巨?婦  〔名〕(息子の)嫁 .

sim‐pいよ夕″巨?婦 仔 〔名〕養女.◇

将来自分の息子に配 したり,他 日

転売するため少額の結納金で得て

養 う。

sim‐phban審 判 〔動〕裁判す る。

Hit 6 hoan‐lang～liau ょn_ch6an

?(彼 的犯人～了接悠)一あの犯人

は裁判の結果どうでしたか。〔名〕

裁判.

sim‐sek心 適 〔形〕面白い,愉 快

な(→chh也‐bi),Li khi Jit‐goat‐

tham chhit_th6,こ～b6?(体 去日

月渾建廼,有～無)一日月淳へ遊び

に行って面白かったですか.Kinsa‐jit

chin～ (今仔日長～)=今 日はとて

も愉快だった。

sim‐sin心 碑 〔名〕精神 ,心 .t6・‐

hもi～ (徒費～)=い たずらに心を

労する。b6～ 傑 ～)=ぼ んやりし

ている。

sim‐s6ng心 爽 〔形〕心地よい。

Chs phもng‐i khah～ (坐 凸椅較
～)=安 楽いすに座った方がい地が

よい。

sim_tian‐ts心 電固 〔名〕″じヽ電図.

sin身 〔名〕① (文)体 ,身 .

Ch5e kui i e～  (罪 侵訂升的～)

一罪を彼の身に帰する。② (布の)

地質.～ b6h6(～ 無好)=地 がよ

くない。 〔量〕◇人形 ・像を数え

sin‐chhこ ng

るとき, c h i t～a n g‐と(此～に 仔)

=こ の人形 .

sin新  〔形〕新しい (Okこ督).～
…6 khah ktti, kこ…6 khah siもk

(～的較貴 ,督 的較俗)一新 しいの

は高 くて古いのは安い.

sin信 〔動〕①信じる,信用する。

G6a～ i l lai(我～伊含来)=ぼ く

は彼が来 るものと信 じている。Li

na b6とi～g6a?(祢 那無愛～我)

キ君はどうして私 を信用 しないの

ですか。C信仰する.～Ptt‐kあu

(～佛教)一仏教を信仰する,

sin示  〔動〕受けとめる,受ける。

～kid(～球)一ボールを受けとめ

る。～h5,chti(～雨水)―雨水を

受ける.

sin碑  〔名〕神,

sin碑  〔名〕気力,精 気. Bよ k‐

chiu b6～(目明無～)一日に気力

がない。Lang sit～伏失～)一体

が精気を失う.

sin‐beng碑 明 〔名〕神明,神 .

sin‐beng‐tch碑 明臭 〔名〕◇部屋

の正面に置き,神 仏やその他の飾

り物を並べる机.

sin‐bin新聞 〔名〕①新聞 (=pも‐

ch6a報紙).～ki‐chiム(～記者)―

新聞記者.②ニュース.

sin‐ban‐ch6a新聞紙 〔名〕新聞紙

sin‐chiと信者 〔名〕信者,

sin‐chian新正 〔名〕正月,新年.

sin‐ch5ng腎臓 〔名〕じん臓 (一

iO_chi),

sin‐chこ碑主 〔名〕位牌 (一 sin_

chも‐pai〔‐a〕碑主牌 〔仔〕).

sin‐chこ‐pai〔_a〕碑主牌 〔仔〕→sin_

c h t
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sin‐tュong

si点_chhlng申 言青 〔動〕申言青する

(→chhёng請).～Chi6ng‐hak_kin

(～装學金)一装学金を申請する。

～h5・‐chiよu(～護照)一旅巻を申請

する。 〔名〕申請.

sin‐gi6ng信仰 〔動〕信仰する。Li

～sin‐mih chong‐kよu?(体 ～甚

宏宗教)一 あなたはどんな宗教を

信仰しておられますか.〔名〕信仰.

siぃぶ 新語 〔名〕新語.

sin‐hak碑 争 〔名〕神学.

sin‐hあk‐r碑 學院 〔名〕神学院.

sin‐heng新型 〔名〕新型,ニ ュ ー

ルック. Hia S pai nig tai ～6

chhia(彼有排 雨曇～的車)一 ここ

に2台 の新型車が並べてある。

sin‐h5信 琉 〔名〕信号,合 図.

sin‐h5,teng信城燈 〔名〕信号機.

sin‐h5ng信 奉 〔動〕信奉する.Ki‐

tok,kとu～Ia,sび(基督教～耶蘇)一

キリスト教はイエスを信奉する。

sin‐hi碑 父 〔名〕神父.

sin‐hin身 紛 〔名〕身分.

sin‐hin碑 魂 〔名〕魂,霊 魂.

sin‐hin‐chёng身 分話 〔名〕身分証

明書.

sin‐i5ng信用 〔動〕信用する。B6

1ang beh～i(無人要～伊)一誰も

彼を信用しない。 〔名〕信用.

sin‐jim信 任 〔動〕信任する。〔名〕

信任.

sin‐kttu信教 〔動〕宗教 を信 じる。

Hian_tai e sia_h5e b6～e  lang

jもlai jt chこ(現代的融管無～的

人念来念多)=現 代の社会は宗教

を信 じない人がだんだん多くなっ

てきている。

sin‐keng碑 経 〔名〕神経.～ kbe_

bin(～ 過敏)一神経過敏.～ soe_

iibk(～衰弱)一神経衰弱.〔 形〕

左まきの,い かれている。 Hit s

si6‐kh6a～ (彼個少許～)=あ いつ

は少しいかれている。

sin‐keng‐pこ
n/_pr予

申経病  〔名〕精

神病.

sin‐keng‐thian碑 経痛 〔名〕神経痛 ,

sin‐ko身 高→sin_ti6ng

sin―khi蔽   〔動〕うっとりする。

khもan kah～ (看及～)=見 とれる。

Thian kah～ (率及～)=う っとりと

聴 く.

sin‐kh心信纂 〔動〕頼む,信頼する。

～Chこ(～主)一イエスを信頼する。

sin‐khu/③seng‐身堰 〔名〕体 (→

sin‐thこ)◇主として外部にあらわ

れた部分を指す。sこ～ (洗～)一体

を洗 う。～a,cha(～ 施丹賛)一体が

汚い。②胴,月同体.

sin‐liam信念 〔名〕信念.

sin‐16身?第 〔名〕①(多くは商家
の)雇い人,店員.②賃金l―sh・

1 6‐ch  i n身努裳).

s i n‐16 - c h i・身 ?努 錠一si n , 1 6

車n‐16ng新郎 〔名〕新郎,花 婿.

sin‐mia身 命 〔名〕(生命の宿って

いる)体 .～ chin iもng(～ 長勇)
一体がほんとうに丈夫だ。～tibh

kけ leh(～ 着顧rnl)一体は大事に

するものだ,

sin‐nai信 頼 〔動〕信頼する.

sin‐ni新 年 〔名〕新年.

sin‐ni d新娘 〔名〕花嫁,花 婿.

sin,pin身透 〔名〕①身辺,身のま

わり。～b6pban e chin(～無半

的袋)一 身辺に1文 もない。②近

所,側 ,I khia ti goとn～ (伊竪
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在庇～)一 彼 は私 の近所 に住 んで

いる。

sin,pこ新婦 〔名〕新婦.

sin―s en先生一sian‐s en

sin,sek新式 〔名〕新式.G6a chit

tai khi_chhia si～__e(我 這ヨ

汽車是～的)一 私のこの自動車は

新式だ。

sin‐seng新 生 〔名〕新入生.

s i n‐sёn g碑聖 〔形〕神聖な,神々
しい. Kとu‐h5 e  s i～e s 6・‐ch a i

(教含是～的所在)一教会は神聖な

所だ。

sin‐si身 屍 〔名〕しかばね,死体.

sin‐sian新 鮮 〔形〕真新 しい,新

鮮な。

sin,sim信心 〔名〕信念.

sin‐sin岳申行申 〔形〕①ばんやりした。

② うっとりした。

sin‐si un信箱 〔名〕郵便受け.

sin‐si紳 士 〔名〕紳士.

sin‐sti薪 水 〔名〕給料 (→go6h‐
k i p ) .

sin‐傷i‐Pё新曇幣 〔名〕新台湾 ドル.

sin‐tin‐tai‐siよ新陳代謝 〔名〕新陳

代謝.

Sin‐ti6ng身長 〔名〕身長 (=sin_
ko身高).

Sin‐ti5ng慎重 〔形〕慎重な.Khah
～lai chha(較～来査)=慎 重に調
べる。

sin‐thang‐ぁ/cttang‐/sian_/_lang_虫き

晶仔 〔名〕(動)ヤ モリ.

sin_thさ身籠 〔名〕体,身 体 (→
sin,khu).◇ 主として内臓全般を

1 指 す。～tibh p6‐ti5ng(～着保重)
! 一 体を大切にしなさい。～ kiam_

giam(～検験)一身体検査.

slo‐bat

sio/O san相 〔接頭〕互いに… し

あう。◇動詞や形容詞の前に付け

て,あ る動作状態が2人 の間で起

こる意を表わす。sa叶目とまったく

同じであるが,:吾調によって使い

わける。sio‐bat(相識)一 面識が

ある.sio‐sang mih件目送物)=互

いにものを贈 りあう。sio‐phah

(相打)一酸 りあう,

si o焼 〔動〕焼 く,焼ける,燃える,
燃やす。～kim _ c h 6 a (～金紙)一金

紙 を焼 く.Chhむ ～kti keng?(暦
～幾問)=家 が何軒焼けましたか。

〔形〕①温かい,暖 かい。Eng‐とm
e hong ttn_ch6an chiah～?(□

暗的風接想此～)=今 晩の風はど

うしてこんなに暖かいのでしょう。

② (湯などが)熱い.Ek_thang‐
c h t i  s i u n ～(浴桶 水尚～)一 風 呂

が熱す ぎる。C h i t  i ムu‐b 5 e～ (酒

猶未～) =酒 は まだかんがで きな

s i 6 小 〔副〕( 文) 少 し, ちょっと.

～tan  l e h (～等「列)一少し待ちな

さt .ヽ〔 形〕C河 さヽい (→sё細).

◇常にt5a大を反対概念として意

言殻して使う.Chit goёh_jit  si

g oもh～ (此月日是月～) =こ の月

は小の月だ.② ささやかな. K i n‐

ム_jit kan‐tan si goan cha_b6・‐

la n g  e～s e n _ j i t (今仔日干乾是庇

査某人的～生日)=今 日はただ家

内のささやかを誕生 日にすぎませ

ん.

sl。_ang rFa紅 〔形〕焼けて真っ赤な.

Thih～ (鍛～)一 鉄が焼けて真っ

赤だ:

sio‐bat相 識 〔動〕知り合う。Lin
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si6‐bこ

iとu b6～, g6a lai ka lin   kょi_

siau(悠猶無～ ,我 来給悠介紹)=

あなたがたはお互いにまだ知 り合

いではないから,私 がご紹介いた

しましょう。

si6‐bこ/‐b5e/」 賣ヽ 〔動〕′卜売 りする。

Chit keng tiとm b6 teh～ (此間

店無在～)一 この店は小売 りをし

ていません。 〔名〕/J売ヽり。

si6‐bこ小妹→si6‐moユi

si6‐bёh小 容 〔名〕(植)コ ムギ.

sio,chen/_chr/osa・ ‐ 相 争 〔動〕

争 う. ～k o a n _ l i ( ～権利) = 権利を

争 う.

si6‐chek小 叔 〔名〕義弟.◇ 夫の

弟.

sio,cheng/① san_相 争 〔動〕殴 り

合い をする,け んかをする.Cin

_a teh～ (□仔在～)―子供が殴 り

合いを している。

s i 6‐chi左小姐 〔名〕①お嬢さん,
娘さん。②…・嬢,…さん白◇未婚
の婦ノ、を呼ぶとき。Li～(李～)=
李 さん。③ ミス….Ti o n g‐ko k～

(中国～)=ミ ス中国.

S10‐Chian 本目腎改―→slo‐thai

si6‐chim小 夕箸 〔名〕弟嫁.

sio‐chiOh_m ig本ロイ昔問→s an_chioh‐

m  n g

sio‐chit焼酒 〔名〕①酒.②かん酒.

sio‐chdi焼水 〔名〕湯 (→ kもn_

chもi).◇風呂や洗だくなど煮立っ

ていないもの..
sio,chti‐ku院 水亀 〔名〕湯たんぽ.
si6‐chan小 船 〔名〕/」ヽ船,ボ ート.
si6‐chhよt小 倫 〔名〕泥棒.
si6‐httk小学 〔名〕小学校.
siO‐hi uコ焼香 〔動〕①香をたく。②

参詣する!U～ Spも・pi(有～有保

庇)=参 詣すればご利益がある。

si6‐ji‐ba‐pi‐chёng小 兄麻痺症

〔名〕(医)/」ヽ児まひ,

si6‐ji‐kho/」ヽ 兄呑斗 〔名〕ノ」ヽ児示斗.

sio‐joとh焼 熱 〔形〕暖かい,温 暖

な。Chim‐mとこkhah～ah(此 滴有

較～咽)一近頃は暖かいね。

sio‐kよn/Gisan_相姦 〔動〕性交する。

sio‐ke/‐koe焼 纂 〔名〕ニワトリの

九焼 き.

sio‐Hm焼 金 〔動〕①紙銭を焼く

(→kin‐ch6a)。②参詣する。Khヽ
kengもi5～(去宮廟～)一寺廟に参

議する。

s i 6‐kび小姑 〔名〕小じゅうと。◇

夫の妹.

si6‐k3小 鼓 〔名〕′j 大ヽ鼓.

sio‐kぬ n 院 縫一→un‐kぬ n

sio‐ktn,ktn焼渡渡 〔形〕煮えたぎ

った。Te～ (茶～)=茶 がたぎり

かえっている,～ e th6',tau_i3(～

的土豆油) = 煮 えくりかえったラ

ッカセイ油.

si6‐khau小 日 〔形〕′j 食ヽな.I～ ,

ch iよh c h i t _ t i a mも(伊～,食 一鶏

仔)=彼 女は小食で少 ししか食ベ

ない。

si5,kh6小考 〔名〕①小試験。②ク

イズ.

si6‐kh6a〔 七〕小許 〔仔〕 〔扇U〕少

し,あ ずかに.Tai‐。an_。5 g6a
～3‐hiau k6ng(喜 湾話我～省B完

講)=私 は少 し台湾語ができます・

〔形〕ささt なゝ, わずかな。 M‐

t h a n g  s i _ t i b h～tai_c h i  l a i  o a n‐ke

(不通島着～事誌来冤家)=さ さい

なことでけんかをしてはいけませ
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ん。

siO‐15焼 媛 ?〔 形〕①暖 かい,温

かぃ。Chhun_thr khah～  (春 天

峨～)=春 は暖かい。

sio‐18焼 姐 〔名〕オーブン.

siO‐ma相 出一sio‐mc

slo‐mこ/‐ma相 出 〔動〕口げんかす

る。 H5' lang b5 sin‐i5ng,  koh

p i n‐t5 a n , k o hとi k a p  l a n g～(給

人没信用,復 ほ惰 ,復 愛及人～)
=人 に信用されない上に怠け者で

回tずんかをしたがる.

sio‐m6a焼 鍛 〔名〕(ウナギの)か

ば焼き.

si6‐moai/zェm5e/‐bl /卜研ミ 〔名〕

妹.

si6‐m5e小 妹一si6,moai

sio‐niこ相談 〔動〕譲 り合 う_Tai_

ke na～ it_teng b3 oan‐ke(大 家

若～一定没冤
‐
4‐)一 互いに譲 り合

えば絶対にけんかをするようなこ

とはない.

si6‐pauノト包 〔名〕/j包ヽ.

S i O‐ぶan焼餅 〔名〕◇小麦粉 を水

で練って丸型にし,片 面にゴマを

まぶしたのちあぶったもの.

si6‐pian小 便 〔動〕ノ」ヽ便をする(=

pよng_ji5放尿).I teh～ (伊在～)

一彼はノ1 便ヽをしています.〔 名〕

ノj 1ヽ更.

sio‐phah相 打 〔動〕けんかする,

酸 り合いをする.Goム n chhも,pr

e lang tittn‐tian～ (「た暦遊的人定

定～)一 隣 りの人はいつもけんか

をする。 〔名〕けんか.

si6‐phもng /卜町零―→tとng‐beng

si6‐phib小票 〔名〕小額紙幣 (―

sban_phib散票).

sio‐thai

sio‐si相 併→s an,si

si6‐si小 時 〔壁〕時間.mti nig

～ (毎雨～)=2日 キ間ごと.

sio‐siang/o_siang千 目1象  〔形〕そっ

くりな, 同 じ 〈=Sio‐ta ng相同).

Hian‐ti e sёng―Cheng b6 it‐tこng

～ (兄弟的性情無一定～)=兄 弟

の性質は必ずしも同じではない.

si6‐si m小心 〔形〕用心深い。 I

chin～ (伊長～)=あ の人は実に

用心深い。～3‐h6ng(～預防)一用

心 して予防する。

sio‐siong焼1努 〔名〕やけど.

si6‐sb ′卜敷→ si血‐sけ

s i 6‐s b‐t i t t m小数鶏→ si t t u _ sむ‐ti a m

s i 6‐so  a n小山 〔名〕小山,丘 .

slo‐su 本国輸一→s an―su

s i 6 - s こ小事 〔名〕小 さなこと, さ

さいなこと.

si6‐tan小 胆 〔形〕おく病な.～ ,

品_kan khi(～,不 敢去)=お く病

で行けない。

sio‐tangん二s an,相同一sio‐siang

sio‐ti院 猪 〔名〕巧ヽ ブタの九焼 き,

si6‐ti /」ヽ弟 〔名〕弟.

sio…tibh rk■着 〔動〕やけどする。

Kba chhiも-16ng, chhit chiah bこ

～ (掛手襲,手即没～)一手袋をは

めれば,手 はやけどをしない。

si6‐tng′卜腸  〔名〕ノト腸.

sio‐tt/C san‐相遇 〔動〕出会 う.

Goan ti過,pian,kibk～(F元在郵

便局～)=私 たちは郵便局で出会

った。

sio‐thai′丞s an_相台J〔 動〕戦争す

る (一sio‐chiぶn本目戦).K i 6 n g  6

k o k  k a p  k i 6 n g  6  k o k  五1‐kan “～

(強的囲及強的 囲不敢～)一強国 と

，
ｒ

Ｒ
Ｊ

つ
０



si6,th6‐khim

強国はあえて戦争しません,

si6‐the‐khim小 提琴 〔名〕バイオ

リン.

si6,tにng /」ヽ停一→khah‐tttng

sioh惜  〔動〕①階しむ,重 んじる.

～si_kan(～時間)一時間を惜 しむ.

～th`‐bian(～ 籠面)一体面を重ん

じる.② かわいがる,愛 撫する.

～kian(～子)=子 供をかわいがる。

si6h臆  〔名〕 (てのひらや足の裏

から出る)月旨.〔 形〕(魚・肉 ・果

物などが)腐 りかけて臭い。Chit

bbe hi khah～(此尾魚較～)=こ

の魚は腐りかけて臭い。

si6h‐si6h俗俗 〔形〕寂しい.～ ,

b6sian iau_jiat(～,無 甚岡熱)
=寂 しくて,な んのにぎやかなこ

ともない。

si6k俗  〔形〕 (値段が)安い (一

pan,g↑便宣,① kもi貴).Pёh‐chhai

k a p  P o _ 1 6 , c h hよi  t6‐chit  h a n g

k h a h～ (白菜 及披璃 菜何 一項較

～)=ハ クサ イとキ ャベツではど

ちらが安 いですか。

sibk葛 〔動〕属する。～s ian_mih_

lang koan e(～甚慶人管的)一誰

の管轄に属しますか。

si6k寝  〔動〕あがなう。～ch5e

(～罪)一罪をあがなう。

siok‐chёng粛 諄 、〔形〕閑静な.

Tiとm chng一nih khia,khah～e占

庄裡竪,較 ～)一 田舎に住んでい

ると閑静だ。 ・

si6k‐gt俗 言吾 〔名〕ことわざ.

si6k,phAng□□ 〔名〕食パン.

siok‐siあ宿舎 〔名〕宿舎,寮 .

si6k‐sin贖 身 〔動〕身請けする。
～chとi kё(～再嫁)一身請けして

さらに嫁 にやる。

siong傷 〔名〕①傷.②けが.〔動〕

①傷つ く.～ ‐‐t iもh  c h h i t (～着

手)一手を傷つけた。②あたる。
～h o n g (～ 風)―風邪 を引 く。～

s t (～暑) =暑 気 にあたる。～ s i t

(～食)一食あた りす る。

sibng相 〔名〕写真 (=si5ng像).

〔動〕(Dねらう.Li na～b6chtn,

chiS phah b3 ttti(祢若～無準就

打没封)=ね らいが確かでないと

あたらない.② 見つめる。Liah i

kim_kim～(源伊金金～)一 じっと

目を見開いて彼女を見つめる。③
占う,人 相 を見る (→pok卜 ).～

mね(■命)一運勢を占う。④ (機

会などを)見計 らう。～ki‐h5 e (～

機含)一 機会 を見計 らう。

si6ng/C,siang常  〔巨u〕常に, い

つも.～ こng(～ 用)一常に用いる。

～k6ng 6 o3(～ 議的話)一いつも

言う話.

si6ng償  〔動〕償 う。Sat‐jin～mia

(殺人～命)一人を殺 して自分の命

で償いをする.

si5ng上 〔副〕最も,一 番.～ h6

(～好)一最もいい.～ pha r(～

夢)一 最も悪い.～ t5a(～大)=
一番大 きい。～gau th▲k chheh

(～賢譲冊)=一 番勉強ができる。

si6ngイ象 〔名〕①像,肖像.②写真

(=siとng相).hip～ (易～)=写

真 を写す。

siong。とi相 愛  〔形〕むつまじい。

ang、b6・～ (翁妻～)― 夫婦むつま

じい。

si5ng‐chhttB 尚 且 一
Jl‐chhあ

n

si6ng‐chhiこ松樹 〔名〕松の本.
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siong‐Chhhi傷嘴 〔名〕傷口.

si6ng‐lng常用 〔動〕常用する。

K6とcha lang～1▲h_tiau kap  鵡_

teng(古早人～蟻1条及油燈)=昔 の

人はろうそくとランプを常用して

ぃた。

siong‐giあp商 業 〔名〕商業.

si5ng‐goan上 元 〔名〕上元  (=

goan_siau元宵).◇旧正月15日.

siong‐hai傷 害 〔動〕傷つける,損

なう。～lang e 16ng‐han,pi～

lang e jibk_sin khah lithai(～

人的霊魂比～人的肉身較属害)一

人の魂を傷つけるのは肉体を傷つ

けるよりなおひどい。

siong‐han傷 案 〔名〕(医)チ フス.

siong‐h6相 好 〔形〕親しい,仲 が

よい。Hian_ti nig S chin～ (兄

弟雨個員～)一 兄弟 2人 仲がよい。

siong‐hoat商法 〔名〕商法,

siong‐h5e相 含 〔動〕出会う,めぐ

り会う,M‐bat kap i～(不曽及

伊～)=彼 と会ったことはありま

せん。

siong‐hOng l易風 〔動〕風邪を引く。

〔名〕風邪.

siong‐hdR傷 寝 〔名〕傷あと (圭

siongttiah傷逃).

si5ng‐i上 衣 〔名〕上着.

siong_jiah 傷述一siong‐h血

siong_jin商人 〔名〕商人.

si6ng‐ji6ng松茸 〔名〕 (植)マ ツ

タケ.

si5ng‐kあi上 蓋 〔副〕一番,最も.
～k6an(～寒)=一番寒い。～h6(～

好)一最もよい。
siong_kan相干 〔名〕関係,かかわ

り。Kap g6 a  b 6～ (及我無～)一

SiOng,ptn

ぼ くとは関係がない。

si5ng,keng誦経 〔動〕①読経する。
H6e‐siこ

n teh～
(和尚在～)一坊主

が読経している。②(常に)小言を
言う。l jit pぜt,si teh～(一日不

時在～)-1日 中月ヽ言ばかり言っ

ている。

si5ng‐kip上 級 〔名〕上級.

si5ng‐kin訟 糧 〔名〕三百代言.◇

訴訟や紛争に乗じて金もうけをた

くらむ者.

si5ngもkheng像 匡 〔名〕額縁 .

si5ng‐kh心上課 〔動〕授業に行く.

C h iとu hak _ h a u  k u i _ t s n g  e  s i‐kan

iai～ (照学校規定的時間来～)一

学校 の規定 した時 間 に投業 に行 く1

siong‐116ng商量 〔動〕相談する,

協議する。

si5ng‐13‐b6e/‐bこ上路尾 〔名〕し

まい,最後.～ lian i gOan_lai

e l ban kh。
・  kiau_pもn ia su

liなぃliau(～連伊原宋的一高元贈

本亦輸了了)一 ついに彼はもとも

との 1万 元の元手 さえ全部負けて

しまった。

s i b n g‐mia‐e相 命的 〔名〕易者 (一

khもan‐mia‐6看命的).

si6ng‐ng3松梧 〔名〕(植)①ベニ

ヒ.② ヒノキ.

si5ng,ng3上午 〔名〕午前.

si5ng‐pan上 班 〔動〕(サラリーマ

ンが)勤 めに行 く,出 動する。～

liau i_as, khang‐khbe chii chin

chこ(～了以後,工 課就具多)一出

動すると仕事がとても多い.

siong,ptn傷本 〔形〕金のかかる。

Na lng heちと,khah～ (若用蝦仔

較～)―エビを使 うと高くつく,‐
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sibng‐phin

s i b n g ‐p h i n 相片 〔名〕 写 真 ( 一

si5ngsphr像 片).

si5ng‐Phi・像片一sittng‐Phin

siong‐phiau商 標 〔名〕商標.

siong‐phin商 品 〔名〕商品.

sibng‐phS相 簿 〔名〕アルバム.

si6ng,sё詳細 〔形〕詳 しい,詳 細

な. Chhian li k6ng khah― leh

(請体講較～F列)一もっと詳 しく話

してください。

siong‐sek相 熟 〔形〕懇意な.Li

kap i～b6?(体 及伊～無)一君は

あの人と懇意ですか。

si6ng‐sek常 識 〔名〕常識.

sibng,sian相 鷲 〔名〕漫才.

siong,sim 傷 心 〔動〕悲 しむ,心を

痛める。G6a na khban_tibh chit

tiun sibng chiここ ～ (我若看着

此張相就含～)一私はこの写真を

見ると心が痛みます。

siong‐sin相 信 〔動〕 (一sin).信

じる.G6a～ iこ lai(我～伊含宋)
一ぼくは彼が来ることを信 じてい

ます。 Hian‐ti,chi‐m5e,peng_it

tibh‐とi～(兄弟,妨 妹,朋 友着愛
～)一 兄弟姉妹友人は信 じ合わな

ければならない。

si6ng,si5ng想像 〔動〕想像する,

心に描 く.Ti 15・…tiong gもa teh

―khi ti hai_p in, t6 tba    thとib

i 6 n g  ё 6‐bin  k hもn(在 路中我在
～去在海邊,倒 滞太陽的下面日困)
一途中,私 は海岸へ行って太陽の

下で横になって寝ることを想像 し

ていた。 〔名〕想像.

slongos10ng/∈∋siang‐slang 常常

〔副〕常に, いつも (=si‐si6ng

時常,ti a n , t i a n定定).G 6 a  t t  ёng

e si,～khi khban tiin‐ian(我有

聞的時～去看電影)一 私は暇があ

るといつも映画を見に行きます。

ェ～lai gOとn tau(伊～宋庇兜)一

彼はいつも私の家に来ます.

si5ng‐sin上 旬 〔名〕上旬.

Si5ng‐tё上帝 〔名〕①天の神,天
帝.② (キリスト教の信奉する)
ネ申.

siong‐tiam商 店 〔名〕商店.

siong‐ti5ng傷重 〔形〕重い,ひ ど

い。◇病気 ・災難 ・費用などにつ

いていう。16pこ n chin～
(伊的

病長～)一 彼の病気はとても重い。

S6・‐hti khah～(所費較～)一費用

がたくさんかかる.

siong‐tittH商場 〔名〕マーケット,

市場.

siong‐tong相 富 〔扇U〕かなり,よ

ほど.Hai_koan teh kian‐cha～

giam(海開在検査～巌)=税関は検

査がかなり厳 しい.

si p瀑  〔形〕湿気のある,しめった

(→tam潜)。chi t  k e n g  p a n g , k e n g

c h i n～(此間房間長～)一この部屋

はとてもしめっぽい.〔 動〕①湿

める.～ khi(～ 去)一湿ってしま

った。②湿布する.Engに ng‐Chti

～ (用冷水～)一冷水で湿布する.

sip/③ chap十 〔名〕十.

sip‐chin瀑 疹 〔名〕(医)湿 疹.

sip‐ji‐13+字 路 〔名〕十字路.

sip‐kek襲 撃 〔動〕襲撃する。

sip‐koとR習 慣 〔名〕習慣.

sip‐khi瀑 氣 〔名〕湿気.

sip_ts瀑 度 〔名〕湿度.

sit失  〔動〕(文)な くす,失 う・

～bi(～味)一味がなくなる。 ～
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hёngSthau(～興頭)=果 を失う。

②減る.～siu(～収)―収穫が減

る。～tang(～重)一目減りする,

sit焦  〔動〕(大・光などを)消 す

(=hoa灰 ).Lah_chek h6e  h5

h o n g  c h h o e～‐‐khi(戦 燭火給風

吹～去)一 ろうそ くの人が風 で吹

き消 された.

sit楠  〔名〕仕事。◇主として田畑

にかかわる力仕事を指す. Chb

s ian,mih～?(倣 甚慶～)一どんな

仕事をしていますか,

s it賛 〔形〕ほんとうの,真実の。

Hit khoan tai_chi～iよhi?(後

款事誌～抑虚)一 あのことはほん

とうですか,う そですか。

sit翼 〔名〕①羽根,翼 .② ひれ.

sit‐bang/C_b5ng失望 〔動〕失望

する.In lau_b6chin～, 配6‐jit

こi‐tibh i lau bょk_sai(は老母長
～,冥 日鳥着伊流目尿)一 母親は

とても失望し,夜 昼彼のことで涙

を流している。 〔名〕失望.

sit‐bin‐chもng失 眠症 〔名〕不眠症.

sit‐b5ng 失 望
一→sit‐bang

sit・bttt食物 〔名〕食物,食べ物.

sit‐btt植 物 〔名〕植物.

sit‐btt_hng植物園 〔名〕植物園.

sit‐chai賛 在 〔形〕実際の,ほ ん

とうの.Chit e kb・‐sこ品_si～・‐6

(此個故事不是～的)一この物語は

|ユんとうでない。 〔副〕ほんとう

に,ま ったく.G6a～ ka li k6ng,

g6a khi chhit_th6(我～給体講,

我去廻廼)=ほ んとうのことを言

うと遊びに行ったのです.Hit tiau

kも・.sこ～chin h6 thian(彼篠故事
～長好率)一 あの物語はまったく

sit‐hian

面白い。

sit‐chё費際 〔形〕実際の,現実的

な。 Chさng‐chhekとi phtte‐hap～

cheng_heng(政策愛配合～情形)
=政 策は実際の情況に合わせなけ

ればならない.〔 名〕実際,実情.
～kap litsi6ng 6ng‐6ng i siongも

t o n g  e  kぃl i (～及理想往往 有 相

営的距離)一 実際 と理 想は往 々に

して本目当な足E離 カギある。

sit‐cheng賓情 〔名〕実情.

Sit‐chi失 志 〔動〕落胆する。 Li

m_bian～(体不免～)一落胆するに

は及びません。

sit,chi食指 〔名〕食指.

sit‐chian賛 践 〔動〕実践する,実

行する。 〔名〕実践 .

sit‐chong失 除 〔動〕失除する.

sit,chhb失錯 〔動〕 しくじる,誤

●. Li na an_ne chb, it_t5ng こ

～ (体若安曜倣 ,一 定含～)=も し

そういうふ うにするなら,君 はき

っとしくじります。

sit‐gёh蝕 月→sit‐goёh

sit‐giam賃 験 〔動〕実験する.

〔名〕実験 .

sit‐giam‐sek賓 験室 〔名〕実験室.

sit‐giap失業 〔動〕失業する。Lng

～liau_as si6ng‐si6ng S sit chi

(人～了後常常含失志)一人間は失

業すると常々志まで失 う。

〔名〕失業.

sit,goёh/‐gもh蝕 月一goもh‐sit

sit‐hak賓害 〔名〕実学.

sit‐heng賃行 〔動〕実行する,行

う。～khё‐iOk(～契約)一契約を

行う.              f  ′i

sit‐hian賃現 〔動〕実現する.lt.

ｒ
ｕ

つ
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sit‐ibk

〔名〕実現.

sitsi6k食慾 〔名〕食欲.

siti5ng費用′、〔形〕実用的な.

Chit hang mih b6～ (此 項物無

～)一 この物は実用的ではない。

sit‐jit蝕日 〔名〕日食.

sit‐kё賛偵 〔名〕正価.

sit‐1こ失謹 〔形〕失札な.Chin～ ,

h81i tan chin kt(長 ～,給 体

等長久)一 失礼しました,長 いこ

とお待たせして。 〔動〕失礼する,

さようなら,B6,an‐ne～, g6a

beh lai_khi ah(無,安 曜～,我

要来去咽)一 それではこれで失札

して行きます。

sit‐1こk賛 力 〔名〕実力.

sit‐16h失落 〔動〕失う,無 くす。

～mia_sian(～名讐)一名声を失う。

～th6‐bian(～髄面)一体面を無く

す。

sit‐pai失 敗 〔動〕失敗する。Chb

seng‐11～ (依生理～)一 商売をや

って失敗する。 〔名〕失敗.

sit‐phin食品 〔名〕食品.

sit,phin‐tiあm食 品店 〔名〕食料品

店.

sit‐phむ食譜 〔名〕料理の本.

sit‐si賃 施 〔動〕実施する.

sit‐sip賃 習 〔動〕実習する。Lin

l ll_pよi～kti tiam_cheng?(悠
一薩拝～幾鶏鐘)=君 たちは週に

何時間実習しますか。 〔名〕実習.

sit,tian失電 〔動〕停電する。TI‐

tang liau_aこ6ng‐6ng～ (地動了

後往往～)一 地震のあと往々にし

て停電する。 〔名〕停電.

sit,tng食堂 〔名〕食堂.

siu収  〔動〕C)しまう,片付ける,

～s  a n (～杉) =洗 たく物 をしまう.

chiah pig liとu・aこ oan_p6an tiもh_

と,～‐‐khi‐lai(食飯了後碗盤着愛～

起来)=食 事がすんだら食器を片

付けなければならない。②受け取

る。～‐‐ti6h lau‐pこё phoe(～着

老父的批)一 父の手紙 を受け取っ

た。③徴収する。～chti‐t5ch督

(～水道銭)=水道代を徴収する。

④収穫する,Ng6■kok h6～(五穀

好―)=穀 物の収穫がよい.③(妖

怪などを術によって)取 り押 さえ

る.～ iau‐koとi(～妖4二)=妖 1量を

取 り押さえる。

siu修 〔動〕(〕1多繕する,直す。～

15'(～路)=道を直す。②l蓼める。
～sin(～身)キ身を修める。③そ

る。～c h hもi‐c h h i u (～嘴数) =ひ

げをそる。～b i n (～面) =顔 をそ

る。

sit〔 動〕守る。～kui‐kt(～規矩)

=規 則を守る。1 16ng b6～si‐kan

(伊提無～時間)一彼は少しも時間

を守らない.

sit/③chhit首  〔量〕首.◇詩歌な

どを数えるとき。1～ Si(一～詩)

-1首 の詩.

siI獣 〔名〕けだもの.

si也繍 〔動〕ししゆ うす る (=

chhiah,siも刺繍).

sin 7囚 〔動〕泳 ぐ.H6・kap Sai 3

～bこ?佐 及jH再含～没)一 トラやラ

イオンは泳|ザますか。Hi teh ～

(魚在～)=魚 が泳いでいる。

sit讐  〔名〕かたき.

sii受  〔動〕(文)受 ける.I ti Bi・

kok～ kとu_i6k(伊在美園～教育)ダ

彼はアメリカで教育を受けた。～



k a m‐t5 n g (～感動)一 感動 を受け

つ 。

siこ技 〔動〕授ける。～hak。こi(～

害位)一 学位を接ける。

s i こ巣? 〔名〕巣.

siu‐bこ/‐b6el箕買 〔動〕買い入れる,
～k6・‐t6ng(～ 古董)一こっとう品

を買い入れる。

siいbふkhi/‐b5e‐受没起 〔形〕 恐

縮した,申 し訳ない。H5・li tiam

hun,chin～ (給体難煙,長 ～)一

たばこに大をつけてもらってほん

とうに恐縮です.

s瓶、b5e‐khi 安没起一→siこ‐随‐khf

siu‐chこng修 整 〔動〕修繕する(一

siu_kai修改),手 入れをする。～

chhも,lai(～暦内)一家の中の修繕

をする。～hoe‐hng(～ 花園)一花

園を手入れする。

siu‐chip牧 集 〔動〕集める。～chu‐

liau sia lin_ban(～資料篤論文)
一資料を集めて論文を書く。

sin_chti酒 水 〔動〕(←sia).泳ぐ.

G6a chinよ i～,jOとh.th in～ b6

bai(我 員愛～,熱 天～没儒)一私

は泳ぐのが大好きです。夏に泳ぐ
のはよぃものです。 〔名〕水泳.

si占‐eng‐hoe秀 英花 〔名〕(植)タ
イワンソケイ,ジ ャスミン.

si u_heng l多行 〔動〕修行する。jip
S Oan～(入山～)一山に入って修行
する。

Sit,hS守護 〔動〕守る。
Siu‐h6e牧 回 〔動〕回収する,取り

もどす。～tian_kim(～定金)一手
付け金を取りもどす。

Si占1獣 轡 〔名〕獣医.
Sii‐i毒 衣 〔名〕経かたびら。◇死

siこ‐khi

者に着せる衣服で生前に作ってお

くものを指す。

siu‐im‐ki牧 音機 〔名〕ラジオ (一

la,ji_0・h□□□).

siu‐i6ng修 養 G動 〕修養 を積む.

〔名〕修養.

siu‐i6ng収 容 〔動〕収容する.～

kO可↑(～孤見)一孤児を収容する。

siu‐jip収入 〔名〕収入.

siu‐kai修 改 〔動〕(動参繕する (=

siu‐ch6ng修整).Kこ bi5 tibh～

(替廟着～)一古い廟は修繕 しなけ

ればならない。②推敲する.B3n‐

chiun kOh～ (文章復～)一文章を

さらに推敲する.

siu‐ki an収驚 〔動〕(子供に)お は

らいをする。◇子供が恐怖のあま

り病気になったとき,道 士におは

らいを頼んで治 してもらうこと.

Kib t5‐sこlai～ (叫道士来～)一

道士を呼んできておはらいをして

もらう。

sit‐kiS‐hOe紡 球花 〔名〕 (植)ア

ジサイ.

siu‐koah収 割 〔動〕取 り入れる,

収穫する。 Beh～ 3 chin chE

hoat‐t5・(要～有長多法度)=取 り

入れにはいろんな方法がある。

siu‐k出収擦 〔名〕 領収証 (=siぃ

dau収 篠).

siこ‐ku詩 亀 〔名〕祝いまんじゅう.

◇誕生日によく作るカメ形のもの.

siu‐kha ttllJ〔動〕 (悪い行いを)

改める,(品 行を)よ くする。TaB
～lah,16ng品‐kan koh p。ょh(□
～味1,tB4tL不敢復城)一 今は改めま

して,ち っとも賭博をしません.

siこ‐khi怒 氣 〔動〕(―khi)。怒る,

363



siこ‐khむ

腹 を立てる,立 腹する。Sねn,sr

teh～佐 生在～)=先 生が怒って

いらっしゃる. C h h i a n  l i  m とi ～

(請体勿～)一どうぞ腹を立てない

でください.

siこ‐khむ受苦 〔動〕①苦しみをな

める,苦 しむ.Hiah‐6 hoan_lang

ti hit lai‐bin teh～(彼的犯人在

彼内面在～)― それらの犯人はあ

の中で苦 しみをなめている。②困

る.

siこ̀ khul 受 篤 一→khek‐khui

siu‐li Ⅲ多】そ―→siu‐lt

siu‐li修理 〔動〕① (―Siu).修

繕する,直 す。～khi‐Chhia(～汽

車)一自動車を修繕する。 Hiah‐6

lang teh～15・(彼的人在～路)=あ

の人たちは道を直している。②こ

らしめる. Siun kau‐k。とi,こ h6・

l a n g～(尚校怪 ,含 給人～)一あま

り生意気だとこらしめられるぞ.

siu‐lt/‐li・‐ld修 女 〔名〕修道女.

siこ‐mia書 命 〔名〕寿命.

sit‐ol守 衛 〔名〕守衛,番 人.

sit‐phib‐chh芭告票庭 〔名〕キップ

売り場,出 札口.

sin_phib_。an告 票員 〔名〕出札係.

siu,seng l文成 〔動〕(―Siu)。収穫

する。～5 pah chibh(～ 五百石)

=500石 収穫する。

siu‐siとu収 賑 〔動〕を卜け金を受け

取 る,貸 しを取 り立てる. G6a

kinぃと_jit ti6h chhut…lai_khi― (我

今仔日着出来去～)=今 日は出か

けて掛け金を取 り立てなければな

りません。

siu‐siOk牧縮 〔動〕収縮する.B6k‐

pan phak_jitこ～ (木板曝日含～)

=板 は日に干すと収縮する。〔名〕

収縮.

sit‐sibng首相 〔名〕首相.

siぃsip l文拾 〔動〕①片付ける。～

h e n g _ l i (～行李)一 荷物 を片付け

る。②J又撹する.～jin‐sim(～人

心)一人心を収撹する。③取り上

げる。～s O n‐m i a (～性命)一命を

取 り上十ザる。

si也‐sban繍 線 〔名〕ししゆう用の糸,

siu,sok l文束 〔動〕縮小する,引 き

締める.Seng‐ li～khah sё (生理

～較細)一商売を縮小する。

siu‐tang l箕冬 〔動〕収穫する。

Tai_。an l ni～ nttg pai(喜 湾一

年一爾す罷)一 台湾は 1年 に2回 収

積します.〔 名〕収穫,収 穫物.

siu‐tiau J実1集―→siu‐k也

sit‐tiin首長 〔名〕(国家 ・機関 ・

団体などの)首 脳者.

sit―tび首都 〔名〕首都,首 府.

siuvt5‐in修道院 〔名〕修道院.

siu,toゴ J欠阜 〔名〕令頁収書.

siu‐thian l実率 〔動〕 (ラジオを)

聞く。

si un尚?〔 副〕あまりにも.◇ 多

くは望ましくない場合に使 う.～

kもi g6a b6とibと (～貴我無愛

買)=高 すぎるので買いたくない。

Hit nia san～t5a nia(彼領杉～

大領)一 あの服はあまりにも大き

すぎる。

siun箱  〔量〕箱.1～ kam‐と(一
～

柑仔)=1箱 の ミカン.〔 名〕海

s i u n鎮〔動〕① (金銀などをはめ

こんで)細 工する。Chhもi, k h i～

ki配(嘴歯～金)一歯 に金冠 をかが

せる.② (衣類などの)縁を取る
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～kin(～す乾)一縁 を取 る。

si tn賞 〔動〕①褒美をやる,(上か

ら
‐
下に) 与 える。L i n  n a  k u t ‐l a t

thak chheh,hau‐ti3n beh～  lin

(悠若骨力預冊 ,校 長要～伝)一君

たちが一生懸命勉強 したら,校 長

先生がご褒美を下 さる.G6a na

kふ li chhit i‐toh, li beh   s inト

mth～g6a?(我 若給体拭椅実,体

要甚稜～我)=テ
ーブルやいすを

ふいてあげたら何 をくれますか。

②観賞する,め でる。～goもh(～

月)一月をめでる。

si in相 〔動〕生まれ年が(千支の)

…にあたる。Li～sian_hbe?(体

～甚貨)一 あなたの生まれ年は何

ですか。G6a～ ti(我～猪)一私の

生まれ年は亥です。

siin本目 〔接尾〕…。という性分,…

という様子.chheng‐khi‐s iin(清

氣相)― きれい好き,phar_khban_

siこn(夢看相)=み っともない様 .

sittn浦 〔名〕粘液,ね ばねばした

汁.〔 形〕べとべとの,ど ろどろ

の.L5t iau chin～ 優培猶員～)=

道がまだどろんこだ。

sittn想 〔動〕思 う,考える.G6a～ ,

i tek,khak chin lan(我～伊的確

員瞬)― 彼はきつとたいへん疲れ

ていると思います。G6a～an‐ne,

li～cha卜iこn?(我 ～安「FL,体～

悠様)一 私はこう思いますが,あ

なたはどう考えますか,

siun‐あ箱仔 〔名〕箱,大 箱 (→ap‐

a,kheh,a).

siこn‐beh/,boch,‐beh想 要 〔動〕…・

するつもりだ,… したいと思 う.

G6a～6h Eng,gも(我～舎英語)=

siこ
B‐
hoat

英語 を学ぶつもりだ。I～chもt6a

seng‐11‐lang(伊～徹大生理人)一

後は大商人になりたいと思ってい

る。

sittn‐hoat想 法 .〔名〕考え方,考 え.

siこE__kin想見 〔動〕(ふと)思い出す.

～hit tong‐si 6 tai_chi(～彼営

時的事誌)一 あのころのことをふ

と思い出す。

sitn‐ki m賞金 〔名〕賞金.

siun‐si想 思 〔動〕恋い焦がれる。

I teh～li(伊在～体)=後 はあなた

に恋い焦がれている。

siuE‐sitchhiこ想思樹 〔名〕(植)ソ

ゥシジュ.

stun‐si‐pln/`pin相思病 〔名〕恋煩

sitn‐s工賞賜 〔動〕(一Sこ).賜わる。

Sin～chbe chun‐kもi e leng_han

h51ang(碑 ～最尊貴的霊魂給人)

一神は何よりも尊い霊魂を人間に

賜わったのです.

siln‐‐ti6h想着 〔動〕思いつく,気

づく,考 えつく.Li k6ng g6a

chiah～(イホ講我即～)=あ なたが

言われたので思いつきました。

sng栓 〔動〕①せんを差し込む.～

mng(～門)一門にせんを差し込む.

② (人の矛盾 を指摘 して)詰 問す

る,突 つ込む.H5・ lang～kah b6

0S thang in(給人～及無話通應)

一人に突つ込 まれてグーの音 も出

ない。           と Ⅲ

sng疲  〔形〕(体が疲労や病気など

のために)だ るい。Kha,chhit～

(脚手～)一手足がだるい。 :

sng酸 〔形〕①酸っぱい。Chiいp

kam_a chin～(此粒村仔員T),一

Ｒ
Ｊ

食
Ｕ

つ
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sng

このミカンはとても酸っぱい。②

(心が)痛 む。S i m _ k o a n～(心肝

～) =心 が痛む.

s n g霜 〔名〕霜.

sig損 〔動〕①いためる,損なう。
～sinsthも(～身能)一 体 をいため

る.B6bin～ cheng‐sin(無 眠～

精碑)一 眠 らないと神経 を損なう。

②ふざける。Ginsa khahと i～(□

仔較愛～)=子 供はよくふ ざけた

がる。

sig算  〔動〕数える,計 算する。

Li l‐hiau～kとu loo bこ?(体 含

暁～到一百没)=君 は 100まで数

えられますか。Siu n  k t i ,～kh a h

s iもk l e h / (尚貴,～ 較俗pnl )一と

ても高い,安 くしなさいよ.

sふg緩 〔動〕 くびる.～ in‐khg

(～領管)一のどを絞める。 En g

s o h。とka～si(用索仔給～死)一な

わでくびり殺す.

s n g 床? 〔 量〕せいろ。◇せいろ

で蒸したものを数えるとき.1～

k6e(一～裸)=1せ いろの蒸 し餅 .

sng‐chai桑 材 〔名〕(植)ク ワ (=

niS‐と‐chhここ娘仔樹).

sttg‐chb/‐chbe算 微 〔動〕・・・とみな

す。～li ian(～体扇)一君の勝 ち

とみなす。～t5a‐lang(～大人)=

大人とみなす。

sng‐chhむ 酸 盛一chhむ酷

sttg‐p6an算盤 〔名〕そろばん。

sng,sёng酸 性 〔名〕酸性 .

shg‐sittu算賑 〔動〕数える,勘 定

する.Bこ‐hiムu～e lang bl。こng,

tit chもseng_li(没暁～的人没用

得倣生理)一 勘定のできない人が

商売をしてはいけない。

sng‐StR酸 荷 〔名〕酸タケノコ.◇

タケノコの度をむいてゆで,あ く

水の中につけて酸味を持たせたも

の .

s i g‐t i g損断 〔動〕荒らす。 Ch心

chit e chhなu‐lang, chiau‐a chiah

bこlai～(倣一個草人,鳥仔即没来

～)=か かしを作れば:小 鳥が来

て荒らさない。

sng‐thian宏痛 〔形〕 (だるくて)

ずきずき痛い.IO‐kut～ (B要骨～)

一腰骨がずきずき痛い.

so掻 〔動〕①なでる,さする.～

thau_khak(～ 頭殻)一頭をなでる。

～kha‐chiah(～ 脚脊)― 背中をさ

する.② (てのひらで)丸 める,

なう。～in‐よ(～園仔)一 回子を丸

める。～sohね (～索仔)一 なわを

なう.

s6堰  〔名〕奥さん。◇自分と同年

輩ぐらいの既婚婦人を呼ぶときに,

その夫の名のあとにつけて親しみ

を表わす。Chibh‐leng～ (石龍～)

一石龍の奥 さん.

s6捜  〔語幹〕兄嫁,hian,s6(兄捜)

一兄嫁.ji‐s6(二捜)一次兄の妻.

s6鎖  〔名〕錠.〔 動〕錠をおろす,

錠をかけるt Li khi b6 1 mng

s61ai～ chhng‐khb・ (1ホ去買一門

鎖宋～倉庫)=錠 を買ってきて倉

庫にかけなさい.

sb燥  〔動〕 (湿気や水分などを)

吸い取 る。Sam h6e,hu～ sip(1参

火灰～瀑)=灰 をまいて湿 りを吸

い取る。Tこ‐ムsan khahこ ～ k5an

(芋仔杉較含～汗)一チョマの着物

は汗をよく吸収する。 〔形〕熱性

の。◇漢方医学の用語.薬 性が強
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過 ぎて過度に血液の循環 を強める

ことをいう。～iもh(～ 薬)一 熱性
の薬.

s6起 営 〔動〕 (虫やヘビなどが)は

う。 Ch6a～ __lai(蛇～来)一 ヘ

ビがはってきた。 〔形〕のろい.

Chtt tai_chi chin～(倣事誌長～)
=仕 事がたいへんのろい.

s6転 堰1子→a_s6

so‐15ng唆 弄 〔動〕唆す,扇動する.
～lang san_kb(～ 人相告)一 訴訟

するよう人を唆す。

s6‐sさng燥 性 〔形〕短気な。

s6‐si鎖 匙 〔名〕かぎ.

sび 蘇 〔形〕 (乾いて)か らからの.

Hi‐p6 chian__khi chin～ (魚捕煎

起長～)一 干魚 をからからにいる.

Na,aS chin～ (PltiL喉長～)一 のど

がからからだ.

sむ 所 〔助〕 (文)・…するところの.

I～k6ng e b6 ian(伊 ～講的無影)
一後の言 うことはうそだ.I～ bこ

e mth 16ng chin kむ i(伊 ～賣的

物す捷長貴)一 後の売る物はみな高

sb素  〔形〕①無地の.Ai～__6,b6

占i hOe__6(愛～的 ,無 愛花的)―

無地のが好 きです,模 様のは好み

ません。②地味を,質 素な,Chit

tё hoe_a khah～(此塊花仔較～)
一この柄のほうが地味だ.Chiah_

chhこng put‐chi～(食穿不止～)=

衣食がはなはだ質素だ。

Sけ訴 〔動〕(文)(冤罪などを)訴

える,言 い開きをする。～h5・k`ng‐

chhat thian(～給警奈率)一警察
に訴えて聞いてもらう。～ put_

peng(～不平)一不平を訴える。

s6‐suh

Sb敷  〔数〕数…・,・…数.◇ 5つ 6
つの不定の数を数 えるとき.毛pah
6(～ 百個)=数 百個 。10～ni(十
～年)一十数年.

sJ‐bbk敷目 〔名,①数,数字.②
額.

Sび‐Cha捜 査 〔動〕捜査する。

sむ‐chai所 在 〔名〕場所,と ころ.

G6a酌 ‐bat khi hit～(我不曽去彼
～)一 私はそこへ行ったことがあ

りません.Hia sl s6 san 6 ～

(彼是洗ネタ的～)一そこは洗たくを

するところです。

sいchip克 集 〔動〕収集する.～i3‐

phib(～郵票)=切 手を収集する。

sむ‐chu敷 珠 〔名〕数珠 (一 liam_

chu念珠).

sけ_hak歎 害 〔名〕数学.

sむ‐htti所費 〔名〕(―hもi).費用.

sむ‐i所 以 〔連〕だから,そ れゆえ.

I b6 khi,～g6a b6 kh卜 (伊無去,
～我無去)一 彼が行かなかったか

ら私も行 きませんでした。 In,こi

hiam kもi,～chiah b6 bこ (因鳥

嫌貴,～ 即無買)一 高いのを嫌っ

て買いませんでした。

sび車o蘇 ?腰 〔形〕①局要の曲がっ
た。Lau_lang～ (老人～)=老 人は

腰 が曲がっている。② ねこ背 な.

Sti si sti,kh6‐ siOh khah～ (美

是美 ,可 惜較～)一 美 しいには美

しいが残念 なことに少 しねこ背だ .

s3‐it‐koan所有権 〔名〕所有権.
sけ‐jI数字 〔名〕数字.

sb‐li5ng敷量 〔名〕数量.

sむ‐si5ng訴訟 〔動〕訴訟する。

sけ‐sS敷 詞 〔名〕数詞.

s3‐suh□□ 〔名〕ソース.◇調味
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s3‐tek

料,

sむ‐tek/③‐tit所 得 〔名〕所得,

s3‐tek‐sbe/‐sё所得税 〔名〕所得

税.

sむ‐tit 刃千イ尋―→sむ‐tek

s3‐こ所有 〔形〕あらゆる,す べて

の.～ 6 chin(～ 的袋)一ありった

けのお金.

soa沙 ? 〔 名〕砂.〔形〕ざらざら

した。

soa務  〔名〕(脳貧血などによる)

ひきつけ。◇漢方医学の用語.

s6a徒  〔動〕移転する,移す。C6a

l ni～5 pai chh也 (我一年～五1罷

盾)=私 は 1年 に5回 移転 しまし

た。

sba窯 ?〔 助〕・…さ。◇人を食った

ような気持 ちを表わす。51i 15・

～ (五里路～)=5里 ぐらいなもの

さ.Kb su,chiah hang i～ (告

輸,即 還伊～)一 訴訟に負けたら

返 してやるまでき.

stta績  〔動〕続ける,I thよk liau,

li～‐‐1もh‐khi thak(ィヂ言員了,体 ～

落去讃)一 彼が読んだあと君が続

けて読みなさい。〔副〕①ついで

に。Li na k h i  k e _ _ n i h ,～ka tt a

bこlai(体若去街裡 ,～ 給我買宋)

一町へ行 った らついで に買 って き

てください。②ついに.Gもa chit

kti jit b6 eng kah～16ng b3‐ki
一tit (我此幾 日無FH5及～挽没記得)

一この何 日か1 亡しくて, つ いにけ

ろりと忘れてしまった。

so2‐b3沙 漠 〔名〕砂漠.

soa‐ganヤ少眼 〔名〕(医)ト ラホー

soa‐he沙 蝦 〔名〕(動)シ バエビ.

soa‐hi薫 魚 〔名〕(魚)サ メ,フ ヵ.

s6a‐khttu漱口 〔動〕 うがt すゝる。

こng peng,Sng‐chもi～ (用硼酸水
～)一 ほう酸水で うがいをする。

s6a,phび徒鋪→poan‐phび

sba‐stta績績 〔副〕休みなく,続々

と.H5・～16h(雨～落)―雨が休み

なく降る。～khai chin(ヽ開袋)

一どんどんお金を使 う。

soa‐thio'少挑 〔名〕シャベル.

soゴ 山 〔名〕山.

s6an散  〔副〕ばらばらに.～ia(～

娘)=tゴ らばらにまく.

sbaE散  〔動〕(D(人 がばらばらに)

散る。Hak,seng 16ng～liau_liとu

ah(牢生統～了了「阿)一学生はみな

散り散りになってしまった。② (人

が散つて)終 わる.～ 6h lah(～

害唯)一 学校が終わった.～kang

(～工)一仕事が引ける。③溶く。

G3‐lin ti6h ia h5～(キ手し着務給

～)一 牛乳はかき混ぜてよく溶 き

なさい. ④( おでき力F ) 引く.

L i a p‐よ～1。h(粒 仔～p具)=お でき

が引いたぞ.

sban線 〔名〕①糸。②線.

sban‐h5e散 含 〔動〕会が終わる,

閉会する。 〔名〕散会,閉会.

s oan‐iin山羊 〔名〕(動)ヤ ギ・

soan‐kok山 谷 〔名〕山あい,谷 .

s o an‐kha山 脚 〔名〕ふもと.

soan‐kham山 扶 〔名〕がけ.

soan‐khang山 孔 〔名〕洞穴,洞窟

s oan‐khen/―khr山 坑 〔名〕峡谷.

soan‐khin 山抗 一 s o an‐khen

s o  a n‐16ng山青チ‐s oan‐mもh

soan。い 山路 〔名〕山路.

s oan‐mёh山 脈 〔名〕山脈 (―S O ar
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1 3 n g山龍 ) .

so an‐na山林 〔名〕山林.

so an‐pak山腹 〔名〕山腹.

sO an‐phian山坪 〔名〕①山の傾斜
面白②すそ野.

sban,phib散票→si6,phib

sban‐ph6ng‐ph6ng散 済済 〔形〕ご

ちゃごちゃの,乱 雑な G6a tt_tt

teh chとng‐1l heng_li,chit  lai_

b in～(我適適在整理行李 ,一 内面
～)=荷 物を整理 している最中な

ので中はごちゃごちゃです。

sban‐soh線 索 〔名〕手づる。B6～

thang chiap_kin i(無～通接近

伊)一 彼に近づく手づるがない。

so aa‐tl‐hoe山 茶花 〔名〕 (植)ソ

バキ.

soanどtこng山 項 〔名〕山項,項 上コ

so an‐ti山 猪 〔名〕 (動)イ ノシシ.

so a h索 〔名〕①たたり。②厄.

〔動〕たたる.H5°si n i a u～‐‐tおh

(給死猫～着)=死 んだネコにたた

られた。

soah窯?〔 動〕①やめる,終える。

◇その動作が将来再び行われたり
あるいは継続することを意識 して

いる場合に用いる。Goa n  c h a i _

khi‐si tti 8 tiam pもan thよk…khi,

kttu ll tiam～(院早起時l・f8鶏

半誤起 ,到 十一鶏～)― 私たちは

朝 8時 半から勉強 を始めて11時に

やめます。② やむ。H5・16h～(雨

落～)一雨が降りやむ.〔副〕①
とうとう,ついに.G6a teh kap

i k6ng chhib,i～siS‐khi(我 在

及伊講笑,伊 ～怒氣)一 彼に冗談

を言っていたら,と うとう怒 りだ

した。G6a thさng_hau i kui_jit,

soan‐chibh

i～b61ai(我 等候伊規 日,伊～無

来)-1日 待ったが7い に彼は来

なかった。② まさか.～ こhit

khoan mih/(～ 有彼款物)一 まさ

かそんなことがあるものか。

scah撒  〔動〕 (調味料 を)入れる。

～iam(～塩)=塩 を入れる。 ～

tau_id(～豆油)一皆油 を加 える。

soah‐距 窯尾一・soah‐b6e

soah‐b6e/‐bこ窯尾 〔名〕最後,し

まい.Tan～ lah(□～味1)一もう最

後です。～chiこchai_ian(～就知

影)==しまいには分かる。

soah‐b6e‐kian/_bこ‐窯尾子 〔名〕

末っ子.

soain_と様仔 〔名〕 (植)マンゴー.

soan旋?〔 動〕①のたうつ,はい

まわる.Tiとm bin‐chhngに ng

teh～位占眠床項在～)=ベ ッドの

上でのたうちまわっている.T5・‐

ktn～lai～khi(上期～来～去)=

ミミズがはいまわる.② (つるな

どがのたうつようにして)伸びる。

Chhとi‐koe～tin(菜瓜～藤)=ヘ チ

マがつるを伸ばす.③ 当てこする。

Lang teh ka～,  i ia bこ_hiムu

th ian(人在給～,伊亦没暁繋)一人

が当てこすりを言っているのに,

彼にはそれが分からない.

soan選  〔動〕 (人を)選 ぶ  (→

kとng凍).～jin‐chai(～人材)一人

材を選ぶ.～ kian,sとi(～子婿)一

婿を選ぶ.

soan‐a蒜 仔 〔名〕 (植)ニ ンニク

(→soとn_thau)。◇特に葉のついた

若いものをいう.

soan,chian宣戦 〔名〕宣戦.

soan_chibh I旋石 〔名〕ダイヤモンド.

ｎ
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so左 n,chhit

soan,chhit選手 〔名〕選手.

scan‐gian宣言 〔動〕宣言する。

Chёng‐hこAゥhbe‐tS put,peng_tこng

t i a u _ 1。k(政府～厳除不平等1条約)

一政府は不平等条約の廃止を宣言

する。 〔名〕宣言.

so a n‐kt t u‐su宣 教師 〔名〕宣教師.

soとn‐ki 選挙一→SOan_kt

soan,kb宣告 〔動〕宣告する。 ～

sisheng(～死刑)一死刑を宣告す

る。

soan,kt/_kt,‐ki選 挙 〔動〕選挙

する。B↑n‐ム‐chよi beh～ (明仔再

要～)一 明日選挙がある。 〔名〕

選挙.

soan‐3 弱肝湖―→san,8

soan‐pむ宣布 〔動〕①(あまねく)

布告する。C hёn g‐hも～s i n  e  h o a↓

にn g (政府～新的法令) =政 府は新

しい法令を布告する.〔名〕布告.

soan,p6an旋盤 〔名〕旋盤.

soan‐phttan宣判 〔名〕判決.ヽ 1‐

b i a n  t h i a n～, ka‐ki ma  c h a i _ i  a n

S  s i‐heng(不 免碧～ ,自 己也知影

含死刑)一 判決 の下 るの を開かな

くても,自 分で死刑 になるの を知

っている。

soan‐sё宣誓 〔動〕宣誓する。 I

t i b h～i  e  c hさn g‐S a  1 6 n g  s i  c h i n ,

chian…e(伊着～伊的証詞批是長正

的)=彼 は自分 の証言がすべて真

実であることを宣誓 しなけれどを

らない,〔名〕、宣誓.

soあn,stt算術 〔名〕算術,算数.

sottR,tёk選 揮 〔動〕選択する.

SOとR'thau蒜頭 〔名〕(植)ニ ンニ

ク.◇球根の部分.

soan‐thoan宣停 〔動〕宣伝する.

～p h a r  s u _ s i 6 n g (～夢思想) =悪

い思想を宣伝する。

soat‐beng/① soeh‐ 説明 〔動〕説

明する。Pとi‐thok li～品ah chheng、

chh6 1eh(拝 托祢～較清楚P列)=

もう少しはつきり説明してくださ

い.〔 名〕説明.

soat‐ban/① sap‐/③sat_雪 文

〔名〕せつけん.

soat‐ka雪 茄 〔名〕葉巻きたばこ.

soe衰  〔動〕衰える。KOk,こn na

～(囲運那～)一国運がしだいに衰

える。 〔形〕①不運な. Kin‐ ni

chin～(今年長～)=今 年はまった

く不運だ.② 間の悪い,ば かばか

しい.H5° lang田こ,chin～ (給

人罵長～)一 人にしかられてほん

とうに間が悪い。

soe杭 一se杭

soe疏 →se疏

s6e !先一sこ '先

sbe ネ田―→sё ネ田

sbe/sё税 〔動〕 (不動産などを)

借 りる,貸 す (手cho・祖).Chit

keng chhこ si li…6, な,si ka lang

～‐‐e? (此 問盾是体的 ,抑 是給人

～的)一 この家は君のですか,そ

れとも借 りたのです か. C h i t

k e n g  c h hもs i 3 n _ b e h～l a n g (此問

店想要～人)一 この家 を人に貸そ

うと″3い ます。

s6e/s6垂  〔動〕 (だらりと)垂 れ

下がる。Thau_mng～kttu  kha‐

chhng(頭毛～到脚倉)一髪がお尻

のところまで垂れ下がっている。

s5e/sё垂 〔動〕(伝わって)流れる

垂れる.H 5 ' , c hもi～t b i  p l a h‐p r

1 6 h‐‐la i (雨 水～封壁遊落来)ダ
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雨水が壁際を伝わって流れ落ちてく
る.Chhhi_n6a～__chhut_lai憐涎
～出来)=よ だれが垂れる。

s6e‐左黍仔→sこ‐左

soe‐btti ttf悪 〔形〕落 ちめの,ひけ

めのある。Khah～ ,ia b6 kさ h5
i(較～,亦 無嫁給伊)=い くら落
ちめでも,あ の人のところへはお

嫁に行かない。

s6e‐もk 洗浴―主_ёk

sbe‐hanネ田漢→sё‐han

sbe‐↑細嬢→sё_1

sbe‐ji細 原→sё_ji

soe‐ji6k衰 弱 〔動〕麦弱する,衰え
る。 Sin‐khuハーchi3 khah とi phba‐

pこ
・
(身堰～就較愛破病)一体が麦

弱すると病気をしやすぃ。 Kin‐

lai chin ～(近宋員～)=近 ごろ
とても衰えてぃる。    _

〔名〕麦弱.

sbe‐ki m/sと。税金 〔名〕税金.
sbe‐kOan/sさ‐ れを島同一→hai_koan

s6e‐1こ洗薩→sl推

soc‐pai衰 敗 〔動〕麦退する。Ka_
in～ (家運～)=家 運が麦退する.

s6e‐seng_khu洗 身堰→s`‐seng‐khu
soe‐siau麦 精 〔形〕 (←sOe).不

運な,つ いてぃない。～, h6ng
15a chb chhat(～ ,□ 頼微賊)一
ついてないよ,人 に泥棒呼ばわり

されて.

SOeh塞 →seh塞

soeh‐beng 説 明一→scat‐beng

Soehosia/seh_説 謝 〔動〕礼を言う

(一sOeh_t。,sia説多謝).G6a kin・
ム‐jit chOan_kang iai ka li～(我
今仔日専ェ来給体～)=今 日は特
にあなたにお礼を申し上げにやっ

sok‐s101

て参 りました。

soe h‐to‐si a / s e h _説多謝→sO e h _

Sia

soh/suh,sOh吸 ?〔 動〕①吸う。
～ni(～子し)一浮しを吸う。G6・‐khト
hOeh(嗅娯～血)一ヒルが血を吸:
② (九太や竹などを)よ じ登る.
～…khi _ k h i  k↑_k O a n  t 6 n g  l―起ヨ

旗竿頂)芋 旗竿の上 によじ登 る。

Soh‐嵐索仔 〔名〕なわ,綱 .
soh七‐thui索仔梯 〔名〕 なわばし

ご.

Sok束 〔動〕①締める。～iO(～日要
一畷を締める。～an(～繁)=縮比
つける。②束ねる,～ h5・i an(～

給伊繁)一 固く束ねる.〔 量〕束

◇線香など束になったものを数え

るとき。1～hiun(一～香)-1東
の線香.

Soktka塑居蓼 〔名〕プラスチック.

soktkiat束結 〔形〕①こじんまり
とした。 chit k e n g  t i a m _とkhi…

khi chin～(此間店仔起起員～)一

この店はほんと うにこじんまりと

建 っている。②ノ」ヽ柄 な.Lang sen

Chb～ (人生依～)一体 が生 まれつ

き小柄だ。③引き締まっている。
khangochhむi～ (孔嘴～)手傷回が

引き締まった。

s o k‐1とk速 力 〔名〕速力.

sok‐Pak束 ネ専 〔動〕束孫専する.H5・

bも'_kian～(給妻子～)一妻子に東

縛 される。

sok‐seng速 成 〔動〕速成する。

sok‐si6束 小 〔動〕縮小する。 ～

khaischi(～開支)=支 出を縮小す

る。

sok‐si5ng塑 像 〔名〕塑像.
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sok‐tS

sok‐tS速 度 〔名〕速度,速 さ.

s6ng爽  〔形〕快適な,心地のよい。

In chhtt chin～(悠暦長～)一 彼

の家はとても快適だ.

s6ng F含?〔 形〕田舎 くさい,無粋

な。Chit a gin。とchhO・‐chho・lai

e si chin～ (此個□仔初初来的

時長～)一 この子が初めて来た時

はとでも田舎くさかつた.

song‐hiosi喪喜事 〔名〕慶弔事.

song‐h6k 喪服一→hと‐h6k

s6ng‐khoとi爽 快 〔形〕気分のよい。

St seng‐khu,lang chin～ (洗身

堰,人 員～)一 入浴するととても

気分がよい. Kin_ム ‐jit sin‐khu

khah b6～ (今仔 日身堰較無～)=

今日は体の具合いが悪い。

song‐si喪 事 〔名〕葬式.

su私  〔形〕私の,私 有の (Okong

公)_～chhan(～田)=私 の園地 .

～giap(～業)=私 有財産 .

su輸  〔動〕負ける (Clian扇).Ian

ia sl_thang siun hoan,hi,～ia品_

thang siいkhi(扇亦不通尚歓喜,～

亦不通怒氣)=勝 ってもあまり喜

んではならないし,負 けても怒っ

てはいけない,I chin gau sia ji,

g6a sia～ i(伊 員賢篤字 ,我 篤

～伊)=彼 の字の うまいのには私

はかなわない。I k6ng oこbこ ～

siとu…6(伊講話没～狂的)=彼 のい

うことは気違いと同 じだ。

su堰 ?〔 量〕着,そ ろい。◇衣服

の上下 1そ ろいを数えるとき.

nig～i3・‐hもk(雨～洋服)―洋服2

着.kui～ s an(規～ネタ)-1そ ろい

の衣服.

S /`①si四  〔数〕四.

s i賜  〔動〕賜わる。Sin  c h i‐3～

leng_han h5・ lang,b6～h5・t5ng‐

bもt(碑 只有～霊魂給人,無 ～給

動物)一 神は人間にのみ霊魂 を与

え賜 うて,動 物には与えていない。

sこ事 〔名〕 (文)事 ,事 件.iとu_

kin 6～ (要緊的～)一重要な事.

chhap～ 竹喬～)=事 件に介入する。

si唆 →chhi峡

si‐bこng/①st‐使命 〔名〕使命.

si‐bi事務 〔名〕事務.

sこ・bこ‐oan事務員 〔名〕事務員.

si‐bi‐sむ事務所 〔名〕事務所.

si‐bi‐toh事務典 〔名〕事務机.

Su‐bdR斯文 〔形〕上品な。I sen.

chtt put‐chi～ (伊生依不止～)=

あの人は生 まれつ き上品です。

si‐cheng事 情 〔名〕①事情.～

chin hもk‐chap(～ 員複雑)=事 情

がはなはだ複雑だ。②事,用 事.

◇事の内容がtai_chi事誌よりやや

高尚な感じのとき,G6a eng‐ よm

chin b6 eng,こ chin chこ～ (我

□日き長無問,有 長多～)=今 晩た

くさんの用事があつて暇がありま

せん。

su‐chi左/①s手 使者 〔名〕使者,使

い。使いの者

su‐chhut輸 出 〔動〕輸出する。

〔名〕輸出.

sこ‐gian結 言 〔名〕絡言,序 言.

si‐giap事 業 〔名〕事業.

su‐hiong‐pこ
n/_pin思

郷病 〔名〕ホ

ー ム シ ッ ク .

su‐hoan師 範 〔名〕師範.～ hak‐

hau(～學校)一師範学校.

su‐hoat司 法 〔名〕司法.

su‐hoat書 法 〔名〕書道.
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su,hoch/‐huih輸血 〔動〕輸血する.

Chit 6 pるn_lang b6～b3_こng…tit

(此個病人無～没用得)一この病人

は輸血をしなくてはだめだ。

su‐h6k舒 服 〔形〕気持 ちがよい,

のびやかな.Un_t5ng liなu‐aこkhi

s`モk l kam_kak chin～ (運動了

後去洗浴含感覺員～)一 運動のあ

と風呂に入ったらとでも気持 ちが

よい。

s也‐hong四 方 〔名〕四方.面g chhおh

～(雨尺～)=2尺 四方.

ざu‐hi師 父 〔名〕自市,師 匠.

su‐ian輸 京 〔動〕勝負する。 kap

lang～ (及人～)一人と勝負する。
～chin(～錠)一 お金をかける。

su‐ittu需要 〔動〕必要とする.B6

～khai hit khoan Ch伊 (無～開彼

款銭)一 そんなお金を払 う必要が

ない。U～6 m i h  c h i a h  t h a n g  b 6

(有～的物即通買)=必 要のある物

なら買 ってよい,

st‐i5ng使用 〔動〕使用する.～i3‐

teng(～油燈)一ランプを使用する。

su‐jin私人 〔名〕個人.～ 6 sin‐

siun(～的信箱)一私書箱,

su‐jip輸入 〔動〕輸入する。〔名〕

輸入.

st‐ka暑候 〔名〕夏期休暇.

Su‐ki司機 〔名〕運転手.

Su‐ki書記 〔名〕書記.

si‐kian事件 〔名〕事件コ

s itkさ事故 〔名〕事故.

si‐koan士官 〔名〕士官.

su‐khia/③sai‐私奇 〔形〕内緒の.

k6ng～03(講～話)=内 緒話をす

る!〔名〕へそくり.

Su・khJ書 庫 〔名〕書庫.

si‐stt

sa_11ng辞令 〔名〕辞令.

su‐11ng‐koa・司令官 〔名〕司令官.

su‐liam思 念 〔動〕しのぶ.Tai_ke
～ kbe_khi こ 15a ch3 1ang Si‐

tibh kin‐ム‐jitS e ch3.iS iai hi_

seng lah(大家～過去有若多人島

着今仔日的自由来犠牲嶋)=皆 は,

過去においてどれだけ多くの人が

今日の自由のために儀牲になった

かをしのんだ。

st‐liau史料 〔名〕史料.

su‐lip私立 〔形〕私立の (= su‐

siat私設),Chit keng hak_hau si
～‐‐6,a‐si kok_lip__6?(此問學校

是～的,抑 是囲立的)=こ の学校

は私立ですか,そ れとも国立です

か 。

su‐lip‐pah□□□ 〔名〕スリッパ.

su‐1こi書 類 〔名〕書類.

su_pang書房 〔名〕(1日)家塾,私

塾.

su,pau 書 包→ chheh‐pau

si‐peng士 兵 〔名〕兵隊,兵 卒`

s也̀phbe四配 〔形〕似合 う,ふさわ

しもゝ. Hit h5 cha_b6・ kap li b6

～ (彼琉査某及体無～)=あ んな女

は君に似合わない。

s也,si舒適 〔形〕快適な。 Chit

keng chhも chin～,  pang‐keng

16ng chin kng(此間暦長～,房間

擁員光)一 この家は部屋がみな明

るくてとても快適だ。

su,siat 私設
―→su_lip

su‐sim私心 〔名〕私心.

su‐si5ng思想 〔名〕思想.

siosit事賃 〔名〕①事実.B6hit

khoan a～(無彼款的～)一そんな

事実はない。②実際.～li tang‐
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sこ‐tian

si beh chhut‐hoat?(～ 1ホ富時要

出較)一 実際 ,君 はいつ出発する

のですか.

Sa‐tiaR辞典 〔名〕辞典.

su‐tian師長 〔名〕①自市団長.②先

生 ,目 上の人 .

suh 吸―→soh 吸

sui□  〔動〕ほつれる。Thau_mag

～‐‐1もh‐lai(頭毛～落宋)=髪 がほ

つれる.

sti 美  〔形〕美 しい,きれい (Cibai

イ悪).Li e san chin～ h5n?(体 白旬

杉長～n否)一 君の服はとても美し

いね,Hoe khui‐‐khi chin～ (花

開起長～)一 花がほんとうにきれ

いに,夫いた.

sdi 誰  〔代〕(文)誰 .

s a i 随〔扇u 〕す ぐに, I  l a i ,  ～

hg__khi(伊 来,～ 率去)=彼 は来

てすぐに帰って行った。～cht～

chiよh(～ 煮～食)=煮 えるなりす

ぐに食べる。

sこi穂  〔名〕穂.〔量〕本.◇ 穂

を数えるとき.nttg～ tiこ。と (雨～

裕仔)=2本 の稲穂.

sii‐bin睡 眠 〔名〕睡眠,眠 り.

sti‐chai随 在 〔動〕勝手にする。

―g6a lah, bian chhap Chhもi

(～我口位,免 挿嘴)一ぼくの勝手だ,

口をはさむなよ.～ li(～イホ)=ご

随意に.〔 介〕…・の思 う存分に,
…の好 きなように (一kも,chai接

在).～li k6ng(～体講)一君の思

う存分に話 しなさい。

sti‐ga/①chti_水 牛 〔名〕 (動)

スイギュウ.

sSi‐hi un瑞香 〔名〕(植)ジ ンチョ

ウゲ ,

sdi‐i瞳 意 〔形〕自由を,勝手な。

Tai_keT,詐 thang khuに (大家

～,不 通拘薩)一 皆 さんご自由に,

回苦 しくなさらないで,G6a b6

sim‐mih a lim chit,～ chiS h6

(我無甚宏含飲酒,～ 就好)=私 は

あまり酒が飲めませんので,勝 手

にしている方がいいのです,

sui‐jian難然 〔連〕…。ではあるが,
…であろうとも.G6a～chiah‐nih

san,品_kも 16ng nl‐bat phba_pこn

(我～此梶痩 ,不 拘オ'と不曽破病)=

私はこんなにやせているけれども,

病気をしたことはありません,I

～b6  s i S  kとu‐ib k ,  t i  n‐si  c h心

seng‐li b6 1angこ ian i(伊～無

受教育 ,但 是倣生理無人含扇伊)

一彼は教育 を受けていませんが,

商売では彼に勝つ者がいません。

s面‐ke/③chti‐/‐koe水 鶏 〔名〕①

食用ガエル (si‐【ha_hi四脚魚).

② (俗)陰門.

s ul‐koe 水 鶏
―・s ul‐ke

sti‐pian随 便 〔形〕①随意な,自

由な.Chhian lin～lim (請 悠～

飲)=ど うぞご自由にお飲みくだ

さい。② あり合わせの,ふ だんの.

～chhとi(～菜)=あ り合わせのお

かず.～ s an(～杉)=ふ だん着.

s di‐si随 時 〔副〕① すぐに,直 ち

に (―liam_pr連鞭,mよ,si5ng馬

上).G6a～ 3 khi(我～含去)=す

ぐに行きます,P品宮～こSёk,

chhian li tan chit―こ(飯～含熟,

請体等一下)=ご 飯はすぐに炊け

ますから,ち ょっとお待ちくださ

い。②いつでも,勝 手な時に。Li

～16ngふsai lai(体～す,こ含使衆)
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=君 はいつ来てもよろしい。

sun孫  〔名〕孫.

sun萄 →sun_a

stn i隼 〔名〕ほぞ.

sin旬  〔名〕(人の死亡 した後行 う)

7日 ごとの供養。ch心～ (徹～)一

7日 ごとの供養をする。

san巡  〔動〕①見回る,パ トロール

する.Kこng‐chhat teh～(警察在
～)一 警察がパ トロールしてぃる。

②目を通す。 Sia liょu,品 h～

chit‐|(篤 了,着 ～一下)一書き終

えたらぎっと目を通 してみるんだ。

stn紋 ?〔 名〕(傷跡や金モールな

どの)太 い線,筋 ,o51 tiau～

(董一條～)=太 い線 を1本 引く.

〔量〕本.◇ 筋や線 を数えるとき.

khOng nig～(圏扇～)一筋 を2本

つける.

s t n循 〔形〕①おとなしい,従順な。
Hit e lang Chin～(彼個人員～)
一あの人はまことにおとなしい.

② 係屯度が高くて)軽い,もの柔
らかな.Chit h5 hun chin～ (此

班煙長～)=こ のたばこはとても

軽い。Chheng,chid lim liau chin

～ (i青酒飲了長～)=清 酒は飲んで

まことに日あたりがよい。

sin順  〔動〕従う。～ lang e i_

kiとn(～人的意見)一人の意見に徒

う。 〔介〕…・に沿って.～  chit

tiau 15'khi(～此篠路去)一 この

道に沿って行く.

Sun転孫仔 〔名〕①おい (=tit‐ム

姪仔).②姪(=tit‐1こ煙女).
Stn‐と筍仔 〔名〕(植)タ ケノコ

(=sもn萄).

San‐bこR'Chh也詢問庭 〔名〕案内所.

sin‐honに

san_cha巡査 〔名〕巡査.

san_chёng/C)‐chian糸屯正 〔形〕C
純正の,ま じりけのない.②誠実

な,正 直な.

san_chin純 員 (形 〕ネ屯真な。～ 6

ginもな(～的日仔)一 純真な子供.

sin‐chi6ng順 従 〔形〕徒順な, 素

直な。 〔動〕服従する,命 令に徒

う。

san_chit殉職 〔動〕殉職する.

san_chhtti純粋 〔形〕純粋な,生粋

の。 Chit‐ma ti Tai_。an-6

htt‐kよu‐si t‐keng chin chi6(此

漏在曇湾～的佛教寺己経員少)一

現在,台 湾では生っ粋の仏教寺院

はすでに少ない。

sin‐ek純 盆 〔名〕孫屯益.

sin‐さng順 鷹 〔名〕適合,適 応 ,

順応.〔 動〕適応する,順 応する。
～khoan_kこng(～ 環境)=環 境に

順応する,

sin‐goこh/‐gもh順 月 〔名〕臨月.

stn‐hai損害 〔動〕傷める,害する.
～ lang e beng。こ beh ふn‐ch6an

p6e?(～ 人的名答要技想賠)一人

の名誉 を傷つけたらどうして債い

ますか。

san‐h6e巡廻 〔動〕巡回する。

〔名〕巡回.～ t6・‐su‐koan(～ 固

書館)=巡 回図書館.

sin,h6k順月買 〔動〕従う,服従する。
～ti5ng‐hu(～丈夫)一夫に従 う.

sin‐hong順風 〔動〕せんべつを贈

る。Che ka li～(這給体～)一こ

れをせんべつに差 し上げます.②

風に従 う,追 い風 を受ける.Na～

ke chin kin(若 ～加員繁)=追 い

風 を受ければもっと速 くなる。③
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sun‐ lan

(遠くへ旅立つ人に対 して)ご無事

で,お 元気で行っていらっしゃい.

〔名〕①せんべつ。②順風,追い風.

sin‐ian順延 〔動〕順延する。

san_iぜ_lam巡 洋艦 〔名〕巡洋艦.

sttn`kan瞬問 〔名〕瞬問.

sin‐kあu殉 教 〔動〕殉教する.

sin‐kian順行 〔動〕お気をつけて

お帰りください。◇客が帰るとき,

主人の言うあいさつのことば.～ ,

chiah kch lai chこ(～,即 復来

坐)=お 気をつけてお帰りくださ

い,ま たお越しくださいますよう

に .

san_kiat純 潔 〔形〕純潔を,清 浄

な.

san_kim純 金 〔名〕純金.

stn‐koan萄 千 〔名〕干しタケノコ.

stR‐khoan/①_hoan循 環 〔名〕循環

sin‐16巡 薩 〔動〕巡礼する。

sin‐li順 利 〔形〕順調な。Sこ‐giap

chin～(事業員～)一事業はたいヘ

ん順調である。

san‐li6ng純良 〔形〕①徒順な,お
となしい.②眸屯良な。

san‐16巡選 〔動〕パ トロールする。

san_phok孫屯升卜 〔形〕孫屯本卜を.

stR,siong損傷 〔名〕損傷.

stn‐sit損失 〔動〕損失する。

Phain ni_tang, lang―Chin chこ

(夢年冬,人 ～長多)一不作の年は

損失が多い。 〔名〕損,損 失.

sin‐sba順 績 〔副〕(―sba),つ い

で 1こ.  T a n  t t n～l a i‐k h i  k h t t n  k a‐

k hこ(ロロ自～来去看家具)一今つい

でに家具を見に行きましょう。～

ka g6a b6 nig tiun iS‐phib,h6

b6?(～給我買爾張郵票,好無)=

ついでに2枚 切手 を買ってくれま

せんか,

sin,si順序 〔名〕順序,次 第.

〔形〕順調な,無 事な。L5・‐t6・こ

～b6?篠 途有～無)一道中ご無事

でしたか.～ kとu_tё(～到塊)一滞

りなく着きました.

sut i率? 〔 動〕① (よくしなうもの

で払うようにして)打 つ.～ bこ‐

pr(～馬鞭)=む ちで打つ.②(た

わむものが)揺 れ動 く。 Chhiこ‐

b6e～lai～khi(樹 尾～来～去)―

こずえがあちこち揺れ動 く。

stt成 ?〔 動〕(口笛を吹 くように

して)シ ーッという。Ka en_ょ～

ji5(給嬰仔～尿)=シ ーッシーッ

と言つて赤ん坊におしっこをさせ

る。

stt術  〔動〕べてんにかける,だま

す.～ lang e ch伊 (～人的銭)=

人の金をだまし取 る。

sut,と解仔 〔名〕①むち.②ほつす,

sut‐aこ‐phよui率後胞 〔動〕出し抜く,

先回 りする。H81ang～ khi(給人

～去)一 人に出 し抜かれた。

sut,bとkす率目 〔動〕またたきする,

まばたきをする。

sut‐kak捧 角 〔名〕レスリング.

sut‐kim↑血金 〔名〕救済金,扶助料.

sut‐16ng率領 〔動〕51き連れる。

sut‐pin l血貧 〔動〕貧民を救済する.

sut‐sian率先 〔動〕率先する.

s uttt比率直 〔形〕率直な.Chit e

lang chin～, chin h6 kau‐p6e

(此個人員～,員 好交陪)=この人

はとでも率直だから交際しやすい。
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