
ttR

利),Chit ki tO,a chin～(此枝刀

仔長～)一 このナイフは切れ味が

悪い。Chhこi‐chih～(嘴舌～)一口

下手だ。

tin回  〔動〕①買い占める。 ～

古よh ng6・‐kok(～ 経五穀)=穀 物

を買い占める。② (多くの人が)

集合する。Kui tin lang～ ti ke_

15・(規陣人～在街路)=大 勢の人が

道に集合している。

tttn托  〔動〕(急に)51っ 張る.～

thau_mng(～頭毛)=髪 を引っ張る。

thn噸  〔量〕 トン.l ban～ (一高

～) - 1 万トン,

ta n唇  〔名〕唇,

tin屯 〔動〕①駐屯する.～l tSi

peng(～
一隊兵)-1隊 の兵隊が駐

屯している。② (兵糧などを)蓄え

る.～ niS(～糧)=兵 糧 を蓄える。

銅R鈍  〔形〕のろい,鈍 感な (― .

ham_ban含 慢).Kha‐chhit～ (脚

手～)=手 足の動 きがのろい。

tinナ敦 〔動〕(肉類を柔らかくなる

までゆっくりとろ人で)煮 る。～

pih(～ 鼈)キ スッポンをとろ人で

煮る.

tttn‐chhiこれ手 〔動〕握手する。

ttt‐jian突 然 〔副〕突然に,

tit‐kek突 撃 〔動〕突撃する。

Hibng tもk‐jin～ (向敵人～)=敵

に向かって突撃する。

T,H

thと参 ?〔 動〕(物の先で)突 っ突

く.15ng tek‐ko～Phang‐siこ (用

竹富～蜂巣)一 竿でハチの巣 を突

っ突 く.

tha‐tt‐あ頭低?イ子→thau_ti_と

th a E  i掌?〔 動〕① (てのひらに乗
せて)支 える。B61at,～ bこkhi_

khヽ(無力,～ 没起去)一 カがない

から支えられない。② (戸を外す

ときなどに)持 ち上げる。～mig‐

sin(～門扇)=戸 を持 ち上げる。

thah塔 〔名〕塔.

thah星 〔動〕①重ねる。Siu‐seng

liとub`h‐k6ti6h～ ‐‐khi‐lai(収

成了奏藁着～起来)=取 り入れが

終 わつたら麦わらを積み重ねなさ

ぃ。koh～l piよn(復～一通)=も

う1度重ねる.②勝る.Chtt hang
～tiもh hit hang(此項～着彼項)

一 これはあれより勝っている.

thai舗  〔動〕ふるいにかける (→

pba簸 ).～ mi_hこn(～麺粉)=小 麦

粉をふるいにかける。 〔名〕ふる

ヽゝ (一thai_と鯨仔,-16庭 ).

thtti主 ? 〔 代〕どうして,なぜ(=

na那 ).◇ そうであるはずはない

という意味の反語的表現 .～ とn_ne

ti‐khiok?(～ 安呪委曲)=ど うし

てそんなに入り組んでいるのか。

～b6ka i k6ng?(～ 無給伊講)

一なぜ彼に話さないのか。

thあi太  〔副〕あまりに,… しすぎ

る。～t5a(～ 大)=あ まりに大き

ぃ。～cha(～ 早)一早すぎる.

thtti勿 ? 〔 副〕するな,よ せ (―~

mとi勿,bとng□ ).～ kap i k6ng

oこ(～及伊誌話)=彼 と話をするな

〔動〕やめにする.I b6と i Chb,

け

thai

!(伊無愛依 ,～ )一や りたくな

れば,や めにするまでだ。

台」 〔動〕① (刃物で)切る。
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②切り殺す.～ti(～猪)一ブタを

層殺する。③ (字旬を)肖Jる。

Chit ktt b6と i,ka～ __khi‐lai(此

旬無愛 ,給 ～起来)一 この句は要

らないから削 りなさい。④雑卜け合

う。kap  i～(及伊～)一彼 に掛け

合う。③戦争する。」it‐pもn～ su

(日本～輸)一日本は戦争に負けた。

thぶ‐a衛仔 〔名〕①ふるい。②(ふ

るいのような形の)ぎ る。

th京‐gi待 遇 〔名〕待遇.

thai‐hong随 風 〔名〕台風.

thai_i an台1扇 〔動〕戦勝する.

thai‐i6ng太 陽 〔名〕 (文)太陽(→

jit‐thau).

t h ぷ‐i 6 n g ‐k i a n 太陽鏡 〔名〕サング

ラス .

thよi‐i6ng‐kong太 陽公 〔名〕 お天

道様.

thよi‐16ng‐sbaE太陽傘 〔名〕パラソ

thai_k。頴様 〔名〕(医)ら い病.

thtti‐ko‐kti瀬 :t「鬼 〔形〕きたなら

しい. He～ ,m‐thang khi bong i

(彼～ ,不 通去模伊)一あれはきた

ならしいから触 ってはだめよ.

thぶ‐ko,niau療イ:「猫 〔名〕好色漢.

thtti,khong太空 〔名〕宇宙.

thぷ‐pth‐htn太白粉 〔名〕かたく

り粉.

thとi‐pёk‐chhen/‐chhin太白星

〔名〕宵の明星,金星.

thぷ‐peng‐keng大 平問 〔名〕霊安

室 (=thengもSi‐keng停屍門).

th航‐peng‐mng太 平門 〔名〕出口.

thtti‐p6太 保 〔名〕非行少年.

thai_si台J死 〔動〕殺害する,殺す。

th航‐su ttU輸 〔動〕敗戦する。

tham

thai_ts/①thai_態度 〔名〕態度,

thとitthあi太 太 〔名〕奥様.

thaitthau台」頭 〔動〕①打ち首にす

る。H5'11～ ia b6 iよu_kin(給 f休
～亦無要緊)一 あなたに打ち首に

されても構いません.②解雇する.

Li na tt jin_chin chも,s h5・lang
～ (体若不認員倣 ,含 給人～)一ま

じめにやらないと解雇 されますよ.

thai_th6立可 ?〔 代〕 (―thai).ど

うして, なぜ. ～こh i t  h 5  傷i .

chi?(～ 有彼琉事誌)一 どうして

そんなことがあるものですか。

thak誤  〔動〕値>売む.～ chふban

(～祭文)一祭文を読む.～khah sё

sian leh(～較細馨F列)=も っと小

さい声で読みなさい。②序ぷ,習

フ. Gもa beh iai‐khi―Tai_ 。ant

oS(我要宋去～畳溜話)一台湾語 を

学びに行 きます.

tttk‐chu/① th6k,su 諌書→thak_

chheh

thak,chheh誤冊 〔動〕 (―thよk).

勉強する,学 問をする (一 thよk‐

chu預書).Tak_jit khi hak_hau

teh～ (逐日去害校在～)一毎日学

校に行って勉強している,khi Bi‐

kok～ (去美園～)一 アメリカに留

学する。

thak,chheh‐keng預 書問 〔名〕書斎.

tham貪  〔動〕むさぼる,欲張る.

～chin(～銭)一金をむさぼる。～

sek(～色)=色 をむさばる。

thあm探  〔動〕①訪ねる.～ peng_

iも(～朋友)一友達 を訪ねる。②見

舞 う.～ pO n‐l a n g (～病人)=病 人

を見舞う。③探る。～hang,ch6ng

(～行情)=市 況を探 る。
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tham

tham疾  〔名〕疾.

tham i車 〔名〕①淵,② 湖.

tham揮  〔量〕缶.

tham‐chiとh食 食 〔形〕食いしん坊

な.

tham_hittm探険 〔動〕探険する。

tham‐h6ng探 訪 〔動〕訪間する。
～peng_it(～朋友)=友 達を訪ね

る。

tham_k。ぁn痰 缶夜 〔名〕疾つぼ (=

tham,6・疾壷).

thamos疾 壷→tham_k。とn

tham‐sim貪 心 〔形〕欲深な,貪慾

な.U thang eng tibh h6,  品‐

thang siun～ (有通用者好,不 通

尚～)=使 える物があればよいの

であって,あ まり欲張ってはいけ

ません.

thとm‐thian探整 〔動〕(第二者 を通

じて)探 りを入れる。Si‐kbe khi

～ (四界去～)=方 々へ行って探 り

を入れる。

tham‐こ貪汚 〔動〕わいろを取 る,

汚職する。I chb koan chhcng‐

liam,b3。 ai_ko,bこ～(伊依官清

廉 ,波 歪朝,没 ～)=彼 は官支 と

して清廉で,手 段 を弄 したりわい

ろを取ったりしなかった。

tttn 毯一thttn毛

than診 〔動〕①もうける。～15a
Ch6?(～ 若多)=い くらもうけま

したか。Chiok li t5a～Ch in(昴兄

体大～袋)=お おいにもうかるよ

う祈ってます。② 進う。 ～lang

6 ‐ヽkiとn(～人的意見)=人 の意見

に従 う.〔 介〕・!・の うちに.～sio

chiah(～ 焼食)=熱 いうちに食べ

る。～siとu‐lian thak,chheh(～ 少

年譲冊)=若 いうちに勉強する。
than_とを仔 〔名〕毛布(=than軽).
than,chiとh修食 〔動〕①かせぐ.
chhut g5a～(出タト～)=外に出て
かせぐ。②売春する。chiah_kもb6

teh～(此久無在～)=近 ごろは客

を取っていない。

thよn‐chiah_cha_bむ診食査某 〔名〕

売春婦.

than_chiぁh‐keng診 食間 〔名〕 女

農吊屋.

than,chiとh‐lang診 食人 〔名〕 肉

体労働者.

than.chhib坦笑 〔名〕あお向き.

t6～(倒～)=あ お向きに倒れる。

than_chh。とh坦 斜 〔名〕 斜め,

はすかいの,ch3～ (坐～)=斜 め

に座る.

than_hoar坦 横 〔名〕横,横 ざま.

khもn～(日困～)=横 たわっている。

khふg～ (蔵～)=横 に置く.

than_khek_chhia坦克車 〔名〕 戦

車.

than_khi坦歌 〔名〕横向き,◇

側面を上下にする。khもn～ (口囲～

=横 向きに寝る。

thttn‐pёh/〇‐pもk坦 白 〔形〕率直を

than_sa嘆詞 〔名〕感嘆詞.

thttR‐ti t坦直 〔名〕縦.

thang通 〔動〕①…してよい,差

し支えない。◇許可を表わす。否

定形はm_thang不通 .G6a～ khi

b6?(我 ～去無)=行 ってよろしい

ですか。Li～sai g6a a khi‐chhil

khi(体～駿我的汽車去)=私 の享

をお使いになっても結構です・②
・…することができる。◇ある可能

性が与えられていることを表わす
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He～chtt chang,Chhとi(彼 ～徹前

菜)=そ れはオー ドブルとして使

える。③・・・するために…す る,…

すべく…する,◇ 動詞と動詞の間

に位置して前の動作が後の動作の

手段 となることを示す。 khi h6e

～chもptt g(起大～煮飯)=大 を起

こして飯 を炊 く.b6tl～ khi chh芭

(買地～起暦)=家 を建てるため

に土地 を買 う。

thang奮 →thang‐あ

thang桶  〔名〕桶,た る。 〔 量〕

桶.1～ chこi(一 ～水)=1お け

の水.

thang通  〔動〕通 じる。L5・～t6‐こi

?(路 ～何位)=道 はどこへ通 じ

ていますか,～ kとu HOk‐chiu(～

到福州)=福 川まで通 じている。

thang品  〔名〕虫.

thang弄 ? 〔動〕①(悪いことを)

ささやく。Nttg‐‐e teh～s ian_mih

? (爾 個在～甚涯) = 2人 は何 を

ささやいているのか。② けしかけ

る, たきつける。B61 a n g～ i,  i

nム3‐hiau__tit(無人～伊 ,伊 那令

暁得)=誰 かがけしかけなければ,

彼がそんなことをするはずがない

じゃないか。

thang‐左密仔 〔名〕窓 (=thang奮 )

thangぃよ‐khau奮 仔口 〔名〕(切符売

場 ・銀行などの)窓 日.

thangⅢmag衝 仔門 〔名〕(窓の)

戸,扉 .

thang‐h6通 好 〔動〕…。してもよい

(=h6‐thang好通,thang‐lai通宋).

◇時期が熟したという話し手の判

断を示す。Kam‐と～ban iah(柑仔
～挽p位)=ミ カンはもうもいでも

that

よい。

thang‐hong通 風 〔形〕風通しのよ

い。Chhも‐‐lai put_chi～ (層内不

止～)=家 の中の風通しがとても

よい。   ・

thang_kam桶 キ甘 〔名〕(植)タ ンカ

ン.◇ ミカンの 1種で1 2月上旬に

熟す。

tttng‐礎 通過→tttng‐臨e

thangもkng通光 〔形〕①(光線がよく

通って)明 るい。Po‐に‐thang khah

～ (披璃奮較～)=ガ ラス窓の方

が明るい。②(事情に)通じた。
Hang,chang b6～(イ子情無～)=相

場に通 じていない。

thttng‐臨e/‐kё通過 〔動〕突 き抜け

る。Chhさng‐chi～piah(銃子～壁)
=弾 丸が壁を突 き抜ける,

thttng‐khah□ □ 〔名〕担架.‐

thang‐ぬi 通宋―→thang‐h6

thap士易―→lapナ易

that塞 〔動〕せんをする,ふさぐ
～kan‐よ (～石千仔)=び んにせん

をする。～hi‐khang(～耳孔)=耳

をふさぐ.〔 名〕せん。(=that‐よ

塞仔).

that i達 〔動〕ける。～ki3(～球)

=ま りをける。～hig(～ 遠)=遠

くへける。

that‐と/①‐1左塞仔 〔名〕せん。

thau倫  〔動〕盗む.H5・lang～__

khi(給人～去)=人 に盗まれた。

〔富」〕こっそり, ひそかに. ～

chau(～走)=こ っそりと逃げる。

～k6ng(～講)=ひ そかに話す。

thau透 ?〔 動〕① (空気や水など

が)流通する,はける.Chti b6～

(水没～)=水 がはけない。② 知
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thau

れ渡る。Mia‐sian chin～(名密長

～)=名 声が知れ渡っている.」i‐

h5chin～ (字琉長～)=店 の名が

よく通っている。

thau解 〔動〕①ほどく.～kよt(～

結)=結 び目をほどく,②晴らす。
～l tiam hin(～一鶏恨)=恨 み

を晴 らす.

thau透  〔動〕①通 じる,通 す.

Chit tiau Snth6-kとu An‐peng

(此1条運河～到安平)=こ の運河

は安平まで通 じている.～ hun‐

chhoc(～煙吹)=き せるを通す。

② (水が)しみ透る。Ak tibh h5・,
san tam kょh～ktte(沃着雨,杉 洛

及～過)=雨 に遭ってずぶぬれに

なった。③(粉や液体を)混ぜる。

Kh_chti‐‐nih～1とng‐chti(渡水裡

～冷水)=湯 を水でうめる。④完

結する。Hi chb iau‐b5e～ (戯徹

猶未～)=芝 居はまだ完結 とまで

いっていない。thak kah～ (讃及

～)=終 わりまで読む。 〔形〕(風

や流れなどが)強 い。～hOng(～

風)=風 が強い。Lau chin～ (流

長～)=流 れがたいへん強い.

〔介〕…・を冒して.～ h5・pian lai

(～風す昨宋)=雨 を冒してやって

来る。

thあu‐透 ― 〔接頭〕・・・中.◇時間を

示す語を従える,thと u‐m6(透冥)

=夜 通し.thとu‐ni(透年)=一 年

中。    ,

thau頭 〔名〕①頭.t5a～(大～)
=大 きい頭,②頭,長.I chb～

(伊依～)=彼 が頭になる。③始

め,先 ,先 頭 ,こ～b6 b 6 e (有 ～

無尾)=始 めあって終 わりなし.

〔数〕第一の,最 初の.◇ 原則と

して量詞を従える.～ mぬ kip‐keh

(～名及格)=1番 で合格 した。
～tiun chhia(～張車)=最 初の一

両.～ h6a chit(～ 城的酒)=1

番よい酒.

‐thau‐頭 〔接尾〕①眼本,源.

chhiこ‐thau(樹頭)=木 の根 .tian

‐h6e‐thau(電火頭)=ソ ケット.

hong‐thau(風頭)=風 上。②最初

の。◇生産物の最初にできたもの,

ibh_thau(薬頭)=1番 せんじの業.

k6e‐chisthau(果子頭)=果 物の初

なり.chiu‐thau(酒 頭)=1番 酒.

③端,角,わき,sim‐koan_tha式心

肝頭)=心 の端 .piah_thau(壁頭)

=壁 の角,mag‐thau(P5頭)=門 の

わき.④くず,かけら.chng‐ム‐

thau(打専1子頭)=レ ンガのかけら.

han‐ch6‐thau(番語頭)=イ モの堀

りくず.tau_thau(豆頭)=豆 腐の

おから,⑤◇塊状のもの。chibh‐

thau(石頭)=石 。soよn‐thau(蒜頭)

=ニ ンニク.chhよi‐thau(菜頭)=

大根 .koとn‐thau(缶笹頭)=か ん

詰め.⑥◇突き出たもの,chig‐

thau(指頭)=指 .keng‐thau(肩

頭)=肩 .②◇感覚的な抽象名詞

をつ くる.khban‐thau(看 頭)=見

かけ.phang‐thau(芳 頭)=香 り.

tiau_thau(兆 頭)=兆 候 .hё n g‐

thau(果頭)=果 味 .tr‐thau(討 頭|

=甘 味.tan,thau(塘 頭)=荷 の室

さ.giとn_thau(覆 頭)=か つえた

状態。①◇場所を示す語に付けて

その意味 を明確にする。15',thau

(路頭)=道 口tこ‐thau(地頭)=

土地 .pr_thau(遂頭)=わ き・g°a
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_thau(外頭)

頭)=上 .

t6ng‐thau(項

thau毒?〔 動〕薬殺する。～kムu

(～狗)=イ ヌを毒殺する。

thau_え頭仔 〔名〕①最初のところ.

G6a～b6khban(我 ～無看)=私 は

最初のところを見ていない。②始

めのうち.～hёn g‐hさn g , b 6 e‐a

leng‐leng(～果果 ,尾 仔冷冷)=

始めの うちはとても熟心だが,終

わりはすっかり熱がさめる。

thau_bとk頭 目 〔名〕頭目,し ゅう

長.

thau‐b6e/‐bこ頭尾 〔副〕足かけ,

前後.G6a lai」 it_ptn～1‐keng 3

ni pもan(我宋 日本～巳紅三年半)
=私 は日本に来て既に足かけ3年

半になります。

thau.chぁ透早 〔名〕早朝.

thau_chang頭先そ 〔名〕(結うために

長くイ申tゴした)髪 .

thau‐chau倫 走 〔動〕ひそかに逃tず

る,と ん走する。Chang‐とmこ 5

6 hoan_lang～__chhut_khi(□暗有

五的犯人～出去)=昨 晩 5人 の犯

人がとん走 した。

thau_cheng頭前 〔名〕①前.G6a
tもa Thih_15・ pttg‐tiよm e～ tan

lin(我滞鎖路飯店的～等悠)=私

は鉄道ホテルの前であなたをお待

ちします。②先頭.chb～k ian(依
～行)=先 頭に立って歩 く.

thau_chiとh倫 食 〔動〕盗み食い を

する。Li teh～simtmih?(体在～

甚残)=何 を盗み食いしているの

か 。

thau_chiahsPs倫食歩 〔名〕いんち
き.◇主に勝負事の場合について

thau‐6ng

thau_chhdi頭嘴 〔名〕家族の人数.
～chin ch5e,kan,kh6・t5,kさjit

(～長多,難 苦渡過日)=家 族が

多くてその日暮,らしです。

thau_hiとh頭 額 〔名〕ひたい。

thau_ke頭家 〔名〕主人,親 方,
だんな.

thau_ke_ni d頭家娘 〔名〕おかみさ

ん.

thau_khak頭殻 〔名〕(一thau).

頭.

th血‐khak‐chh6e/‐chhも 頭殻髄

〔名〕居占,月酋みそ.
thau_khak,kut頭殻骨 〔名〕頭がい

骨 .

thau‐khttan倫看 〔動〕盗み見る。
～pat_lang e phoe(～別人的批)
=他 人の手紙を盗み見る。

thttu‐khui解開 〔動〕(結び目や糸

のもつれなどを)解 く.

thau_lang頭人 〔名〕首領,頭 .

thau‐liとh倫 掠 〔動〕(手でつかんで)

盗む.～ kim‐h↑(～金魚)=キ ンギ

ョを盗む,

thau_13頭路 〔名〕職(→chit‐giap).
chiah～(食～)=職 に就く。Li chb

sim‐mih～?(体 倣甚宏～)=ど ん

なご職業ですか。

thttu‐me透 冥 〔名〕夜通し.

thau_mng/〇_ms頭 毛 〔名〕髪,

髪の毛.

thau_mng‐Chhai頭毛菜 〔名〕(植)

ウシケノリ, オ ゴノリ.

thau_ms 頭 毛→thau_mng

thau_誼u頭脳 〔名〕頭,頭脳.

thttu‐ni透年 〔名〕一年中.

thau‐6ng頭王 〔名〕頭,親分.
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thttu‐pttng

thttu‐pttng解放 〔動〕解放する。

thau_phび頭麺 〔名〕ふけ.

tttu‐si‐lang透 世人一kui‐si‐Lng

thau_si頭 結 〔名〕(文)端 緒,手

がかり,bong b6～ (摸無～)=手

がかりがつかめない.

thau_航g‐kheh頭 弾客 〔名〕最初の

里帰 り.

thaustt_と/①tha_頭抵 ?仔  〔副〕

さきほど,今 しがた (一tホchiah

抵即),I～ lai ti Ch止(伊～宋在

此)=彼 はさきほどここに来てい

ました。

thau_thau_五頭頭仔 〔副〕はじめ

て「. ～li_khui chhも 6 1ang 16ng

S siSn chhS(～離開盾的人焼台想

層)=は じめて家 を離れた人は誰

でも家を思 う。

thau‐thёh愉 提 〔動〕(←thau).盗

む。Mよi～pat‐lang e mih(勿 ～別

人的物)=人 の物 を盗むを,

thau‐thian愉 姫 〔動〕盗み聞きす

る. ～lang 6 。s si chin sit_に

(～人的話是長失確)=人 の話を

盗み聞 きするのはたいへん失礼だ。

thau_thian頭痛 〔名〕頭痛,

the胎  〔名〕胎.chこ～(坐～)一

受胎する。1とu～ (落～)=流 産す

る。 〔量〕回,目 .◇ 子供を生ん

だ回数を数えるとき,T32～ si

cha‐b6・(第二～是査某)=2人 目

は女だった。se n  3～(生三～)=

3回 お産をした。

the推  〔動〕かこつける。～b6

e n g (～無間) =忙 しさにかこつけ

る。

t h e才掌?〔 動〕(後ろに)も たれる,
～ti  k a u s i (～在安椅)=ひ じ掛

けいすにもたれる。

thё退 〔動〕①退く,退 ける。～

…【hi pr_ム(～去遂仔)=わ きへ退

く.～ chhat_peng(～ 賊兵)=賊

兵を退ける。②ひく,ひかせる。
Chti iau_b5e～(水猶未～)=水 が

まだひかない。」iよt khah～ (熱

較～)=熱 が少 しひいた。～h6ng

(～疲)=炎 症を散らす。③覚ま
す,覚 める.Chiよh kam_a～chit

(食柑イ子～酒)=ミ カンを食べて

酔いを覚 ます。Chit～ (酒～)=

酒の酔いが覚める。④(色周 さめ

る,あ せる。～sek(～色)手 色がi

さめる。③衰える。」F‐こn teh～

(字運在～)=運 勢が麦えつつあ

る。

thё/thbe,thё替 〔動〕代わる。B6

1ang thang～(無人通～)=代 わ

るべ
｀
き人がない.〔介〕①…・の代

わりに.～ i khi(～ 伊去)=あ の

人の代わりに行 く.～ la n g  S i 6 k

c h 5 e (～人贖罪)=人 の身代わり

になって罪を償 う。②・・・のために1

～ta i_ke chhut iat(～大家出力)

=皆 のために尽力する。

thl弊  〔名〕(動)ク ラゲ(→Chti‐b61

the‐嵐n提 案 〔動〕提案する。

thも‐bian il機E面―→thこ‐bin

tに‐bin/〇‐bian槌面 〔名〕体面,

面目.

thこ‐chhau籠操 〔名〕体操.

the_chhon/‐chhP提醒 〔動〕(忘れ

ないように)注意をうながす。党

醒 させる。Chhian li ssi‐si ka

g6a～ (請祢随時給我～)=ど うぞ

いつでも注意 をうなが してくださ

も` .
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16‐chhibng提 唱 〔動〕提唱する_

～hong‐sibk kai‐li6ng(～ 風俗改

良)=風 俗改良を提唱する.

ha_chhut提 出 〔動〕(質問,要 求

などを)出 す。～chit‐bこn(～質問)

=質 問を出す。

h3事 提議 〔動〕提議する,意 見

を出す。 〔名〕提議.

hё_hak退 撃 〔動〕退学する。

hさ‐hiu/①thbe_退 休 〔動〕退麟

る,引 退する。Phむ‐thong,kong・

bこ_。an kもi hё～?(普 通公務員幾

歳～)=普 通,公 務員はいくつで

退職しますか。

thё‐hiu‐kim/Othbe_退 休金 〔名〕

退職金.

Lhl‐h5e縫 含 〔動〕(主旨を)の み

こむ.Thian liauこ～bl?(贈 了

含～没)≧ 聞いてのみこめました

か 。

tha‐h6ng堤防 〔名〕堤防.

the‐i諄椅 〔名〕安楽いす。

thと,in退院 〔動〕退院する。

tht,16k樋育 〔名〕体育.

thl‐i6k‐koan楢育館 〔名〕体育館.

th6‐16k‐tidn籠育場 〔名〕(体育)グ

ランド.

thl‐keh樋 格 〔名〕体格 .

the_kibng提供 〔動〕提供する。

th6‐ko提 高 〔動〕高める,高 まる。

～seng‐oよh Chti‐chもn(～ 生活水

準)=生 活水準を高める。

the_khi提起 〔動〕①堤起する,

(話題 ・議案などを)持 ち出す。

～hit tiau tai‐chi(～ 彼條事誌)

=あの事を持ち出す。②提出する,

～chさng‐kも(～話嫉)=証 拠を提

出する。③奮い起こす。～Cheng

thこsthiap

‐sin(～精「中)=精 神 を奮い起こす,

the‐khui推 開一the‐si

thl‐lёk冊力 〔名〕体力.

thl‐li5ng ttu諒〔動〕①了察する。

chhian li～ (請体～)=な にとぞ

ご了察を願います。②思いやる。

Tai_ke tiもh san～ (大家着相～)

=お 互いに思いやらなければいけ

ない。

the_mia提 名 〔動〕指名する。

thё‐ng6退 伍 〔動〕退役する。

the_8指 鵬 〔名〕(.島)ベ リカン,

thё,o an/thbe‐替換 〔動〕C取 り替

える,交 換する. S a n _ k h b ～(  ネタ

キ辱～)=着 物を着替える。②代わ

る,交 代する。San～chit ken(本目

～守更)=交 代で夜番をする。

thё_pS退歩 〔動〕退歩する。Chin

_p5・,a～ ?(進歩,抑 ～)=進 歩 し

たのか,そ れとも退歩 したのか,

the_p。とt提 抜 〔動〕抜てきする,

ひきたてる。

thetsi推鮮 〔動〕辞退する(=the‐

khui推開).Li tt ka i～?(体 不

給伊～)=君 はどうして辞退 しな

かったのだ。

thきsi退時 〔動〕①盛りを過ぎる。

Kam‐よ～ (柑1子～)=ミ カンの盛 り

は過 ぎた。②落 ちめになる.I tan

～lah(伊□～唯)=彼 は今や落 ち

めだ。

th`‐tang能重 〔名〕体重.

thふthとi楢態 〔名〕C外観,姿,

②状態,ありきま.

thこ‐tHap縫貼 〔動〕①ヽ`たわる,

思いやる.b3‐hiムu～lang(没‖完～

人)=人 に対する思いやりがない。

②同情する (=t6ng‐chang同情).



thこ‐un

Li chin gau～kan_kh6・‐lang(1ホ長

賢～製苦人)=君 は苦しんでいる

人によく同情を寄せます。

thl‐un髄 温 〔名〕体温.

thOn/thin諄 〔動〕(棒の先などで)

突っかいをする。一h5・i b6 1ak

…1もh‐lai(～給伊没落落水)=突 っ

かい棒をして落ちてこないように

する。 〔名〕突っかい棒.

thtth提?〔 動〕(=こ携).①(ての

ひらで)持 つ.～ bintkin lai(～

面巾来)=タ オルを持って来る.

～‐,khi(～去)=持 っていく,持 ち

去 る。～‐‐lai(～来)=持 って来る,

もたらす。②(手で)取る。G6a ka

li～(我給体～)=私 が取ってあ|ザ

ましょつ。③ もらう.ka lau_b6

～(給老母～)=母からもらう。④
配る。～phoe(～批)=手紙を配達

する。

thもh‐chhut提 出 〔動〕提出する,

差 し出す.～ sin‐chh`ng(～ 申請)

=申 請をする。

thёh‐phoe提 批的 〔名〕郵便配達

夫 .

thもh‐tian提 定一tёng‐beng

thもh‐thau提 頭 〔動〕先に立つ,

首唱する。B61ang beh～ (無人

要～)=誰 も先に立とうとしない。

thek ttU〔 動〕(肉を骨から)そ き
｀
取

る.

thang停  〔動〕① (一時的に)止 め

る,止 まる.～ kha(～卿)=足 を

止める.～ chhia(～ 車)=車 を止

める。Piも,と～…khi(貧表1子～去)=

時計が止まった。②休む.～kang

(～工)=仕 事を休む.

t h e n g _ c h i停止 〔動〕停止する,

止す。Chit tiau sこchhian～(此

1終事且～)=こ の事はしばらく停

止する。～i5ng ibh(～用架)=

薬の使用を止める。

theng_chhia停車 〔動〕停車する。

theng_chhia‐cham停 車発 〔名〕

停留所,バ スストップ.

theng_chhia‐tian停車場 〔名〕駐

車場.

tttng‐hれ 峯戸?神柔一tan_hau

theng_kha ttPHl〔動〕立ち止まる。

～hioh‐khもn(～ 歌姻)=立 ち止

まって休む.

theng,khttR停姻 〔動〕中断する,

休む.kian b6～ (行無～)=休 み

なく歩き続けた。

theng_ptn謄本 〔名〕謄本.

theng,si_keng停屍間一thとi‐peng‐

keng

theng_tian停電 〔動〕停電する.

Lと,pと'‐jit,si6ng‐si6ngこ～ (薩

チ「日,常 常有～)=日 曜にしょつ

ちゅう停電 します。

thang:ts程度 〔名〕程度.

th6ng‐tttR停頓 〔動〕停頓する,

行き詰まる。Kang,chok～ (工作

～)=仕 事が行き詰まる。

thi展 ?〔 動〕 (扇子やかさなどを)

開く.～ h5,sban(～雨傘)=か さ

を開く.

thi剃  〔動〕そる。～chhもi,chhiu

(～嘴紫)=ひ |ザをそる。

thi苔  〔名〕(植)コ ケ.

thi哺  〔動〕(ニワトリが)鳴 く。

Thr kng,ke teh～ (天光,鵜 在

_～)=夜 が明けてニワトリがlltい

ている,② めそめそ泣 く。 iゴ

ムn_ne～(定安曜～)=い つもこの
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調子でめそめそ泣いている。

thi‐chhib恥 笑 〔動〕あざ笑 う.

H51ang teh～ (絞人在～)=人 に

あぎ笑われている。

thi‐ke/‐kOc雑 乳  〔名〕(鳥)キ ジ.

thi‐khau時 哭 〔動〕号泣する。

thi,khui展開 〔動〕(閉じているも

のを)開 く,広 tずる,H5isban na

16h h5'chiah～(雨傘若落雨即～)
=か さは雨が降ったら広|ずます。

Bとk‐chiu とi～, 品‐thang kheh

ieh(目l用愛～,不 通確P列)=目 は

閉じないで開けていなさい.

thi‐to,phin剃刀片 〔名〕(安全かみ

そりの)持 え刃.

thi‐thau刺 頭 〔動〕散髪する(一li

‐hoat).Tai_。an～chin siもk(営

浩～民俗)=台 湾の散髪は安い.

thi,thau‐tiょm剃 頭店 〔名〕床屋.

thi‐thau‐t。剃頭刀 〔名〕かみそり.

thr天  〔名〕①空,天 .～ iとu‐b5e

【ng(～猶未光)=空 はまだ明るく

ない。giah thau khban～(子雰頭看

～)=空 をふ り仰 ぐ.② 天気.h6

～ (好～)=よ い天気.③ (信rp
の対象としての)天 (→thian天).

～beh chek‐hoat(～ 要責罰)=

天が罰 します.

thr i示〔動〕①足す,補う。～taロ
‐p6h(～淡薄)=少 し足す.～ nig

liap(～雨粒)=2粒 補う。②盛

る,入 れる.～ pt t  g (～飯)=ご 飯

を盛る.～ 10  k a‐16 n  e  k h i‐i3 (～

十カロ待的汽油)=1 0ガ ロンのガソ

リンを入れる.

th i n彬→thёn排

t h i n者失 〔動〕(手で)縫 う。～s an

(～杉)=着 物を縫 う。

thF‐3/密thian_ha天下→thin`kha‐こ
thin‐kng天光 〔名〕夜明け, 明け
方.〔動〕(夜が)明 ける.

thF・kong天公 〔名〕お天道様.
Thin‐kong‐s en天公生一Gi6k‐h6ng‐

si5ng‐tё‐s en

thr_kha_1天脚下 〔名〕天下(=
th F‐6天下).

thF・khi天 気 〔名〕天気,気 候,

天候.

thr‐lS天 蕗 〔名〕露.

thr_sai天使 〔名〕天使.

thF‐sek天色 〔名〕①空色.② 空
模様.

thF‐tS/・t5e天 地 〔名〕天地.

thF‐thang天 衡 〔名〕天窓,明 か

つ想 ,

thian党ど 〔動〕①聞く。 Sian‐sr

t e h  kと 6  s i ,  h a k , s e n g  1 6 n g  c h占‐

3 S i n  t e h～(先生在教的時,學 生

焼注巾卜在～) =先 生が教えている

とき,学 生は皆一″い不乱に聞いて

t まヽす。②言うことを聞くす従う.
～li e chhこi(～ 体的嘴)=あ な

たの言 うことを聞 きます。

thian唯〔名〕①中央の間 (→t5a‐

th ian大ⅢFど),②庁。◇行政機関の
一つ。Chai‐chёng,th ian(財政～)

=買オ政庁.③(旧)官庁,

thian痛 〔動〕C痛 い。G6a thau‐

k h a k  t e h～(我頭殻在～)=頭 が

痛t .ヽ②かわいがる,いたわる.
～kとu jip kut(～到入骨)=目 に

入れても病 くないぐらいにかわい

がる。～b6・‐kian(～妻子)=妻 子

存ぃたわる.

thian‐chin‐khi抑ど診器 〔名〕聴診

青 言 .



thian‐kak

thian‐kak姫究 〔名〕聴覚,

thian‐kin姫見 〔動〕(偶然もしくは

自然に)聞 こえる。G6aS～ i 6

sian, tan‐si b6 khttan‐kin i ti

toh。こi(我有～伊的営,但 是無看見

伊在何位)=彼 の声は聞こえたが,

どこにいるのかわからなかった。

thian‐k6ng雑 説 〔動〕…。という話

だ,(・・・する)そうだ.

thian‐tang姫筒 〔名〕受話器.

thian_thとng痛 疼 〔動〕寵愛する,

いとおしむ。PI‐b6～gin‐a(父 母
～回仔)=父 母は子を寵愛する.

〔名〕寵愛.

thiah折 〔動〕①はぎ取る,めくり

はがす。Ko°‐ibh ka～ ‐_khi_lai(皆

`築給～起宋)=こ う薬 をは ぎ取っ

てしまえ。② (布や紙などを)51

き裂 く,Ch6a～ hiLsak(紙～郷練)

=紙 を引き裂いて捨てる。③ (組

み立ててあるものを)こ わす。～

chhも(～層)=家 をこわす. ～

sian_chhian(～城すお)=城 壁 を取

りこわす。④ (切行や薬などを)

買 う。～chhia_phib(～車票)=乗

革券 を買 う。～l thiap ibh(～一

帖栗)=薬 を1服買う。⑤解説す

る.～ h5・i thian(～給伊黎 )=解

説して聞かせる。⑥別れる。N t t g

6  1 a n g～bこkh u i (廊個人～没開)

=2人 は別れられない。②分ける。

～h6e‐ti a n (～欲IF 4 ) =財産 を分け

る。      ・

thah‐khd折 開 〔動〕①別れ別れ

になる。Ang‐b6・～kti lもh ni(翁

妻～幾落年)=夫 婦が数年も別れ

別れになっている。② (手紙など

を)開 ける (=li‐khui勢開).chit

tiun phoe,sim‐Hlih iang ka g6a

～ ?(此 張批 ,甚 麿人給我～)=

この手紙は誰が開封 したんですか.

thiah‐Phba折 破 〔動〕(紙や布を)

引き裂く,破 る (=li‐phもa勢破).

G6a 6 gin‐よ kap lang si。_phah,

l nia san～liなu‐liムu (我 的日仔

及人相打,一 領杉～了了)=私 の

子供はけんかをして服を1枚 ばろ

ばろに破ってしまった。

thiam添  〔動〕〔文)添 える。Gim

_si5ng～ho玉錦上～花)=錦 上花

をi泰える.

tHam珍 ?〔 形〕①(校害州まなは

だしくて)ひ どい,重 い(=chiah_

‐1よt食力).H5・ i hai chin～ (給

伊害長～)=彼 にひどい目にあわ

された。Phba pOn chin～ (破病

長～)=病 気が非常に重い。②ひ

どく疲れた,ぐ ったりした。 L i

cha_hng kね
n hiah httg, こ～b3?

(体昨昏行彼遠 ,含 ～没)=昨 日

あんなに遠 くまで歩いて,ぐ つた

りしませんで したか。

thiam沈 〔動〕①沈める。～‐‐16h

hai_t6(～落海底)=海 中に洗め

る. ② ( 元手などを) つぎ込む.

Chai,p6e kよu tti‐hよk, 品 Chai―

15a chl‐‐16h‐khi lah(栽培到大号 ,

不知～若多落去「位)=大 学まで出

してやるのにどれだけつぎこんだ

かわからない。

thiam_bi 詔 据 → thittm_mi

thiam‐chng添 粧 〔動〕(女性に)結

婚祝いのプレゼントをする,G6a

chit ttti hin‐kau ka li～(我此yl

耳釣給イホ～)=こ の耳輪を結婚祝

いに差 し上十ずましょう.
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thiam_mェ/①‐bi詔姫 〔動〕こびヘ

つ ら つ .

t hian天  〔名〕(文)天 (→thr天 ).

SSn～chiと Chan,gもk～chiとb6ng

(順～者存,逆 ～者亡)=天 に従

う者は存し,天 に逆 らう者は滅ぶ.

〔量〕日.◇商業用語。20～6

chhiいheng(二十～的手形)=20

日後支払いの手形.

t hian販 ?〔 動〕遊果する.

g3‐tban teh～(叫婆女巳在～)

者をあげて遊んでいる。

むian‐ban天 文 〔名〕天文.

thian‐ban_hak天文字 〔名〕

旬 ■ ・

thian‐bdR‐tai天文g~・〔名〕

天文

天文台.

thian‐chai天 災 〔名〕天災.

thian‐chai天 才 〔名〕天才.

Thian‐ch&天 主 〔名〕天主.◇カソ

リックでいう神のこと.

Thian‐Chともkttu天主教 〔名〕(ロー

マ) カソリック教.

thian‐ch‐購 u‐航 g天 主教 堂 → thian

_chこ‐tng

thian‐cht‐tig天主堂 〔名〕カソリ

ック教教会 (=thian_chd‐kとu‐品g

天主教堂).

thian,ha 天 下 → thin‐|

thian‐hoa 天 花 一 thian‐hOe

thian‐hoa‐pan 天 花 板 一 thia■‐pong

thian‐hoe/①‐hOa天花 〔名〕(医)

天黙痘.

thian‐jian天然 〔名〕天然.

thian‐jian_sek天然色 〔名〕夢辞こ.

thian‐ki6天橋 〔名〕陸橋.

thian‐kOk麺
‐→thian‐t6ng

thian‐khOng天空 〔名〕空.

Thian‐li‐kttu天理教 〔名〕天理教.

thiあu

thian‐li6ng天良 〔名〕良心.Iau

こ～leh(猶有～「列)=ま だ良心があ

るほうだ。

thian‐peng天補 〔名〕てんびん。

thian‐p6ng天房 .〔名〕①天丼,天

井板 (=thian_hOa‐pan天花板).

②屋根裏.

thiantsin天神 〔名〕天の神.

thian‐sban天線 〔名〕アンテナ.

thian‐t6ng天堂 〔名〕天国 (=

thian‐kok天囲).

thiantthian‐a/①phian‐phian‐ 偏偏

仔 〔副〕 ① あくまでも,な んと

いおうが,I～beh(伊～要)=や つ

はあくまでも要求する.G6a

ma～ m(我 「5～不)=な んといお

うがぼくはいやだ・② わざと。Li

～品 Sun‐tt(体 ～不張持)=あ な

たはわざと気をつけない,

thian‐th6h販 倒 ? 〔 動〕ぼける.

Lau‐lang khah～ (老人較～)=老

人はよくばける。

thiap中占 〔名〕①(1日)名刺。②招

待状.〔量〕服.◇主に漢方業を

数えるとき,1～ ibh‐a(一 ～業仔)

=1服 の業.

thiap貼 〔動〕(不足を金などで)

補う。～h6e,sit(～欲食)=賄 い

料を補う.

thiap魯  〔動〕(順序よくきちんと)

積み重ねる。～Chng‐a(～ 石朝子)

=れ んがを積み重ねる。 〔量〕・畳.

4～ pban(四
～半)=4畳 半.

thiat‐Mk哲 勢 一 tiat‐路 k

thiatat6/_t6e徹底 〔動〕徹底する。

k6ng kah～(講及～)=徹 底する

まで話す。

t脱あu跳 〔動〕①跳ぶ,ジヤンプす

433

品
一云〓



thiau

る. L i  t d i  c h hも―にn g  k a n～_ _ 1もh

‐khi b6?(体 茸す盾項敢～落去無)
=君 は屋根から跳び降 りられます

か.② (中間にあるものを)跳 び

越 える.～ kip seng(～級昇)=

2階 級特進する。～khとm siO(～

欺焼)=1軒 飛んで焼けた。

thiau相と?―→thiau_あ

thiau_と柱?仔 〔名〕柱 (=thiau

柱).
thiau_と疵仔 〔名〕にきび.

thiとu‐bt跳 舞 〔動〕踊る, ダンス

をする。Lan lai_khi～(p自来去―)
=ダ ンスをしに行きましょう。

〔名〕ダンス,踊 り.

thiとu‐bこ‐thian跳舞鷹 〔名〕ダンス

ホール.

thiau‐chian挑 戦 〔動〕"ヒ戦する。

tもii～ (普す伊～)=彼 に挑戦する.

thiとu‐chti跳 水 〔動〕身投げする,

入水する。

thiあu‐i6k跳 躍 〔動〕拶[躍する.

thiau‐kang/① tiau_特 工 〔副〕 わ

ざわぎ,特 に(=choan_kang専 工).

sia phoe lat h5' g6a chiS h6,品

_bian～lai(電批来給我就好,不 免
～来)=手 紙 を下されば結構で,

わざわぎおいでになるには及びま

せん.

thittu‐kO跳 高 〔名〕走 り高跳び.

thiau‐k心‐i特 故意→thiau‐ti

thiau‐lan可 難 〔動〕難題 をふっか

ける。～sin‐ni3(～新娘)=花 嫁

に難題をふっかける。

thiau‐lang挑砿?〔 形〕①(室内
などが風通 しのよい上に明るくて)

すがすがしい。Chit keng chh由

chin～ (此間盾員～)=こ の家は

すがすがしい。②垢抜けした,優

美な。Chhlng kah chin～(穿及

長～)=着 こなし方が垢抜けして

いる。

thittu‐oあn跳 遠 〔名〕走り幅跳び.

thiau‐ti特持 〔副〕わざわざ, こ

とさらに (=thiau_kb・. 特ヽ故意).
～lai(～来)=わ ざわざ来た,～

chhbng,ti lang(～創治人)=こ と

さら人をからかう。

thih鍛 〔名〕鉄.

thih記?〔 動〕舌がもつれる,ど

もる。～bこchhut_lat(～没出来)
=舌 がもつれて うまく表現できな

い。 K6ngtibh。こit_ti t～ (講者

話一直～)=話 をする段 になると

盛んにどもる。

thih‐bこ鎖馬 〔名〕自転車 (=kha
_tah_chhia脚踏車)。◇台中一帯で

よく使われる言いかた,

thih‐bl‐t6e鍛 馬姉 〔名〕齢鉄.

thih‐chhioh鍛 尺 〔名〕鉄製物差し

thih‐ぶ 鍛キ 〔名〕耕うん機.

thih‐kang‐chhinR鍛 工廠 〔名〕鉄

工所.

thih‐ki鍛枝 〔名〕①鉄棒。②レー

thih‐ki〔‐左〕‐18鍛枝〔1子〕路 〔名〕

線路.

thih‐ki6鍛橋 〔名〕鉄橋.

thih‐k6ng鍛 管 〔名〕鉄管.

thih‐kii鍛 植 〔名〕大型金庫.

thih‐khi鍛 器 〔名〕鉄器.

thih‐khi‐tang‐g6_ch6 鍛競銅牙糟

〔形〕強情を.I si～6 1ang(伊

是～的人)=あ の人は強情です。

thih‐khbng鍛 鎌 〔名〕鉄鉱.

thih‐13鍛 路 〔名〕鉄道.
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thihapan鍛板 〔名〕鉄板,

徹ih‐がt鎖筆 〔名〕①ベン.C鉄

筆.

thih,phian鍛片 〔名〕薄い鉄板.

thih‐Sban_bang‐a鎖 線網仔 〔名〕

金網.

thihoteng〔‐あ〕鋭釘〔仔〕 〔名〕くぎ.

thih‐teng‐左‐thdi鍛 釘仔槌 〔名〕金

づち.

thih‐tiam飯 砧 〔名〕かなとこ.

thih‐thdi‐あ飯鑓仔 〔名〕ハンマー.

thin掛 〔動〕(お茶や酒などを)注

ぐ.～ te(～茶)=お 茶を注ぐ.～

chit(～酒)=酒 の酌をする。

thn f旬 〔動〕①本国手になる,掛 か

り合う。Li mとi～i(祢勿～伊)=

彼に掛かり合ってはいけません。

②つれそう。I lai～ikとi h6‐sё

(伊宋～伊蓋好勢)=彼 女は彼に

つれそうのが1番 いい。

thib躍  〔動〕(穀物を)売 りに出す

(Otiよh羅).～ bi(～ 米)=コ メ

を売りに出す。

thi6投 ?〔 動〕(反動力で)は ずむ,

はねかえる。Chit liap kis chian

gau～ (此粒球成賢～)=こ のまり

はよくはずむ.

thibng暢  〔動〕面白がる,う れし

カギる.

thibng‐khoとi暢 快 〔形〕愉快な.

Kin_ム‐jit g6a lang chin～ (今仔

日我人民～)=今 日はぼくはとて

も1命1央だ。

thibng‐siと申廃革 〔名〕のんき者,

気楽者.

thit‐th6 支旦支旦―→chhit‐th6

thiu抽〔動〕①引き抜く.Kiとm
～‐‐khiもlai(剣～起来)=剣 を引 き

thふg

抜 く.② (くじを) 5 1く。～c h h i a  m

( ～鮫) = く じを引 く. ③ ( ポン

プ,サ イホン,注 射器などで)吸

い上げる。～hoan‐ム‐iS(～番仔油)

=石 油を吸い上げる。～pak‐む‐

chti(～腹杜水)=腹 水を吸い出

す。C徴集する。～sbe(～税)=

税金を徴集する。③ (線状のもの

を)作 る.～ ta n g,sban(～銅線)

=銅 線 を作る。～mi‐sban(～麺線)

= そうめんを作る, ⑥ ( 筋など力〕

けいれんする。U  h o n g  c h i a h こ
～ (有五即行～)=リ ューマチだ

からけいれんを起こすのだ。

thit‐左丑仔 〔名〕三枚目,道 化役

者.

thiu‐chti‐ki抽 水機 〔名〕吸い上十ザ

ポンプ.

thiu‐ki n/‐kun抽 筋‐〔動〕(筋肉が)

けいれんする。

thiu‐si5ng抽 象 〔名〕抽象.

thiu‐thau抽 頭 〔動〕上前をはね

る,H5`i～ (給伊～)=彼 に上前

をはねられた。

thiぃthさ/‐thbe抽 退 〔動〕退 く,

身を'1く.B6aS,p5'thang～ (無

後歩通～)=後 に引く余地がない,

thiu,thiと
n抽 痛 〔動〕 うずく.Kut

_thau～ (骨頭～)=骨 がうずく.

thng湯 〔名〕スープ。   |

thttg兌 ?〔 動〕(適当な値段で人に)

譲る。100 kho・～li tibh h6(一百

元～祢着好)=100元 で譲ってあげ

る.

thふg程 ?〔 動〕①脱 ぐ.Chhian

li g5a,s an～…khi‐lai(請体外杉～

起宋)=ど うぞ上着 をお脱 ぎくだ

さぃ。②抜ける。～mag(～ 毛)
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thふg

=毛 が抜ける。

thふg実  〔動〕①熟湯に通す。Ottn

‐ti～chit‐こkhah an‐sim(続 警～

一下較安心)=食 器は 1度熱湯に

通 したほうが安心だ.～ chhと'(～

菜)=野 菜をゆがく。② (熟湯rSl

やけどをする.H5・ ktn‐chti～…

tibh(給演水～着)=熱 湯でやけど

をした。

thig糖  〔名〕砂糖.

‐thng‐糖 〔接尾〕砂糖漬.◇ 果物

などを砂糖で加工したもの.iエム

‐thng(柚 仔糖)=ザ ボンの砂糖漬.

bもk‐koe‐thng(木 瓜糖)=パ パイ

ヤの砂糖漬.

thig安  〔動〕(冷えた汁物の料理を)

煮なおす.Chhあ i‐thng siun i・ng,

koh～khah sio leh(菜湯尚冷,復
～較焼「列)=ス ープが冷たいから

もう1度 煮なおして熱くしなさい。

thng‐左糖仔 〔名〕あめ工,キ ャン

デ ィ
ー .

t h n g _ c h e n g 糖精 〔名〕サッカ' ル

(=thng‐ta n糖丹).

thふg‐chhiah‐kha裡 ?赤脚 〔動〕

はだしになる。～teh kian(～在

行)=は だしになって歩いている,

thngbchhざ_pai‐kut糖 酷排骨 〔名〕

骨つ き肉の甘酢煮.

thng‐5i5‐pCn/‐pin糖尿病 〔名〕(医)

糖尿病.

thng_kam糖 合→kim_kam

thng‐k6糖 果 〔名〕あめ ・キャンデ

ィー ・ドロップなど.

thig‐Pak‐theh裡 ?景」キ易?〔 動〕 裸

になる。～こkhi h5・k6an_tibh

(～含去給寒着)壬 裸 になってい

ると風邪 をひくよ.

thng‐si‐左湯匙仔 〔名〕ちりれんげ,
スプーン.

thttf唱

;g岳島 .名

〕(勢湯,湯気

thng_sng糖霜→peng‐thng

thng_tan糖丹一thngscheng

thふg‐‐ti6h安着 〔動〕(熟湯で)ゃ

けどする。ktn‐chti na lim siuB

kin,3～(渡水若飲尚緊,含～)=

熱湯を急いで飲むとやけどをしま

す。

th6討 〔動〕①言青求する。催促す
る。～siとu(～ F_R)=掛け金を催

促する。② (請い求めて)もらう.

I na とi chr e sl, 16ng ka in pa

‐b6～ (伊若愛袋的時 ,推 給ほ父母

～)=彼 はお金が欲 しくなったら

いつも父母にもらいます.C漂し

求める.Ka_ki～kan‐kh6・(家己～

銀苦)=自 分から難儀 を探し求め

る。④(女カウ姦通する。～kheh‐

hian(～客兄)=情夫をこしらえる

thb套 〔動〕①かぶせる, はめる
～bin‐にng(～ 面頂)=上 側にか

ぶせる。～kheng(～匡)=わ くを

はめる.②下に敷く.～ tittm

l‐kha sia(～発下lf「亮)=(習 字

の時など手本 を)下に敷いて書く・

～lai_li(～内裡)=裏 地 を服の豪

につける。③ しめし合わせる。～

beh chiとh lang(～要食人)=し

めし合わせて人を食いものにしま

系キ:最;雪墓督済早岳私3を手
る。 〔名〕①カバー.②裏ばり,

猟:モ_壁品と混
け
鳥七〒品と,ピィ

ク.

食
０

３カ
■



th6‐chと討債 〔形〕ぜいたくな,

おごった。M_thang hiah～ (不通

彼～)=そ んなぜいたくはいけな

th6‐chё‐kian討 債□ 〔名〕(祖先の

財産を浪費してしまった)不 孝者.

th6‐hai言奇毎 〔動〕漁をする(=th6
‐hi討魚)。chこch3n～(坐船～)=

船に乗って漁をする。

th6‐hai‐chan言萌毎船 〔名〕漁船.

th6‐hai‐lang討 f毎人 〔名〕漁民.

th6‐hi 言寸魚→th6‐脳i

th6‐h卜lang言寸押気ノ、―→hi‐hu

th6‐hoe桃 花 〔名〕モモの花.

th6‐iあ討厭 〔動〕きらう。 ～b6

chang b6 gi e lang(～ 無情無義

的人)=情 も義もない人間をきら

う。 〔形〕いやな,き らいだ.

th6・kak討 ?網  〔動〕捨てる。‐Kこ

e ka i～__khi(旧軽給伊～去)=

古靴は捨ててしまいなさい。 tとn
～ (師～)=投 げ捨てる。

th6‐1こR討 論 〔動〕討論する.Lin
～liau, kiat‐k6 beh とntch6an chb

?(悠～了,結 果要接想倣 ?)=君

たちは討論 して,結 局どんなふ う

にするんですか。

th6‐mia討 命 〔動〕たたる。 Oan
‐kti～ (冤鬼～)=怨 霊がたたる 。

thも‐s an套杉 〔動〕仮着する。◇死

者に着せる衣服を喪主が先に全部

仮着することをいう。

th6‐siとu討 賑 〔動〕接卜け金を請求

する.Beh khi ka lang～ (要去

給人～)=掛 け金を取りに行く。

thb‐tbng妥 営 〔形〕手堅い,確 実

な,Chit e pan‐hoat chin～ (此

個球法長～)=こ の方法はたいヘ

th6‐hti

ん手堅いです。

thむ土 〔形〕① 向 こうみずな。Lang

ch ian～,ssi chhut chhit(人成ヽ

随出手)=向 こう見ずで,す ぐ腕

力を振るう。②野卑な。◇礼儀作
法を無視したり,言動が下品であ
ったりする様子 .Ikも ng 5e chin

～ (伊講話員～)=彼 の話はとて

も野卑だ。

th3吐 ?〔 動〕ちょっと出す, ち

ょっと出る。～chih(～舌)=舌 を

出す。100 khah～(一百較～)=

100を少し出る。

thb吐  〔動〕おうとする,も どす

(→at嘔 ).Chai_khi kよu tan～

3 pai(早起到□～三縄)=朝 から

今までに3回 もどした。～hoeh

(～血)=血 を吐 く.

th3土 ?〔 名〕①土.②泥.

thけ‐と免仔 〔名〕(動)ウ サギ.

th3‐bah‐chr吐 肉搭 〔名〕(医)ポ
リープ.

thざ‐bとkE■目→kim_hi‐bとk

th3・be土 ?廉→th3‐mOai

th3‐いsca土 ?米砂 〔名〕① ほこ

り (=th6・‐hこn土粉,th6・‐soahこn

土砂粉)。②細かい砂.

thS‐ch6ng土 ?葬  〔名〕土葬.

th3‐chti土 ?水 〔名〕左官の仕事.

th3‐chti‐sai土 ?水師 〔名〕左官 .

Th6,chhen/‐chhr土 星 〔名〕土星.

th心‐hoch/‐huih吐血 〔動〕叶市す

る。

thむ‐hoch‐chiau/_huih‐吐血″島 〔名〕

(鳥)ホ トトギス.

th3‐hong‐bt土 風舞 〔名〕フォー

クダンス.

t hむ‐ht i土匪 〔名〕土匪.  【
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th」‐huih

th心‐huih B■I伍→thさ‐hoeh

thむ‐huih‐chiau吐 血′島一thむ‐hoeh‐

c h iあu

thtthtn主二?】扮一thδ̀bi‐sca

th6‐ji6ng土?壊 〔名〕土壌.

th3‐kong土公 〔名〕隠坊.

th6‐kha土 ?脚 〔名〕①地面。②土

間.③床,床板.

thむ‐khtti吐氣 〔動〕ため息をつく.

Li teh～ , こsim‐mih h6an‐16 6

ta i_chi,si b6?(体在～,有甚宏

煩'1笛的事誌,是 無)=君 はため息

をついているが,何 か悩むことが

あるの.

thび。1と‐kuh□□□ 〔名〕 トラック.

th3・1嵐m‐puh□□□ 〔名〕 トランプ.

thS‐lanttkau_chiau土?塾釣″島

〔名〕(,鳥)シ ギ.

thむ。11‐kong土 治公→thttti‐kong

thび‐mよ‐toh□□□ 〔名〕(植)ト マ

ト.

th3‐mcai/‐b6,_m6e土 ?廃  〔名〕泥

(=15°‐k6■と‐moai路糊仔慶)。

th3‐ol土 言舌 〔名〕①土語。②俗語.

③野卑な言葉.

thむ,Pau‐と土包仔 〔名〕田舎っぺ.

thS‐peh〔も〕土?〕ヽ 〔仔〕 〔名〕

(虫)① トオペア (→sih‐sut).

◇コオロギの一種.親指ほどの大

きさ。②ケラ.◇台湾北部でいう。

th3‐san土産 〔名〕(その土地の)

産物.

th卜soa‐htn 主二?砂オ分一th3‐bi‐soa

th6‐tau土 ?豆 〔名〕(植)ラ ッカ

セイ (=lもk‐hoa‐seng落花生).
thtttau‐ia」二?!豆,由一hoa,seng‐id

th6‐te/‐t5e土地 〔名〕土地.

th6‐tё‐kong/‐t5c‐土地公 〔名〕土

地公 (=th6・‐ti‐kong土治公)。◇
その土地 を鎮守する神,福 徳正神
のこと.

th3‐ti,kong/①‐li‐土治公―thむ.ts_

kong

t賄 ‐t5e 土 地 →th← tこ

th6‐thbaB土 ?炭 〔名〕石炭.
thδ‐thoh土 ?農モ 〔名〕(魚)サ ヮラ.
thδ。こR土 ?期 〔名〕(動)ミ ミズ.
thoaす低 〔動〕①引きずる,引く.

Hit kha khang siun‐よ ka g6a ～

lai chia(彼脚空箱仔給我～宋此)
=あ の空箱 をここへ引 きずってき

てください.～ chhia(～車)=車

を51く.②長びく,長びかせる。
～kah kin‐ム‐jit(～及今仔 日)=今

日まで長引 きました。

th5a汰 〔動〕ゆすぐ,す すぐ.

Eng chheng‐khi_chti～ (用 清氣

水～)=き れいな水でゆすぐ.

th5a導  〔動〕(人のやるのを見て)

覚える,習 う。～seng‐li(～生理)
=商 売を覚える。L16 kok‐gもti

ssi～‐‐6?(体 的国語底時～的)=

あなたの国語はいつ習ったのです

か .

thoaB手難 〔動〕分割払いする。 とn

golh～ hang(接 月～還)=月 賦で

払 う。3n_an_a～ (緩緩仔～)=ゆ

っくりと分けて払 う。 〔量〕回,

度.◇ 分害J払いの回数などを数え

るとき.hun chb kdi_na～ (分倣

幾若～)=何 回にも分ける。

th6an産」?〔 動〕(鍬で土などを)

削る。～th6・(～土)=土 を肖」る。

～h5・pen(～ 給平)=鍬 で土地を

ならす。

thttan炭 〔名〕炭.
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thban泳  〔動〕しだいに広がる,繁

殖する。Sian it_tit～(癖
一直～)

=た むしがどんどん広がる。Keng

_chio gau～(芹蕉賢～)=バ ナナ

はよく繁殖する。

thoan‐hO嵐ni難販 〔名〕露天商人.

thttan_khbng炭帳 〔名〕炭鉱.

thban‐s心炭素 〔名〕炭素.

thoah汰〔動〕①とぐ.～bi(～

米)=米 をとぐ,② (てのひらで)

もみ洗いする。～s an(～杉)=着

物 をもみ洗いする。

t h o a h抱?〔 動〕①(51き出しや戸

などを)開け閉めする.～ thoa h

‐ム(～純仔) =引 き出しを開け閉め

する。～mng,sin h5・khui(～ 門扇

給開)=戸 を51き開ける。② (難

関を) 持 ちこたえる。 P C n  k a h

chiah tang, kian a_hng～bl kbe

(病及此重 ,驚 下昏～没過)=病

気がこんなに重 くては今夜はもち

こせまい。

thoah‐と地イ子 〔名〕51き出し.

thoah_mng範門 〔名〕引き戸.

thoan得  〔動〕伝わる,伝 える.mi

in a_kong～‐‐1もh‐lai(封懲俺公～

落宋)=後 の祖父の代から伝わっ

てきた。～oこ(～話)=話 を伝え

る。

t h o a n 圏〔名〕団. 〔量〕団. ◇

団数を数えるとき。5～ (五～)

=5団 .

thoansin□園 〔動〕一家団らんする。

thoan`jiam得染 〔動〕伝染する。

Hもi‐pこ
n5～

(】市病含～)=肺 病は

伝染する.

thoantjiとm‐pOn/①‐liam_/_pin 博染

病 〔名〕伝染病.

thoat‐sin

thoan_kとu停 教 〔動〕伝道する(=

thoan_t5得道).G6a lai Tai_。an

si beh～(我来喜湾是要～)一私が

台湾にやって来たのは伝道をする

ためです。 S

thoan_kttu,chia得教者 〔名〕伝道

者.

thoan_kiat 141結 〔動〕団結する。

Taiもke tibh～(大家着～)一 みん

な団結 しなければいけない。

thoan_liam_pEn偉染病一thoan_jiam

‐pEn

thoan_lian鍛練 〔動〕録練する。

Seng‐khu lこ～ld i6ng(身埴履～

r~4勇)一 体は鍛練すれどするほど

強くなる.

thoan_。an田 員 〔名〕団員.

thoan_pむ悟播 〔動〕伝え広める。

Tもi g5a‐bin～in ka,ki 3 hong‐

sibk sip‐Xoとn(芸す外面～怒家己的

風俗習慣)一 外に向かって彼ら自

身の風俗習慣を伝え広める。

thoan_phiO得 票 〔名〕伝票.

thoan_soat得 説 〔名〕伝説.

thoan_tat博 達 〔動〕伝達する。

thoan_titn国長 〔名〕団長.

thoan_t5得 道一thoan_kとu

thoan_toan得 単 〔名〕宣伝ビラ.

thoan,thも圏槌 〔名〕団体.

thoan_th6ng悟 統 〔名〕伝統.

thoat脱  〔動〕(文)周たする,逃 げ

る。～bこli(～没離)=脱 せられ

ない。H5i～ chau(給伊～走)=

やつに逃げられた.

thoat‐li脱離 〔動〕離脱する, 逃

れる。～Sとn‐hiong(～散窮)手 貧

乏から逃れる。

thoat,sin脱 身 〔動〕脱走する,逃
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「

‐
thbe‐hiu

れる。Tan bchとn‐chもan siat‐

hoat～Chiah h6?(□ 要接悠設法

～即好)一 今 どんなにして脱走 し

たらよいだろうか。

tme_hiu退 休―→thё‐hiu

thOk托 〔動〕① (細いものの先で)

ほじる.～Chhこi‐khi(～嘴歯)一

歯 をほじる.Sa告 pln～h6'chheng

‐khi(訳箆～給清氣)一す きぐしを

ほじってきれいにしなさい.②

(人に)頼 む,こ とづける。～1もt

_su(～律師)一 弁護士に依頼する。

～lang khi bこ(～人去買)一 人に

ことづけて買つてもらう.

th6k‐chia誤者 〔名〕読者.

thok‐jl‐Sむ托見所 〔名〕託児所.

th6k‐su誤書一thak_chu

thOng通 〔動〕①通じる。Beh khi

Pび‐li 6 1S hai_kh,ヽchim‐ma bah

_suh bこ～ (要去捕里的路害去 ,此

浦□□没～)一 捕里へ の道は壊

れていて,現 在バスは通 じていな

ぃ. Tian_。3_sban tttg‐kh ,ヽ  tian‐

。3bこ～ (電話線断去 ,電話没～)

一電話線が切れて電話は通 じませ

ん。Hit e s6・‐chai Tai_。an_。ここ

～bこ?(彼 的所在喜港話含～没)

=そこは台湾語が通じますか。②

通す,通 じさせる。～tng(～腸)

=涜 腸する.～ hun‐chhOe(～煙吹)

一きせるを掃除する。 〔形〕①便

呑Jな。」it‐Pttn‐chhもChin b6～,na

beh iip‐khi tれh‐とi tttg 6(日本

盾長無～,若 要入去着愛裡桂)=

日本の家屋はとても不便で,入 る

には靴を脱がなければならない.

②(考えの)うまい。Li siこn an‐ne

khah～(体想安IIn較～)一 君のそ

の考えはうまい。

thOng‐通‐ 〔形〕 …中, 全 ― .

thong‐ke 6 1ang(通 街的人)一町

中の人.thOng‐kok(通 園)一 全国.

th6ng啄 ? 〔 動〕ついばむ。Chiょu

～k6e‐chi(鳥 ～果子)― 鳥が果実

をついばむ.

th6ng統?〔 動〕①突き出す,突

き出る。Chhこi‐chih～‐‐chhut_lai

(嘱舌～出来)一 者を突 き出す。

②はみだす.La卜kdn～chit tさ_と

(内箔～一塊仔)一 スリップが少

しはみ出ている。 〔数〕余.◇ 十

・百 ・千…の数の単位の後につけ

る。30～lang(三 十～人)=30余

人.30～ hbe(二十～歳)-30歳 余

り.

th5ng重 ? 〔 動〕(同じ厚さのもの

を)積 み重ねる。Gin‐kak‐a ka～

…khi‐lai(銀角仔給～起来)=銀 貨

を積み重ねなさい。 〔量〕重ね.

ntt g～chheh(雨
～冊)一 書物二重

ね。nig～Chng‐と(雨～縛1子)=二

重ねのれんが.

thonttchh6轟草 〔名〕〔植)ツ ウソ

ゥ,カ ミヤツデ,ツ ウダツボク・

thong・色k通 諄 〔動〕通訳する (=

h6e‐oこ回話)。Chhian li ka g6a

～,h6b6?(請 体給我～好無)=

ちょっと私の通訳をしてください

だ&&en呉が
・
閉澤
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する。 '―臨ng‐hもi po‐kもi 6  si‐

kan(～浪費賀貴的時間)一 貴重な

時間を浪費 して非常に後悔する.

thontthun通婚 〔動〕婚姻を結ぶ.

Hit ё lang chhinachhiSn chttn‐

sang Tiong‐kok‐lang kap g5a・

kOk‐lang～ (彼的人親像賛成中国

人及外国人～)一 あの人は,中 国

人が外国人と婚姻を結ぶのを賛成

しているようだ。

th6nttit統一 〔動〕統一する。～

ban_ji(～文字)一 文字を統一する。

thonttkan通姦 〔動〕姦通する。

th6ng‐kも統計 〔動〕統計をとる。

〔名〕統計.

thon母臨e/‐kё通過 〔動〕①(試験

に)合 格する。Li kh6‐chhiこ～

b 6 ? (体 考試有～無)一 君は試験

に合格しましたか。②通過する。

H6e‐chhia b6～lai‐soan e si6‐

chng(人 車無～内山的小荘)一 汽

車は山奥の小 さな村を通っていな

い。③ 可決する。一gi‐嵐n(～議案)

一議案 を可決する.

thbng‐khむ痛苦 〔名〕苦痛.

thbng‐khoとi痛 快 〔形〕痛快な,

胸のすく。Pi,Sとi koとn_kun chin

～ (比奏冠軍長～)=試 合で優勝

し,と ても痛快だ。

thong‐13通路 〔名〕通路.

thong‐6ng通往 〔動〕①行き来す

る (―lai_6ng来往).Phar kam_

cheng,soah b6 teh～ (夢感情 ,

紫無在～)車 感情 を損ねたので行

き来 しなくなった.② 内通する,

I kap i～, ta i,chi chiah こphba

skhang(伊及伊～,事誌即含破孔)

一彼 が先方に内通 したから事が発

thuh

党 したのだ。

thong‐sim‐hin通 心粉 〔名〕 マカ

ロニ (一thOng‐sim‐mi通 心麺).

thong‐sim‐mi;邑 ″い麺→thong‐sim‐

hこR

thong‐sin通信 〔動〕文通する。

G6a tt bat kap i～(我不曽及伊
～)一 私は彼と文通したことがあ

りません.

thong‐sin‐sia通信祗 〔名〕通信社

thongosiong通商 〔動〕通商する。

Tai_。an kap 」it,pこn ch3 300 tan

cheng i_keng khai‐si～ 低 消及

日本自三百冬前己裡開始～)一 台

湾 と日本は300年前から既に通南 を

始めていた。

thong‐su通 書 〔名〕暦本.

thong・ti通 知 〔動〕通知する。Na

chai‐ian chiah ka li～(若知影即

給体～)一 分かつたら通知します。

〔名〕通知.

th6nttti統治 〔動〕統治する。Tai

_Oan h5・Jit‐pもn～50g5a ni(曇

消給日本～50外年)― 台湾は日本

によって50年あまり統治された。

thong‐ti‐su通 知書 〔名〕通知書.

thong‐thong通 通 〔副〕皆,すべて

～si an_nc(～是安曜)=皆 そのよ

うです.～ bるこng,tit(～没用得)

一すべて使いものにならない.

tht‐thiok貯蓄 〔名〕貯蓄.

thuh托 〔動〕① (日の中のものを

舌で押 し出す。～‐‐Chhut‐lai, 品

chiとh(～出来,不 食)一 (赤ん坊

などが)者 で押 し出して食べよう

としなも`。②lユじつてはがす。～

pttg,phi(～飯定)=お こげを取 る

③ (細いものの先で)つつく,～
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thth

th6・‐kha(～土llr)一地面をつつく.

④ シャベルですくう.Chhも _にng

6 seh ia tibh～__1もh‐la i(暦項的

雪亦着～落来)一 屋根の雪もシャ
ベルですくっておろさなければな

らない。③ ( 棒のような長いもの
で)突 き上げる,支 える。Pも‐

phang～koa r(布帆～高)=天 幕

を高く突き上げる。～ chhこi_|_

tau(～嘴下斗)一 ほおづえをつく。

⑥張り合う。kap i～(及伊～)=

彼と張り合う。

thth口出 〔動〕口ごもる,ど もる。
～bE chhut_lai(～没出来)=回
ごもって言い出せない.

thui推 〔動〕① (薬などを使って)
マッサージをする.Lよu…tibh
chhit ti6h こng chit lai ka i ～

(携着手着用酒来給伊～)=手 を

くじいたら酒でマ ッサージをしを

さい。②(俗)殴る,打つ.Tai_ke
h O a h～__ 1 6 h , k h i (大家喝～落去)
一皆が殴ってしまえと叫んだ.

thui梯 〔名〕①階段.②はしご,
thti腿 〔名〕もも.
thdi奈  〔動〕(とがったものが)ち

びる (→ui庸).Pit‐b6e～ ‐‐khi(筆

尾～去)一 筆の先がちびる。〔形〕

鈍感な.Li chian～(体成～)=

お前はまったく鈍感だ.

thti槌 〔名〕①槌.②きね。
thii/①tii墜 〔動〕ぶら下|ザる,

垂れ下がる。Paに ltさ chibh_thau

ka i～__16h‐khi(縛一塊石頭給伊毛

落去)=石 を縛 ってぶ ら下げる。

It_tit～__16h‐lai(=直～落来)=だ

んだん垂れ下がってくる。

thdi‐左槌仔 〔名〕①棒.②槌._

thui,chiとn推 薦 〔動〕推薦する.

thui‐chin推 進 〔動〕推進する。

t hui‐heng推 行 〔動〕推 し進める.
～bin,chも,chも_gi si hian_ta i  su

‐si6ng ё tiau_lis(～民主主義是現

代思想的潮流)一 民主主義を推 し

進めるのは現代思想の潮流である.
thui‐hoan推 翻 〔動〕覆す,ひっく

り返す。～ok‐chttng si kOk,bin e

koan_li(～悪政是国民的権利)=

悪政を覆すのは国民の権利です。

thui‐k6ng推 庶 〔動〕推 し広める。
～siau‐15・(～鉛路)=販 路を広め

る。

thui‐kt/_ki,‐kt推 碁 〔動〕推挙す

る。

thui‐siau/①chhui‐推鉛 〔動〕 売

りさばく.

thui,siau‐oan推 鉛員 〔名〕七―ル

ス マ ン.

thui‐st/Ochhui_推 僑辛 〔動〕辞 退

する,断 わる。

thui‐tSng推 動 〔動〕推 し進める,

推進する。～kang_chOk(～工作)
一仕事を推 し進める。

thui‐th3‐ki推 土機 〔名〕ブルドー

ザ

ー

.

thun春  〔動〕C飲 み込む。～16h‐

Oan(～薬九)=丸 薬を飲み込む,
～bS 16h,khi(～没落去)一飲み下

せない。②l黄領する。～lang e
c h i n (～人的銭)一人の金を横領す

る。

thtn践 ?〔 動〕踏み荒らす。 ～

lang e chhとi_hng(～人的菜園)
一人の野菜畑 を踏み荒らす。

than 解モー→び‐ian‐thin

thin填?〔 動〕①埋め立てる,埋
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める,～ kau‐a(～溝仔)一 溝を埋

め立てる。i th6・(―土)一上を埋

める.②(元手などを)つぎ込む,
～chian chこchin(～成多袋)一

お金 をたくさんつぎ込む.

thun‐1こn春 忍 〔動〕我慢する。Si6

_kh6a tai‐chi tibh～chiah h6(小

許事誌着～即好)一 ささいな事は

我慢 したほうがよい.

thin‐ptn填本 〔動〕投資する,(元

を)つぎ込む.

than_than男屯舞屯 〔形〕黒ずんでつ

やのない。Sek‐ti～(色教～)一色

が黒ずんでつやがない。

thut禿 〔動〕① (毛などが)抜 け

る。～mng(～毛)一毛が抜ける。

② (毛などを)む じる。～ah‐mag

(～鴨毛)一 アヒルの毛 をむしる。

③ (付着した泥などを)こする.

6an kha～(換脚～)=片 方の足で

片方の足 をこする。

thit‐khi脱臼 〔動〕脱臼する。

thut‐thau禿頭 〔名〕はげ頭, は

げ .

U

t果  〔連〕(文)・:。と.～ jin ba

cheng(一 人無宇)一 人と争うこと

なし.

出灸 ? 〔 動〕(熱いものまたは冷たい

ものを)押 し当てる。Kha～ sio‐

ku(脚～焼亀)=足 に湯たんぽを当

てる。～th ih‐in(～ 録FP)一 ・IAFp

を押す。こng peng～ thau‐khak

(用水～頭殻)=水 で頭を冷やす。

こ有 〔動〕①・・・がある,居 る。Hak

_hau～4 keng(争 校～四問)=学

こ_hau

校が4校 ある。Chhもstもng―nih～

hもn‐chi a u (層項裡～粉鳥)=屋 根

にハトがいる.②所有する,持っ

ても`る。 1-Chin chるEng‐gt 6

chheh b6?(伊 F長 多英語的冊無)

=彼 は英語の本 をたくさん持つて

いますか。②・・・である。◇確認を

表わす。Bin‐a_chai～beh khi hとk

‐hau(明仔再～要去學校)=明 日学

校へ行 くことになっている。④・・・

した。◇動詞の前に置いて行島が

なし遂げられたことを表わす。～

chh5a b6(～妻妻)一 妻をめとっ

た。cha_hng li～khi khもan tian‐

ian b6?(昨 昏祢～去看電影無)一

昨日映画を見に行きましたか。③

ある….◇ 不定詞のような使い方

をする。～l iit(～~日 )=あ る

日.～6  1 a n g (～的人)一 ある人,

誰か. ⑥…。することができた. ◇

動詞の後に付けて,そ の動詞の動

作が達成されたことを表わす。Bこ

～2,3 chiah(買 ～二三隻)-2,

3匹 買えました,Chioh～ Chin(借

～袋)一 お金が借りられた。

こ‐chin_lang有銭人 〔名〕金持ち.

I_6‐b6‐e有 的無的 〔名〕つまらない

こと,く だらないこと.kもng hit

h5～ (講彼琉～)一 あんなつまら

ないことを言う.

ェ_gian稼言 〔名〕予言.

こ_gian_chia豫言者 〔名〕予言者

(=Sian,ti先知),

こ‐hあu/Oitも有孝 〔形〕親孝行な

(Cput‐hよu不孝),～ k ian(～子)

一孝行息子,Tこi Si‐t5a‐lang tibh

khah～leh(封序大人着較～F列)一

親には孝行を尽くさなければなら
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