
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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こ‐hoat‐tit

ない。

こ‐hoat‐tit有法得 〔形〕耐え得る

(Ob6‐hoat‐dt無法得). tan～

(槍～)一 担げる。

こ‐h6ng預 防 〔動〕予防する.～

h6e‐chai(～火災)一 火災を防止

する.

こ‐h6ng・sia預防射 〔名〕予防注射.

i‐iaB有影 〔形〕ほんとうの, 真

実の (Ob6‐ian無影).I～lai b6

?(伊 ～来無)一 彼はほんとうに

来ますか.～ t5tibh(～都着)一

ほんとうにそうだ.Li k6ng a～

(祢講的～)一 あなたの言われる

通りだ。

こ‐lok預約 〔動〕予約する。 〔名〕

予約.

工‐jiam汚 染 〔動〕汚染する。

こ‐j16k汚辱 〔動〕侮辱する,はずか

しめる。     ｀

こkあu‐d6h有 け着 〔名〕51き合う

(Ob6‐kとu_胡もh無け着).Khi kとu

in tau thth,kam～?(去 到ほ兜

提,敢 ～)一 彼の家まで取りに行

って引き合うのかね.

こ‐ki雨 期 〔名〕雨期.

t‐kこ雨具 〔名〕雨具.

i‐khoan有 款 〔動〕つけあがる ,

いい気になる。Chiah‐kt iこ‐koh

teh～lah(此久又復在～岨)一近ご

ろはまたいい気になってきたな。

M_thang Siun～(不通尚～)一あま

りつけあがるな。

ことlansphan_h5e孟蘭盆含 〔名〕 孟

蘭盆会.

i_lang‐ian有人縁 〔形〕人好きのす

る,あ いきょうのある(①b6‐lang

‐ian無人縁).～ dt lang thian(～

得人痛)一 あいきょうがあるので

人にかわいがられる。

こ‐1よt有 力 〔杉〕力強い,力のこも
った。 B6k‐su k6ng liau chin～

`牧師講了員～)一 牧師のお話は

とても力強かった。

こぅli5ng雨量 〔名〕雨量.

こ・13‐ang/①_i5ng有路用 〔形〕 有

用な,有 益な.～ e Πih品_thang

hiat‐sak(～ 的物不通棄子痢 一役

に立つ物を捨ててはいけない,

a‐1こR輿 論 〔名〕世論.

i‐mia有 名 〔形〕名高い,有名な.

Chit khoan pai a tiin,si chin

～ (此款牌的電視具～)一 この商

標のテレビはたいへん有名だ。

こ‐mS,kit羽毛球 〔名〕パトミント

出‐oё汚機 〔形〕きたない,けがら
わしい。

こ‐Pi預 備 〔動〕準備する (=chtn

spi準備):～ chiユchhよi(～酒菜)
=酒 と料理を準備する。

こ‐si〔‐と〕有時〔仔〕 〔副〕①時たま,

時には.～ こla i (～有来)一 時た

ま来る。～5 s i (～含死)一 時に

は死ぬことがある。②時 ,々時お

り.

こ‐Sian預先 〔副〕前もって,あら

かじめ,～ tSng ch5(～ 訂座)=

前もって席 を予約する。 ～ b6

chもn‐Pi(～無準備)一 あらかじめ

準備 をしていない。

いsin有娠 〔動〕妊娠する。 Iなu・

b5e～(猶未～)=ま だ妊娠しない

こ‐soとn預 算 〔名〕予算.

d‐su‐kan国?身?据 〔名〕エプロ

ン .
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こ‐tang有営 〔動〕…・できるところ

がある (一こ‐tё有塊).Chhia ～

chhian b6?(車～信無)一ハイヤ

ーを雇えるところがありますか。

こ‐tang‐si‐あ有営時仔 〔副〕ある時

は,時 には.～ than chin,～sih

ptn(～遂袋,～ 蝕本)=あ る時に

はもうけ,あ る時には損をする.

d‐t3/d‐,1‐/‐t5e余 地 〔名〕余地,

余裕 .

こ‐tさ ラ首域掛→こ‐tとng

也‐tiam汚 難 〔名〕汚点.

I‐tid宇 宙 〔名〕宇笛B

卜thang有 通 〔動〕・…することがで

きる (Ob6‐thang無通).◇ なに

かの裏付けがあって動作 ・行為が

可能なことを表わす。U chP chiこ

～脱(有銭就～買)一お金があるか

ら買うことができる。Bin‐ム‐chとi

～heng b6?(明 仔再―還無)=明

日返却できますか.

ui衣  〔名〕後産.

ui奮 ? 〔 動〕① (きりなどで)穴

をあける。Eng chふg‐ム～l khang

(用鑑仔～一孔)一きりで穴を1つ

あける。② (俗)注 射する。 ～

m6・‐hui(～ 咤,す卜)一 モルヒネを打

ui篤 ?〔 動〕摩滅する,ちびるl―

thai奈).E‐に～‐‐khi(軽底～去)一

靴底が減った。

Ii畏 〔動〕①苦手とする,負担に

思 う,Pdi lang=kian(肥人～行)

一太った人は歩 くのが苦手だ。 I

putschi～k6an(伊不止～寒)=彼

はとても寒がる.② 恐 れる。 Li

bian～(体免～)=恐 れないでよろ

しい。

ul‐chi

di国 〔動〕囲 う,囲 む.Eng sOh_

a～__khi_lai(用索仔～起来)一なわ

で囲 う。 Lang～chin chこteh

k h t t a n (人～長多在看)一たくさん

の人が取 り園んで見ている.

ti位 〔名〕①席,場所。chこ～(坐
～)=席 に着 く.Nttg tiun b6 kang

～・‐e,h6b6?(雨 張無同～的 ,

好無)-2枚 違 った席のでよろし

いか。chiとm h6～ (佑好～)手 よ

い場所を取る。②位.〔量〕①か

た.◇人を尊敬していうとき.

n i g～lang‐kheh(雨～人客)一お客

さんお 2人 .Chit～ chiこ‐si Lim

s i a n‐sP(此 ～就是林先生)=こ の

かたが林先生です。C瓶所.5,

6～ te h  b 3 (五六～在東)-5 , 6

個所で売っている。

こi 胃 〔名〕胃.

工i馬 〔動〕①味方をする,かばう
Li品 ‐thang～i(体不通～伊)一 彼

をかばってはいけません.② …・の

ためである。Che si～kok_ka‐‐|

(這是～国家的)一これは国家のた

めです。 〔介〕…・のために.～

tai.ke chhut iよt(～大家出力)=

みんなのために尽力する。I～g6a

put‐chi hoan_16147～我不止煩悩)

彼は私のために非常 に心配 しまし

た。

こi重 一。1童

Ii‐bin慰問 〔動〕慰問する.
ui‐chek遺跡 〔名〕追跡.

u卜chi鳥止 〔動〕やめにする,終り

とする.kとu chia～ (到這～)=

ここまででおしまいにします。

kとu5tiam～ (到五鶏～)-5時

になったら終 ります。
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uF,chi

ui‐chi遣志 〔名〕遺志.

面。chiong違章 〔動〕規則に違反す

る。～kiとn‐tiok(～建築)一違法建

築.

di‐ch6k道族 〔名〕遺族.

こi‐色k胃 液 〔名〕胃液.

こi‐ga耐 胃癌 〔名〕(医)胃 がん。

ui‐giam威 巌 〔名〕威厳.

di‐gian遣言 〔名〕遺言.

こi_ha_sti胃下垂 〔名〕 (医)胃 下

匡 頚 葺 .

ti‐hai違骸 〔名〕遺体.

di‐ham遣 憾 〔形〕残念な。Chin

～,g6abチtとng khi(長～,我 没

営去)一 行くことができず,た い

へん残念です。

ti‐hoan違反 〔動〕違反する,そむ

く.

こi, i a m胃炎 〔名〕(医)胃 炎.

t i‐j i m委任 〔動〕委任する。 G6 a

c h i t  h a n g  t a i _ c h i - 1もt‐s u  t e h

p a n _ l i (我此項事誌～律師在緋理)

=こ の件は弁護士 に委任 して処理

中です。

S i‐k i n /‐k u n園巾 〔名〕スカーフ,
マ フ ラー .

出i‐k6aB景 寒 〔動〕寒気がする。

Chit‐ma teh～ ,tai_khtti S jiよt

(此潟在～,大 概有熱)一今寒気が

しますので,多 分熱があるのでし

ょう。

di‐ktR園 据 〔名〕エプロン.

ni_khttu胃回 〔名〕(D胃 の具合い。

②食欲.

ti‐khtti16ng胃 漬場 〔名〕(医)胃

かいよう。

di_lan鳥 難 〔形〕困難な。Beh chb

chin～ (要倣長～)一作るのはほん

とうに困難だ。

こi‐l i a u馬了→ t i‐t i 6 h

t i‐16慰努 〔動〕慰労する,ねぎら

う。

di‐13園 姐 〔動〕◇除夜に一家団ら
んで食事をする。円テーブルの下
に炉をおいてBAを取ることから言

うよう1こなった.Tai_ke～h6k提̀

ni(大家～好過年)一皆で除夜に食

事をして,よ い年越しだ。

こi,oan委員 〔名〕委員,役 員.

ti_。an_h6e委員含 〔名〕委員会.

di‐pin固犀 〔名〕びょうぶ,つぃた

て .

di‐san遺 産 〔名〕遺産.

di‐sim‐cht‐gi唯心主義 〔名〕唯心

主義.

こi‐sim‐mih鳥 甚宏 〔代〕どうして

なぜ.Li～品 k6ng(f小～不講)=

君はどうして言わないのだ。

こi‐siok景縮 〔動〕畏縮する,しり

ごみする。

Si‐si5ng遺像 〔名〕追影.

こi‐sng胃 酸 〔名〕胃酸.

di‐su遺 書 〔名〕逮書.

ti_tai/oヽ_t5a偉大 〔形〕偉大を,

偉い,～ e lang(～的人)一偉大を

人.～ e kbng‐hiよn(～的貢献)=

偉大な貢献.〔 名〕偉大.

ti‐ti位置 〔名〕位置.

こi‐ti6h馬着 〔介〕(一こi).…のため

に,(… する)た めに (=こi‐1ねu

馬丁).～kok‐ka chb tai_c hi(～

国家倣事誌)一 国家のために仕事

をする。～beh chtn_pi kh6‐chhi

chin b6‐6ng(～要準備考試,長率

閑)一 試験の準備をするためとて

も↑亡しい。 〔動〕…・のためである
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Chtt seng‐li si～beh thとn  chin

(微生理是i要 診銭)一商売 をする

のは金もうけのためである。

耐‐tng胃 腸  〔名〕胃月易.

命‐thこ追健 〔名〕遺体.

Ui‐thian胃 痛 〔名〕(医)胃 痛 .

命・thoan追 得 〔動〕遺伝する。

Thai_ko b3～ (親晴没～)一 らい

病は追伝しない。

命‐thoanspOn/_pin遺 得病 〔名〕 遺

伝病 .

乱‐thok委 托 〔動〕委託する.～

hottn‐b3(～ 販責)=販 売を委託す

る。

uihを 一oehを

uih宮け 〔量〕画.l tiam l～  (一

鶏一～)=1点 1画 白

u n恩 一 l R恩

un温 ‐〔動〕温める。～chit(～酒)
一酒の期をする。

un螺 ?〔 動〕①ごろっと猿転ぶ.
Kau～ ti nng‐khau(狗 ～在問日)

=イ スが戸口で寝 そべっている。

Cin‐よsi_kbe～(日仔四界～)一子

供が方々でごろごろと寝ている。

②引 きこもる,入 りびたる。～ ti

kiなu‐keng(～ 在賭間)一 賭博場 に

入りびたる. ③ ( 力を失って) 倒
オ■る. That tibh p5‐こi, chiOng‐

なn‐ne～__16h‐khi(屁進着部位 ,精安
IIFL～落去)一 急所 をけられてその

まま倒れてしまった,

tn/⑤ in允  〔動〕承諾する,引 き

受ける.I～ beh h5 1i(伊 ～要給

祢)一 後は君にあげるのを示諾 し

た。～kh a n g‐【hb e  l a i  c hも(～工

課宋倣)=仕 事 を引 き受けて きて

す る。

un,a‐ sl

t n隠  〔動〕 (果物などを密閉して)

熟させる。～kin_c h i O (～芹蕉)=
バナナを結閉して熟させる.

こn穏 〔形〕①確実な,安全な.～

6 seng‐li(～的生理)一確実な商

売。② 平憶無事な.Tba chia

khah～(浦此較～)一ここに住めば

平穏無事だ。〔副〕きっと。Che～

than(這～諺)=こ れはきっともう

かる。

in塩  〔名〕養魚池 .

in縮  〔動〕 (液体や粉などを)つ

ける,ま ぶす。～tau‐iS(～豆油)
=狩 油をつtする。～thng(～糖)=

砂糖をまぶす。

こn匂 →ian稼

an巡?〔 動〕①回る,めぐる (一
sもh旋 ).13‐koh～ lai kとu g6a lah

(又 復～宋到我嘘)一 またぼ くの

ところに回 って きた 。Si,kbe～

(四界～)一方々をめ ぐる。② くす

ぶ る.Bang_ h u n _ h i u n  t e h～(蚊煙

香在～)一 蚊取 り線香 がくすぶ っ

ている。

こn運  〔名〕運,運 気.〔 動〕(文)

運ぶ.～hbe(～貨)=貨 物を運

′卜 .

こn ttW 〔 動〕 (はれものなどが)

だんだん広がる。～lang(～膿)一

化膿する。

in韻  〔名〕韻.

tR‐左緩仔一dn_an,と

un‐左‐hi観 仔魚 〔名〕 (魚)イ ワシ

in‐と,si緩 ?仔 是 〔形〕ゆっくりし

た (-3n‐3n‐ム‐si緩緩仔是,khoan‐

ム,si寛仔是,liau_ょ。si柳仔是)。

Chhian li～,酌―bian siun kin(請

体～,不 免尚緊)=ど うぞごゆっ

，
ｒ

カ
ヤ
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un‐boan

くりしてくだ さい.そ んなにお急

ぎにならなくてもよろしいではあ

りませんか,

こn‐b o a n膳購一 i n _ m 6 a

in‐chP 業雲母実一→in_htti

un‐ch6ゴ温泉 〔名〕温泉.
in‐chcan運韓 〔動〕C運転する

(一kよ。st純取).K h i‐ch h i a  l i  s _

h i 4 u～bこ?(汽車祢含暁～没)=自

動車を運転できますか。②運行す
る.Thr‐ts teh～chin kin(天地

在ヽ長緊)一 天地は実 に速 く運行

している。

in‐chcan‐chhit運 瑠手 〔名〕運転

手 (一su_ki司機).

in‐ch6ng膳 茂 〔動〕隠す,隠 匿す

る.Hit h5～ti t6‐こi(彼琉～在何

位)一 あれをどこに隠 してありま

すか。

in‐chtn/⑤ in‐允准 〔動〕(―

Chこn).許す,許 可する。Kf_han

kbe lah,bこ_tとng～it卸限過嘘,

没営～体)一 期限が過 ぎたから許

可しません。

un‐もk療 疫 〔名〕疫病.

tn_hang‐bak,kian穏形眼鏡 〔名〕
コンタクトレンズ,

un‐h6温 和 〔形〕温和な,穏やかな.
chit e cha_b6・‐gin‐a chin～ (此

個査某□仔長～)一 この女の子は

とでも温和な子です.

in‐h6運 河 〔名〕運河.

inSh直運費 〔名〕運送費 (一 こn_
kim運金,こn_ch in運銭).

inⅢ5ng運 用 〔動〕運用する,活用
する。～kOngosek(～公式)一公式
を活用する。

In‐jibng醜 醸 〔動〕気運を作る。

◇ことがしだいに醸されること.
～kek_bこng(～革命)一革命の気運
を作る。

un‐jin温柔 〔形〕おとなしぃ,～
e lang khah b6と1 0an_ke(～的
人較無愛冤家)一 おとなしぃ人は
けんかを好みません。

こR‐kim運 金一in_hii

unもkOとn温 綾 〔名〕魔法びん (=
sio‐chti‐pan焼水瓶,siO_kOとn焼

績,ktn_chti_kOとn湊水播),

こR‐ku陰 居 〔動〕①隠居する.

SiEa beh～(想要～)一 隠居しょ

うと思う。② (文)隠遁する。～
ti soan__nih(～在山裡)一 山に隠

遁する。

こn‐ku膳 亀 ?〔 形〕せむしの。 ～

…6(～的)一せむし,

in‐ku‐ki6陰 亀 ?橋  〔名〕太鼓精.

in‐khi運 氣→こR‐tS

un‐loとn温 暖 〔形〕温暖な_Kinちと_

jit chin～(今仔 日員～)=今 日は

たいそうE麦かt ,ゝ

こn‐mia運 命 〔名〕運命.

tn‐m6a/①‐boan穏 幅 〔動〕隠し立

てをする。

in‐pOan運搬 〔動〕運搬する。He

si～es↑ khも_tibh__e(彼是～的時

算着的)一 それは運搬の時ぶつか

ったのです。

un‐sek温 室 〔名〕温室.

un,sip温習 〔動〕復習する.Li

16ng b6 teh～(体批無在～)=君

は少しも復習をしていない。

こn‐su運 輸 〔動〕輸送する。～kun‐

i5ng‐phin(～運用品)=軍 需品を

輸送する。

こn‐su‐giとP運 輸業 〔名〕運輸業.



un―sdn温 目||〔形〕おとなしい,素

直な。Tもi si‐t5a tibh‐ぶi khah～

leh(普す序大着愛較～口列)一 目上に

対しては少し素直になりなさい。

un‐ttti温帯 〔名〕温帯.

tn‐tとng穏 営 〔形〕 (一もn).確 実

な,安 全な (一an‐もn安穏),Chhian

lang iai kも
'chhこ khah～ (信人

来顧暦較～)一 人を雇つてきて番

をさせるほうが安全だ。

こn‐tこng稿 定 〔形〕安定 している,

落ち着いている.Bもt‐kさ～ sim‐

cheng ia～ (物慣～心情也～)=

物価が安定 し心も落ち着いている。

un,tittn恩典 〔名〕運、典,恩 沢.

un‐tS温 度 〔名〕温度.

in,tS運 固 〔名〕運気,運 勢 (=

こn‐khi運氣).

un‐tS・kё温度計 〔名〕温度計.

in‐t5ng運動 〔動〕① (体の)運動

をする.Na～ ,seng‐khu l khah

ibng(若～ ,身 堰含較勇)一体 を運

動 させると文夫になります。② (あ

る目的 を達するために)運 動 をす

る。～beh chもk6や‐ti 3n(～要徹股

長)=係 長 になろうとして運動す

る。 〔名〕運動,ス ポーツ.

in‐t5ng‐ё/‐oё運動軽 〔名〕運動靴.

in‐t5ng‐h5e運 動宙 〔名〕運動会.

in‐t5ng‐ka運 動家 〔名〕スポーツ

マン (一こn‐t6ng,oan運動員)。

in,t5ng‐oan運 動員→in_t5ng‐ka

in,t5ng‐ti in運動場 〔名〕運動場.

i n ―i n ‐左緩? 緩? 1 子〔巨」〕ゆっくり

と, そろそろと (一an_な緩仔,

khOan‐と寛仔,Sn_3n,a‐si緩緩仔是,

ban_bin〔_ム〕慢慢〔仔〕)。Chhian li

～chiah(請イ体～食)一どうぞごゆ

ut_tall

っくりお召 し上がりください。～

kian(～行)一そろそろと歩 く.

dn_an_a_h6e/‐hも 緩緩仔火 〔名〕と

ろ火 .

dn_an_左_si緩 ?緩 ?仔 是→ an‐a_si

ut屈 〔動〕Cかがむ,曲げる (→

khut屈 ).～ teh khもan chheh(～

在看冊)一 かがんで本 を読んでい

る。 Kha～ ‐‐tibh oah‐beh thぬ
nsi

(脚～着活要痛死)一脚 をずっと曲

げていると痛 くてたまらない。②

ためる.Te k。と～h5・i k h i a u (竹

仔～給伊曲)=竹 をためて曲げる。

u t 製 〔動〕アイロンをかける。N a

beh―san tibh tai‐seng phi Chti

(若要～杉着在先噴水)=服 にアイ

ロンをかけるにはまtド霧を'貴かな

ければならない。

ut‐at‐」oとh せ夕幼熱一→ut‐Joとh

u t , c h u t鬱梓 〔形〕憂 うつな,うっ

とうしヽゝ. B6 thau‐15',lang chin

～ (無頭路 ,人 員～)一般がなくて

憂 うつだ.ThF‐khi m h6, chin

～ (天氣不好,長 ～)一天気が悪 く

てうっとうしい。

ut,joとh/O‐jiat鬱熱 〔形〕蒸 し暑

い,暑 苦 しい (―ut,at_joとh鬱 幼

熱),H5beh iai sba b6 1ai chin
～ (雨要来績無宋具～)=雨 が降 り

そうで降 らなかつたのでたいへん

蒸 し暑い。

ut , tよu災 斗 〔名〕アイロン.
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