
A

a‐阿‐ 〔 接頭〕お…,…・ちゃん.

◇称呼や人名の前に付けて親しみ・

尊敬などを表わす。a_kong(阿公)

=お じいさん。a_hian(阿兄)=兄

さん.a_Bもk(阿 木)=木 ちゃん.

a咽  〔嘆〕おや,あ っ。◇予想外

のことや驚いたとき,～ ,K↑‐koとi

ah(～ ,奇
″隆咽)=お や,不 思議

だなあ.～ ,Gdi‐hiam/(～ ,危

険) = あ っ, 危 ない,

‐左‐仔 〔接尾〕C◇小さいものを

表わす。kau`ム(狗仔)=小犬.

tau‐a(豆 仔)=豆 .②◇親しみ

や尊敬を表わす。Kang‐hai‐ム (江

海仔)=江 海さん。③◇小僧らし

き,軽 蔑 を表わす。 niau_chht=▲

(老鼠仔)=鼠 公 .hoan‐a(番 仔)

=毛唐.④◇語調を整える。chhiこ‐

a(樹 仔)=樹 木 .chhiSn_a(結仔)

=犀 .⑥◇動詞・形容詞を名詞に

する。b i n ‐a  l R 」仔) = プ ラシ.こ‐ム

倭仔)=ちび.C◇ 数量や場所を

示す語 に付けて漠然とした表現 に

する。2 e‐よ(二個仔)=2つ ほど.

chit tё‐ム (此塊仔)=こ こら.

a抑 一 ia抑

a 猶 ? → i 血猶 ?

と咽  〔嘆〕ああ,ど れ.◇物事を

思い出したり,自 分の動作をうな

カギすとき.～ ,Gもa beh lai‐khi.

(～,我 要来去)=ど れ,行 きまし

ょう。

a「n」 〔嘆〕まあ.◇不足を補われ

たり,贈 物を贈られたとき.～ /

N a  t i b h  a n _ n e , h 5・lin c h i n  p hも_

hdi。(～/那 着安曜,給 ほ真破費)
=ま あ,ど うしてそんなにしてく

ださるのですか,ご 散財おかけし

ます.

a亦 一 ia亦

a‐bi‐Pa阿 米巴  〔名〕(動)アメーバ.

a‐b6/`bこ阿母  〔名〕お母さん (=

ma‐ma夕辱女ぢ)。◇子供が母を】予ぶと

き.

a‐bt 阿母→a_b6

a,cha/①am_/①‐Cham掩蹟?

〔形〕①汚い,む さくるしい

(=lah‐Sapナ立扱,kian‐lang驚人).

②不正な。Chb～e tti‐chi(微～

的事誌)=不 正なことをする。

a‐chl/‐chi阿妨 〔名〕姉さん.

a‐chek阿叔 〔名〕おじさん。◇父

の弟をいう。
a,chi 阿 跡 → a_cに

a‐chim阿婿 〔名〕おばさん.◇父

の弟の妻をいう。

a‐ch6阿 耐 〔名〕① (父方の)ひ

いおじいさん。② (父方の)ひ い

おばあさん.

a‐hian阿兄 〔名〕兄さん, _

a‐hui阿飛 〔名〕(ヒッピー的傾向

のある)非行少年.

a‐1阿 嬢 〔名〕①おばさん。◇母の

姉妹をいう.序列を明らかにする

場合t5a・i大嬢,ji‐↑二妨,s an‐↑三

療,… .②おばさん。◇年長の婦

人に対する敬称 .

a‐ian亜鉛 〔名〕① (化)アエン.

② トタン.

atian_phian王鉛片 〔名〕トタン板.

atiaR_sban王鉛線  〔名〕針金.

a_ian_thang亜鉛桶 〔名〕バケツ.

a_jiat_tとi王 熟帯 〔名〕亜熟帯.



ュ‐kim

a‐kim阿 姶 〔名〕おばさん。(=kim

夕今)。◇母の兄弟の妻.序 列を明ら

かにする場合t5a‐kim大め,,i‐kim

二始,s an_kim三衿,….

a‐kび阿姑 〔名〕おばさん。◇父の

姉妹.序列を明らかにする場合 t5a‐

kび大姑,ji‐kび二姑,s an_kび三姑,

a‐kong阿 公  〔名〕おじいさん.

a‐ki阿 男 〔名〕おじさん。◇母の

兄弟.◇ 序列を明らかにする場合

t5a`kこ大男,〕i‐kこ二勇,s an_kこ三

男….

a_kheng種 柏 〔名〕(植)ナ ンキン

ハ 引ビ.

a_lid‐sng王 硫酸 〔名〕(化)亜硫酸.

a琉 阿姫 〔名〕おばさん。◇父の

兄の妻.序 列をいう場合,t5a輸大

姫,ji‐血二姫,s an輸三姫….

a‐mあ 阿妨 〔名〕 お ばあさん,

祖母.

a‐m3‐ni,a阿摩尼亜 〔名〕(化)ア ン

モ ニ ア .

a,pa阿昔 〔名〕お父さん (=pa‐
pa沓 蒼,a_ha阿李)。◇子供が呼ぶ
とき。

かpと拗?覇 〔形〕(―pと)。①片意地
な。～gi n‐ム (～□仔)=片 意地 な子

供.C横 暴な。
a‐peh阿伯 〔名〕おじさん。◇父
の兄をいう。序列を明らかにする

場合,t5a‐peh大伯,ji,peh二伯,
s an,peh三伯・….

a‐p6〔、と〕阿婆〔仔〕 〔名〕おばあさ

ん。◇老女の尊称.
a‐put拓 押不倒  〔名〕起き上がり

こぼし,

a,phittR阿片 〔名〕アヘン.

a,sa_gみびh□ □□□-0が ‐hOe

a‐sai悪 使一ぶ鋭

a‐sam王 杉 〔名〕(植)タ イワンスギ.

a‐se阿 西  〔名〕愚か者.

五‐si抑 是→ 占Si

a‐si亦 是→ ia,si

a‐s6阿捜 〔名〕①兄嫁 (=s6‐よ捜
仔).②姉さん.◇自分と非常に親
しい問柄の同年輩もしくは年長の

既婚婦人に対していう。

assoan〔。と〕阿山 〔仔〕 〔名〕外省

人.◇台湾の人が外の省の人に対

して使う無礼な言い方.

a・st,phi‐lin□□□□ 〔名〕(薬)ア
スピリン.

a‐tia阿李一a,pa
a‐tok‐と阿啄仔 〔名〕毛唐.

an向 〔動〕①かがめる。～lo(～

腰)=腰 をかがめる。②うつむく1
～teh khban thheh(～在看冊)=

うつむいて本を読んでいる。

an欄 〔動〕かばう.B61ang beh

～g6a(無 人要～我)=誰 も私を

かばってくれようとしません.

an舘 〔名〕あん。

ah百  〔数〕100。◇100以上では,

しばしばpah百がつまってahとな

る。ただし,最 後がちょうど 100

で終るときはpah百と発音する.j『
～g5。(二～五)=2 5 0 .

ah押  〔動〕①強いる,押 しつける
Khah oh e tai_chi、フlang pan

(較難的事誌～人緋)=難 しいこ

とを人に押しつけてさせる。②護
送する。～hoan_lang(～犯人)=

犯人を護送する。

ah咽 〔助〕①…よ,…だい。◇軽
く催促す る.K i n  l a i～/ (緊 来



～)=早 くおいでょ.② (=lah'也).

◇文末にあって行為がなされたこ

とを表わす。G6a chiとh pa～ (我

食飽～)=食 事を済ませました。

ah 弔島一→ah_五

とh亦 →ia亦

あh悪  〔副〕・・・だろうか。◇反語を

表わす。Che～h6chiah?(這 ～

好食)=こ んなものがうまいだろう

か。Hit ttau～thang k6ng(彼篠
～通講)=あ のことを話 してもよい

ものだろうか.

独  食
―・とh‐左

あh咽  〔嘆〕あっ, えっ。◇非常に

驚いたとき,～ ,chin phah‐酌‐kin

lと,(～ ,袋 打不見唯)=あ っ,金

をなくした。

ah。と鳴仔 〔名〕(.島)ア ヒル (=ah

鴨)‐.(諺 )～teh thian 13i(～ 在

繁雷)=ア ヒルカ淫iを聞いている一

何を言われても感じない.

あh‐a食 仔  〔名〕/J箱ヽ (=よh食).

ah‐b6‐te/‐bこ_t6e鴨 母姉  〔名〕扁

平足.

ah‐nig弔島卵  〔 名〕アヒルの卵.

とh_sai/①a_,ia_悪使  〔副〕・・す る

ほどのことはない (=na_sai那 使,

mih‐sai慶使).～li khi,kib i lai

tibh h6(～ 祢去,叫 伊来着好)=

君のほうから出かけて行くことは

ない,彼 を呼んでくればよいのだ.

抽‐si 亦是→ia_si

ah。こR押 韻  〔動〕押韻する。

ai豪  〔動〕泣きわめく.Li teh
～sian tai_chi?(1休在～甚事誌)

=君 はどうして泣きわめいている

のですから

ai l兵?〔 嘆〕おや,ま あ.◇ 驚い

とi‐beh

たとき,非 難の気持 ちを含んでい

る。～,li kan?(～ ,f休敢)=

おや,や る気か.～ ,ti,st hg‐

khi?(～ ,底 時韓去)=ま あ,い

つ帰ったの.・

ai嘆 ? 〔 嘆〕あっ。◇驚いたとき。

～,h6・ g6a kian chit_こ(～,給我

驚一下)=あ っ,驚 いた。

あi愛  〔動〕鍛 する, かわいがる

(=thian痛).G6a～ li(我 ～体)
=あ なたを愛しています.②好む,

好く。Li～sid‐chti b6?(体～'囚

水無)=泳 ぐのが好 きですか,～

chiよh chiこ(～食酒)=酒 を飲む

のが好きだ。③必要とする.He
～4 khび (彼～四元)=そ れは4

元必要です。Iよu～pat mih b6?

(猶～別物無)=ま だ他の物が要 り

ますか.④ (義務感から)"。 しな

ければならない。Li bin―と‐chとi～

khi hムk‐hau(体 明仔再～去学校)

=き みは明日学校へ行かなければ

ならない。③ よく…する,… しが

ちである (→gau費 ).Hit e lang
～kap lang oan_ke(彼 個人～及

人冤家)=あ いつは人とよくけん

かする。

あi暖  〔嘆〕ああ.◇ 失望落胆 ・哀

惜の気持 ちを表わす。～,btt‐kё

it‐tit koan__khi‐lai lah(～,物

慣一直高起宋「位)=あ あ,物 価が

どんどん±1がってきましたよ.～,

li si an_ch6an thai b6 1ai?(～,

体是按悠登無宋)=あ あ,君 はど

して来なかつたんですか。

あi‐beh/‐beh,‐bOeh愛 要 〔動〕(―

あi愛,beh要 )。①・…したがる。I

～lai(伊～来)=彼 は来た力ちている。



よi‐boch

②欲する.～ khah ch3(～ 較多)
=も っとたくさんほしい

とi‐boch愛 要一とi‐beh

とi‐cheng愛 情  〔名〕愛情.

とi‐gibk‐chi愛 王子  〔名〕(植)カ

ンテンイタビの実.

嵐iちhS愛 護 〔動〕愛護する.～ t5ng
‐bもt(～ 動物)=動 物を愛護する。

aittah嘆咽  〔嘆〕おやおや,ま あ

まあ.◇ ちょっと驚いたときに.
～;Tai_chi m h61(～ ,事 誌不

好)=お やおや,ま ずいことだ。

とi‐loh唆 'キ勺〔嘆〕ああ。◇疲労や嘆

きのとき.～ ,sian kah(～ ,倦

及)=あ あ,と ても疲れた。

とi‐i5ng愛 用  〔動〕愛用する.

とi‐jin愛人  〔名〕恋人,愛 人.

ai‐kid衷 求  〔動〕哀願する。

とi‐kok‐chこ‐gi愛 圏主義 〔名〕愛国

主義.

嵐i‐mai曖 味 〔形〕(行為が)あ いま

いな。 Tもi kim_chin chit_sutoa to

品‐thang～ (晋す金鎮一層仔都不通
～)=金 銭に対してはいささかも

あいまいであってはならない。

ai‐0とR哀 怨 〔動〕(文)嘆 く (→oとn
tthとn怨嘆).～ pha r_mia(～夢命)
=不 幸を嘆く.

嵐i‐siOh愛惜 〔動〕大切にする。～

sё°,mia(～生命)=生 命を大切に

する.

ai‐t5衷 悼  〔動〕悲しみ悼む。

ain背?〔 動〕おんぶする,背 負う

(=phain背).～gin‐ム(～□仔)=
子供 をおんぶす る。

ak沃  〔動〕① (水や液体を)ふ り
かける.～ chti(～水)=水 をか

ける。～hoc(～花)=花 に水をや

る。② (雨などに)濡 れる.G 6 a

cha_hng khi sとHl_p5・  6 st, こ―

dもh h5・(我昨昏去散歩的時,有
～着雨)=昨 日散歩に出かけた時,

雨に濡れました.

ak‐chak館 歯足 〔形〕舌しれている。

S i m _ k O a n  c h i n～(心肝員～) =心

がとても乱れている。②狭苦しい.
Chit keng pang Chin～ (此間房

具～)=こ の部屋はとても狭苦 し

い。 〔動〕乱れる,乱 す.Lang

teh～,品_thang lai chha(人在～,

不通宋砂)=気 がくしゃくしゃし

ているんだ,邪 魔するな,

_ak‐chH占/①aⅢ握手 〔動〕握手す
モる。I S kap g6a～(伊有及我～)
=彼 は私と握手 した。

am庵  〔名〕庵.

am掩  〔動〕①覆い隠す。 こ ng

chhit～(用手～)=手で覆い隠す。
～bよk_chiu(～ 目日周)=目 隠 しを

する。②かばう。Si6‐ti tibh～leh

(小弟着～Wll)=弟 はかばってあげ

るものだよ.

左m滑  〔名〕重湯,お ねば.〔形〕

(おかゆや糊が)薄 い (=k対 交),
とm暗  〔 形〕①暗い。Chとu‐khaとn

‐ch6an chiah_nih～ ?(姓 脚接想

此嘱～)=台 所はどうしてこんな

に暗いのか。」it beh～ (日要～)
=日 が暮れる。② (夜が)お そい。

Chi a h～ah ,  l a _ j i _ 6・品‐tha n g  c h t t n

hiah_nih t5a,sian(此～口阿,□ □

□不通銃彼梶大賢)=こ んな夜お

くにラジオをそんなに大きくかけ

てはいけない。 〔名〕①夜,晩( =
とm,si暗時,m6瞑).Hit～beh ti
b i 5 - n i h  k t t e‐m 6 (彼 ～要在廟裡過



B冥) =そ の夜は廟に泊まる予定だ.

②夕食.〔量〕晩,tba 6～ (滞

六～)=6晩 泊まる。

am茂 ? 〔 形〕茂った。 Bih ti

c h h i S s h i b h ` a  s i 5 n g～6  s 6・‐ch a i

(匿在樹葉仔上～的所在)=木 の

葉が一番茂ったところに隠れる.

am_左_nia額仔領 〔名〕衿.

嵐m‐b3暗謀 〔名〕隠謀.

am‐b6e蝦 摸一 cHtt■kapPA

am‐b6e‐koai蝦 嘆乖 〔名〕(動)オ

タマジャクシ.

嵐m‐b6k‐b6k渚 漠漠 〔形〕(粥などの)

どろどろの。

am‐cham E倒'肇 a_cha

嵐m‐ch6ng暗 蔵 〔動〕隠匿する。

とm‐chhig暗 串 〔 名〕(魚)マグロ.

五m‐h6暗 琉  〔名〕暗号,

嵐m‐kё暗計  〔名〕計略,策 略.

とm‐ki暗 記  〔動〕暗記する。Chit

khb tiもhよ i～__khi_lai(此課着愛
～起来)=こ の課は暗記してしま

わねばならない。

am‐koe奄 瓜  〔 名〕(植)ツ ケウリ.

嵐m‐kong‐chiau暗 公″島 〔名〕(″阜)

フクロウ.

am_ktn額頸 〔名〕首.

am_kin.moa領管混 〔名〕マフラ
ー,衿巻.

am_khang台氏孔 〔名〕暗渠,地下に

設けた水路

嵐m‐png暗 飯 → とm_thg

am‐pS‐chё庵捕蝉 ?〔 名〕(虫)ヒ

グラシ (→sian,a).

よm,sat暗 殺  〔動〕暗殺する。

amtse〔,と〕額垂〔仔〕 〔名〕よだれ

か け .

五m‐sek暗色 〔名〕黒ずんだ色, く

左n,chain

すんだ色 .

嵐m‐sek暗 室  〔名〕暗室.

嵐m‐si暗 時  〔名〕(一とm)夜 ,晩.

五m‐si暗 示  〔動〕暗示する, ヒン

トを与える。 Li na ka i～, i

chiこ|‐hiとu sttg(体 若給伊～,

伊就含暁算)=も しヒントを与え

たら彼はすぐ計算できます。〔名〕

暗示, ヒント.

とm‐si5ng暗 誦  〔動〕暗唱する。

あm‐so‐so暗 掻掻  〔形〕真っ暗な.

嵐m‐soan暗 算  〔動〕たくらむ.

ユm‐ta暗 礁  〔名〕暗礁.

よm‐thg暗 頓  〔名〕夕食 (=よ m_

pttg暗販).

嵐m‐thau‐五暗頭仔  〔名〕夕方,た

そがれ.

an安  〔動〕据え付ける,安 置する。

～ian(～ 誉)=陣 を敷く,～ sin‐

beng(～ 碑明)=神 を安置する。

とn接 〔動〕①見積もる,計る (=
とn‐sふg接算).～beh Eng 3 pah

khび(～要用三百元)=300元 要る

見積もりです。②支度する,準備

する。～chhとi(～菜)=料理の支

度をする.

an緊  〔形〕①きつい (〇にng量).

Chil Sin mng―  kah phah  bこ

khui(此 扇門～及打没開)=こ の

門はきつくて開けられない。②逼

迫 した。Tai_ch、khah～ (事誌較

～)=事 態が逼迫する。

an限 〔動〕①延期する。Hit tiau

chin i koh～3 jit(彼 篠銭伊復
～三 日)=あ の金をやつは又 3日

延ばした。②限る。～k↑(～期)
=期 限 を限 る.

加_chain ttr忘一→an,ch6an



an‐chこng

a n‐c h e n g安諦 〔形〕静かな,穏 や

かな。 SOan‐‐lai kap hai_pin 16ng

chin～(山内及海透権員～)=山 の

中や海辺はどちらも静かだ。

とR‐Chittu技照 〔介〕…・に基づいて,
・…によれば.～ hoat‐1もt pan‐li(

～法律排理)=法 律に基づいて処

理する。

とn‐ch6an/①an_接悠 〔代〕①なぜ、
何故,ど うして (=と n,chもan_isn

接悠横,ch6an_iこ
n悠

様).Li～ka i

an‐ne k6ng?(体 ～給伊安呪講)

=な ぜ彼にそのように言ったのか.

Pとi_lak li～b61ai?(拝 六体～無

来)=土 曜 日はどうして来なかった

のですか。② どういうふ うに,ど

んなにして,Che,lin Tai‐oan_。3

～ k6ng? 隊 喜消話～講)=こ

れはあなたがたの台湾語ではなん

と言いますか,

ふ‐ch6an_iこn/6∋an_接志1策―→嵐n,ch6an

an,choan安全 〔形〕安全な(①gSi‐
hiam危除).an_ne khah～ (安呪

較～)=こ の方が安全だ。～ tこ‐it

(～第一)=安 全第一 .

a n‐ch o a n‐tt t a安全帯 〔名〕安全ベ

ル ト.

an‐chbng安 葬 〔動〕埋葬する.2

e chis khi～a,Kim e si_si(二個

就去～阿金的死屍)=2人 は金君

の屍を埋葬 しに行った。

とn‐kian条件  〔名〕(訴訟)事 件.

加‐kざ‐kむ緊[ヨ固一手an,kti_kti

an_kti_kti緊鬼鬼  〔形〕非常に切

迫 した,と てもきつい (=an_kb・_

kb・緊固回,an_tもng‐tbng緊営営).

anも16k安築 〔形〕安楽 な,気 楽な。

Tai_。an si chin～6s6・‐chai(喜

消是員～的所在)=台 湾はとても

気楽なところです。

あn‐m6按 摩  〔動〕あんまする.

嵐n‐コai案 内  〔動〕案内する。

あn‐ne/①L減 安呪  〔 代〕このよう,

そのよう.～ Chも,h6b6?(～ 倣,

好無)=こ のようにしてよろしい

か。3 1ang～kもng b6?(有 人～

講無)=誰 がそのように言ったの

ですか.

加 ‐ni 安 曜 → 左n_ne

an‐nia俺娘 〔名〕お母さん,母 ち

ゃん。

an‐pai安 排 〔動〕接配する,段 取

りする。 l Si peng‐it thё g6a～

h61ah(一 位朋友替我～好咄)=

友人が私に代わってちゃんと段取

りしていますよ,

an‐sim安 心  〔動〕安心する。 Li

e  pこn i t , t s n g  こ h 6 ,  c h h iよ
n l l～

(体的病一定含好,請 体～)=病 気

は必ずよくなります, ご安心なさ

あn‐sig接算 〔動〕見積もる,予 定

する。Li～beh tba Tai_pak kもi

jit?(体～要滞喜北幾日)=台 北

に何日滞在の予定ですか。G6a～

bin_a_chとi beh lai_khi pとi‐h6ng

i(我～明仔再要来去拝訪伊)=明

日彼を訪問するつ もりです。

an‐tこng安 定  〔 形〕安定 している,

落ち着いている。kibk_sさ～ (局勢

～)=形 勢が安定 している。 bもt,

kさ～ (物慣～)=物 価は安定 して

いる。

an,d安置  〔動〕安置する.

an,tttngもng緊 富営→菰拍齢k由

an‐thai,hd安胎待 〔名〕安産の護符.



an‐芭i安 慰  〔動〕慰める。ka i～

(給伊～)=彼 女を慰めてやる。

an R`安 稽→血‐tang

ang翁? 〔 名〕夫 (①bも
'妻

).
あng甕  〔名〕(日の狭い)かめ,つ

ば .

ang紅  〔形〕C赤 い。～sek(～

色)=赤い色.②景気がよい。Kin‐

lai i put_chi～(近来伊不止～)
=近 ごろ彼はすこぶる景気がよい。

angちよ摩仔 〔名〕①人形.② (絵

にかかれた)人物.

あng‐あ甕仔  〔名〕刀ヽきなかめ,小

さなつぼ.

ang‐と‐bむ翁イ子妻一ang‐b3

ang‐と‐jl■庵イ君二 〔名〕瞳.

ang‐ム‐m ih店仔物  〔名〕玩具,

ang‐と‐tSだ仔固 〔名〕①人物画.

②漫画.

ang_bとk紅 目〔名〕C血眼.②嫉妬.

ang_bak_tai紅目銑  〔名〕(魚)ホ
シタナゴ,

ang‐b6‐と紅帽仔 〔名〕(駅の)赤帽.

ang‐bむ翁妻 〔名〕夫婦 (=ang‐ム‐

b6・翁仔妻).

ang_chim紅 婦 〔名〕(動)(雌)ノ

コギリガザミ (→chhとi‐Chim),

ang_chit紅酒 〔名〕紅酒.◇赤こ

うじで造った酒.

ang‐ch6紅 棗 〔名〕(植)ア カナツ

ang_chhai紅菜 〔名〕(植)ナス(=
ki6‐a茄仔)。◇上品を言い方.

ang_chhai_thau紅菜頭 〔名〕(植)
エ ンジン.

ang,chhang_peh紅松柏 〔名〕(植)

タカネゴヨウ.

ang_en_と紅嬰イ子→en_と

ang_mng‐ ths.ls

ang_g5a_sban紅外線 〔名〕赤外線.

ang‐ha紅 額 〔名〕夕焼け.

ang_h6h紅鶴 〔名〕(″島)ト キ.

angoi6h,chti紅築水 〔名〕(薬)赤

チンキ,マ ーキュロ。

ang‐ji紅字 〔名〕赤字.

ang_jiat,pOn/_pin紅熟病 〔名〕(医)

しょうこう熱.

ang_ka_tang紅茄奏 〔名〕(植)オ ウ
バヒルギ(=ka‐tian繁村)

ang_kぁu_chan紅九層 〔名〕(植)①

タイヮンガシ,マ ルバノマテガシ.

②ジンガサガシ.

ang_ke_hi/‐koe_紅瓜魚 〔名〕(魚),

イシモチ.

ang‐kё‐toh/①an母 廷架臭 〔名〕

神仏を安置する机.

ang_ki_ki ttn革口筆―→ang_臨ng‐恥ng

ang‐ki6紅茄 〔名〕(植)ア カナスピ.

ang_kぃhi紅姑魚 〔名〕(魚)イ ト

ヨリダイ.

ang_kttlg‐kttngす征終終 〔形〕真っ

赤な.

ang_ku〔_k6e〕/〔‐k6〕紅亀 〔裸〕

〔名〕赤いまんじゅう。◇慶事に作

る.

ang_kun_a,chhau紅根仔草 〔名〕

(植)ア カネ.

ang_khi紅柿 〔名〕(植)(赤くて柔

らかい)カ キ (→Chim‐khi).

ang_lёk_teng紅緑燈 〔名〕交通信

号灯.

ang‐16,P6k ttE羅荀→ ang_chhai_thau

ang_mngSth3/①_m6■紅毛土 〔名〕

セメント (=chもi‐n↑水泥,ian_hoe

洋灰).

ang_mng‐th3_13/①Lm3_紅毛土路

〔名〕舗装道路.



ang_ms_th6

ang`m卜 th6 1紅毛土一ang‐mng‐thS

ang.pau紅包 〔名〕①祝儀,謝儀.

◇通常は赤の紙袋に入れる。②賄

賂.

ang・p6‐chi6h紅賛石  〔名〕ルビー.

angssam紅杉 〔名〕(植)タ イワン

イチイ.

ang_sek紅色  〔名〕赤色.

ang_si。紅焼  〔動〕警油を入れて

煮込む.◇通常,煮 込んだあと椎

茸や街などのはいったあんをかけ

る.～ ‐hi_chhi(～ 魚辺)=フ カ

のひれの煮込み.～ ‐pih(～ 篭)
=ス ッポンの皆油煮込み.

ang_sca紅資  〔名〕(魚)マ ナガツ

オ.

ang_tai紅生逮 〔名〕(魚)ヒ ゴイ.

ang_伍m_pF紅淡比 〔名〕(植)サ カ

キ.         _

ang_tang紅銅 〔名〕(鉱)銅 .

ang_tau_a紅豆仔 〔名〕(植)ア ズ

キ.

ang‐tё紅茶 〔名〕紅茶.

ang_tek紅竹 〔名〕(植)コ ウチク.

ang_tek_chat紅竹節 〔名〕(動)ベ
ニヘ ビ.

anttteng紅燈 〔名〕C麻提灯.②

赤信号.

よng‐衝 暗 ?lt〔 形〕腹黒い,陰 険

な.

anttthng紅 糖 〔名〕赤砂精.◇ 粗

製の砂糖.

ap唇  〔動〕 (勢力などをもって)

押さえつける。～lang(～人)=人

を圧する。～k ian(～驚)=恐 れを

鎮める。

とp‐左食仔 〔名〕(ふた付きの)小箱.

ap‐chも督制 〔動〕圧制する.押 さ

えつける。

ap‐lёk唇 力 〔 名〕圧力.

ap‐pek唇 迫 〔動〕圧迫する。〔名〕

圧迫.

ap,siok唇縮  〔 動〕圧縮する。

at i匡? 〔 動〕折る (→aも拗).～

chhiこ‐ki(～ 樹枝)=木 の枝を折る。

at‐chh沌握手→ak_chh沌

auヤ匡 〔動〕Cわ くねる。San m_

thang～(ネタ不通～)=着 物をつく

ねてはいけない.② ごそっと賭け

る. Ian e chin 16ng―‐‐路h・khi

(扇的銭撻～落去)=勝 ったお金を
一文残らずごそつと賭ける。

au願  〔名〕(底の深い)茶 碗 (=au
_a).〔量〕はぃ.1～ te(一～茶)
=1ぱ いのお茶.

at拗  〔動〕折り曲げる (→at堰).
～ch6a(～ 紙)=紙 を折る。 ～

chhit(～ 手)=腕 を折り曲げる。

at嘔  〔動〕(激しく)吐 く (一thけ

吐).

aよ腐?〔動〕①腐敗する,朽ちる.

Chit tё ti‐bah～‐‐khi lah!(此

塊猪肉～去「位)=こ の月家肉は腐 っ

てしまったよ。②ふ くれっ面をす

る。 Kもng tibh chit…e, bin sdi,―

khi_lai(講着一個,面 随～起来)

=一 言言 うとす ぐにふ くれっ面を

する。 〔形〕臭い,腐 敗 した。◇

腐敗したものの内部から出てくる

においをいう (一 chhとu臭).～

bi(～ 味)=く さったにおい。

aa喉  〔名〕のど (=na,aun龍喉).

ai後  〔名〕① 後方,thё～ (退
～)=後へひく,おe cheng tbe～

(随前随～) =く っついてばかりい

る。②裏. c h hも―～ (盾～) =家 の



ba

裏。③以後,後.nttg jit―～ (扇
日～)=2日後.〔形〕次の.～

降pとi(～ 薩拝)=次 週 .～  pan

chhia(～ 班車)=次 の列車.

au‐あ顧仔 〔名〕(底の深い)茶 碗 ・

湯飲み ・杯など.

at_ban拗智 〔形〕①理不尽な.

K6ng～ oこ (講～話)=理 不尽なこ

とを言う。②ずるい。Khiよm chin

m hang lang Chin～ (欠銭不還人

員～)=お 金を借 りて返 さないと

はほんとうにず るい。

航‐bin後面 〔名〕後方,背 後 (=

aこ_peng後芳,aこ_piah後壁)。～ こ

so an(～有山)=背 後に山がある.

aこ‐b6/‐bt後 母  〔名〕まま母.

aこ‐b3後 妻  〔名〕後妻.

ai‐b6e/‐bこ後尾 〔名〕あと. I

siang～lai(伊上～来)=彼 が一

番あとから来た。(諺)～1もh ch3n,

sian khi soan(～落船,先 起山)
=あ とから船に乗って,陸 に上が

るときは先になる。一後の雁が先

になる。

ai‐bこ後母→aこ_b6

aこ‐chek後 叔  〔名〕まま父

aこ‐chHI後手 〔名〕①余り.～
iよuこ i5a che?(～猶有若多)=

あとまだいくらありますか。②賄

賂 .siap～ (塞～)=袖 の下を使 う.

③後ろ盾.
aいgもh‐jitイ麦月日―・・aこ‐goもhtjit

ai‐goもh‐jit/‐gёh‐後月日 〔名〕来月.

aこ‐jim後任 〔名〕後任.

a i ‐j i t 後日 〔名〕他日, 後日.

ai‐‐jit後日 〔名〕明後日.

a出‐kioh腐脚 〔名〕大根役者.

aこ‐kioh後脚 〔名〕(最後に出てく

る)名 優 .

aiもlai後来 〔名〕そののち,こ れ

からのち,G6a～siEn beh chtti_

seng(我 ～想要依審生)=私は将

来,医 者になりたい。

aと‐nau慎 '卜笛 〔形〕むしゃくしやな。

Su_kiau,lang Chin～(輸賭,人

員～)=賭 博に負けて気がむしゃ

くしゃだ。

antni後年  〔名〕後年,他 年.

ぶ‐ボ 後年 〔名〕再来年.

at_peng子炎ラ盲→ai_bin

aこ‐ぶah後壁 〔名〕後ろ,裏 (①
thau_cheng頭前).k6ng,chhat‐

kibk 6～ (警察局的～)=警 察署

の後ろ。

aこ‐sё煎)si後 世 〔名〕来世 (〇

cheng_sと前世).

at‐sii後受? 〔 名〕後妻.

aこ‐tai後代 〔名〕①後世.②子孫.

a也‐tこ‐ti腐注注 〔形〕不平顔の,

仏頂面の.

aこ‐thau後頭 〔名〕①後,背後.
～iau i lang(～ 猶有人)=後 に

まだ人がいる。② (妻の)里方(圭

g5a‐ke外家).
at‐thむ嘔吐 〔動〕(―at,thb・)吐

く, あげる.

a芭‐ut慎 鬱 〔形〕①うっとうしい。

②不愉快な。

B

ba航  〔動〕しびれる (→pi痺).

kha chin～(脚長～)=足 がとて

もしびれる.

ba猫 〔名〕①野良ネコ.② (罵)
あばずれ女.




