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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.
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b a至 ?〔 動〕 (あてにならないも

のを)捜 し求める。～th au_15・(～

頭路)=職 業を捜 し求める。～chhも

(～盾)=家 を捜し求める.

ba密 〔形〕①ぴったり合った (→
bat密),Chit sin mag koain bこ
～(此扇門開没～)=こ の門はぴっ

たり閉まらない.釧 がよい。

chit e peng‐iこ kap g6a chin～

(此個朋友及我兵～)=こ の友進 と

私はとても仲がよい。

ba崎  〔量〕ヤード.
ba‐a貌仔 〔名〕(動)タ ヌキ
ba_b6k示木 〔動〕①しびれる.②

麻痺する.

ba_chtti麻酔  〔動〕麻酔をかける.
～liムu, chiS khai‐si chhitostt

(～了,就 開始手術)=麻 酔 をかけ

て手術を始めた.

ba_chtti_i6h麻酔棄 〔名〕麻酔薬.

ba_chtissu麻酔師  〔名〕麻酔医.

ba_chhiok麻雀一m6a‐chhiok

ba_hitth醜 発
―→Li‐hi6h

ba_hong〔‐pEa〕/〔‐p「〕麻広 〔名〕

(医)瀬病,ハ ンセン病
basi6h麻棄 〔名〕麻酔薬,麻 薬.
ba‐pi麻淳 〔動〕麻痺する。
ba_pi_chёng麻痺症 〔名〕(医)麻痺
症,小児麻痺.

ba_suv①bah‐巴士 〔名〕バス(=
kOng_ki5ng khi_chhia公共汽車).

bあ‐tahメЭbah‐肉?磨 ?〔名〕バター.
bah肉  〔名〕肉,S◇主として豚肉

をさす。
bah‐chang肉椋 〔名〕肉ちまき.

◇もち米に肉類を入れ,竹 の葉に
包んで蒸したもの.

ba h‐ht肉 月南 〔名〕豚肉のでんぶ.

◇綿状.
bah‐ia肉,由 〔名〕ラード.

bah‐koan肉干 〔名〕スライスし味

付けした千し肉.

bah‐oan肉園 〔名〕肉団子.

bah‐pau肉包 〔名〕肉まんじゅう。

bah‐sび肉蘇 〔名〕豚肉でんぶ.◇

パサパサしている。

bah‐tau肉豆  〔名〕(植)フジマメ.

bah‐tiam肉砧 〔名〕まな板.

bai偶  〔形〕①醜い。Hit e cha_

b6・‐lang e bin chin～(彼個査某

人的面具～)=あ の女の顔はとて

も醜い.②下手な。ji～(字～)
=字が下手だ.C悪 い (→phar
夢)。sim_koan～(心肝～)=心 が

悪 い。bこ～ (没～)=悪 くない。

bai盃 一mai至

bai_bi偲味 【形〕いやなにおいの,

臭い。chhia―lai khah～(車内較
～)=車 の中はいやなにおいだ。

hi_kang khah～(魚港較～)=漁

港は臭い。

b航‐btt埋 没 〔動〕埋没する,埋 も

れる。           ‐

bai_chttng埋葬  〔動〕埋葬する。

bai‐ch6ng埋 歳  〔動〕埋蔵する。

bai‐h6k埋 伏  〔動〕待ち伏せする。

bai_。とn埋 怨  〔動〕①限みを持つ。

khioh hin～(捨恨～)=恨 みを抱

く,②不平を言う.～si‐t5a‐lang
b6h5° i th▲k_chheh (～ 序大入

無給伊預冊)=彼 は親が勉強 させ

て くれないので不平 を言 う。

bとk目  〔名〕①目 (→bak_chiu).

②木目,節 .〔量〕①節.Tもi hit
～ka kも…khi_lai(普す彼～給鋸起

来)=そ の節からひいて しまう。



② (毛糸などの)編み目.chhiah

80～ (刺八十～)=80目編む.

bょk墨  〔名〕墨.

bak_bai 目眉  〔名〕眉.

bよk‐bai‐mng目 眉毛 〔名〕眉毛,

bとk,chat/①bat_墨賊 〔名〕(動)

イカ.

bあk‐chiah‐mng目 嘘毛 〔名〕まつ

毛.

bあk‐chiap墨汁 〔名〕墨汁.

bとk‐chiu日明 〔名〕(…bとk).目 .

bとk,chiu‐jan目開仁 〔名〕目玉,眼

球.

bあk,chiu‐mng目 開毛 〔名〕まつ

毛.

bak_chiu_ph6e/‐phe目 日周皮 〔名〕

まぶた。

bak_chti墨水 〔名〕インク.

bak_chhiこB木匠 〔名〕大工.

bとk‐16h目薬 〔名〕目薬ロ

bttk,id目油 〔名〕涙(→bとk‐sムi),

◇病気や外的な刺激によつて出る

もの。

bak_kttu_chiam目角?尖 〔名〕もの

もらい (=bとk‐Sai_chiam目尿尖).

bあk‐kian目鏡 〔名〕眼鏡.

bとk,kian_3in目鏡仁 〔名〕眼鏡のレ

ンズ.

bとk_kiあh木 履 〔名〕木製サンダル

(=chha_kiah柴履).
bak‐kh6ng目孔 〔名〕(魚)ア ジ.

bak_ni_hoe茉莉花 〔名〕(植)マ ツ

リカ,ジ ャスミンの花.

bak‐p6an墨盤 〔名〕硯.

bあk‐sぶ 目尿 〔名〕①涙 (一bak_

i3)。②目やに (=bttk‐Sムi‐ko目尿

青).

bあk‐sai‐chiam目尿尖→離 ぬェchiam

bゼin‐bin

bとk‐stti‐ko 目屎,等一→b劇にS窺

b a k _ s a t /①bあⅢ木訳  〔名〕(虫)ナ

ンキンムシ.

ban挽  〔動〕C)商む, もぎとる.

～h5e(～ 花)=花 を摘む.～chh前

khi(～ 嘴歯)=歯 を抜く.② (無

理に)51き 止める,～ bこ tiau,

soah h5°thg‐‐khi。 (～没住,無

給轄去)=引 き止められなくて,

ついに帰らせてしまった。

ban螢 ? 〔 形〕強情な, しぶとい。

◇多くは子供に対していう.Chit

e gin_a chin―, 16ng kitt b5 kian

(這個日仔員～,縫 叫没行)=こ の

子供はとても強情で,い くら言っ

てもなにもしない.

b a n高  〔数〕万.l pa h～ (一百

～)=百万.

ban慢  〔形〕(Oki環)。①遅い.◇

速度や動作についていう。sia  j i

c h i n～ (篤字員～)=字 を書 くの

が遅い。②ゆつくりした。Li na

k6ng chin―, g6a 16ng S‐hiムu

(体若議員～,我 縫含暁)=ゆ っく

り話 して くだされば,私 は全部わ

かりまfo         f

ban番  〔名〕(村橘類の皮をむいた

中の)袋 .kam。と‐ban(柑 仔～)=

ミカンの袋.〔 量〕袋.◇ 上記を

数えるとき,1～ h5・goa chiよh

(一～給我食)=1袋 食べさせてく

ださい。

ban_ban高 高 〔数〕億 (=ek億 ).

ban_ban〔_と〕慢慢〔仔〕 〔 副〕ゆ

っくりと,そ ろそろと (=an_3n
,と緩緩仔 .～kian(～行)=ゆ つく

りと歩く.

bttR‐bin挽 面 〔動〕顔の毛を抜く.



ban_chhia

◇台湾では婦人が化粧をする時,

顔の毛を糸にからませて抜く。現

在はあまり見られない。

ban_chhia慢車 〔名〕普通列車.

ban‐h6e挽回 〔動〕挽回する.

ban_it高一 〔名〕万一のこと.ti‐

h6ng～ (持防～)=万一のことを

用心する。 〔副〕ひょっとして,

万一―. ～i " b6 1ai beh cttin‐

i3n?(～ 伊若無来要想様)=ひ ょ

っとして彼が来なかつたらどうし

ます.

bansin漫遊  〔動〕漫遊する。

bとh‐ki芭挽救  〔動〕救済する。

ban_kok高園  〔名〕万国.

ban_16ng‐S6‐si高 能鎖匙  〔名〕マ

スターキー.

ban_lian_chheng高年青 〔名〕(植)

オモ ト.

ban_lian_pit高年筆  〔名〕万年筆

(=kふg‐pit鋼筆).

ban_lid挽留  〔動〕写|き止める。

ban,。a/①_。1漫 議  〔名〕漫画.

ban,ph6e/‐phe頑 皮  〔形〕意地っ

張りな,Chit e gin,a chin～(此

個日仔長～)=こ の子供はとても

意地っぱりだ。

ban_sёng慢 性  〔名〕慢性.

ban_sit_kiok高毒菊 〔名〕(植)キ

ンセンカ (=ban_sii‐klok高瑞菊).

ban,sbe高歳  〔名〕万歳.

ban_sti_klok 高瑞 菊
―→ban_sis_kiok

ban‐tang慢 冬 〔名〕(イネの)二 期

作.

ban_thau録 頭 〔名〕マントウ。◇

小麦粉を発酵させて蒸した一種の

まんじゅう.

ban‐th6‐hoe蔓 桃花 〔名〕(植)チ ョ

ウセンアサガオ,キ テガイナスピ.

ban_thun_thun慢春春 〔形〕鈍い,

愚図を.

bang網  〔動〕(小さヽヽものを)こ つ

そり取る。Chin h6°chhよt‐ム～一

khi(銭給賊仔～去)=泥 棒に金を

取られた。

Mng蚊 一 Mng毛

bとng/Gbbng妄 ?一 mとi勿

bang忙  〔形〕せわしい。Sim～

(心～)=気 ぜわしい。chhiも～kha

loan(手 ～脚僑し)=周 章狼狽する。

bang醸  〔動〕もうろうとなる 。

Chiよh chit teh～ (食酒在～)=

酒を飲んでもうろうとなっている.

bang望  〔名〕望み。ChiOng‐ lai

it‐tこng chinこ ～ (格宋一定長有

～)=将 来きつと望みがある。〔動〕

望む.～ li Seng‐kong h6e,lai

(～体成功回宋)=成 功してお帰り

になるよう望みます。

bang夢  〔名〕夢(=bin‐bang口R夢 ).

〔動〕夢をみる (=bangttn夢 見,

bin‐bang眠夢).Am_si～ 1 6 phar

‐bang(暗時～一個夢夢)=夜 ,悪

い夢をみた。

bang網  〔名〕網 (=bang_な網仔).

〔動〕(網で)捕 まえる。～Chiau‐よ

(～″鳥仔)=′号を網で捕まえる。

bang‐五蚊仔 〔名〕(虫)力 (=bとng

蚊).

bang‐左網仔  〔名〕網,小 さい網.

bang,と,chti蚊 仔水  〔 名〕殺虫剤.

bttng‐左―hun蚊 仔燻 〔名〕蚊取線香

(=bang‐hun蚊燻,bang_h iun蚊香)

bttng‐左‐hun,chhau蚊 仔擦草 〔名〕

(植)カ ワラヨモギ.

bang_a_mig網 仔門  〔 名〕網戸.
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bang_chhttt亡草 〔名〕(植)ス スキ

bang_hun蚊燻→bとngⅢhun

bang_kin夢見 〔動〕夢をみる.Cha_

よm g6a-1 6 bang chin chhも_bi

(昨暗～一個夢員避味)=昨 晩とて

もおもしろい夢 をみました。

bang_kin網球  〔名〕テニス.

bang_ta蚊阜 〔名〕蚊張.

bang_tこ網袋  〔名〕網袋.

bat曾  〔副〕・" し たことがある.

◇ 過去の経験.Li～ lai chia b6

?(体 ～宋此無)=こ こに来たこと

がありますか.

bat識  〔動〕知る,認識する。鶴a

酌～i(我 不～伊)=私 は彼を知ら

ない。I～Eng‐gt(伊 ～英語)=彼

は】棒吾を知っている。

bat密  〔形〕透き間のない,ぴ っ

たりした (→b二密).Chさng khah

～leh(種較～別)=も っと透き間

のないように種をまきなさい。

防 t‐cttt 墨賊→脱k,cttt

bat_sat 木訳→防k‐sat

batth貿 ? 〔動〕値>青け負う(=pau

包,pau_pan包舞).～kang,sこ(～

工事)=工 事を請け負う。②ひと

まとめにして買う.～hbe‐に (～

貨底)=売 れ残りをひとまとめに

して買 う.

bこ尾ib 6 e尾

bも,馬 〔名〕(動)ウ マ.

bも/b6e買  〔動〕買う (①bl賣).
～mih(～ 物)=物 を買う,

be迷  〔動〕迷う,惑チ Li m‐thang

h5・phar cha_b6・～‐‐khi(体 不通

給夢査某～去)=悪 い女に惑わさ

れてはいけない。

bё魔→moai震

bこ‐cha

bこ未→b5 e未

bこ/b5e没?〔動〕① (人や物の天
性や固有の能力によって)"・で き

ない,… する能力がない,Lと u_

sit e lang～ k6ng pとh‐chhat(老

賃的人～講白R哉)=正 直な人は嘘

が言えない。②・・・ないだろう。◇
単糸屯未来の否定.H316h chiah

t5a,i phah_sttg～lai(雨 落此大 ,

伊打算～来)=雨 がこんなに強 く

降 るから,彼 は来ないだろう.③

…ではない。◇望ましくない性質

の否定.～ pha r(～夢)=悪 くな

ぃ。～phain k6ng(～夢講)=言 い

にくくない。④…が下手だ. I
khah 3,g6a khah～(伊較含,我

較～)=彼 は上手だがぼくは下手

だ。〔副〕①…できない.◇動詞
の 後 について可能補語の否定式を

作る。G6a chiとh chin chこ lah,

chiよh～16h‐khi ah(我 食員多回位,

食～落去咽)=と てもたくさん食

べましたよ,も う食べ られません。

②◇旬末に置いて,聞き手に答を
求める疑問文を作る.Li chiムh

pa～ ?(体食飽～)=食 事 を済 ませ

ましたか。

bこ/b5e賣  〔動〕売る (①bこ買).
～hun(～煙)=たばこを売る。～

3 khび (～三元)=3元 で売る。

bこ‐a尾 仔→b6e‐a

b6‐an,馬鞍  〔名〕(ウマの)鞍 .

bこ‐bこ/b6e‐b5e買 賣  〔 名〕売買,

取引.

bl‐cheng未督→b5e‐cheng

礎‐cttng‐脱 未督未一b5e,cttng‐b5e

bこ‐chi馬薯 〔名〕(植)ト ウジング

ワイ.
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bこ̀ chhl‐chhit

bこ‐chhl,chhit馬ネ此手 〔名〕(ウマの)

手綱.

bこ‐chhia,馬車 〔名〕,馬車.

bユchhit尾:手―→b6e,chhit

bl。こng‐‐dt/b6e‐/③ i5ng‐‐没用得

〔動〕・…してはいけない(①6‐こng‐‐tit

).b6khi～ (無去～)=行 かなくて

はならない.～ chiとh hun(～ 食

照)=た ばこを吸ってはいけない.

b6‐hёk迷 惑 〔動〕惑わす.h5'cha・

bも・～ (給査某～)=女 に惑わされ

る。

bこ‐hi,馬歳  〔 名〕サーカス.

bこ‐hittu〔‐‐dt〕/b5e‐没暁 〔得〕

〔動〕(習練しないので)で きない

に>‐hiau〔__tit〕).Gもa～chも s an

(我 ～徹杉)=私 は服を作れませ

ん,G6a～ khia kha_tょh_chhia(我

～騎脚踏車)=私 は自転車 に乗れ

ない.

醍 ‐紘h尾 蝶 → b6c‐紘h

bё‐i 5 n g‐‐t i t / b 5 e‐没用得一b l‐ёn g…

t i t

bこ‐ka,弓鮫 〔名〕(魚)サ ワラ.

bこ‐ki…dt/b5e‐没記得 〔動〕忘れ

る (Oki記 )。 Chai_khi ka li

kもng e t a i _ c h i , l i  1 6 n g～(早起

給体講的事誌,体 提 ～)=朝 言 っ

たことをおまえは全部忘れている.
～sia(～ 亮)=書 き忘れる。

bё,kittn,sittu/b5e‐没見笑  〔形〕恥

知らずの.I chiOk～ (伊足～)=

あれはほんとうに恥知らずだ.

bこ‐koとi…tit/b5e‐K)kbe→ 受1量得

〔形〕もっともな, 当たり前の(=
bもk‐kOとi莫怪).～ i siS‐khi(～伊

生氣)=彼 が怒るのはもっともだ。
よn _ n e～(安呪～) =そ れは当た り

bl‐kham‐‐jt/b5e‐没規得 〔動〕…・

に堪えられない (①こ‐kham…tiO.
～こng(～ 用)=用 に堪 えない。～

kan‐kh6・(～銀苦)=苦 痛 に堪 え

難い。

b6‐khi‐tau馬 歯豆→chham_tau

bl・lat馬力 〔量〕馬力.

bl‐16璃I笛 〔名〕(鉱)璃 描.

bl‐lS馬路 〔名〕大通り.

be_1。an迷 罵し〔動〕迷い乱れる。sim_

koan～(心肝～)=心 が迷い舌しれる。

bとphi心,馬票 〔名〕馬券.

bl‐sとi〔‐‐tit〕/b5e‐没使〔得〕 〔動〕

確弟‐sai‐‐tit含使得)。① (許され

ないから)…できない.An‐ne ～

(安呪～)=そ れはできません。②
いけない. ～ka ttt_lang k6ng

(～給別人講)=人 に話 してはい

けない。

b6‐sin送信  〔名〕迷信.

bこ‐siu/b6e‐ 買 1文 〔動〕買】又する.

bこ‐也ng/b5e‐没営 〔動〕・…できな

い(=bこ―tit‐thang没得通, ① こ‐

tとng含営)。 ◇肉体的もしくは道

徳的に不可能を表わす。I pak‐む

teh thian,～chiah Pttg(伊腹姓

在痛,～ 食飯)=彼 は腹が痛 くて

ご飯が食べられない。Thak_chheh

e si_kan, g6a―chhut―khi chhit,

th6(預 冊的時間,我 ～出去廼廻)
=勉 強の時間に外へ遊びに行けな

b6‐礎/もe.弓齢  〔名〕,馬齢.

bュte,hoe/_t6e‐馬姉花 〔名〕(植)

サンイウカ.

bこ,tiau`弓桐  〔名〕,馬小屋.

bl‐tit/b5e‐没得 〔動〕・…できない
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(②3‐tit)・◇動作の不可能を示す。

～th g―lai(～韓来)=帰 ってくる

ことがで きない。～ktte(～過)=

通れない。

b3'tit‐thang/b5e―没得通→bこ‐tang

b6‐thau踊頭  〔名〕波止場,埠 頭.

b6‐thauthi,馬頭魚 〔名〕(魚)ア マ

ダイ.

beh/beh,bOch要 〔動〕①欲する,
…したい。◇純然たる意志を示す.

G6a～ khi(我～去)=行 きたい。Li

～chiah hun b6?(体 ～食煙無)=

たばこを吸いますか。②・・・しよう

とする。◇動作のまさに起らんと

する意を表わす。th r～kng(天 ～

光)=夜 が明けかかっている。 ～

kよu(～ 到)=ま もなく着 く.〔連〕
…ならば,… の場合.～ chai,

chi3 b6 khi.(～ 知,就 無去)=

知っていたら行かなかった。～kこ‐

nt,b6chiah k6an,(～ 菖年,無

此寒)=去 年はこんなに寒くなか

った。

bもh容 →bもh‐a

bёh‐よ雰仔  〔 名〕(植)ム ギ

(=bёh蓉 ).

bもh‐左複1子一botth‐a

bもh‐左_chit蓉仔酒 〔名〕ビール.

behもm〔‐と〕/boch、beh‐要暗 〔仔〕

〔名〕夕方,夕暮.

bёh_chhang容葱 〔名〕(植)ア サツ

キ.
bもh_ge‐ko蓉 芽首 〔名〕水あめ.

bёh‐k6蓉 藁 〔名〕麦わら.
bёh_phin奏片 〔名〕オートミール.
bもk_jim黙認  〔動〕黙認する。
bもk‐si6ng黙想 〔動〕黙想する.

I teh～i s6・chもe tai_chi(伊

beng_1ょiど

在～伊所徴的事誌)=彼 は自分の

してきたことを黙想 している。

bもk‐t6黙 購  〔動〕黙祷する.

bこng猛  〔形〕どうもうな.H6・

chin～(虎員～)=ト ラはたいへん

どうもうだ。

beng明  〔形〕はっきりした.K6ng‐‐

tit chin～(講得呉～)=はっきり

と話す 。

bこng,anメ③mia_命案 〔名〕殺人

事件.

beng_beng明明  〔副〕確かに,明

らかに.I～ k6ng beh khi(伊～

講要去)=彼 は確かに行くと言っ

た。

blng‐b6ng名望 〔名〕名望,名声.

beng_chok名作 〔名〕名作.

blng‐chong‐tek孟宗竹 〔名〕(植)
モ ウソウチ ク.

beng_chheng名補 〔名〕名称.

beng_chhit名手 〔名〕名手.

beng‐ゴ 名義 〔名〕名義_

beng_gian名言 〔名〕名言.

bang_hian明顛 〔形〕明らかな,

はっきりした。Che si Chin～も

ta i_chi(這是員～的事誌)=これ

は明らかなことだ。

be n g _ h o a n明磐 〔名〕(化)ミ ョウ
バ ン .

beng_hok冥薩 〔名〕冥福.

beng_jin名人 〔名〕名人.

beng_jit明日 〔名〕(文)明 日.

beng_khak明確  〔形〕明確な.～

e tap_hbk(～的答覆)=明確な答

え.

ben野1とngκ夢16ng明朗 〔形〕①(音

声や意味などが)明瞭な。②明る
い,明 朝 な。～e chёng‐ti(～ 的
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bang_11ng

政治)=明 るい政治.③ 陽気な。

脱ng‐にng爆蛉 〔名〕① (虫)メイ
レイ,アオムシ.② (金で買った)
養子 .

bこng‐にng命令 〔動〕命令する,言
いつける.～ lang chb tai_chi(～

人倣事誌)=人 に事を言い付けて

させる。 〔名〕命令.

bang_liang明亮  〔形〕透き通った,

透明を,Po‐le chhit liau s～(披

璃拭了有～)=ガ ラスをふいたら

よく透き通つた。

bこng‐liat猛烈  〔形〕猛烈な.～

ё k3ng_cheng(～的競争)=猛 烈

な競争.

beng_liau明瞭  〔形〕明瞭な。

beng_pもk明白 〔形〕①明白な, は
つきりした。～e ss(～ 的事)=

明白な事柄 .② もの分かりのよい。

In lau_b6chin～ (憲老母長～)=

彼のお母 さんはとてももの分かり

がよい。

beng_phin/Ctthiとn名 片一m ia_pHn

beng_san名産 〔名〕名産.

beng_sё_su/‐sbe‐明細書〔名〕明細書.

beng_seng明星  〔名〕映画スター.

bёng‐sもng名】券 〔名〕名丹券.

beng_sin_pHn/①_phan明 信片

〔名〕はがき.

bもng‐sit猛獣 〔名〕猛獣.

beng_sa名言司 〔名〕名言司.

bこng‐te/‐t6e命題  〔名〕命題.

beng。こ名答 修 剣 名誉.～ phOk,
sこ(～博士)=名誉博士.

bi米  〔名〕米。(諺)～cht chian

pttg chiah k6ng。(～煮成飯即講)
=米 が煮えて飯になってから言う
一事の決着がつぃたのち異議を唱

える。

bミ藤  〔動〕うとうとする。 ～

chit‐si‐ム(～一時仔)=し ばらく

うとうとする.

bi味  〔名〕①味,風味.chin h6
～(員好～)=とても良い味.②に
おい. s  i t ～( 失～) = に おいがな

くなる。 〔量〕◇薬の種類などを

数える.chit～ i6h_ム(此～薬仔)
=こ のような薬.

bi謎  〔名〕謎.loh～ (憶～)=

謎を解く.〔 動〕謎をあてる。chb

h5・lang～ (依給人～)=謎 をつ

くって人にあてさせる。

bi‐bischhib微微笑 〔名〕微笑.

〔動〕ほほえむ.

bi‐bittn未免 〔副〕① (文)…・は免

れえない. ～siS lang kong‐kek

(～受人攻撃)=人 の攻撃を免れえ

か .ゝ②どうも…ではないか。～

s i u n  h t t n g‐sも(～尚放弊)=あ まり

に気ままがひどい じゃないか。

bi‐boあn/③‐m6a美 潟 〔形〕円満な
～6 ka,teng(～的家庭)事円満な

家庭.

bI‐chit米酒 〔名〕米酒.◇ 米を醸

造し,焼 酎のように製 したもの。

bi‐chhau美 抄  〔名〕米 ドル (=

bi‐kim美金).

bi,chhiam米鎮  〔名〕こめさし.

bi‐chhё/‐chhtte米様 〔名〕ひき米

bi‐httk美害  〔名〕美学.

bi‐htn米 粉  〔名〕ビーフン.

bi‐hun未 婚  〔名〕未婚.

bi‐hun,chhe未婚妻 〔名〕(男から

見た)婚 約者.

bi‐hun‐hu未 婚夫  〔 名〕 (女から

見た)婚 約者.

食
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bi_i6ng美容 〔動〕化粧する.

bi_i6ng‐in美容院 〔名〕美容院.

bF‐jin美人 〔名〕美人,

bi‐jin‐chio美人蕉 〔名〕(植)ヒ メ

バ シ ョウ.

bi‐jin‐hi美人魚 〔名〕(女の)人魚.

bi_k五米絞  〔名〕①精米機。②精

米所.

bi.kak味覺  〔名〕味覚.

bi_kim美金→bi‐chhau

bi‐ko米 器  〔 名〕蒸し米.◇ もち

米に砂糖を加えて蒸したもの.

bi‐koan美 親  〔名〕美観.

bi‐khng米 糠  〔名〕米ぬか。

bi‐lai未来  〔名〕未来.

bi‐1とu米 著  〔名〕ビーラウ.◇ 油

で揚げたもちにいり米をつけた菓

子 .

bi‐に 美麗 〔形〕(文)美 麗な,美 し

ぃ.～ e t6(～的島)=美 しい島.

bi‐liap米粒  〔名〕米粒.

bi‐m au美貌  〔名〕美貌.

bi_na_chhムu米 盤草 〔名〕(植)シ マ

イチピ,タ カサゴイチピ.

bi‐nia米糧  〔名〕糧米.

bi‐pit未必  〔副〕必ずしも…とは

限らない。～6 Seng‐kong(～ 含

成功)=必 ずしも成功するとは限

らない,

bi‐phang米 芳

子 .

〔名〕おこし。◇菓

bi,seng‐btt微生物 〔名〕微生物.

bi_seng‐lian未成年 〔名〕未成年.

bi,sざ味素  〔名〕味の素,化学調

味料.

bi,stt美術  〔名〕美術.

bi_stt,ka美術家 〔名〕美術家.

bist左_min□□□ 〔名〕ビタミン,

bian_11

bi‐tau米 斗  〔 名〕斗ます。

bi‐tau米 豆  〔名〕(植)ア ズキササ

ゲ.

bi,thai‐bとk米 爺目 〔名〕米 うどん.

◇米の練 り粉をうどんのようにし

たもの。冷やしてから砂糖水をか

けて食べる_

bian免  〔動〕①免除する,免 ずる。

～hak_hェi(～ 害費)=学 費を免

除する。② (・…するには)及ばない,
・…しなくてもよい。～k6ng(～ 議)

=言 うには及ばない,～ khi(～去

) = 行かなくてもよい。 ～k h e h _

khi(～ 客氣)=ど うぞご遠慮なく.

bian‐b6k/③ bin‐b▲k面 目 〔名〕面目.

bianschek面 積  〔名〕面積.

bian_chit免職  〔 動〕免職にする,

免職になる。I chb酌 _高6h e tti‐

ch ,ヽh5・lang～(伊依不封的事誌,

給人～)=彼 は過ったことをして

免職になった。

Ыan_cht/③Ыn‐面子 〔名〕面子,
面目 (=bian‐bもk面目).

bian_ёk免 疫 〔名〕免疫白

bian‐h5e面含 〔動〕面会する.‐

bian_hi鋭魚 〔名〕(魚)二 べ.

bittR‐hii免費 〔動〕ただにする。

〔名〕無料.

航ani&n/③mi‐綿羊
ンヨウ.

〔名〕(動)メ

biAR‐ki6ng勉強  〔副〕強いて,お

して,～ Chi▲h(～ 食)=無 理に

も食べる_～ khi(～去)=お して

行く.〔 動〕勉強する。b6～,こ

1もk_tる(無～,含 落第)=勉 強し

ないと落第する.

bian_16勉駒 〔動〕激励する,鼓 舞

する(=k6■に鼓駒).P6ng‐iも16ng
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bian_sbe

kl i～(朋友推給伊～)=友 達はみ

な彼を,翔励する。

bian_sbe/_sё免税 〔動〕免税にする,

bian_tit免得  〔動〕…。しないです

む,…する必要がない。～h5・Lng

hもi_【hi(～ 給人費氣)=人 に面倒

をかけずに済む,Hian_chai chb

h5・h6,～ 1‐aこhoan_16(現 在依

給好,～ 以後煩1笛`)=今 きちんと

しておけば以後悩まなくてもよい。

biat滅  〔動〕滅ぶ,滅 ぼす (→

biat‐b6ng).Hiah_a chhむh5・t5a‐

chti～liau_liなu (彼 的暦給大水
～了了)=あ そこの家は大水です

っかり滅びてしまった.

biat‐b6滅 無  〔動〕(証拠などを)

隠滅する。

biat‐b6ng滅 亡  〔動〕(←biat).減

亡する。U‐chit‐jit phムin,lang

16ngこ～(有一天, 夢人推含～)=

いつか悪人は例外なく滅びる。

biat,chin減養  〔 動〕全滅させる,

全滅する。

biat_choat滅絶  〔動〕絶滅する。

biau_chiam秒針  〔名〕秒針.

biau,hoat妙法  〔 名〕 うまい手,

うまい方法.

bittu‐si貌 滅  〔動〕軽蔑する,ば
かにする.

biau_si左描篤  〔動〕描写する.

biau_tiau苗條  〔 形〕(女のスタイ
ルが)ス マートな。

bih匿 ?〔 動〕隠れる,潜 む。(ba■

kin chau_khi～ (遅 緊走去～)=
急ぃで逃げて隠れる。

bih‐sio‐chh5e/‐chhこ匿 ?相 尋 〔名〕

隠れん坊。◇遊戯.

bin民」  〔動〕フ
Sラ

シをかける,フラ

シで磨 く.～ s an(～杉)=服 にブ

ラシをかける。～6(～ 軽)=靴 を

磨 く

bin眠  〔名〕睡眠.

bin面  〔名〕①顔。②面,表面,～

khah sti(～ 較美)=表 面の方が

きれいだ。 〔量〕張り,面 .1～

k6・(一～鼓)=太 鼓 1張 り。 1～

kian(一 ～鏡)=鏡 一面.

bin‐あ民」仔  〔名〕ブラシ, はけ.

bin転‐明仔‐ 〔 接頭〕明日の….

bin_aschai_khi(明仔早起)=明 朝

bin_と,こ‐po・(明仔下哺)=明 日の年

後.bin_ム‐よm(明 仔暗)=明 晩,

bin‐と,chai明 仔再  〔 名〕明日 (=

bin_と,jit明仔日).

bin‐かjit明 イ子日一bin,左,chよi

bin‐bang眠 夢  〔名〕(…bang).夢

〔動〕夢を見る (→bang_kin夢見)(

bin‐b5ng民 望  〔名〕人望 (=jin_

b5ng人望).

bin,cheng民 情  〔名〕民情.

bin‐cheng面 前  〔 名〕目の前.

khttg ti～(歳在～)=目 の前に置

く、

bin‐chiよt敏 捷  〔形〕敏捷を,す

ば しこぃ。pan tai_chi khah～

(球事誌較～)=事 を処理するのが

はやい

bin‐chibng民衆 〔名〕民衆.

bin―ch6k民族 〔名〕民族.

bin,ch6k―httk民族争  〔名〕民族学
bin‐cht民主 〔名〕民主.

b i n , c h d面 子 → bi a n _ c h t

b in‐cht,cht,gi民主主義  〔名〕民

主主義.

bin‐chhng眠床 〔名〕ベッド,寝台

bin_eng民告  〔名〕民営.
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b619

断n,hOat民法 〔名〕民法.

bin_i民意 〔名〕民意.

bin‐iau民詫 〔名〕民謡.

bin_i6ng面容 〔名〕顔つき。

前n_id面油 〔名〕(化粧用の)乳液.

ЫntiS'kO面油替 〔名〕化粧クリー

ム .

bin_ka民家 〔名〕民家.

bin‐kとm敏 感  〔名〕敏感.〔形〕

敏感な.

bin‐kan民 間 〔名〕民間,一 般社

会.

bin‐kin/‐kun面 巾 〔名〕(=bin‐p心
・

面布)。①タオル.②手ぬぐい。

bin‐kOan民 権 〔名〕民権.

hn・kun面 巾→bin_kin

bin‐pb 面布→bin‐kin

b i n‐p h e面 皮→b i n _ p h 6 e

憤n‐ph6e/‐phe面皮 〔名〕①面子.

sioh～ (惜～)=面 子 を重んじる。

②面の皮.～kau(～厚)=面の皮

が厚い.

bin‐pttn 面盆→bin_tttng

Ыn‐sek面 色  〔名〕顔色.

Ыn‐sさk面 熟 〔動〕(顔を)よ く見知

っている。Li kap i 3～b6?(体

及伊有～無)=あ なたは彼と面識

がありますか。

bin‐si6k民俗  〔名〕民俗.

bin‐Si民 事  〔名〕民事.

binttau閉豆 〔名〕(植)イ ンゲンマ

メ .

Ыn_thang面桶  〔名〕洗面器 (=

bin,phan面盆)。
bin_thang輌品  〔名〕(虫)カ イチ

ユウ (=h6e‐thang咽虫).
bin_thau‐k6面頭果 〔名〕(植)① ヒ

ラミカンコノキ, ② ケカンコノキ.

③ フ ウセ ンア カ メガ シ ワ .

bi6秒  〔量〕秒。l hun si 60～

(一分是六十～)=1分 は60秒であ

る。

bi6描   〔 動〕なぞる,透 写する。

～ji(～字)=字 をなぞる。

bi5廟  〔名〕廟,廟 宇 (=bi5,こ

廟宇).

bi6,chiam秒針  〔名〕秒針.

bi6‐siあ描電  〔 動〕C透 写する,
トレーシングする。②購写する.

bi5。こ廟宇 〔名〕廟宇.

bit蜜  〔名〕蜜.

bit‐chiあR蜜銭一kiam_sng‐tin

bit‐chiap密接 〔動〕密接する,

bit,chip密集 〔動〕密集する.

bit,chhiat密切 〔形〕密接な.

koan_h3chin～(開係長～)=関 係

がとても密接である。

bit‐gi密 議 〔動〕密議をする。

〔名〕密議,

bit‐goAt蜜月 〔名〕蜜月.

bit‐h5e密含 〔動〕密会する。〔名〕

密会.

bit‐lok密約 〔名〕密約.  ‐

bit‐i工蜜柚 〔名〕(植)ミ ツザボン.

bit‐kb密告 〔動〕密告する。〔名〕

密告.

bit‐1lm密林 〔名〕密林.

bit‐p6密婆 〔名〕(動)ヨ ウモリ

(→p i a n _ h o k ) .

bit‐phang蜜蜂 〔名〕(虫)ミ ツバチ.

bit‐tam密 談  〔動〕密談する.

〔名〕密談.

bit‐tS密度 〔名〕密度.

b6/bt母 〔名〕①母 (=a_b6阿母)。

②元金 ,資 金.～ kap li(～及利)

=元 金と利″急.〔形〕雌の(〇



‐b6

kang公 ).～ 6 chhi3n(～ 的象)=

雌の象.

‐b6/‐bt‐母  〔接尾〕雌.kcab6(纂

母)=雌 ドリa ti‐b6(猪 母)=雌 ブ

タ .

b6無 〔動〕C特 っていない。G6a
～chin(我～袋)=私はお金を持っ

ていません.(諺 )～ gS Saibも .

(～牛使,5)=牛 がなければ馬を使

う→適当なものがなければほかの

もので間に合わせなさい。②いな
い,ない。◇存在の否定.Hia～
t iよm(彼 ～店)=あ そこには店が

ない。 〔副〕①…でない。◇状態
の否定 を表わす。～sti(～ 美)=

美 しくない。～hoan_hi(～ 歓喜)
=嬉 しくない。②・・・しなかった。

◇動作 ・状態 が未完であることを

表わす。～khもn(～ 憾)=寝 なか

った。～khi(～ 去)=行 かなかっ

た。 〔嘆〕それでは.◇ 今までの

ことはご破算にしての意.～ ,an_

ne lah(～ ,安 呪唯)=そ れじゃ,

こうしましょう.

b6‐無‐ 〔 接頭〕…・でのない。◇一

部の動詞に付ける。b6‐chiよh(無

食)=食 べごたえがない。Chit tさ

soat‐bdn khah b6‐sも (此塊雪文

較無洗)=こ の石けんは使いでが

ない。

b5 中冒―→b5‐左

b5磨  〔動〕(臼で)ひ く,～ tau_

hもn(～ 豆粉)=豆 の粉をひく.

b5も 帽仔  〔 名〕帽子 (=b5帽 ).
b5五 磨仔  〔 名〕ひき臼.

b6‐b6e,hang/_bl‐無尾巷 〔名〕袋
/1おヽ皓.

,6‐chin/bこ_母銀 〔名〕元金.

b6‐chhよi無彩 〔形〕①もったいな
ぃ。～chin(～銭)=も ったいない

お金.②惜しい。Hit e lang si…
khi,s it,chai chin～(彼的人死去,

賛在員～)=彼 を亡 くしてとても

惜 しい.

b6‐chhai_kang無彩工 〔形〕むだ手

間を.Li khi ia‐si～ (体去亦是
～)=君 が行ってもむだ手間だ。

An‐ne k6ng ia～(安呪講亦～)=

そう言ってもむだだ。

b6‐chhin/bt‐母親  〔名〕母親.

b6毛/bt‐母的  〔名〕雌.

b6‐eng無閑 〔形〕忙しい (① こ‐

eng有閑).Kin。な‐jit chin～ (今
仔日長～)=今 日はとても忙しい
～―chhih_chhih(～職職)=目 が

まわるほど↑亡しい.

b6事n/bも,ぶn母銀  〔名〕元金.

b6‐hau/b近_母校 〔名〕母校.

b6‐hau/①bd_無敷 〔形〕効き目が

ない,効 果のない。Hit khOan

i6h‐と<彼 款薬仔～)=あ の薬は効

き目がない。

b6‐hoat‐‐tit無法得  〔形〕どうに

も…できない,なす術がない(①こ‐

hoat…tit有法得)。 Chin tang,g6a

gia～(長重,我 芥～)=た いそう

重くてどうにも持てない。

b6‐hoat,衝無法度  〔形〕お手上げ

の,仕方がない.Chit 6 gin―ムchin

～(此個□仔長～)=こ の子供には

まったくお手上げだ。I～thang

siu_li(伊～通修理)=彼 につける

薬はない.

b6‐ian無影 〔形〕arLの,真 実でない

に頭‐ian有影).K6ng beh lai,とh
～(講要来,亦 ～)=来 ると言った



のに嘘だつた。

b61とu‐kin無要緊  〔形〕構わない,

大丈夫な.Khah kもi chit‐sut‐ム～

(較貴一層仔～)=少 しぐらい高 く

ても構いません。～,iauこ leh.

(～猶有■ll)=大丈夫, まだあるか

ら.

b6‐im/bd‐母音  〔名〕母音.

b6‐Joa‐kt無 若久→b6‐15a‐H

b6‐kあu‐ti6h無 旬多着 〔形〕ひきあわ

ない (①こ‐kとu_ti6h有傍着).Na

si khai ka_面e chr,sI～ (若是

開自己的銭,是 ～)=も し自分の

お金を使うのではひきあわない.

b6‐kok/bこ‐母園  〔名〕母国.

b6‐lam/bこ_母 艦 〔名〕母艦.hang_

khong～ (航空～)=航 空母艦.

b6‐lang_ian無人縁 〔形〕人好きの

しない, あいきょうのない ( ⑤こ‐

lang_ian有人縁).

b6‐けモng無 路用 〔形〕役に立たな

ぃ.Chit 6 1ang chin～(此個人

員～)=こ の人はまったく役に立

たない。

b6‐13‐lai無路来 〔形〕術を知らな

も` (①こ‐15Jai有路来)。chb～(依
～)=す る術 を知 らない。k6ng～

(講～)=う まく言い表わすことが

で きない,

b6‐15a‐kt/①‐35a‐ 無若久  〔 副〕

間もなく。～3 1ai(～会宋)=問

もなく来ます。

b6‐lin無論  〔連〕・・・にかかわりな

く,… でも (=put‐kOan不管).～

si sibk ム‐si kもi 16ng beh bl.

(～是俗抑是貴i;旨要買)=高 くても

安くても皆買いたい。～sian_mih

lang t。5_sai khi.(～甚宏人都

b6‐thang

含使去)=誰 が行っても構わない。

b6‐mia‐chttin無名指  〔名〕薬指,

b6‐sin‐lin無 碑論  〔名〕無神論.

b6‐tan無脂  〔形〕おく病な。 Li

chin～(体長～)=君 はとてもおく

病だ。

b6‐偽ng無 営  〔動〕(場所または目

的物の要因により)…・することが

できなしヽ (①こ‐tとng有営).Goan
chhも―khもn hiah chこ e lang(「元

暦～姻彼多的人)=私 の家ではそ

んなにたくさんの人は寝 られない。

b6‐tek‐khak無的確 〔副〕①必ずし

も…ではない。Ktti e mih～ch in

h6(貴 的物～員好)=高 いものが

必ず しも良いとは限 らない。 Bi‐

kok‐lang～16ng chin ib(美園人

～縄員媛)=ア メリカ人が必ず し

も皆背が高いわけではない。②…

かも知れない。～酌 lai(～不来)

来ないかも知れない.

b6‐ti‐b6‐tang無 蜘無I富―→chhen_"ng

,pёh‐P5ng

b6‐tian,tibh無定着 〔副〕ことによ

ると,… かも知れない。～beh‐

khi(～ 要去)=こ とによると行

くかも知れない。Kh6‐chhi～ b6

(考試～無)=試験はないかも知れ

ない。

b6・tiuB‐ti無張持 ?〔 副〕①不意に,

突然.～ lai(～宋)=不 意に来る。

②不用意に,わざと・…ではない.

G6a―ka li that tioh, chhian li

品‐thang si3‐khi(我～給体P達着 ,

請体不通怒氣)=わ ざとあなたを

蹴ったのではありませんから,ど

うか怒 らないで ください。

b6‐thang無通 〔動〕(許可や物がな
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いために)…・することができない

(①こ‐thang有通)。Lau,b6～h5・

g6a chhut_khi(老母～給我出去)
=母 が私を行かせてくれない。

b6妻  〔名〕妻 (①ang翁),
bむ某 〔代〕某,あ る….◇不定の

ものをいうとき。～ni～goёh(～

年～月)=某 年某月.～s6■chai(～

所在)=あ る所.～ lang(～人)=

なにカギし.

bむ畝 〔量〕畝.◇ 土地の面積単位.

bS幕  〔名〕幕.

b3‐chip募集  〔動〕募集する.
～hak_seng(～学生)=学生を募

集 す る。

bS‐こk貿易 〔名〕貿易.
bS‐heng模型 〔名〕模型.

b3‐hoan模範 〔名〕模範.

b3‐h6ng模倣 〔動〕模倣する。

b6‐iこn模様 〔名〕①模範。②見本.
b6‐kian妻子 〔名〕妻子.

bS‐koan寡揖 〔動〕寄付を募る。
bttli6k謀略 〔名〕謀略.

b3‐seng謀生 〔動〕生活の道を立て

る.

bs_seng茂盛  〔形〕茂った。chhと

b6k～ (草木～)=草 本が茂る。

bS,sit冒失 〔形〕①軽率な。M‐
thang an‐ne_khi chh5e cha‐b6・‐

gin‐ム (不通安呪～去尋査某回仔)
=そ んな軽率に女の子 を訪ねては

いけません。② そそっかしい。

b3‐tan牡丹 〔名〕(植)ボ タン.

b6a磨  〔動〕①する。～bak(～

墨)=墨 をする白②研ぐ.～to(～

刀)=刀 を研ぐ。C店 労する,骨
を折る。～ hau k。ょn_si lah(～

_了慣勢l也)=苦 労して慣れました

boah抹  〔 動〕つける,塗 る.～

htn(～粉)=お しろいをつける。～

ibhゥム (～葉仔)=薬 を塗る。

bo左n浦   〔動〕① あふれる。 ё k‐

thangochti～‐‐chhut_lai(浴 桶水
～出来)=風 呂の水があふれ出るて

∈】商ちる。

bOとR‐ChiOk浦足 〔動〕満足する.

boAn‐go色h/③m6a‐/‐gtth i南月

〔名〕満月.

boan‐h5e晩含 〔名〕夜会.

boani/③m6a‐涌意 〔動〕満足す

る。1 6 seng‐Chek bこ‐tとng～(伊

的成績没営～)=彼 の成績には満

足できない。 〔形〕満足な.G6a

siこn li it‐tSng chin―chiah ti6h

(我想体一定長～才封)=あ なたに

きっとご満足いただけると思いま

す。

bOAR‐ki蒲 期  〔名〕満期.

bOAR‐lian晩年  〔名〕晩年.

boan_lti満塁  〔名〕満塁.

bo左n‐p6晩 報  〔名〕夕刊.

boan_tiau浦潮  〔名〕満潮.

b o とt ‐j i t 末日 〔名〕末日. ~

boat_ls末 路  〔名〕末路.

boとt,sもk末 席  〔 名〕末席.

b6e/bこ尾 〔名〕①尾, しつぽ.②

最後。こthau b6～ (有頭無～)=

始めありて終わりなし。(諺)H6・

thau niau_chhも～ (虎頭老鼠～)
=ト ラの頭にネズミの尾一尻すぼ

み,〔 量〕尾,匹 .◇ 魚や細長い

虫などを数えるとき,2～ hi(二

～魚)=魚 二匹.3～ thang(三 ～

晶)=虫 三匹.1～ ch6a(一 ～蛇)
=ヘ ビー匹.

b6e買 →bこ買



b6e/Omti梅→b6e‐あ

b5e/bl未 〔副〕①まだ…しない.
～kё (～嫉)=ま だ嫁に行かない。

②◇文末に置いて行為がなされた

かどうかを問う。Li chiah pム～?

(体食飽～)=食 事はお済みですか.

b5e'受→bこ'受

b5e費 →bこ賣

b6e‐あ/bこ‐尾仔  〔名〕最後の部分.

b6e‐と梅仔一m6e‐あ

b6e,と‐kian/bl_尾 仔□ 〔 名〕末っ

子,

b6ebat/bl‐尾後 〔名〕後,後 方.

b6e‐b5e買 責→bl‐bこ

b6e‐char〔_ょ〕/bふ 尾指〔仔〕 〔名〕

/卜十旨.

b5e,cheng/bこ‐未雷 〔連〕まだ…

しないのに.～ Sёk chiこbeh

chiよh(～熟就要食)=ま だ煮えも

しないのに食べようとする。

b5c‐cheng‐b5e/bこ‐‐bl未 曾未 〔副〕

もう,も はや。◇相手が先走った

ことをしたときに非難する気持で

使う。～chiこbeh thg‐khi ah(～

就要専事去口阿)=も う帰るのですか。

b6e・chhit/bも‐尾手  〔名〕最後(=

15・‐bもe路尾).khi‐thau h6ng‐hるng,

～16ng_16ng(起頭41tr14,～冷冷)
=始 めは熱心だが,最 後は冷淡だ.

b5e‐こng‐‐tit没用得→bl‐こng‐,tit

b6e‐ge/bこ_尾 牙 〔名〕旧暦12月16

日のth6・‐ti‐kong(土 地公)を 祭る

日 .

b5e‐hittu〔‐‐tit〕没暁〔得〕→bl‐hiau

〔…tit〕
b6e‐iとh/bこ‐尾蝶? 〔 名〕(虫)チ

ョウ (=6itiよ湖 蝶),
b6e,1とh_hoe/bl‐尾蝶花  〔名〕

b6k‐Ini‐chhii

(植)① ヒオウギ.② シャガ.

b6e‐ji‐chAin/bこ‐尾二指 〔名〕薬指.

b5e‐ki‐‐tit '父言己子尋→bO‐ki‐‐tit

b5e‐kian_siぁu没 見'蕉一bこ‐kian_siau

b6e‐kbe‐‐tit,受′隆イ尋→bl‐koあi‐‐tit

b5e‐kham…tit没堪得→bl‐kham…tit

b5etsai〔__tit〕没使得→bこ‐sとi〔‐・tit〕

b5e‐tang没 営→bl‐tとng

b5e―tit‐thang没得通→bこ―tit・thang

boeh要 →beh要

boもh‐あ/bもh‐緩仔  〔名〕靴下.

boeh‐とm〔‐a〕要暗仔一beh_あm〔‐と〕

boもh‐sok/btth‐ネ療   〔名〕靴下止

め.

b6k沐 ?〔 動〕(ブクブクと)噴 き出

る。chti～__chhut‐lai(水 ～出来)

=水 がブクブクと噴 き出る。

bもk‐cheng目 前 〔名〕 目の前,現 在.

bもk‐cht木 主 〔名〕位牌.

b6k,chhai/①‐chai木材 〔名〕木材

(=Chhai_b6k材木).

b6k‐chhau牧 草 〔名〕牧草.

b6k‐chhen/_chhP/①‐seng木 星

〔名〕木星.

b6k‐chh出目次 〔名〕目次. _

b6k‐hi木魚 〔名〕木魚.◇仏具.

b6k‐iもk沫 浴  〔動〕添浴する。chai‐

kとr～(斎戒～)=斎戒沐浴する.

bもk‐kek目 撃 〔動〕目撃する。

b6k‐koとi莫 怪 〔形〕(文)も っとも

な,1垂しむに足りない (=bこ‐kOとi

一tit没怪得).an_ne～ (安呪～)=

それはもっともだ,

b6k‐koe木 瓜 〔名〕(植)パ パイヤ.

bもk‐lёkロ カ 〔名〕視力.

b6k‐libk目録 〔名〕目録.

b6k‐mi‐chhiこ木綿樹 〔名〕(植)ハ

ンシジュ.
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b6k‐m6asng

b6k‐m6a_ng木麻黄 〔名〕(植)モ ク

マオウ.

b6k‐nai_i木乃伊  〔名〕ミイラ.

b6k‐ni木耳 〔名〕(植)キ クラゲ.

b6k‐ni‐chhii木耳樹 〔名〕(植)ア
カハダグス.

b6k‐Pit木筆 〔名〕(植)ハモクレ
ン .

b6k‐phiau目標  〔名〕目標.

b6k‐su牧師 〔名〕牧師.
b6koSu‐nia牧師娘 〔名〕牧師夫人.
b6k‐tёk/①stek目的 〔名〕目的.
b6k‐tもk‐t3/‐t5e目的地 〔名〕 目

的地.

b6k‐ti an牧場  〔名〕牧場。

bong摸  〔 動〕① (手で)触 る.
Hit tiau tian_sban mとi～ (彼篠電

線 勿～)=そ の電線に触ってはな

りません。C杜事をする。◇主に

家事についていう。～k u i , j i t ( ～

規 日)=一 日中忙 しくする。

b6ng同 ?〔 副〕まあまあ,と にか

く.～ chiよh khban_mai。 (～食看

交)=ま あとにかく食べてみなさ

い。～kも_chai i。(～援在伊)=と

にかく彼に勝手にやらせよう.

bbng l.岡 〔形〕だらしない白Chb Sこ

chin～ (倣事員～)=仕 事のやり方

がとてもだらしない.

b6ng濠  〔 名〕(濃い)霧 (→bこ霧).

b5ng/①bS墓  〔名〕墓 (=hong‐
sti風水).

b6ng‐五‐pび墓仔捕 、〔名〕墓場.

b6ng,bこng亡命 〔動〕亡命する。
b6ng‐bこ濠霧  〔 名〕①霧.② 霞.

b6ng‐chi6ng盲従 〔動〕盲従する。
b6ng‐ch6a嫌蛇 〔名〕おろち, う

わばみ.

b5ng‐kmmg 〔‐khang〕墓壌  〔子し〕

〔名〕墓穴.

b5ng‐oan_kian望遠鏡  〔名〕望遠鏡
b5ng‐Pai墓 牌 〔名〕墓穂.

b6ng‐tng盲腸 〔名〕盲腸.

b6ng‐tng_iam盲腸炎 〔名〕盲腸炎
bt舞  〔動〕①振り回す.～  t5a

ki kOan_tO(～大枝開刀)=大 きな

長刀を振り回す→能力以上の事業

をやる。②てんてこ舞いする。～

ku工jit(～ 規日)=一 日中てんて

こ舞いする.

bこ霧 〔名〕霧, もや (→b6ng'蒙,
b6nttbこ).〔動〕①霧を吹く.～ch
ti(～水)=霧を吹く。 ②くもる1
かすむ.kiとn‐th a u～ (鏡頭 ～)
=レ ンズがくもる。Lk‐ch i u～(目

口周～)=目 がかすむ.

流‐ban侮慢 〔動〕侮る。
bt‐chong武装 〔名〕武装.

bこ‐gこ武撃 〔名〕武芸,武術.

bi_hanメ③b6‐無限 〔形〕切りが

ない,果 てしがない。

bd‐hoa‐k6無 花果  〔 名〕(植)イ チ

ジク.             ―

bこ‐h5e舞含 〔名〕ダンスパーティ
bd‐jibk侮辱 〔動〕侮辱する,辱め

る。 Li na 5-lang, ュsi chiこ こ

h31ang～ (体若含～人,有時就含

給人～)=君 がもし人を辱めれば

いつか人から辱められよう。

bこ‐kiap‐phin武依片 〔名〕チャンバ

ラ映画.

bd‐kb証告 〔動〕証告する。
bt‐koan武官 〔名〕武官.
bこ‐khi武器 〔名〕武器.
bこ‐1もk武 力 〔名〕武力.
bd,liau無柳 〔形〕①退屈な.B6
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tai_chi thang chも,chin～ (無事

誌通徹,員 ～)=や ることがなく

て退屈だ。Cめまらない.Tよk_jit

tibh thak,chheh,chin～(逐日着

讀冊,長 ～)=毎 日勉強ばかりで

つまらない。

bこ‐15ngイ毎弄  〔 動〕侮辱する,愚

弄する。

bこ_1こ/‐li,も1こ舞女  〔名〕ダンサー.

bこ、‐sと‐Sあ喉頃頃 〔形〕ごたごたし

た,大 混乱した。Ke‐lai putasi～

1。an_chhau_chhau(家 内不時～

喬し操操)=家 の中はいつでもごた

ごたでめちゃくちゃだ.

ba_san_kai‐kip無産階級  〔名〕プ

ロレタリアー ト.

bd‐s←こi無 所謂 〔形〕 格別 どうと

いうことはない,ど ちらだって間

題ではない。chhin‐chhai sek～

(清彩色 ,～ )一どんな色だって,

構わない。

bこ‐tai舞喜 〔名〕舞台.

bt,thian舞盛 〔名〕ダンスホール.

抗n漬  〔動〕① (土などが)ぷ く

っと盛 り上がる. 酎 n‐chht～ 1

tui th6'(潰鼠～一堆土)=も ぐらが

上をもち上げる.②  (水などがプ

クブクと)湧 き出る。Chti‐ch6an

teh～(水泉在～)=泉 がブクブク

と湧 き出ている。

ban文  〔名〕①文.②文章.

bin間  〔形〕うっとうしい。Sim
～(心～)=気が晴れない。

ban_beng文明 〔名〕文明.

bin_btt文物 〔名〕文化財.

bdR_chiau文鳥 〔名〕(鳥)ブ ンチ
ヨウ.

ban_chin P弓最笏

bin‐t6ご

b&R‐Chi6h文石 〔名〕(鉱)文石.
ban_cMong/③‐Chiun文章  〔 名〕

(― b d n )。文章 .

ban_chiun i文章一→bin‐chiong

硫 n‐chu‐lan 文珠 蘭―‐in‐chi‐chiO

ban_chhi_pS門市部 〔名〕小売部門.
ban_chhiong‐tё‐s en/_Sin文昌帝生

〔名〕文昌帝の誕生祭.◇文昌帝は
文字のことを司る神.

btth‐chh近潰鼠 〔名〕(動)モ グラ.
ban‐gこ文墓 〔名〕文芸.

ban_gian文言 〔名〕文語.
ban_hak文字 〔名〕文学.
ban_hian文厭 〔名〕文献.
binth5問琉 〔名〕疑問符.

ban_htta文化 〔名〕文化,

ban_hoat文法 〔名〕文法.
ban‐ji文字 〔名〕文字,
ban‐kl文碁 〔名〕囲碁.、

ban_kian文件 〔名〕文書,書類.
bdR‐kOan文官 〔名〕文官.

ban,kh。文科 〔名〕文科.

bdR‐khざ文庫 〔名〕文庫.

ban_khi/①_kこ文具 〔名〕文房具.

bin‐ngと文雅 〔形〕①上品な・

k6ng o3～ (講話～)=話 し方が上

品だ。②高尚な.

ban‐oこ門衛 〔名〕門衛.

ban_pin文患  〔名〕① (大学の),

卒業証書.②学位記.

bantsu文書 〔名〕①文書.②証文.

ban_tan文旦 〔名〕(植)ブ ンタン.

bin‐tap問 答 〔名〕問答。 〔動〕

問答する。Sian‐sr kap hょktseng

teh～ (先生及害生在～)=先 生と

学生が問答をしている。

bin‐te/‐t6e問題  〔名〕問題.

bin‐t6e問題一bin_ta

25

〔名〕外来診察.



bin‐thこ

ban_thも文撻  〔名〕文体.

bttt物 〔動〕(むちや棒で)打 つ.

kitth chh6e‐a ka i～,,16h‐khi(容

峯仔給伊～落去)=む ちで彼を打

ちのめした。

buⅢあ‐hi勘 仔魚 〔名〕〔魚)チ リメ

ンジャコ.

bよt‐chit物質 〔名〕物質.

btt,chu物資 〔名〕物資.

bttt‐kё物慣 〔名〕物価.

航t‐li物理 〔名〕物理.

btt‐li‐hとk物理害 〔名〕物理学.

btt‐phin物品 〔名〕物品.

bit,san物産 〔名〕物産.

btt‐sek物色 〔動〕物色する.Pとi‐

thok li ka g6a tとu―chit keng

chht(拝託体給我関～一間暦)一す

みませんが一軒家を物色 していた

だけませんでしょうか。

btt,siu,受収 〔動〕没収する。 H5・

k6n g‐ch h a t～‐‐khi (給警察～去)=

警祭に没収されてしまった。

CH

cha査  〔動〕調べる。～siとu(～

賑)=帳簿を調べる。～jistian(～

字典)=字典を調べる。

cha早  〔形〕(時間が)早 い(Ooとn

晏). Liとn‐ch6an m thak_chheh,

chiah軸前 ?(体技急不讀冊,即～

阻)=ど うして勉強 しないでこん

なに早 く寝るのか。

cha炸 〔動〕①(煮え立った油の中
で)さ っと揚げる。～iS(i油 )=

煮え油の中に通す.② (大薬のカ
で)爆 発す る。

c脱  詐 → c脱
回

詐

cha‐よm早 暗  〔 名〕①朝晩.Cト

日中.I～ teh b6_eng(伊 ～在無

閑)=彼 は一日中忙 しくしている。

cha‐とm昨 暗  〔 名〕昨晩, 昨 夜

(=cha,me昨 冥).

ch左‐ban早 慢  〔 副〕遅かれ早かれ

(=k in,ban緊慢).Li na beh oi

pёh chiah,～ l phba_pこn(体
若

要″島白食,～ 含破病)=も しむち

ゃくちゃに食べれば,遅 かれ早か

れ病気になる.

cha‐硫 査某 〔名〕女 (①cha‐po・
査哺).

cha‐b6事 n‐五査某□仔  〔名〕少女

(①cha‐po・gin,a査哺田仔).
cha‐b6‐h3査 某雨 〔名〕日照り雨

cha‐b3‐Mn査 某舶 〔名〕(旧)下 女

◇家内の労役に服させるため,幼

児の時に買い取ってきた下女.

cha‐b6対aB査某子 〔名〕(生みの)

娘 .

cha‐b3‐lang査某人 〔名〕①女子,
婦人.②家内 (一khan‐chhiも 養
手)。Goan～ phba_p6n(F元～破病)

=家内が病気をしている。 ‐

cha‐bむ‐sun査某孫 〔名〕孫娘.

cha‐bむ‐tit。あ査某姪仔 〔名〕姪.

cha_cheng早前 〔名〕以前,昔 .

cha_chiこ早就 〔副〕とっくに,i
～lai ah(伊～来口阿)=彼 はとっ

くに来ていますよ.

chあ,chhai椎菜  〔名〕ザーソァイ

◇四川省特産の漬物.

chかchhan早餐  〔名〕朝食 (=

cha_khi_thg早起頓).

cha‐hng昨香 〔名〕昨日 (―cha‐

jit昨日,一chang).

chと,i6h炸棄 〔名〕ダイナマイト,
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