
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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爆薬.

c h a ‐j i t 日乍日―・・c h a ‐h n g

cM‐khi/①Chぶ‐早起 〔名〕①朝.

②今朝.～thgJat(～尊来)=今

朝帰って来ました。③朝食.,h i a h

～(食～)=朝食をとる。

chあ‐kH/①‐H詐 欺 〔動〕詐欺を

働 く.～ lang 6 Chin_chai(～人

的銭財)=人 の金をだまし取 る。

chと‐khf‐siノイ①Chai_早起時 〔名〕

①朝方.◇抽象的にいうとき.

Gもa～lim ka_pi,よm_si lin te(我

～飲嚇リト,暗 時飲茶)=私 は朝方

にはヨーヒーを飲んで,晩 にはお

茶を飲みます。②午前中.

cha_khistig早起頓 〔名〕朝飯 (=

chよ‐chhan早餐).

cha_me/_mi昨瞑  〔名〕昨夜 (=

cha‐よm昨 暗).

cha‐mi昨 瞑→cha_me

chと,ni早年  〔名〕往年,

cha‐pび/ta‐,Cha_査哺 ? 〔 名〕男

(①cha‐b6・査某).
Cha‐"‐gin‐左/ta‐,Cha_ 査「FS'ロイ子

〔名〕少年 (①cha‐b6■gin‐ム査某

□仔)。

cha‐pび‐kian/ta_,cha_査哺子 〔名〕

①″息子.②男子.
chabpび_lang/taちCha`査哺人 〔名〕

①男子,男 .C亭 主,夫 .
chかphiAn詐輛  〔動〕ごまかす,
欺く,

Cha‐sI早死 〔動〕若死にする。
cha‐siu査牧 〔動〕調べて受けとる

G6a kiと khi 6 si6‐pau, chhian

l i～(我寄去的小包,請 体～)=お

送 りいた しました小包をご査収 く

ださい。

chtth

cha_taw③_t6an炸弾 〔名〕爆弾.

chan炸 〔動〕① (肉や野菜を沸騰

した油の中に)通す。～ke(～鍵)
=鶏 を揚 げる。～iS(～油)=煮 え

油に通す。②爆撃する。hoe_ki

l a i～(飛機来～)=飛 行機が来て

爆撃する.

chan/chあ詐  〔動〕だまし取る。～

lang e chP(～ 人的袋)=人 の金

をだまし取る。 〔形〕悪賢い,狡

猾な.～ a lang(～的人)=悪 賢い

人 .

c h a n阻?〔 動〕① (急ヽ でヽ道など

を)横切る。  tもi hoe_hng kap i
～kbe(封花園及伊～過)=花園を

彼と通り抜ける。② (手を広げて)

さえぎる。In teh oan‐ke,kin

khi ka～h5・khui/(ぼ 在冤家,

緊去給～給開)=け んかしている

から,早 く行って止めてやれ,③

(ウマなどが)Dヒぶ. Bも ～kbe

chhian_a(,馬～過措仔)一jるが塀を

跳び越える。④ (突風などが)吹

きつける, Hもh5・hong～sit―khi

(火給風～焦去)=人 が風で突然吹

き消 された。

chan掬? 〔 動〕(底の浅いもので)

すくう。3ng bang_hia～hf(用 網

瓢～魚)=た も網で魚をすくう。

chan_iこE悠様→chain_iこn

chah束 ? 〔 動〕携帯する。～ to

(～刀)=刀 を携帯する。G6a b6‐

ki__St～chin(我没記得～銭)=お

金を持って来るのを忘れた。

Chah聞 〔動〕(中間で断ち切って)

さえぎる,隔 てる (一jia速).

GOёh_ni3 h6・han～leh(月 娘給

雲～明)=月 が雲にさえぎられた
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_chah

～ti pban_15'phah iang(～在半

路打人)=途 中で待ち伏せ して人

を殴る.

_chah_間  〔接尾〕(せき止めたりさ

えぎったりする)扉 .chも i‐chah

(水閣)=水 門.h5・‐chah(雨 間)=

雨戸.

chah_a間 仔 〔名〕手すり,欄千 (=

lan_kan欄汗).

chai知  〔動〕矢口っている (→bat

識): ～ こi(～位)=場 所を知って
いる。Im～ (伊不～)=彼 は知 っ

ていない。

chai栽  〔動〕.植える (→ chёng

種)。◇栽培するの意.～ hoe(～

花)=花 を植える。〔名〕苗。 s6a
～(徒～)=苗 を植え替え‐る。

chai措 ?〔 動〕逆立ちする,逆 さ

まになる。～teh kian(～在行)=

逆立ちして歩く.Hong‐chhoe～

16h‐lai(風吹～落来)=凧 が逆さ

まに落ちてくる。

chai載  〔動〕① (車や船に)積む.

1 臨i gS_chhia こ_tよng-15a tang

?(一 畳キ車含営～若重)=1台 の

牛車にどれぐらいの重 さまで積め

ますか。②支える。Chit ki ki6‐

thiau l_～__tit ban 5 kin(此枝橋

柱含～得高五斤)=こ の橋 げたは 1

万5000斤の重 さを支えられる。

chai在   〔動〕(文)在 る. peng‐

koan～ chhiも(兵権～手)=兵 権が

掌中に在る。 〔介〕(文)… ・におい

て.～ g5a‐kok bも (～外国買)=

外国で買った。 〔形〕C安定して
いる。I e ttsi chin～ (伊的地

位具～)=彼 の地位はたいへん安

定してぃる。②座りのよい。toh‐よ

b6～(真仔無～)=テ ーブルがぐら

ぐらする。

chai‐bat知識  〔 名〕矢日識.
chai_bi財務 〔名〕財務.
chai_btt財物 〔名〕①財物,②財

貨.

chai_chai在 在  〔形〕平気な,落

ち着いた。sim‐koan～ (心肝～)=

心が落ち着いている。

chai_chёng財 政  〔 名〕財政.

chai_cheng才 情  〔名〕才能 (一
chai_dau).〔形〕才能のある。 I

chiok～ (伊足～)=彼 はとても才

有ヒがある。

chai_chian再□  〔動〕また会い

ましょう一さようなら.◇ 北京語
から直移入した語.

chai_chit在職  〔動〕在職する。

chai_gOan財源 〔名〕財源.

chai‐hai災害 〔名〕災害,

chai_hak在害 〔動〕在芋する。

chai_hoat再較 〔動〕再発する。
kこ_pこn～(宮病～)=旧 病が再発し

た。

chai_h。とt財 閥  〔 名〕財閥.

chai‐h5e再 含 〔動〕(文)さ ような

ら.◇ また会いましょうの意,

chai‐hong災 荒  〔 名〕災害.◇ 水

害ゃ早害を主に指す.

chとi‐hun再 婚  〔動〕再婚する。

chai‐ian知影  〔動〕(一chai)知 る.

G6a cha‐hng khi t6‐こi, li～b6?

(我昨昏去何位,イホ～無)=私 が昨

日どこへ行ったか知っていますか

chai_khi 早起一c脳‐khi

chai_khi_si 早起日寺―→cha_khi_si

chai_khむ_phin在庫品 〔名〕在庫品
chai_lai在来 〔冨U〕以前からずっ



と.Chit hang khang_khbe,―16ng

i teh chb(這 項工課 ～権伊在依)

=こ の仕事は以前からずつと彼が

している。

chai‐lai_bi在来米 〔名〕在来品種

の米.

chai‐lan災 難  〔名〕災難.

chai‐lang知 人 〔動〕正気にもどる。

Chも‐sia liau chiah～ (注射了

貝P～)=注 射をしたら初めて正気

にもどつた,

chai_lang在人  〔 形〕それぞれの.

～6 khban‐hoat(～ 的看法)=そ

れぞれの見方.He si～ (彼是～)
=そ れは人それぞれだ。 〔副〕人

によつてはぃ～よi(～愛)=人 によ

っては好む.

chai_16ng才能  〔 名〕①才能。②

能力.     、

chai_lёk財 力 〔名〕能力.

chai_liau材料  〔名〕材料.

chあi,pan再版  〔名〕再版.

chai‐p6財 賀  〔名〕財宝.

chai‐p6e栽 培 〔動〕事|き立てる。

bang li～(望体～ )=ど うぞお引

き立てを願います.

ctti‐sa口再三`〔 副〕再三,な んど

も (=chよi‐s an‐chとi_si再三再四).
～kib i,i to m lai(～叫伊,伊

都不宋)=な んども彼を呼んだが

ちっとも来ない。

chとi‐s an_chあi‐si再 三再四  〔 副〕

たびたび,再 三再四 (=chとi‐S an

再三).G6a～ ka li k6ng, li

とn‐ch6an tt thian?(我～給祢講,

体接悠不率)=再 三再四言ってい

るのに君はどうして聞かないのか。

clai_san財産  〔名〕財産.

cham

chai_sek_1こ在室女  〔名〕処女.

chai_tan在膳  〔動〕度胸をすえる。

I～～chis ka tap‐さng(伊 ～～就

給答感)=彼 は度胸をすえて引き

受けた。

chai_tiau才調 〔名〕才能(→chaト

cheng).◇ 軽蔑 したときに用いる。

I b6～thang chb koan(伊無～通

倣官)=彼 は官吏になる才能がな

chai_thoan財園  〔名〕財団.～

hoat_i↑n(～ 法人)=財 団法人.

chainす旨   〔言吾車令〕す旨. b6e_chain(炉己

指)=小指.ki‐cha r (指指)=人

さしす旨.

cMin こヽソ①chottEブ①cha°‐悠様

〔代〕なぜ, どうして (=とn‐Ch6an

接悠).Li～cha_hng b6 1ai?(体

～昨昏無宋)=昨 日どうして来を

かったのですか。

chttin,sibng宰相  〔名〕宰相 (=

siも‐sibng首相).

chak促?〔形〕①むしゃくしゃす
る。s i m _ k o a n  c h i n～(心肝長～)

= 気がむしゃくしゃする。② ( ご

たごたして)狭苦しい。chh也―lai

chin～ (盾内長～)=家 の中が狭苦

しい。 〔動〕妨げる, じゃまをす

る。I put‐sl lai teh～g6a(伊 不

時宋在～我)=彼 はいつも来ては

じゃまをする。

chak‐ch5促 ?噌   〔 動〕おじゃま

する。Si6ng‐si6ng lai～li,chin

pha r_sさ(常常来～祢,長 夢勢)=

いつもおじゃましましてすみませ

ん。

cham嗜 ?〔 動〕(ハエや ミツバチな

どが)た かる.h6■sin～chhよi(胡
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,ham

蠅～菜)=ハ エが料理にたかる。

c h とm 聴 ?  〔 動〕( 力をこめて) 踏

み つける. Li ttthang～si g6a

e niau‐ム./(体不通～死我的猫仔)

=私 のネコを踏み殺さないで くだ

さい。

cham始  〔量〕◇道程 ・文章 ・歌

曲などの長いものの一区切 りを数

えるときc hit～け (彼～路)=あ

の区間の道.chhiSnl～ (唱一～)

=1節 歌 う。

cham整 〔動〕①ぶつ切りにする。
～ke‐bah(～鶏肉)=鶏 肉をぶつ切

りにする.② (石や金属に)彫 る.

chibh～ji(石～字)=石に字を彫

る。

cham_a墜 仔  〔 名〕のみ。◇工具.

cham_b6k斬木 〔名〕枕木.

cham_jian新然 〔副〕かなり,随分.
～3(― 有)=か なりある。～ k6an

(～寒)=随 分寒い。

cham_kbe整過  〔動〕(道などを)

1黄切る,

chttm‐kha藍 卿  〔 動〕 じだんだ踏

む,(足を)踏み鳴らす。Hit ё gin_

ょhau kah teh～ (彼個□仔嘩及

在～)=あ の子供はじだんだ踏ん

で泣いている。

cham_titnぉ 長  〔 名〕駅長.

chan釜 ? 〔 形〕(俗〕すてきな .

Chit siang e chin～ /(這 撃幾

長～)=こ の靴, とってもすてき.

ChよR機   〔 動〕貯蔵する。chとn_

pang_,nth～bi(横房裡～米)=倉 庫

にコメを貯蔵する。

Chan層  〔 量〕階。3～lau(三 ～

模)=3階 建てピルディング、te

3～ (第二～)=3階 .

chan層  〔 量〕◇錯綜 しながら重

なりあった事柄を数えるとき。 1

～ ta i_chi(一～事誌)=1事 件 .

こ2～ 61i‐iS(有 二～的理由)=

2つ の理由がある。

chan替 J?〔 動〕① (尖ったもので)

突き東Jす。～1 6 pak‐t6・(～伊的

腹性)=彼 の腹を突 き病」す。②す

りをはたらく。～lang 6 Chin(～

人的銭)=人 の金をすり盗る。

chan賛  〔 動〕加勢する。b61ang

～gもa(無 人～我)=誰 も私に加勢

してくれない。

chan_bi讃 美  〔動〕たたえる,讃

美する。～Sin(～ 碑)=神 をたた

える。

chan_chs資助 〔動〕①補助する。
～hak_hむi(～ 字費)=学 費を補助

する。②賛助する。   _

chan_hbe残糠 〔名〕不具,かたわ.

c httn‐16ng讃揚 〔動〕ほめる,たた

える.

chan_jim残忍   〔 形〕むごたらし

い,残 忍な (=Chan_khok残酷).

S i 5 n g  ―Ch iこ_s i  c h iとn‐che n g (上

～就是戦争)=も っともむごたら

しぃこと,そ れは戦争である。

ChとR,keng機問  〔 名〕倉庫 (=

chan_pang機房).

chan,khok残酷一chan_jim

chan_lia残留  〔動〕残留する。

cttn‐"ng模 房 → cttn,keng

chan_seng賛成  〔動〕賛成する。

tai_ke 5～b6?(大 家有～無)=皆

さんご賛成でしょうか,

chよn‐t6ng資同  〔動〕賛成する,

賛同する。

chang,El‐ 〔言吾草牛〕日午日. く》cha‐hng
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昨香の音のつまった形.chang‐

chai_khi(□早起)=昨 日の朝.

chang‐|‐pび(□下哺)=昨 日の午後,

chang‐よm(□ 時)=昨 夜.

chang率  〔名〕たてがみ.b6 ～

(馬～)=ウ マのたてがみ。 〔動〕

(俗)(人を)捕 まえる。ka i～ …

lai(給伊～来)=彼 を捕まえて来

chとng紹  〔動〕①束ねる。～Chhau

(～草)=革 を束ねる。②管理する

。ke‐h6e i teh～(家1火伊在～)=

財産は彼が管理 しています。〔量〕

束.1～ Chhau(一 ～車)=1束 の

占 詳
・

chよng椋  〔名〕ちまき。

chang続 ? 〔 動〕(水などを)ぶ ち

まける。～Chti(～ 水)=水 をザ
ーッとかける。

chang i叢 〔量〕本,株 .◇草木・

花を数えるとき,1～ Chhiこ(一～

樹)=1本 の木.

chang‐chhiこ様 樹 〔名〕(植)シ

chang・sek椋 色 〔名〕掘色,栗色.

chang‐tek株竹 〔名〕 (植〕シユロ

チ ク .

chapメ①sip十 〔数〕10,十.

chap雑 〔形〕①入り乱れた.Sim_

k o a n～(心肝～)=心 が入 り乱れる。

②雑多な,い ろいろの.～ Chёng

(～症)=い ろいろな病気.

chap誰 ?〔 動〕①青打ちする。◇

不愉快または悔恨などのときに,

Sl_thang～lah(不 通～β位)=不 平

を鳴らしてはいけない。②ペチヤ

ペチャ音をたてる.Chiとh tibh

mih,品‐thang an‐ne～ (食着物,

chap_ji_chi‐tng

不通安呪～)=物 を食べるときに

そんなにペチャペチャいわすな,

chap,bこ雑務  〔 名〕雑務.

chap_ch6ng雑種  〔名〕① (動植

物の)雑種.④ (罵)合いの子,

混血児.

chap_chi雑誌  〔名〕雑誌.

chap_choanK)chng十 全  〔形〕

完全無欠な。I hak_bこn chin ～

(伊学問員～)=あ の人の学問は完

全無欠である。

chap_chhap雑回岳 〔 動〕干渉する,

じゃまをする。B61i a tai_chi,

mとi～/(無 体的事誌,勿 ～)=こ

れはあなたのことではありません,

干渉しないでください。

chap_chhau雑草  〔名〕雑革.

chよp‐chhit十七 ・〔数〕17.

chap_gS十 五 〔数〕15.

chap_gS‐me/_mi十 五瞑  〔 名〕十

五夜.

chap_gOёh/‐gもh十 月 〔 名〕十月.

chap_hbe/_hё維貨  〔 名〕雑貨.

chap_hbe_ti ttm/‐hё‐雑貨店 〔名〕

雑貨屋.

chap_hti雑費 〔名〕雑費.

chap_hun十分 〔言U〕①十分に.～

chむi(～ 鮮)=十分に酔う。②非

常 に.～ khiau(～ 巧 )=非 常 に聡

明だ。

chよp‐im雑音 〔名〕雑音.

chap_it十一 〔数〕11.◇ Chよp‐

chitとは言わない。

chap_it_gOもh/‐gもh十 一月 〔 名〕

1 1 月.

chap_ji十二 〔数〕12.◇ Chap_

nigと は言わない。

chaptti_chi‐tng十 二指腸  〔 名〕十
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3hとP‐Jl‐goёh

C hとp‐ji‐goもh/‐産h―に 月

月ロ

chap_ji_hun 十三分  幅J〕

たっぷ りと.～ 6m6 a‐i

意)一十三分に満足だ。

〔名〕12

十三分に,

(～的'商

cttptti,sュsha/_si口‐ 十二生本目

〔名〕十二支.

3hap_kttu十九 〔数〕19.

・hap_Lk 十六  〔数〕16.

chap_liam誘念  〔 形〕回やかまし

ぃ。Hit 6】au_t5a_lang～(彼個老

大人～)=あ の年寄りは口やかま

しい。

こhap_Pch/_Poch十八 〔数〕18.

3hap_s an十三 〔数〕13.

chap_san_tiam十三鶏 〔形〕(間抜け

で)おつちょこちょいな (→ sa口_

pat三 八).◇女性についていう.
ohとp‐si十 四 〔数〕14.
chap_si雑事  〔名〕雑事.

3hap_tam雑談  〔名〕雑談.
Chat紫 〔動〕①駐屯する。l tin
peng～ti sOan_kha(一陣兵～在

山脚)=1隊 の兵隊が山麓に駐屯

している。②(包帯やゲートルを)
巻 く,～ kha‐kiとu(～ 脚曲)=脚 半

をする.

that 損有 〔動〕①節する,節 約す

詰まる。～phr(～鼻)=鼻 が詰 ま

る。

chat_khtti塞氣  〔動〕窒息する.

chat_th6ng‐th6ng塞 統統 〔形〕ぎ

つしりの,び っしりの.Pengosiun

iai e mih_kian hこkah～ (泳箱

内的物件下及～)=冷 蔵庫の中の

物はぎっしり詰められている。

chau焦 〔形〕①憔悴した。bin
～～(面～～)=顔 付 きがやつれて

いる。② (衣類等)垢 染みた,San
ちよ‐khも'chh3ng kah chin～(キタ

仔種穿及長～)=衣 服を垢染みる

まで着ている。 〔動〕蕩れる。～

chit_sek(～酒色)=酒色に湯れる。

chttu走 〔動〕①走る。k in～(緊
～)=早く走る。C逃 げる.Chhat_
と～khi(賊 仔～去)=泥棒は逃げ
た。～b615・(～無路)=逃 げ道が

ない。③避ける。～sai‐pak_h5・(～
西北雨)=夕 立を避 ける。Khah～

leh/(較 ～明)=ち ょっとよけな

さい。④ずれる,そ れる。p心
・～

Se(布 ～紗)=反 物の殺物がずれ

る.⑤なまる.～im(～音)=莞
音がなまる。

chau姓 〔名〕①かまど。②居殺場.
Chとu奏   〔動〕①演奏する。Sim_

mih iang l‐hiau―hong‐khim?

(什慶人含暁～風琴)=誰 かオルガ

ンを弾けますか。②上奏する。～

h6ng,tさ(～皇帝)=皇帝に上奏す

る。③ (目上に対してほかの者を)
中傷すa.U‐lang tsi gOなn lau_

pS～g6a e tai_chi(有 人封F元老

父～我的事誌)=誰 かが私のこと

を父に中傷 した。

chau輿J〔 動〕皆殺しにする。

●
‘

つ
０

る。Chin tibh～teh 5ng(袋 着～在

用)=お 金は節約 して使わなければ

ならない。②加減する。～1とt(～

力)=力 を加減する。 〔量〕節,
くだり。chhisn 2～(唱二～)=2
節歌う。

とhat塞   〔 形〕ぎっしり詰った。
Sёng_tng lang chin～(聖堂人員
～)=聖 堂は人でいっぱぃだ.〔動〕



Lanl‐hi 16,iも, chin kai―   liau_

liau(男婦老幼,轟 皆～了了)=老

若男女残 らず皆殺 しにして しまっ

た.

chau技   〔 動〕つり銭を出す。Li

iau‐b5e～g6a(体 猶未～我)=ま

だおつりをもらってませんよ.

chau‐chenを走精  〔動〕(一chau).

それる,は ずれる.phah liau～

(打了～)=撃 ったが (弾が)そ れ

た.

chあu‐gak奏架 〔動〕(厳粛な儀式o

楽を奏する.

chau_ke_と,sian/‐kOC‐走街仔仙

〔名〕①大道易者.C昏 具師.③や

ぶ医者.

chあu‐kha姓脚 〔名〕台所.料理場.

cMu‐16ng走廊 〔名〕廊下.

chau_si。_liあh走相掠 〔動〕鬼ごっ

こをする。lan iai～(口自来～)=鬼

ごっこをしようよ.

chau_su走私 〔動〕密輸する,

chau_toh〔‐6〕走臭 〔的〕 〔名〕(料

理屋の)ボ ーイ,給仕.

chau‐that F罰建一chiau_that

Che這  〔代〕これ (①he彼).◇

単数・複数の区別なしに一般的に

近いものを指す。～si sim_mih?

(～是甚慶)=これはなんですか.
～si sf‐pi6(～是時今表)=こ れは

時計です。
ch6/chi跡 〔名〕姉 (→a_ch6).

Chё制 〔動〕(祈祷などをして)鎮
める。～iau‐koよi(～泉隆)=泉 隆

を3真める。
Chも祭 〔動〕①盛る。～thin(～

天)=天 を察る。② (俗)食 う。
Chё債  〔名〕負債 (=hS‐chさ 負

‐
貯

債).khiぶm～ (欠～)=負 債を負

う。th6～脩寸～)手貸金を催促する。

chも歳  〔語幹〕満一歳(→t5・‐chё),

◇序数詞が後につく。chё‐it(歳
一)=満 1つと1か月.

chも製  〔動〕製造する。chun k6・‐

hoat～(還古法～)=古 い方法によ

って製造する。

che/ch6e齊  〔形〕そろった.m6・‐

kha～ (毛lkl～)=額 の生え際がそ

ろっている。ji～(字～)=字 がそ

ろっている。

che/ch5e多  〔形〕多い,た くさ

ん(①chi6少)。chin～chin(具～

鐘)=た くさんのお金 .

chl坐  〔動〕①座る,腰 掛ける。
～i(～椅)=椅子に腰掛ける.②

(船や車などに)乗 る。～chan(～

船)=船 に乗る。③(家など)…・を

後ろにする。chh芭～lam hibng

pak(層 ～南向北)=家 が南を後ろ

に】とに向いている.

chl奏  〔名〕とりで,

chも‐bi債 務 〔名〕債務.

chも‐ban祭 文 〔名〕祭文. ―

chё‐ch5製 造 〔動〕製造する。

chё‐chok製 作 〔動〕製作する。

chё‐chi察 主 〔名〕祭主.

chも‐chi債 主 〔名〕債権者.

chё‐han制 限 〔動〕常J限する.

pttg b6 ka lin～(飯無給億 ～)=

ご飯は制限 しません。

chも‐hian祭献 〔動〕供物を捧げて

察る。

chё‐hoat製法 〔名〕製法.

chё‐hbk制服  〔名〕制月R.

chl‐hu/chi‐跡夫  〔名〕姉婿.

chも‐3it察日 〔名〕祭日.
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hё‐khg

,h色‐kふg債 券 〔名〕債券.

,hё‐koan債 権 〔名〕債権.

じh色‐1こ祭薩 〔名〕察礼.

chё‐pan製 版 〔動〕製版する。

chё‐peng製 氷 〔動〕製氷する。
こhё‐phin製品 〔名〕製品.

3hё‐Si察 昴E 〔 動〕察る。

chё‐tこng制 定 〔動〕制定する.

chこ‐tiam坐 塾 〔名〕①座ぶとん。

② ク ッン ヨン.

chё‐dan察 典  〔名〕祭典.

chё‐tS製 固  〔動〕製図する。

chと‐tS制 度  〔名〕持叫度.

chё‐t6an祭 壇  〔 名〕祭壇.

Chen/Chin宇  〔動〕(獲得するために)

争う。～ke‐h6e(～家欲)=財 産を

争う.～ tai_seng(～在先)=先 を

争う。

Chln/Chin井  〔名〕井戸 (=k6・ ‐

chen鼓井).

ChOn/Chin静  〔動〕言い張る.Li

biムni,g6a16ng chai(体 免～,

我提知)=君 が言い張ってもだめ

だ,私 は皆知っています。

Cheh/ChoCh節 〔名〕節旬.

chtth絶 〔動〕(家系が)絶 える。

si kian～sun(死 子～孫)=子 孫

カラヒにネ色える。

che h‐ji t / c h O e h _節日 〔名〕祝祭

日.

cheh_khtti/choch‐節氣  〔名〕節

気.◇ 1年 を二十四季に分けた一

区切り.   ・

cheh‐thOah撮 汰 ?〔 動〕粗末にす

る。～ng6・‐【ok(～五穀)=五 穀を

粗末にする。

chek叔  〔名〕おじ (→a,chek).

chek窄   〔 動〕(指先で)押 し出

す。～thiau,a(～な仔)=に きび

をつぶす。～khi‐ko(～歯皆)=練

り歯みがきを押 し出す_

chek積  〔動〕①積む,積 もる.
～hbe(～貨)=荷物を積む.～
0とn(～ 怨)=怨みが積もる。②貯

める.～chin(～銭)=お 金を貯める.

chek燭  〔名〕燭.tittm～(鶏～)
=燭 をともす.〔 量〕燭光.16～

(十六～)=16燭光.

chek盟 ?〔 動〕① (硬直した長い

ものを)押 し曲げる。h5・,soan_kut

～…tib h  p i a h (雨傘骨～着壁)=

傘の柄 を壁に突 き当てて押 し曲げ

た。②くじく,k h a～…t i b h (脚～

着)=足をくじいた。

chこk籍  〔名〕籍.Tai_。an.～(魯

潜～)=台湾籍.

chёk‐b6k寂実 〔名〕(文)寂 莫.
chek‐bin責問 〔動〕詰問する。

chek,ch5e貢罪 〔動〕(罪を)責める。

chek‐chui脊椎 〔名〕脊椎.
chek‐hoとt責 罰 〔動〕罰を下す。

siun th6‐chさ,こ h5・th in～6・(尚

討債, 含 給天 二『我) = あ まりぜい

たくをすると天罰を受けるぞ.

chek‐jim責 任  〔 名〕責任.

chek‐kёk積 極  〔 形〕積極的な。

～6 thai_t5・(～的態度)=積 極的

な態度.

chёk‐ko嵐n籍 貫  〔名〕籍.

chek,kong叔公 〔 名〕大おじ.◇

父方の祖父の弟をいう.

chek‐khek却 刻 〔名〕貝口刻.

chek‐16ng桃鵠 〔名〕(鳥)七キレイ.

chek‐peh‐chi―mo茄/①,m5e/_b6 叔

伯妨妹  〔名〕従姉妹 (→pねu‐chi

f  m o a i ) 。◇ 父の兄弟の娘 .

力
■

●
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chek‐peh‐hian_ti叔伯兄弟  〔 名〕

従兄弟 (→piauthiansti)。◇父の

兄弟の息子.

chek,が責備 〔動〕①責める。Li

na siun ka i～,i s khi si(体

若尚給伊～,伊 含去死)=あ まり

寅めると彼は死ん でしまいますよ.

②戒める。

chek‐Si却 死 〔動〕即死する。

chek‐Si宮口時 〔副〕呂口時に.～

kai_sとn(～ 解散)=即 時に解散

する。

chek‐tai燭喜 〔名〕燭台.

cheng宇  〔動〕C痔 う,戦 う。②

(1デん骨や鈍器で)突 く。こng kan_

thau‐b6～pak‐t6・―pF(用 各頭

母～腹AL遊)=げ ん骨 で1黄腹を突

く.

cheng番  〔動〕つく.～ bi(～米)

=米 をつく.

cheng精  〔名〕精液。 〔形〕(狙い

などが)正 確な.phah chhё ng

chin～(打銃員～)=射撃がとても

正確だ。

cheng衝 〔動〕①突き当たる,ぶ
つかる。～dbh thiau_ム (～着柱

仔)=柱 に突 き当たる。②奔走す

る。～thau_15°(～頭路)=就 職運

動に奔走する。

cheng鐘  〔名〕鐘.〔 量〕◇時間

を示す語のあとに付く。l hun～

(一分～)=1分 間.

Cheng鍾  〔量〕はい。Chit lim 2

～(酒飲二～)=酒 を2は い飲む。

Chこng腫  〔動〕はれる (→ hよng

廃)。◇打撲やはれ物などによる。

bin～__khi_lai(面～起宋)=顔 が

はれあがってきた。

cheng‐ bёng

cにng種  〔名〕種子 (=ch6ng‐

chi種子).

cにng整  〔動〕①墜える。～sin_

chhこng(～ 身穿)=衣料品を買い

整える。②出資する。G6a～ptn
h51i chb seng‐li(我 ～本給祢

依生理)=私 が資本を出してあな

たに商売 させます。

chёng正  〔形〕(文)正 しい。Sim

～put phan sia(心 ～不'卜白邪)=

心正しきは邪を恐れず.

chёng症  〔名〕①病症.曲i～h5

ibh(挙す～下薬)=病症に合わせて

投薬する。 ②病気.Tibh sim_

mih～ ?(着 甚慶 ～)=何 の病気に

かかりましたか。

chёng種  〔動〕種をまく (→Chai

栽).～Chhtti(～菜)=野菜の種

をまく.         ‐

cheng前 〔名〕①前,前方.chb

～k ian(倣～行)=前 になって歩 く。

chhも―～(暦～)=家 の前。②以前 .

Hia g6a～bat khi(彼 我～雷去)

=あ そこなら私は以前に行ったこ

とがある。3 jit―～ (三日～)=3

日前 .

cheng情  〔名〕情.chb～ (倣～)

=`1青をかける,こ～ (有～)=情 が

ある。

cにng従   〔介〕…・から (=Chこ自).

◇時間を示す語や句を従える。～

cha_hng tibh teh thian(～ 昨昏

着在痛)=昨 日から痛いのだ.

chSng静  〔形〕静かな. Tai‐ke

khah～leh/(大 家較～Wlj)=皆さ

ん静かにしてください。

cheng‐beng精 明  〔形〕頭がよく

働く,聡 明な.
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chとng‐beng

chとng‐beng護明 〔動〕証明する。

chhian～(請～)=証明を請う。

chとng‐b6ng‐su話 明書 〔名〕証明

生

cheng_bin前面 〔名〕前方,

cheng‐bit精密 〔形〕精密な

chёng‐bこ政務 〔名〕攻務.

前面。

chengschё精製 〔動〕精製する。

chこng‐cheんch6e整斉 〔形〕整っ

ている,整然としている。tti‐ng6・

～(隊伍～)=隊伍が整っている。

chこng‐chi種子 〔名〕種,種子(=

chi子,ch6ng種),

cheng‐chin増進 〔動〕増進する.

cheng_chin前進 〔動〕前進する.

chang_chit・jit前一日 〔名〕前日1

cheng‐chむ曾祀 〔名〕ひいおじい

さん.

chёng‐choh種作 〔動〕耕作する。

chёng‐ch5ng症状 〔名〕症状.

chёng‐chu種痘 〔動〕種痘する

(=chёng‐tau種痘).〔名〕種痘.

cheng,chha精差 〔動〕違う。 ～

10 kho・(～十元)=10元違う。

〔名〕差.b6sim‐mih～ (無甚慶
～) = あまり差がない.

cheng,chhai精彩 〔形〕①いきい

きとした,躍如とした。② (光,
色が)鮮 やかな,鮮 明な.

chttng,chhek政策  〔名〕政策,

cheng_chht宇 取  〔動〕勝ち取る,

獲得する.

chёng‐gi正 義  〔名〕正義.

chёng_gian話言.〔 名〕証言.

cheng_gOan情 願  〔形〕1央い。

khah～leh/(較 ～呼」)=も っ と

快くゃりなさい。～beh h5・i(～

要給伊)=喜 んで彼に与える.

cheng_heng情形  〔名〕情形.

chlntth6a i朝ヒ 〔動〕浄化する.
cheng‐hoat蒸 較 〔動〕蒸発する。

cheng‐h6k征服  〔動〕征服する。

cheng_h6ng情況  〔名〕情況.

chёng‐hong‐heng正 方形 〔名〕正

方形.

chёng‐hこ政府 〔名〕①政府.

T,ong‐kok～(中国～)=中国政府.

②役所。stng～(省～)=省庁.

chhi～(市～)=市 役所.

cheng‐ia精油 〔名〕エッセン

ルオイル.

chёngもin護 人  〔 名〕証人.

chenH比前日 〔名〕①前日.②

先日.

chこng‐ka増加 〔動〕増やす。Kin .

ム・jit h6・g6a―chin che gin_hang

hong‐bian e si6ng‐sek(今 仔 日

給我～長多銀行方面的常識)=今

日は銀行についてたくさんの知識

を増やした。

chlng‐kah/chig。,chこng‐子旨?甲 〔名〕

爪.

chlng‐kah‐hoe/chig‐,cheng‐す旨甲花

〔名〕(植)①ソマクレナイノキ.

②ホウセンカ (=h5ng‐sian‐hoe

鳳仙花).

chlng‐kttu‐tan従到□ 〔副〕今まで,

～酌_bat hioh‐khもn(～ 不督歌日困)

=今 まで休んだことがない。

chёng‐keng正経 〔形〕①堅気な.
～e lang(～ 的人)=正 しい人,

堅気な人.②まじめな.khah～
leh(較～げ」)=も っとまじめにな

りなさい。 〔副〕いざまともに,

～kib i lai,sba k6ng b6‐6ng(～

叫伊来,続 講無閑)=い ざ声をか

食
ｕ

ａ
０



けると暇がないと言う。

chёng‐kOan政権 〔名〕政権.

cheng‐koとn贈券 〔名〕商品券,

cheng‐kOng精工 〔形〕①巧みな,

精巧な。kang_hu put_chi～(工夫

不止～)=作 り方がとても巧みだ。

②聡明な.～6g品‐ム(～的口仔)
=聡 明な子供.

chёng‐k出讃援  〔名〕証拠 (→p缶,

k 出) .

cheng_kti‐jit‐a前幾日仔 〔名〕先

日.

chёng‐khak正確  〔形〕正確な,

chit e hong‐chiam si～‐‐3(此個

方針是～的)=こ の方針は正確だ.

chlng‐khi蒸 氣 〔名〕蒸気.

cheng・khi〔‐あ〕春臼 〔仔〕 〔 名〕
つ き臼 .

chёng‐lang衆人 〔名〕衆人.

cheng_lang_kian前人口 〔名〕先妻
の子 .

cheng‐li信イ呂 〔名〕僧侶.

cにng‐11整理  〔動〕整理する。～

siよu‐ph5・(～賑簿)=帳 簿を整理

する。

ch6ng‐li情理 〔名〕条理,道理.

b6～eoこ (無～的話)=訳の分か

らない話.
cheng_lia蒸溜 〔動〕蒸留する。
cheng_lia‐chti蒸溜水 〔名〕蒸留

水.

cheng_lin争論  〔動〕言い合う,
論争する,

cにng_mもh諄 脈 〔名〕静脈.
ch6ng_Piat種別 〔名〕種別.
cheng_耐情報 〔名〕情報,
ChengもPむナ静捕  〔動〕増ネ甫する.
cheng_pS前部  〔名〕前部.

cheng‐ti6k

cheng_pbe前輩 〔名〕先輩.
cheng‐san増産 〔動〕増産する。
chlng‐sang贈送 〔動〕贈呈する,
贈る。～lpもn chheh h6 1i(～
一本冊給体)〒 本を1冊君に贈呈
いたします.

chen3sё/し_si前世 〔名〕前世

(Caこ‐sё後世).
cheng‐sen/‐sr牲 ?生 〔名〕①畜
生,禽獣。②家畜.

chёngosek正式 〔副〕正式に.iau‐

b5e～pan chhit_sibk(猶未～非

手績)=ま だ正式に手続きしてい

ない,〔 形〕正式の,～ e chhit_

sibk(～ 的手績)=正 式の手続き.

chёngosek‐seng 正 式生  〔名〕正

規の学生.

cheng‐sin牲?生→cheng‐s en

chenttstR精碑 〔名〕①精神,～

chhb_10an(～錯簡し)=精神錯乱.

②精気,元気.Sit liau～ (失了
～)=精 気を失う,〔動〕目を覚
ます (→Chhen醒)。iau_5e～(猶未

～)=ま だ目を覚まさない。

cheng‐sin‐pこ
n/_Pin 精碑病  〔名〕

精神病.

chとng‐si6ng正常 〔形〕正常な.

tai_pian～(大便～)=大便は正常

だ。

cheng‐soan精 選 〔動〕精選する.

chёng‐sa話 詞 〔名〕証言.

cheng‐sun曾 孫 〔名〕ひ孫.

cheng_tai前代 〔名〕前代.

chttg‐tau種 痘→ chもng‐chu

chёng‐ti政治 〔名〕政治.

chёng‐ti‐hとk政治争 〔名〕政治学.

chёng‐ti‐ka政治家 〔名〕政治家.

cheng‐ti6k増築 〔動〕増築する。
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chёng‐tit

chёng‐tit正直 〔形〕正直な.〔名〕

正直.

chёng‐tong正営  〔形〕正当な.
～6 ittubkiS(～的要求)=正当な

要求.

cttng‐t6ng政箕 〔名〕政党.

chlng‐tln整頓 〔動〕整頓する.

cheng‐tham偵探 〔動〕探る。〔名〕

①蝶偵.②スパイ.

chёng‐thau症頭 〔名〕(―chさng)ロ

病症.

cにng‐th加‐a/chig‐,chこng‐す旨? 頭

仔 〔名〕指.

chёng‐thこ政縫  〔名〕政体.

chengtthong精 通 〔動〕精通する。

～3 kok oこ (～三囲話)=三 か国

語に精通する。

chёng‐th6ng正 統  〔名〕正統.

chi之   〔助〕(文)・"の .ki‐chiム～

ka(記 者～家)=記 者クラブ.16

h5～it(十六琉～一)章16番地の1.

chi子  〔名〕種子.

‐chi‐子 〔接尾〕①◇種子のような

形をしたもの.hi‐Chi(魚子)=魚

の卵,sttg‐p6an_chi(算盤子)=そ

ろばんの珠.②桟,格子.thang_
ユchi(奮 仔子)=窓 の桟.

chi止  〔動〕止める,止 まる.～

thian(～痛)=痛 みを止める。

chi只  〔副〕(文)た だ。～こchit

khoan e nia,n ia(～ 有此款的

□□)=た だこの種類があるのみ

です。 〔量〕束.◇ 紙などを数え

るとき。1～gin_phib(一～銀票)
=1束 の紙幣.

chi 究お―→chこ 41

c h i煮 → ch t煮

chi‐bai〔_よ〕之尿 〔仔〕 〔名〕陰門.

chisbも妨妹→chi‐moai

chi‐bin指 紋  〔名〕指紋.

chi‐chi6至少 〔副〕少なくとも,

せめて.～ ia tibh heng g6a 5

kho・(～亦着還我五元)=せ めて 5

元でも返してください。

chi‐chhとi紫 菜  〔名〕(植)ノ リ.

chi‐chhi支持 〔動〕①支える。～

bl dau(～ 没住)=支 えきれない。

②支持する,

chi‐chhut支 出→khai‐chi

chi‐chhut指 出 〔動〕指摘する.
～m6・‐pこ

n(毛病)=欠 点を指摘する1

Chi‐頭a_sban紫外線  〔名〕紫外線,

chi‐goan志 願  〔動〕志願する。

〔名〕志願.

chi‐goan‐Run志 願軍 〔名〕①志願

兵.C浅 勇軍.

chi‐h6只 好 〔連〕やむなく … す

るよりはかしかたがない. Na b6

1ang beh khi,～g6a lai‐kh、(若

無人要去,～ 我来去)=誰 も行か

ないのなら私が行 くよりほかしか

たがない。

chi‐hong脂月方 〔名〕周翻方. ‐

chi‐h工支付 〔動〕①支払う(喜hも_

khoan付款).②支給する。

chi‐hui指揮 〔動〕①暗揮する。～

gとk‐tこi(～ 架隊)=楽隊を指揮す

る,②指図する。～kang‐lang(～

工人)=労働者の指図をする。

chi‐iとu只 要  〔連〕…・でありさえす

れば, …。しさえすれば.～ th in,kh

hも,i it‐tlng l laic(～天氣好,

伊一定含来)=天 気がよければ彼

は必ず来ます。

chi‐id脂'由 〔名〕ラー ド.

chi‐kttu指教 〔動〕指導する。Chhiゴ
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l i  t O‐t O～ (請1休多多～) =ど うぞ

よろしくご指導 ください。

chi‐kip支給 〔動〕支給する。〔名〕

支給 .

c h ‐ヽk h i志 氣

気概 .

〔名〕C慮 気地.②

chi‐khi‐kig支 氣管  〔名〕気管支.

chi‐lam‐chiam指 南針  〔 名〕羅針

盤.

chittng指 令  〔名〕す旨令.

chi_mi煮 麺→chi‐mi

chi‐m6a芝 麻  〔名〕(植)ゴ マ.

chi‐moai/① _m5e/‐b6妨 妹 〔名〕

姉妹 (=chia‐moai姐 妹).

chi‐moai‐tOh/o‐m5e‐/‐bこ‐妨妹実

〔名〕花嫁送別宴。◇嫁入りの日

に花嫁の姉妹が催す送別宴.chiah

～ (食～)=花 嫁送別宴をする。

chi‐oan支 援 〔動〕支援する。〔名〕

支援.

chi‐phib支 票  〔名〕′卜切手.1も ‐

heng～ (旅行～)=ト ラベルチェ

ック .

chi‐ptte支 配 〔動〕支配する。

chf‐sek紫 色 〔名〕紫,紫色 (=ki6‐
と,sek茄仔色).

chi‐si只 是 〔動〕(文)た だ…・だ

けだ。 ～i  l lang chan_sttg

(～伊一人賛成)=た だ彼 1人 が

賛成 しただけだ。

Chi‐si指示 〔動〕指示する,指図

をする。
Chi‐sび紫蘇  〔名〕(植)シ ソ.
Chi‐tek指摘 〔動〕指摘する。
chi_tlng指定 〔動〕指定する。
chi_tiam指鶏 〔動〕助言する,指
示する, 一thよk_chheh a hong‐

hOat(～讀冊的方法)=勉強の方

chr

法について助言する。

chi‐t5指 導  〔動〕指導する。Ptt i‐

thok li ka gもa～  (弄 托祢給我

～)=ご 指導をお願いいたします.

chi‐to至 多 〔副〕多くとも,せ い

ぜじゝ。 l jit～3‐tang kian 5 1i16

(1日 と含営行 5里路)と
｀
1日せい

ぜい 5里 しか歩けない。

chi‐u至 於 〔連〕"・に至っては.～

chit e bin_te iau_b5e はt kよu

kiat‐1こn(～ 此個問題猶未達到結

論)=こ の問題に至ってはまだ結

論を得ていない。

chi n争一che n宇

chr揮  〔動〕①岬 し込む,詰 め込

む(=chin矯),1こ i‐bin～phba‐pb

(内面～破布)=中 にぼろ布が詰め

込んである。②搾る。～iS(～油)
=油 を持る。

chr精  〔名〕(動物や樹木などの)

精,妖 精.

chP井 一chlE井

chin敗 〔形〕(鳥や野菜などが)若

い, 軟らかい。 Chit  k i  t e k _ s t n

chin～ (此枝竹筍員～)=こ の衛は

とても軟らかい。

chin糟  〔動〕(狭いところへ)押 し

込む (― hr到 . ～ kah kui

chhもi(～及規嘴)=回 いっぱいに

はおばる。h5・lang～ jip‐lai

(給人 ～入来)=人 に割 り込まれる.

chin煎 〔動〕(油で)揚 げる。料bah_

oan(～ 肉園)=肉 団子を揚げる。

chiB箭  〔名〕矢.

c h P誇 一 chёE諦

chin袋 〔名〕お金。(諺)～4 kha,

lang 2 kha(～ 四脚,人 三脚)=

お金は4本 足,人 は 2本 足→お金
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chin

のなくなるのは早い。 〔量〕銭.

◇重さの単位.l nit両 の十分の
一

。3～ 2(三 ～二)=3銭 2分 .

chin抵  〔動〕なめる (→ta m誉).
lian oan ia～ (連続亦～)=茶 碗

までなめる。

chin‐chng袋 荘 〔名〕(旧)銭 荘.

◇昔,両 替や金銭の貸借などをし

た所.

chin‐giah銀額  〔名〕金額.

chi口‐kii。あ錠植イ子→ゴn_kこi‐あ

chin‐sian錠 癖  〔名〕(医)た むし.

chinstl‐五袋袋仔→占n_tl・あ

chia這 ?〔代〕ここ,こちら,こっち

(⑤ hia彼)B chhian li lai～(請体

宋～)=こちらに来てくださぃ。G6a

ti～(我在～)=私 はここにいます。
,chiと‐者  〔 接尾〕…・者.hよkochiょ

(学者)=学 者.ki‐chiよ(記者)=
記者.

chiと籍 〔動〕(文)頼 む,借 りる。
～lang e sё_1とk(_人 的勢力)=
人の勢力を頼む.～ chin_lat(～

銭力)=金 銭の力を借 りる。

chia 誰?一 siang□

chiム‐moai姐 妹→chF‐moai

chian相 〔形〕赤身の (⑤pёh白).
～bah(～肉)=赤 身の肉.

chian要? 〔 形〕薄味の,塩 気 の
足りない.Chit Oan chhとinと こ
chiah～?(此 碗菜那含此～)=こ
の料理はどうしてこんなに薄味な
んですか. .

chian正 〔形〕①正しい.」i siと…

khi～ (字篤去 ～)=字 を正 しく書

く。②本物の.～‐‐e(～的)=本物.
Chian成 〔動〕成る。～isn(～様)
,=形になっている。 chhin_chian

.chb bこ～ (親情倣没～)=縁 談が

まとまらない。 〔副〕とても,た

いへん。～sti(～ 美)=と ても美

しい。～k6an(～寒)=た いへん寒

い.〔 数〕…・ばかり,… 近い。◇

度量衡および一 ・十 ・百 ・千…な

どの数の単位を従えて,そ の数に

近いことを示す。～106(～ 十個)
=10個 ばかり.～ chhiOh tng(～

尺長)=1尺 ばかりの長さ.～ ban

lang(～高人)一 一万人に近い人.

chiaB‐bah精 肉  〔 名〕赤身,赤 肉

(=san_bah痩肉),

chian_bin正面 〔名〕①正面。②表.
～iとお_bin?(～亦倒面)=表 か裏
か 。

chiansch心んChbe成 倣 〔動〕・・・にな

る。in～h6peng‐it(懲～好朋友)
=彼 らはよい友達になった。

chian_chti淡水  〔名〕淡水,

chian_chti‐hi淡 水魚  〔 名〕 淡水
亀

c h i a n _ c h h i t 正手 〔名〕右手 ( O t 心‐

chhiも倒手).

chian_chhit‐peng正 手芳  〔 名〕右,

右の方,右 側.

ch i a n _ gёh正 月→chi a n _ g o t h

c h i a n _ g oёh/‐gёh正 月 〔 名〕正月.

ch i a n _ h O n g‐he n g正 方形  〔名〕正

方形.

chian_kha正脚  〔名〕右足 (Otも _

khattlI「).

chian_pang正芳  〔 名〕右側(⑤tb‐

peng倒 芳).
chian_ptB正本  〔 名〕正本.

chian_siと正篤  〔名〕① (草書に対
する)楢 書.②  (略字に対する)
本字.
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chian,sit正賃  〔 副〕ほんとうに,

実際に。i～lai(伊 ～来)=彼 は

ほんとうに来ます。

chiah此 ? 〔 代〕このように, こ

んなに (①hiah彼 )。 ◇副詞的に

使う。～hig ah?(～ 遠咽)一こん

なに遠いの.Kin,chio nム ～ktti?

(考蕉那～貴)=バ ナナがどうして

こんなに高いのですか.

chiah卸  〔 副〕①やっと…したば

かり.Ikこ ‐ni～ pit‐giとP(伊 菖

年～畢業)=彼 は去年卒業 したば

かりです。 G6a cha‐khi～kとu。こi

(我早起～到位)=私 は今朝やっと

着きました。② それで初めて,…

になつてようやく.G6a chム ‐khi

7古 am～ peh_khi_la i(我早起七鶏

～爬起来)=私 は朝 7時 にようや

く起 きます.③ …で,こ そ。◇前

の条件を特に強調する。 Li ka

gもa k6ng,g6a～ chai‐ian(体給我

講,我 ～知影)圭 あなたが言った

から,そ れで知ったのです。 An`

ne～tibh!(安 曜～封)=そ れでこ

そ正 しいのだ。④ わずかに.～

thak 4 16‐pよi nia‐nia(～ 讃 四

礎拝□□)=わ ずかに4週 間勉強

しただけです。

Chiah隻  〔 量〕匹,羽 ,頭 ,隻 ,

台.◇ 鳥獣または乗物を数えると

き。3～ gS(三 ～牛)=3頭 のウ

シ.2～ chiよu(二 ～鳥)=2羽 の

鳥.1～ chan(一 ～船)=1隻 の

船.

Chiとh食  〔 動〕①食べる。～ pttg

(～飯)=ご 飯を食べる.～ tang～

Sai(～ 東～西)=い ろいろを物を

食べる,め ちゃくちゃに食べる。

chiah_chhi

～pa b5e?(～ 飽未)=食 事は済み

ましたか.◇ こんにちは,こ んば

んはのようなあいさつ語 として用

いられる。但 し,あ まり食事の時

間 とかけ離れていてはいけない。

②飲む.～ chiも (～酒)=酒 を飲

む.～iもh‐よ (～葉仔)=薬を欽む.

③吸う。～hun(～煙)=たばこを
吸う。④…によって暮らしを立て
る。～pit,b6e(～ 筆尾)=筆 の先

で生活する。～thau_ke(～ 頭家)

=食 事は主人もち,⑤ 生 きながら

える。～lau(～ 老)=長 生 きする。

～80 hbe(～ 八十歳)=80歳 まで

生きる。⑥かたる.ilang e mian

(～人的名)=人の名をかたる.④

食いものにする.siSn beh～g6a

(想要～我)=私 を食いものにしよ

うとする。③ (全面的に)受 ける.

chan～hong(船 ～風)=船 が風を

受ける。 thё lang～ch5e(替人
～罪)=人 の替わりに罪を引き受

ける。

chiとh‐bこ‐siau/‐b5e‐食没消  〔動〕

我慢できない。 Chit h5 thau‐15・

g6a～ (此琉頭路我～)一 こんな

仕事には我慢できない。siこれkとu

hit hau～(想到彼條～)=あ のこ

とを思うと腹の虫が治まらない。

chiとh‐chan食袋 〔動〕収賄する。

Kong‐b3_Oan na al―, kok‐ka

choat_tもi3biat‐b6ng(公 務員若

愛～,囲 家絶封含減亡)=公 務員

が収賄好 きなら国家は必ず滅びる。

chiah_chit‐chtti 食酒酔→chit‐chti

chiah_chhとi食 菜  〔動〕菜食する。

chiとh‐chhi食市 〔形〕(場所など)

売れ行きのよい。～6s6・‐chai(～
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chiあh‐chhむ

的所在)=売 れ行きのよい所.sゃ‐

ji‐15'―thau khah～(十字路頭較～)
=四 つ辻の方が売れ行 きがよい。

chiとh‐chhむ食酷  〔動〕やきもちを

やく,嫉妬する。In b6・gau ～

(ほ妻賢～)=彼の奥さんはよくや

きもちをやく.

chiah‐1此 的 〔代〕これら, これ

らの (Ohiah‐6彼的)。 ◇直接名

詞を従えて,複数を表わす。～

lang(～人)=こ れ らの人 ,

chiとh‐ぬu食 教 〔動〕入信する。◇

ある教門に入り,そ れによって飯

を食う。よつ うキリス ト教に入信

する者を悪 くいう話.I teh～ (伊

在～)=あ の人はキリス ト教に入

信 しています。

chiah_kt此久  〔 名〕このごろ,近

ごろ (Ohiah‐kも彼久).～16ng b6

h5°(～綻無雨)=こ のごろちっとも

雨がない。

chiあh‐khui食 篤  〔動〕損 をする,

ばかをみる (=khek‐khui剋篤),

G6a chtt chit hang tai_chi,  ～

chin ch5(我 倣此項事誌,～長多)
=こ のことでは大 きな損をした。

chiah_1とt 食 力 〔形〕(体や精神に

及ぼす打撃が)ひどい(=th iとm珍 ).

phba_pこ
n chin～

(校病長～)=病

気が非常に重いぃChit pang liとu

chit_5 siang～(此班了一下上～)
=今 回の損失はまった くひどいも

のだ。   s

chiah_lin 此裡 → chiah‐Ilih

chiあh_mih食物  〔名〕食物.
chiah_nih/①,lin此裡  〔代〕 (―
chiah)。こんなに.

chiとh_nid食糧 〔名〕食料.

chiよh‐"g食 飯  〔動〕食事をする

chiあh‐png‐keng食飯間→chiah!pngⅢ

thian

chiとh‐面g‐kin/_kun食飯巾 〔名〕

ナプキン.

chiとh‐pig‐toh〔‐左〕 食飯臭 〔仔〕

〔名〕食卓.

chiあh‐"g‐thian食飯鷹 〔名〕ダイ

エング・ルーム(=chiah‐ptt g‐keng

食飯間).

chiam占 ? 〔 量〕銭 (=siよn錠 ).

2～ (雨～)=2銭 .

chiam尖  〔形〕とがった。pitbb6e
～(筆尾～)=筆 先がとがっている

chiam針  〔名〕針.〔動〕針で突

く.～ hi。と(～耳仔)=耳 を針で突

く.

,chiam‐針  〔接尾〕 ・…計. t5・ ‐

Chia田 (度針)=体 温計.han_sもぃ

chiam(寒 暑針)=寒 暖計.

chとm倍  〔動〕①占める。～t5a・

こi(～大位)=上座を占める.勧 黄
取 りする。～lang e th6・‐te(～人

的土地)=人 の土地 を横領す る。

③制止する。In teh Oan,ke,kin

khi～/(懲 在冤家,緊 去～)=け

んかしているから早 く行 って とめ

なさい,

chiam_chiam漸漸  〔副〕だんだん

, し だいに。lang～ chこ (人 ～

多) =人 がだんだん多 くなる。

chiam,chti‐lam潜水艦 〔名〕潜水

艦 .

chiam‐chhi‐hoat針刺法  〔 名〕針

治療.

chiam_chhian暫且  〔副〕しばらく
～hioh_khもn(～ 歓日困)=し ばらく

休む。
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chiam‐h6k‐ki潜 伏期  〔 名〕潜伏期.

chiあm‐it‐koan l占有権  〔 名〕占有

権.

chiamttng倍 領  〔動〕占領する。

chiam_si暫 時  〔名〕しばらくの間,

当分.gもa lang b6 tも_h6,～beh

hioh‐khむn(我 人無適好,～要歓咽)

=体 の調子が悪いので, しばらく

の間休みます。

chiam‐SO尖 稜  〔名〕〔魚)カ マス.

cMan煎  〔動〕いため焼きする。

～h↑(～魚)=魚 をいため焼きする。

chian剪  〔動〕① (はさみで)切

る。～thau_mng(～ 頭毛)=髪 の

毛を切る.② (布地を)買 う.

～p伊(～布)=布 地を買う。③虫

が食う。H5・ka‐choとh～ liau‐liau

(給四載～了了)=油 虫にすつかり

食われてしまった.④する,Ph6e‐

te.a h5・chian_liこ_a～khi(皮 袋

仔給剪把仔～去)=財 布をすりに

すられた。③ (示し合わせて)だ

まし取 る。～lang e hbe (～ 人

的貨)=人 の商品をだまし取 る.

chittn戦 〔動〕①戦う,争 う。(諺)

Kap i～kah nai ji chian kip ji

(果伊～及乃字成及字)=乃 の字が

及の字になるまで争う。一あくま

で争う。②勝負事をする。lai,

～・‐16h‐khi./(宋,一 落去)=さ あ,

勝負だ。

chian弄 ? 〔 動〕 ①いじる。～

tian_hong(～電風)=扇 風機をい

じる。②悪さをする。Hit e gin,a

chin gau～(彼個回仔具賢～)=あ

の子供はよく悪さをする。 〔形〕

(子供が)い たず らな。 Cin_a

chit_ma si5ng～(日仔此浦上～)

chiang‐ ak

=子 供は今がいたずらざかりです。

c hian嬢  〔形〕 卑 しい (=ha‐

chian下 賎).

chian_五虫車仔  〔名〕(虫)シ ミ.

chian_cheng戦 争  〔名〕戦争 (→

sio‐thai).

chian_chin前進 〔動〕前進する。

〔名〕前進.

chian_chhau_ki剪草機  〔名〕草刈

り機.

chiとn‐chhia戦車 〔名〕戦車.

chian_ji6ng剪織 〔名〕(植)① カ

ワラナデシヨ.② セキチク.

chian_lam戦 艦  〔名〕戦艦,

chian_lit〔。と〕男子工?〔 仔〕 〔 名〕

すり。

chian_piat競別  〔動〕(文)飯 別を

する。 L beh pau kti e chinka

i～?(体 要包幾個袋給伊 ～)=い

くら包んで彼に厳別 しますか。

chian_Phian前篇 〔名〕前篇.

chian,si戟死 〔動〕戦死する.

chian_sin前身 〔名〕前身.

chian_sban執線 〔名〕戦線.

chian_sban前線 〔名〕前線.‐

chian_sttt戦術 〔名〕戦術.

chian_ti_sa前置詞 〔名〕前置詞.

chian_tian戦場 〔名〕戦場.

chian_tさK)tとu戦 闘 〔名〕戦聞.

〔動〕戦う。

chian_ts前途 〔名〕前途.

chian_thang弄?晶  〔形〕いたず

らな,◇ 子供についていう.Li

na chiah～?(体那此～)=お前は

どうしてこんなにいたずらなんだ。

chiang掌 〔動〕つかさどる.～ka_

sS(～家事)=家事を預かる.

chiang‐ak掌 握 〔動〕掌握する。
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,hiとng‐si

～ta i_koan(～大権)=大 きな権力

を掌握する。

chiang‐Si格 ?時  〔名〕 今ごろ.

kS_ni e～(替年的～)=去 年の今ご

ろ.

chiap汁  〔名〕汁液, ジュース.

chiap接 〔動〕C疫 け取る。 Li
kiとlai hs g6a e chin s_…tibh

lah(体 寄来給我的錠有～着咄)=

お送 りくださったお金は受け取 り

ました。C 法ぐ, つなぐ. ～k u t

(～骨)=骨 を接 ぐ.～ soh‐a(～ 索

仔)=縄をつなぐ。③出迎える(=
ch品接).G6a beh lai_khi hもe‐

chhia.thau～lang_kheh(我 要宋

去火事頭～人客)=駅 へ客 を出迎

えに行きます。C接 待する～lang‐

kheh(～ 人客)=客 を接待する。

chiよp捷  〔副〕たびたび,し tゴじ

ば.khah～ lai leh(較 ～来明)
=た びたびおいでくださぃ.

〔形〕敏捷な.kha_chhit chin～

(脚手長～)=手 足がとても敏捷だ。

chiap‐b6e‐sa/_bこ_接 尾詞  〔名〕

接 尾詞.

chiとp‐chiとp捷 捷

絶 えず .

〔冨U〕 いつも,

chiap‐chhiok/④‐chhi6k接閥 〔動〕
接触する.kap TiOng‐kok ti_sek`

kとi e lang to_t。～ (及中囲知識

界的人多多～)=中 国知識界の人

と広 く接触する。 〔名〕接触.

chiap‐hittp接治 〔動〕下相談する,

打ち合わせる。seng～ chiah lai

chb tai_chi(先 ～ep宋倣事誌)=

まず下右目談をしてから事を運める.

chiap‐kinんkin接 近  〔動〕接近す

る,近 づ く.

chiap‐1とP接 納  〔動〕受け入れる。

Si5ng,tё chiah～i(上 帝卸～伊)
=上 帝は彼を受け入れられた。

chiap_lut_lut捷角角 〔形〕(言動が)

とても早い。kha_chhit～ (脚 手
～)=手 足が敏捷だ.k6ng oこ ～

(講話～)=ぺ らべらしゃべる.

chiap_sangK)chih‐接送 〔動〕送
り迎えする.choan_chhia teh～

lang_kheh(事車在～人客)=特 別

車が客を送 り迎えしている.

chiap`si6k接績 〔動〕続 く,連続する.

◇あとからあとから続けての意.

H5・‐chti～,tiS‐とこsti(雨 水～,

裕仔含美)=雨 が降 り続 くので稲

が美 しくなる.

chiap‐sibk・st接 績詞 〔名〕接続詞.

chiapssiこ接受 〔動〕(忠告 ・意見

などを)受 け入れる。

chiap‐sban接線 〔動〕(電話を)つ

なぐ.

chiap‐sban‐seng接線生 〔名〕 電

話交換手.

chiap‐ti6h接着 〔動〕①会う。kap

i ti b6・s6・‐chai～ (及伊在某所

在～)=彼 と某所で会った。C疫
け取 る。iau_b5e～i e phoe(猶 未
～伊的批) =ま だ彼の手紙を受 け

取 っていません.

chiap‐thai接 待  〔動〕もてなす,

歓待する。

chiap‐thau接 頭  〔動〕打ち合わせ

る。Li khi kap i～(祢去及伊～)
=君 は彼 と打ち合わせに行 きなさ

い。〔名〕継 ぎ目.

chiap‐thong接 通  〔動〕つながる。

ばan_。こ～(電話～)=電 話がつなが

る。

■
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chiat折  〔動〕① (値段を)割 り

引く。～kこ‐Siとu(～ 督賑)=古 い

勘定を割り引く。～keng‐hもi(～

経費)=経 費を減額する。②喚算

する。Kim_a～ chb Bi_chhau(金

仔～倣美抄)=金 をドルに換算す

る。 〔量〕害」,掛 け。phah 8～

(打八～)=8接 卜けにする。2～ch伊

(二～鐘)=2割 の金.

chiat姿 〔動〕腐る。Bah khi h5・
～khi(肉 去給～去)=肉 を腐 らせ

てしまった.

chiat‐b6k節目 〔名〕番組.

chiattchё節制 〔動〕節制する。

chiat_chi栽止  〔動〕縮め切る,

打ち切る。

chiat・lok節約 〔動〕節約する。

Li khai chin ・ng mih, 16ng b6

～(体開銭用物,続 無～)=君 は少

しも節約 しないでお金や物 をむだ

道いする。

chiat‐ibk節育 〔動〕産児制限する.

chiat‐khau折 抽 〔動〕割引する.

chiat‐sこng節 省 〔動〕節約する

(=Chiat_iok節約).
chiau招  〔動〕①昭く.～h5tiong

(～後狭)=後 日の災いを招く。②

自状する。put tan put～(不打不
～)=打 たなければ白状しない.

Chittu鳥 〔名〕鳥.

Chiあu照  〔介〕・・・の通りに,… に

従って.Li tibhゑ i～si‐kan lai

(体着愛～時間来)=君 は時間通 り

に来なければならない。～ hoat・

ltt pan(～法律排)=法 律に照ら

して裁く。 〔動〕・・・にR召らす, …

の通りにする。～li(～理)=道 理

に照 らす 。

chiあu‐liau

chiau齊  〔 形〕そろった,む らの

ない.ji sia‐‐khi chin～ (字篤去

員～)=字 の書 き方がそろってい

る。N6a h5・ khah～ leh/(摘 給

較～嘲)=む らのないようにこね

なさい。 〔副〕皆,全 部.～ liムu

(～了)=奮 終わりました.～ kとu

lah/(～ 到「也)=全 部着きました

よ.

chiau_ぁ“島仔 〔名〕①コ島,小鳥.②

(俗)(子供の)ち んぽ.

chiau.二_kian鳥 仔子 〔名〕 ひな。

chiとu‐chhёng″島松 〔名〕(植)ア コ

ウ.

chiaushびた光hio‐招呼  〔動〕C世

話をする,面倒をみる。Bang li

khah～(望体較～)=ど うかお世話

を願います。C接待する.～lan母

kheh(～ 人客)=お 客様を接待す ‐

る.

chiえu・iこE照様  〔副〕決まった通り

に。 (諺)～ こi h6・‐16・(～室読蔵)
=決 まった通りひょうたんを画く.

→旧習に従い保守的である.

chiとu‐kけ照顧 〔動〕①吹事にする。

chhian li khah～leh(請体較宇

明)=ど うかお大事になさってく

ださい。C世 話をする。Bang li

～(望体～)=お 世話を願います。

chiとu‐khui照開  〔動〕(費用などを

平均に)割 り当てる。Chin tai‐ke

―, m_thang h5・ 1 6 1ang chhut

(袋大家～,不 通給一個人出)=お

金は割 り勘がよい, 1人 に出させ

てはいけない。

chiあu・liau照料  〔動〕世話をする。

Tibh siこiもng‐iもkギ～e p6n.jib k‐

chia 440 (着受養育院～的病弱
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chiよu‐lan

者四百四十)=施 設で世話 を受け

なければならない病弱者440名 .

chiとu‐lan照輪  〔富」〕順番に.～

sとu‐tё(～掃地)=順 番に掃除する。

chittu‐mng鳥 毛 〔名〕羽毛.

chiau‐pai招 牌  〔名〕看板.

chiとu‐pun照 分 〔動〕均分する,等

分する。26～ (二個～)=2人 で

均分する。ke_h6e～(家欲～)=財

産を等分する。

chiautseng招生 〔動〕学生を募集

する。

chぬu‐sttng 照 像 一 hip‐Sittng

c h i t t u‐si 6 n g照常  〔副〕平常通 り.

Binさと,chとi b6 hioh_khもn, よi  ～

si5ng_khb(明仔再無歓咽,愛 ～

上課)=明 日は休みではありませ

ん,平常通 り授業をします。

chぬ u‐sibng_ki 照 本国機→ hip‐si6 ng

‐k i

chittu,siS鳥巣  〔名〕,島の其.

chiau`tёk,召'畢  〔名〕?召.

chiau‐thai招 待 〔動〕接待する,

もてなす。～1とk‐st‐h36 sin hak_

seng(～ 歴史系的新害生)=歴 史

学科の新入生を接待する。

chiau‐thai_h5e招 待含  〔 名〕 レセ

プション.

chiau‐that/chau‐,Chiau‐ 軍曽P達

〔動〕いじめる,ば かにする。◇主

としてことばによる。G6a m―bat

h5・lang～kah an_ne(我 不留給

人～及安呪)=私 はこんなにまで

人にいじめられたことはありませ

ん。

chih接  〔動〕出迎える (=chiap

接).khi chhia_thau～lang_kheh

(去車頭～人客)=駅 へ客を出迎え

chih擢 〔動〕たたむ,折る。～s an

(～杉)=衣服をたたむ.〔量〕折.

◇折りたたみの本などの折を数え

る.2～ (二～)=2折 .

chih舌 〔名〕①舌.②炎.
chih折 〔動〕折れる。chhiも_kut

～‐_khi(手 骨～去)=手 が折れた。

kut～bah lih(骨 ～肉裂)=骨 は

折れ,肉 は裂ける。

chih‐chiap接接 〔動〕(―chiap接).

接待する。～lang_kheh(一人客)
=客 を接待する。

chih‐sang接 送 一 chiap‐sang

chim暖 ?〔 動〕キスする。～chh前
‐ph6 (～ 嘴頬)=頬 にキスする。

chim浸  〔動〕浸す,漬 ける。～

chti(～水)=水 に浸す。 ～chiも

(～酒)=酒 に漬ける。

chim虫尋 〔名〕(動)① ウミガニ.

②ガザミ.

chim‐chiok掛酌 〔動〕気を配る,
注意する。b6～ (無～)=気 を配 ら

ない。～chhat‐と (～賊仔)=泥 棒

に注意する。

chim‐khi〔‐左〕浸 ?柿 〔仔〕 〔名〕

(植)(堅い)カ キ (一ang‐khi).

chim‐m左 1比,高?―→chit‐mあ

chim‐thau枕頭  〔名〕枕 .

chim‐thau浸透  〔動〕浸透する.

chin升  〔量〕升.1～ bi(一～米)
=米 1升 .

chin長  〔副〕実に,たいへん,

◇あまり意味が強くなくても語調

を整えるために付け加えることが

ある。～sti(～美)=実 に美しい.

th r_khi～h6(天 氣～好)=天 気が

よい。 〔形〕本物の,ほ んとうの
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(②k6侵)。Si～‐‐6,酌‐si kこ…6(是

～的,不 是候的)=本 物です,偽

物ではありません_

chin進 〔動〕①進む。～l p6〈～

一歩)1歩 進む.～‐thさliもng lan

(～退雨難)=進退窮まる。②献上

する。～h5°h6ng‐si5ng(～ 給皇

上)=皇 帝陛下に献上する.〔量〕

棟.Chhこ 1～(盾一 ～)=家 1棟 .

chin細 〔名〕墨縄。 〔動〕①見つ

める。l i よh  i  i t ‐t i t ～( 源伊一直
～) = 彼をしきりにみつめる。②

狙 う。chhёng ni hia～ _‐khi(銃

封彼～去)=銃 があちらを狙 う。

chin養  〔動〕①尽 くす,尽 きる。

～ptn‐hin(～ 本分)=本 分を尽 く

す。Siこ‐Sb・kai～(寿敷該～)=寿

命が尽きる。②…・限りである。～

chit goとh‐j it(～此月日)=今 月

限りである,〔 副〕ことごとく.

～thとn～khai(～ 診～開)=も う

けただけ全部使 う。S6・‐こ…6～ h5・

li(所有的～給祢)=あ る分だけ全

部あげます。

chin_chai震災  〔 名〕震災.

chinscheng進前 〔副〕前もって,

前に.Li na beh khi,～ ka g6a

thOng_高(体若要去,～ 給我通知)
=行 くなら前もって知らせてくだ

さい。 〔名〕前.～ l jit(～ 一

日) = 1 日 前.

chin_chian員正  〔 副〕|ユんとうに,

まことに.～ hoan_hi(～ 歓喜)=

ほんとうに喜ぶ.～ pin‐t6an(～

愚惰)=ま ことに怠け者だ.〔形〕

真正の,～ 6 kim(～ 的金)=真 正

の金.

Chinschu員珠

chin‐li5ボg

chin,chhat診 察  〔 動〕診察する。

chin‐chhat‐sek診 察室  〔 名〕診

察室.

chin‐heng進 行  〔 動〕進行する,

進行させる。kang,chok sin_lI～

(工作順利～)=仕 事は順調に進ん

でいる。

chin‐heng‐khek進 行曲 〔名〕行進

曲.

chin‐hba進 化 〔動〕進化する。

chin‐i長 意 〔名〕真意.

ch i n‐ji p進入 〔動〕入る.h5・ぬng

kam_kak i_keng―ti l pak t6・ 6

1ai_bin(給人感究己経～在一幅圃

的内面)=一 幅の絵の中に入った

ように感 じさせる.

chin‐koとn泰 管  〔連〕"・でも.～ i

piau_bin si6ng k6ng 五1,s it‐chai

i e lai_sim beh(～伊表面常講不,

資在伊的内心要)=彼 は表向 きは

いやだと言っても,内 心はいつも

望んで いる。

chin‐kbng進 貢  〔 動〕貢 ぎ物を献

上 する.

chin‐khau進 回  〔 動〕輸入する:

〔名〕輸入.

chin,khong員空  〔名〕真空,

c hin‐1もk/①‐lat養 ヵ 〔副〕懸命に,

根限り.Li na m～ chも,li S siい

pai(祢 若不～倣,祢 含失敗)=も

し懸命にやらなければ,君 は失敗

するだろう。

chin‐li長理  〔名〕真理.

chin‐liau診療  〔動〕診療する。

chin‐liauts3診療所  〔名〕診療所.

chin‐115ng蓋量  〔副〕①できるだ

け, なるべく.G6a3 ` tとng―s it t n

h o a t‐t 5 k a  l i  p a n g‐b a n g (我 含
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chin,pS

営～想法度給体討忙)=及 ばずな

がら手だてを講じてお手伝いしま

す。C思 う存分に.Engttm ti6h_
よi～lim(口冥暗着愛～飲)=今 晩は

思 う存分に飲まなければならない。

chin‐p3進 歩 〔動〕進歩する。Sian_

sin na gau kと, hak.seng Chiここ

～(先生若賢教,卑 生就含～)=先

生が上手に教えれば学生は進歩 し

ます.

chin‐sit員賛 〔副〕ほんとうに.

G6a～m chai_iaE(我～不知影)=

私はほんとうに知りません。〔名〕

真実,本 当.

chin‐toan診断  〔動〕診断する。

Chhian li ka g6a―khtta■maileh

(請体給我～看発明)=ど うか診断

してみて ください.

chin‐t5ng振動 〔動〕振動する。

chio招 〔動〕①誘う。Li beh恥i
kong‐hng e st, chiah iai～g6a

(祢要去公園的時,,ep宋～我)=公

園に行 くとき,私 を誘って くださ

い.② 募集する。～k6・(～股)=

株を募集する。③婿養子 を取 る。

h5・lang～ (給人～)=婿 養子 にな

る。

chi6少   〔形〕少ない (Ochこ 多).

Chin gau k6ng Tai_。an_5e e Bi‐

kok‐lang chin～  (員 賢講魯滑話

的美国人員～)=台 湾語のよく話

せるアメリカ人は少ない,

chib照  〔動〕0召 る, 照らす。～

h6e(～ 火)=あ かりに照らす。②

映る,映 す。lang_hg～ ti chti…

nih(人 影～在水裡)=人 影が水に

映る。～kian(～鏡)=鏡 に映す。

③写す.～tian_kong(～電光)=

X線 を写す。④ (標準 を定めて)

狙 う。～chhёng(～ 銃)=銃 で狙

う。③ (標準を定めて)見 る.～
chhian‐li‐kian(～千里鏡)=望 遠鏡

で見る。

chio‐b3招募 〔動〕募集する。

chio‐pai招牌 〔名〕看板.

chio‐seng招生 〔動〕 (学生を)募

集する。

chi6‐sけ少敷 〔名〕少数.

chioh借 〔動〕C借 りる.I beh

ka g6a～l pah khび (伊要給我
～一百元)=彼 は私に百元借 りた

がる.②貸す.G6a b6とi l pah

khび～i(我無愛一百元～伊)=私

は彼に100元貸 したくない。

chi6h石  〔量〕石.1～ bi(一 ～米)
=コ メ1石 .〔 名〕石 (一chibh‐

thau ) .

chi6h‐と石仔  〔名〕小石,砂 利.

chi6h‐b5〔。あ〕石磨 〔仔〕 〔 名〕

ひき臼.

chi6h‐eng石 英  〔名〕(鉱)石 英.

chi6h‐h6石 虎 〔名〕① (動)タ イ

ワンヤマネコ.② 粉砕機械.

chi6hthoe/‐he石 灰  〔名〕石灰.

chibh‐hoe,chhあi〔 名〕(植)テ ング

サ.

chioh卓5ng借 用  〔動〕借用する。

chibh‐id石 油  〔名〕石油(=hoan‐

な‐id番仔油,chもioi3水油).

chi6h‐ko石 皆  〔名〕石音.

chibh‐にhi石 器 〔名〕～s↑‐tai(～

時代)=石 器時代.

chi6hもlam/③ _lan石楠 〔名〕(植)

シャクナゲ, タイワンイヌグス.

chi6h‐leng石 乳 〔名〕(動)イ ソギ

ンチ ャク .



chibh‐lit石柳 〔名〕(植)タ イワン

ァサマツゲ,オ キナワツゲ.

cHOh‐mttg借問 〔動〕お尋ねする。

◇問いかけに用いる.～Chit‐|,

beh khi Tai‐lam こ kもi pang

chhia?(～
一下,要 去魯商有幾

班車)=ち ょつとお尋ねしますが,

台南行きは何列車ありますか。

chi6h‐pan石板  〔名〕石板.

chi6h‐pi石稗  〔名〕石碑.

chi6h‐thau石頭  〔名〕(←Chibh),

石,石 ころ.

とhibh‐thau_a石頭仔 〔名〕小石.

chibh‐thauも_15°(石頭仔路)=秒

利道 .

chi6h‐thiau石柱 〔名〕石柱.

chi6h‐thui石梯 〔名〕石段.

chiok足  〔副〕とても,非 常に.

～sti(～美)=と ても美_しい。～

k6an(～寒)=非常に寒い.〔形〕

たっぷりの。2 tau～ (二斗～)=

2斗はたっぷりある。

chok耐  〔動〕①祝する。～ li

kian_khong(～祢健康)=君の健康

を祝します。C析 念する。～ 11

chit‐15'p6ng・an(～体一路平安)=

道中のご無事をお祈りしま・す。

chiok_h6嗣賀 〔動〕祝う.～ S en

kian(～生子)=出生を祝う。

chiok_hOk耐福 〔動〕祝福する.

〔名〕祝福.

Chiok‐i足 意  〔動〕満足する。

chiok_iよn耐宴 〔名〕祝宴.

chiOk_ibk有葉 〔名〕(植)シ ャクヤ

ク.

chiOk_km足 球―→kha‐lda

chiOk_。_kim足亀金 〔名〕純金.
chiOk,st耐詞 〔名〕祝詞.

chiong‐ chiこ

chiok‐si爵士 〔名〕①jll.◇英国
の爵位の一つ。② (音)ジ ャズ.

chiok‐tian耐電  〔名〕祝電.

chiok‐t6硯 lTS〔動〕(神の恵みを)

祈る,祝 福する。

chiong章→chiun

chiong終  〔名〕(文)終 わり。it Si

b8～(有始無～)=始 めありて終わ

りなし.

chiong格  〔介〕…・を.～ chhan

bこ__khヽ (～田賣去)=田 を売り払

う。～sin__6h5・li(～新的給体)

=新 しいのを君にあげる。

chi6ng種  〔量〕種類.U kdi～

?(有幾～)=何 種類ありますか。

chi6ng徒 〔動〕C碇 う.Li 6

siΠ‐pこ こ～li b6? (体 的始婦有

～体無)=嫁 はあなたの言 うこと

を聞 きますか.② 望みをかなえる。

～i e goan(～ 伊的願)=彼 の願

いをかなえる.

chiong‐とn・ne/①ヒni格 安曜  〔 副〕

そのまま.～kiふ…khi(～ 寄去)=そ

のまま送 る.～ thёh‐‐lai leh(～

提来,列)=そ のまま持つて来なさ

chi6ng‐chian/① _cheng従 前 〔名〕

以前,従 前.～ i teh chtt seng‐

li(～伊在依生理)=以 前,彼 は商

売をしていた。

chi5ng‐chi6ng種種  〔形〕いろい

ろの,種々の,さまざまな.～61i‐iS

(～的理由)=い ろいろの理由.

chiong‐chiこ樽就  〔動〕①我慢す

る,耐 えしのぶ.Li beh～ im?

(体要～伊不)=語 は彼の下で我慢

しているつもりか。②言いなりに

なる。I tak hang 16ng～ lang(伊
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chi6ng‐ chig

逐項j8L～人)=彼 はなんでも人の

言いなりになる。

chi6ng‐chig奨 状 〔名〕賞状.

chi6ng‐ch6k種 族  〔名〕種族.

chibng‐gai障 礎 〔動〕じゃまする,

妨げる.〔名〕①妨害.②障害.

chi5ng‐goan状 元 〔名〕状元.

chi6ng‐hとk‐kim装 害金 〔名〕装

学金.

chi6ng‐kim/③chiin_奨金 〔名〕

賞金.

chi6ng‐koan/①chian_奨券 〔名〕

宝くじ.

chicng‐kun格軍  〔名〕将軍.

chiong‐lai格来  〔名〕将来.

chi6ng‐1こ奨駒  〔動〕奨励する。～

thak_chheh(～ 讃書)=読書を奨

励する.

chi6ng‐1こi種 類  〔 名〕種類.

chi6ng‐phin奨 品  〔 名〕賞品.

chip p安? 〔 動〕すする.～ l chhもi

(～一嘴)=1回 すする。

chip‐chiあu/①‐chi心執照  〔 名〕許

可証,免 許証,k占‐st～ (鷺敷～)

=運 転免許証.

chip‐hap集 合 〔動〕集まる (=

chこ_chip衆集),集 める.Kdi tittm

beh tもa tOh。こi～?(幾 鶏要滞1可

位～)=1可 時にどこへ集まるので

すか。

chip‐heng執 行  〔 動〕執行する。～

i e chё_koan(～ 伊的債権)=彼

の債権を執行する。

chip‐h5e集 含→chi‐h5e

chip,pit執 筆  〔 動〕執筆する。

chip‐thoan集 圏  〔 名〕集団.

chit此 ? 〔 代〕この (Ohit彼 ).

◇原則として直後に量詞を従える.

～keng chhこ (～間暦)=こ の家.

chit質  〔名〕質.

chit職  〔名〕(文)職 (→thau_16・)`

chit織  〔動〕織る。～pb・(～布)
=布 を織る.

chit一  〔数〕1,一つ。◇基数詞

は日言吾音chitカギ多く使われる。序

数詞は文語音it.〔形〕全部の.～

seng‐khu tam_lok_lok (～ 身埴

港験機)=全 身びしょ濡れになる。

～chhも―la i  c h i n  l a h‐sa p (～ 盾

内長ナ立土及)=家 中がとても汚い.

〔副〕(文)一 旦…す れば.～khヽ流

h6ettau(～ 去無回頭)=1度 去

れば再び帰 らない。

chit転‐hi卸 仔魚  〔 名〕(魚)フ ナ.

chit‐bとk,nih‐五一目幡仔 〔名〕瞬 く

問,ほ んのちょっとの間 (=chit,

dap_kも_よ一雲久任).～ chiS iai

(～就宋)=瞬 く間に来ます。

chit‐bIR~面  〔 名〕
一面.～eh血

(～的雲)=一 面の雲.〔 副〕…・し

ながら…する.◇ 必ず二つ対応 し

て使 う.～ thak～ Sia(～ 譲～篤)

喜読みながら書 く.     ―

chit‐bi職 務  〔 名〕職務.

chit‐bin質 問  〔 名〕質問.

chit‐chin此 陣  〔 名〕今 (=chit‐

kt此 久).

chit‐|一 下  〔副〕・…すると直ちに

Lau,pS‐―si_‐khi, kian chis  t5a‐

sian khとu(老 父～死去,子就大啓

哭)=父 が死ぬやいなや子供が大

声で泣いた。 〔数十量〕ちょっと。

◇動作が瞬時的あるいは軽いとき

に使 う.kian～(驚～)=ち ょっと驚

く,Li chhi芭n～(|ホロ昌～)=君 ,ち

ょっと歌いなさい。



chit‐|‐左
~下 仔  〔 名〕ほんのちょ

っとの問 (=chit‐tiap_kぃな一雲久

仔).～ ChiS h6(～ 就好)=ち ょ

っとの間にできる.khi lも_koan,

hiOh‐khむn～ (去旅館,歌 ‖困～)=

旅館にいってほんのちょっとの間

休む.

chit‐giとp職 業  〔 名〕職業(→thaut

i 5 ) ,

chit‐goёh/‐gёh此 月 〔名〕今月.

chitれn_様  〔形〕同じ,同 一の。

16ng～(1滝～)=全部同じだ_

chit‐jim職任 〔名〕職務.

chit‐kang職 工 → o茄 ‐kang

chit‐k6a一 賓 ?〔 数十量〕(←k6a).

少 ,々わずか。 Beh ptti_thok li ka

g6aぬ u pun～(要拝托体給我rl分

～)=配 るのを少々お手伝いいた

だきたい。～nia_nia(～□□)=

少しだけです。

chit,koan職権  〔名〕職権.

chit‐kt此 久  〔名〕今 (=chit‐

chin此陣).

chit‐16ng鵠 鵠 〔名〕(′阜)セ キレイ.

chit_li5ng質量  〔名〕質量.

chit.け一路  〔名〕道中.～ peng_
an(～平安)=道 中ご無事で,

chit.m左/ochim_/〇 ‐m6a此 浦 ?

〔名〕①今,現在.G6a～thg‐‐lai_
khi chiah_pig(我～韓宋去食飯)
=私 は今から帰って食事 をします。

②今度.～ tibh li lah(～着体
唖)=今 度はあなたの番です。

Chi t‐m6 a此 浦 ?→ ch i t‐ma

chit_Oan職員 〔名〕職員.
chit_peng此逸  〔代〕こちら,こち

ら側.Ti～chit tai si i_‐6(在～

此畠是伊的)=こ ちらのこれは彼

chit‐tiap‐kこ_a

のです_

chit‐pS‐hin一 部分 〔名〕一部分,

部分.

chit‐pban_半  〔数十量〕半分.～

khah ke(～ 較加)=半 数以上.

chit‐si此 世 〔名〕現世,今 生.～

chb phar,au_si kan_kh6(～ 倣

夢,後 世銀苦)=現 世で悪事をな

すと来世で苦 しむ.

chit,si一 時  〔名〕ひとしきり.～

put_chi t5a chこn(～ 不止大陣)=

ひとしきりたいへんな雨だった。

〔副〕①急に.～sian b6 kとu(～

想無到)=急 には考えつかなかっ

た。②ちょっとしたはずみに。～

chhb__khi(～ 錯去)=ち ょっとし

たはずみに間違えてしまった。

chit‐si‐ムー絲仔  〔 名〕若干 ,chha

～(差～)=若 干足 りない。

chit‐si‐五一時仔  〔 名〕片時.b6

～eng(無 ～閑)=片 時の暇がない。

chit,si‐kё/‐kbe一 四界一si‐kё

chit‐si`ぬng一 世 人一‐kui‐si‐Lng

chit‐sut,と一層仔  〔名〕ちょっぴり,

ほんの少 し(=chit‐tiムm_な一 鶏仔),

◇量や程度を表わすときに用い,

H寺間に関 しては用いない。chi独

～(食～)=ち ょつぴり食べる.～

h5'g6a(～ 給我)=ほ んの少 し下

さい。

chit‐thm‐左一鶏1子一chit‐sut転

chit‐tiam‐ょ_kt―一鶏培イ子夕↓→chit‐tiap‐

kt,と

chit‐tiap‐kt‐よ一雲久仔 〔名〕ちょ

っとの間 (=chit‐tiam_a 一鶏仔

久,chit_6‐よ一下仔).U lat, ～

chiこthg…khi(有 来,～ 就導去)

=ち ょっとの間来ですぐ帰 りまし
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chiu

chiuブ||〔名〕〔旧)州 .◇行政区画,

chiu周 〔量〕切れ。◇スイカやリ

ンゴなどの切ったものを数えると

き.si‐koe chhiat chb 4～(西

瓜切倣四～)=ス イカを4切 れに

切る。

Chit/① Sit守  〔 動〕守る。～

chiat(～ 節)=貞 節を守る,～

koan(～ 棺)=お 通夜をする。一

気楽に待つ.

chit,西  〔名〕,酉.

chi工虚 〔動〕① (木や歯などが)

朽ちる。chhis_pak～khi(樹 腹～

去)=木 の中が朽ちてしまった。

②虫が食 う。～kah chin li‐hふi

(～及長利害)=と てもひどく虫が

食っている。

chii就 〔副〕①…すると直ちに.
G6a chiah Pと_beh khi, chhian

i tan chit_5(我食飽～要去,請

伊等一下)=食 事をしたらす ぐに

行 きますから,彼 にちょっと待っ

てもらってください,②既に.
Thin b5e kng,g6a～lai(天 未

光,我 ～来)=夜 の明けないうち

にもう来ました.③ "・ならば.◇

ある事柄を仮定 してその結果をい

う。b6sё‐ji,～l poとh‐t6(無 細

原,～ 含城倒)=気 をつけないと

転ぶよ.〔 介〕…・を.～ chit e h5・

i(～ 此個給伊)=こ れを彼にやる。

―i 6  o 3  1 a i  s i u n ,  i a  s  c h a i _ i a n

(～伊的話来想,亦 含知影)章彼の

話から考えれば分かります。〔動〕

就く.～ sian_srもh(～ 先生學)
=先生に就いて学ぶ.

chiu‐boあt週 末 〔名〕週末.

chit‐cheng酒精  〔名〕アルコール.

chit‐cheng酒鍾 〔名〕杯.

chiこ‐chit就職 〔動〕①就職する

(=chiこ‐giap就業)。②就任する。

chi出‐ch5a凡記 〔動〕①誓いを立
てる,誓 う。～ chin tt kbe m6

(～錠不過口冥)=宵 越 しの金は持た

ぬと誓t をヽ立てる。②のろう。
～h s  p a t _ l a n g  s i (～給別人死)
=他 人が死ぬようにのろう。

chit‐choan酒 銃 〔名〕コルク抜き.

chit‐cmi酒 酔  〔動〕酔っ払う(=

chiよh‐chit‐chもi食酒酔).～  sim‐

thau dan(～ 心頭定)=酒 に酔っ

ても頭はしっかりしている.

chi出‐chham凡 識  〔 動〕(目下の者

の落ち度について)小言を言う。In

lau,ps put_si teh～(ほ老父不時

在～)子 彼の父はいつも小言を言

つている.～ 16e‐ml(～ 旨罵)=ぶ

つぶつ小言を言って悪態をつく.

chiこ‐glap就 業一chiこ‐chit

chirh5eヤ酉含 〔名〕カクテルパー

テ イー .

chit‐hun,toh酒 婚臭 〔名〕床杯1

◇婚礼の時,新 郎新婦が自分たち

の部屋において差し向かいで酒を |

酌み交わすために特に設けた食卓_

chiah～ (食～)=床 杯を酌み交わ

す。

chii‐jim就 任  〔動〕就任する。

chit‐ka酒 家  〔名〕キャバレー. |

chit‐kan〔‐左〕酒肝仔一chit‐pan

chit‐k6an_lang守寡人 〔名〕未亡人.

chiu‐khan周 刊  〔 名〕週刊.～  ‐

chap_chi(～雑誌)=週 刊雑誌. ‐

chiI‐khi蛙 歯  〔名〕虫歯白

chit‐khui転 酒開仔  〔 名〕せん抜き|

ｎ
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chit‐khut〔五〕酒?窟 〔仔〕 〔名〕

ぇくば.

chit‐lau酒棲 〔名〕料理店, レス

トラン.

chid‐lau〔
‐と〕酒漏 〔仔〕 〔 名〕(酒

用の)じ ようご・

chit‐li5ng酒 量  〔名〕酒量.

chit‐Pa,酉口巴 〔名〕i酉場, バー.

chit‐pan酒 瓶  〔名〕酒瓶(=Chiも。

kan‐a酒 肝仔).

chit_p6酒保  〔名〕バーテンダー.

chit‐poe酒 杯 〔名〕杯, グラス.

chit‐phiah酒 癖  〔名〕酒癖.

chiこ‐Si就 是 〔連〕たとえ…で も.

～16h h5・,g6a ia beh lai(～ 落

雨,我 亦要来)=た とえ雨が降つ

ても私は参ります,〔 動〕ほかで

もない。…だ。Chitこi～Tan sian_

s in(此位～陳先生)=こ の方が,

ほかでもない陳先生です.

chiuttb周到  〔形〕周到な,行き届

いた。siこn kah chin<想 及長～)

=と ても同到に考える。

chiu‐di周 国  〔名〕周囲.

chiun/OchiOng章  〔量〕章.t5

2～ (第二～)=第 二章.

chiun装  〔動〕糊付けする。Lai‐

san m_bian～(内杉不免～)=下 着

は糊付けしなくてもよろしい。

chitn築  〔名〕オール,か い。

chidn警 〔動〕みそ漬にする。～a冊

koc(～ 奄瓜)=ツ ケウリをみそ漬

にする。② (水や泥などをいじつ

て)汚 す.～ kah Chit seng‐khu

(～及一身躯)=全 身泥だらけにす

る。 〔形〕ぬかるんだ。Hit tiau

16・こ～bl?彼 條路含～没)=あ の

道はぬかるみますか。

chiこ
H‐
6h

・chitn皆 〔接尾〕◇ケチャップ状

の調味料.hOan‐a‐kiun_ch ittn(番仔

菫醤)=タ バスコ・

chiin上  〔動〕①上がる。～khi

laぃにng(～去標項)=二階へ上が

る。C府 く.～ke(～街)=街へ行

く,①乗る.～Chhia(～車)=車

に乗る。④ (ある数1こ)達する.

～l goёh‐jit(～一月日)=1か 月

になる.⑤掲載する。～ke_kah

(～家甲)=戸籍に載せる。⑥吹き

出る,発 生する.Ang‐khi～ htn

(紅柿～粉)=カ キに粉が吹 き出る。

chinH療  〔 形〕かゆい。p6～ (爬

～)=か ゆいのをかく。

chiin‐bとk上 目 〔動〕①敬意を払う

②価値を認める。

chiこB‐chr上糟?〔 動〕(子供などが)

甘 える (→Sai‐nai).gh‐a～ (□仔

～)=子 供が甘える.

chiこE_chu蟹螺  〔名〕(動)ヒ キガ

thiun‐chhin樟樹 〔名〕(植)ク ス.

chiun‐hi章魚 〔名〕(動)タ コ.

chiェD_it皆油 〔名〕皆油(→tこu‐id)・

chinn_khi上去 〔動〕上がって行く.

i peh～lau_t6ng(伊爬～棲項)=

二階へ上がって行く.

chiこn‐kh心/OSi5n野上課 〔動〕①

投業に行く。② (教室へ行って)

講義をする。

chiこn‐lai上来 〔動〕上がって来る。

tもi3‐kha thiとu～ (封下脚跳～)

=下 から跳び上がって来る。

chiun‐16樟 脳 〔名〕(化)し ようの

う.

chinn‐6h上學 〔動〕①学校にあが

る,②登校する。       )
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chng

chng庄  〔名〕①庄 (=Chng‐S ia

庄社).②村 (→chhOan村),
chng按  〔動〕①化粧する,飾 る。

～kah chin sti(～ 及長美)=き

れいにお化粧する.～ lai_bin(～

内面)中を節る。C壊 う。～siong

(～傷)=け がを装う.(諺 )～

siふ chian sin, ～ptt chian ptt

(～碑成碑,～ 佛成佛)=神 を装え

ば神となり,仏 を装えば仏になる。

→地位に応じてそれ相応の働きを

する。③荷造りする,包 装する。

～te(～茶)=茶 を包装する、.

chig錬  〔動〕① (きりなどで)穴

をあける。こng chttg‐a～khang

(用鎖仔 ～孔)=き りで穴をあける。

② もぐり込む.～ jip‐khi khang

―lai(～ 入去孔内)=穴 の中にも

ぐり込む.～ ‐‐16h‐khi chti‐tl(～

落去水底)=水 底にもぐる。

chig口空?〔 動〕(ぅるさく)つ きま

とう。Chit e gin_a tian_tian lai

～ (此個□仔定定宋～)=こ の子は

いつも来てはうるさくつ きまとう。

chig状  〔名〕書状.

chig旋  〔名〕つむじ.

chig銭 ?〔 動〕しゃぶる。～ lin

(～乳)=お 乳をしゃぶる。～pi占
‐bこ(～筆仔尾)=筆 先をなめる。

chng,と穂仔  〔名〕れんが.

chng‐左鍋子 〔名〕きり,千枚通し.

chig‐kah 子旨甲一→chこng,kah

chig‐kah‐hoe指 甲花一cにng‐kah‐

hoe

chng‐kha庄脚 〔名〕田舎.

chng‐sek放 飾 〔動〕装飾する,
る.〔名〕装倉行,飾 り.

chng,sia庄祓 〔名〕(―chng).

庄.②啓S落.

chng、than放艶 〔動〕化粧する,め
かす。cha_b6'こ～chiこsdi(査某

有～就美)=女 は化粧 をす ると美

しい。

chng‐thau庄頭 〔名〕①村.②村

予笛卜.

chig‐thau‐とす旨?頭 1子→chこng‐thau_

a

cho遭   〔動〕(ありがたくないこと

に)遭 う.～ lan(～ 難)=難 に遭

う。

cho僧  〔形〕(空腹または消化不良

のため)胸苦 しい。siⅢ‐koan_thau～

(心肝頭～)=胸 元が苦 しい。

Ch6/Cme倣  〔動〕①作る,こし

らえる～ S an(～杉)=着 物 を作 る。

～si(～詩)=詩 を作る.② …・をす

る,行 をう.～ Seng‐li(～ 生理)
=商 売をする。～kang(～工)=仕

事をする。～ki(～忌)=法 事 を営

む.～ bこ kとu(～没到)=や って

はいけない。～bこ lai(～没来)=

やり遂げられない。③ (人が)…・

になる.～ peng(～ 兵)=兵 隊にな

る。～kOan(～官)=役 人になる。

④ (天候が)…・になる.～ chti_

chai(～水災)=水害になる.～

hong‐thai(～ 風随)=台 風になる。

③嫁にやる。～t6‐5i e lang?(～

何位的人)=ど この人に嫁にやる

のですか,〔 介〕①…,として.～

g6a‐‐6h5・ i(～我的給伊)=私 の

ものとして彼にやる。②…Ⅲの勝手
に, ,"は・…で.m_thang―li b6 1ai

(不通～体無来)=勝 手に来ないの

はいけない.li～li  k 6 n g  (体～

体講)=君 は君で勝手に話せ.
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ch6噌  〔形〕(文)騒 々しい。 hi‐

khang～ (耳孔～)=騒 々しくて耳

ざわりだ。 〔動〕騒がす。～lang

e hi(～ 人的耳)=騒 がしくする.

ch5造  〔動〕(大きいものを)作 る,

造る。～lさk,st(～歴史)=歴 史を

作る。～Chan(～ 船)=船 を造る。

ch5座  〔量〕座,棟 .◇ どつしり

腰をすえたものを数える。1～

chhも(一～層)=1棟 の家.1～So an

(一～山)=1つ の山.

ch5糟  〔動〕髄 りたくる。こng

び_bよk～‐‐khi‐lai(用,亀墨～起来)

=墨で真っ黒に塗りたくる.② を

す り付ける.I ka_ki tt iin teh～

h5・lang(伊 家己不認在～給人)=

彼は白状 もせずに人になすりつけ

ている.

ch6‐a築 仔  〔名〕(植)ナ ツメ.

chb‐bとk/chbe_ 〔 動〕大工をする。

I teh～(伊在～)=あ の人は大エ

をしています。

chb‐chもng/Chbe_倣 話 〔動〕証言

する,証 人になる。khi hoat_in～

(去法院～)=裁 判所へ行って証言

する。

chb‐cht/chbe_徹 主 〔動〕よりど

ころとする,あ てにする.liよh

chit e～(源此個～)=こ れをより

どころにする。

ch心_chhan‐lang/chbe_倣国人 一

chb‐sit,lang

chも‐ge/chbe_徹 牙→ge牙

Cho‐頚 道遇  〔動〕遭遇する.

chb_hia‐6/chbe_徹 瓦的 〔名〕瓦

職人.

ch5_hOan造反 〔動〕反乱を起こす,

たてつく.

chb‐pian

ch心‐hoat/chbe_微法 〔名〕作 り方.

ch心‐h6e/chbe‐hこ倣影  〔動〕いっ

しょにする,一 つになる。 Hit

2 chiah kau 最1_thang pak―,

6 sio ka(彼 二隻狗不通縛～,含

相唆)=咬 みあうので,あ の 2匹

のイヌをいっしょにつないではい

けません。 〔副〕いっしょに (=

tang_ch6同斉)。Lan～ lai_khi(「自

～来去)=い つしょに行 きましょ

う。

ch6‐iこ左右 〔名〕①左右.～ 1↑n

(～隣)と左右両隣.②…くらい,ほ
どす30～hもe(三 十～歳)=30歳 くら

ぃ。pah 5 6 1ang～ (百五的人～)

=150人 前後 .

chb‐kang/chbe_故工  〔動〕労働

する,働 く (=choh‐Sit微楠).

ch心‐ki/chbeS徹忌 〔動〕(毎年命日

に)供 養する。

chb‐kheh/chbe_微客 〔動〕①客

になる.thg…khi g5a・ke～ (寿去外

家～)=里 方に帰ってお客になるロ

②嫁入る。21 hbe～(二十一歳～)
=21歳 で嫁入りした.   ―

cho‐lan遭 難  〔動〕遭難する.

ch心‐lang/cme_徹 人  〔動〕人間

らしくする.～chin phムin chb(～

員夢微)=人 たることは難 しきか

な。

chb…lang/chbe…徹人  〔動〕(結婚

の)縁 組みをする。iau_b5e～(猶

未～)=ま だ縁組みをしていない。

cho‐liau佐?料 〔名〕① (料理に

入れる)具,加薬.② (主たる料

理に添えた)突 き出し,取 り合わ

せ物 .

chb‐plan/chbe_ 律文在語
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ch6‐ph5an

レデイーメー ドの.～ e san(～的

杉)=既 成の服 .

ch心‐ph5が/ch6e`倣 伴 〔動〕(仲間

に)なる。kib 1 6 1ai～(叫一個宋
～)=1人 呼んできて仲間にする。

ch5‐seng造 成 〔動〕作り上げる。

kdi e in_sb・kau_chit lai～6(幾

的因素交織来～的)=い くつかの

要素が織り交ざって作り上げられ

たのである。

ch心もit,lang/chbe_依猫人 〔名〕

百姓,農 夫 (=ch心‐chhan_lang微

国人,choh_chhan_lang作 国人 ,
chOh_s it,lang作楠人).

ch5,tam‐h5e座 談会  〔名〕座談会.

c恥‐tin/cme_ 依陣→協ng‐c碓

ch6‐thδ/chtte_依土 〔動〕壁を塗

る.

chb‐thδ尭/chtte_依土的  〔名〕

左官.

chび租  〔動〕(不動産などを)賃 貸

借する (=sbe税 ).G6a chit

keng chhtt beh～lang(我此間層要
～人)=こ の家を人に賃貸 しした

い. G6a beh‐-l keng chhd lai

tba(我 要～一間暦来瀞)=1軒 借

りて住みたい。 〔名〕刀ヽ作米.

〔量〕石.◇小作米としてのもみを

数えるとき,l ni siu 5 pah ～

(一年収五百～)=1年 に 500石の

小作米を受け取 る。

Chび組  〔動〕組み立てる (=tとu

rl).～ siぃim_ki(～ 収音機)=ラ
ジオを組み立てる。 〔量〕組,セ
ット.hun 2～ (分爾～)=2組 に

分ける。1～ ki_hai(一 ～機械)
=機 械 1セ ット.

Ch3租 〔名〕C虎祖。②祖父母.

ch3助  〔動〕(文)助 ける (→ kiも

救).～ jibk(ヽ 弱)=弱 きを助け

る。

chむ。bi5祗 廟  〔名〕祖先を祭る廟.

chむ‐b6/‐bt祀 母  〔名〕祖母.

chS‐chan助 費  〔動〕(一ch5・).助

ける。Chhian li chit_sut_1と～g&
bこibh_ム(請体一層仔～我買棄仔)
=ど うか薬代をちょっと援助して

ください。

c賄‐chi 阻止一c賄‐t6ng

chいchit組織 〔動〕組織する。～

l e chёng‐t6ng(～一個政熊)=
政党を組織する.〔名〕組織.

ch3‐chhit助手 〔名〕(仕事の)助

手.
chび‐chhut粗出 〔動〕賃貸しする。

chむ‐gai阻碍 〔動〕妨げる, じゃ

まをする。

chむ‐hi祀 父 〔名〕祖父(→a_kong).

chS‐kあu助 教 〔名〕(大学の)助 手.

chび‐kim租 金 〔名〕(土地や家屋な

どの)借 用料.

ch3‐kok祀 園 〔名〕祖国.

chむ‐kong耐公 〔名〕(―ch6・)。①先
祖 (=ch6■sian祀先).②ひいお

じいさん.

chS‐lI助理 〔名〕助手,補 佐.～

h5・‐s5(～ 護士)=看 護助手.

ch3‐m五 祀嬌  〔名〕ひいおばあさ

ん.

chS‐san,si助産士 〔名〕助産婦(→
s a n‐p 6 ) .

ch6‐sian祀先 〔名〕(文)祖先 (→
c h 6・‐kong).

chぃseng組成〔動〕①饉職 して)作
りあげる。～ti‐Oan‐h5e (～ 委員

含)=委 員会を結成する.の (・…か

56



ら)なる。 Chit keng tai‐hak si

5 e hak‐in lai～6(此 間大學是五

個字院宋～的)=こ の大学は5つ

の学部よりなる。

ch3_sa助詞 〔名〕助詞.

chむ・tbng阻 宮 〔動〕妨害する,阻

止する(=ch6・‐chi阻止).

ch3_t5ng,st助動詞  〔 名〕助動詞.

ch6a紙  〔名〕紙.

ch6a蛇  〔名〕(動)ヘ ビ.

ch5a行  〔量〕①行.tもi t3 3～

thよk‐‐kht(封第二～讀起)=第 3

行から読む。②回.◇運行の回数

を数 えるとき。 1～Chan(一 ～船)

=1航 海 .

ch6a‐cME紙 銭 〔名〕紙銭 (→kim‐

ch6a,gin‐ch6a).◇焼いて神仏や

死者の霊に捧げる.

ch6a‐hi紙魚 〔名〕(虫)シ ミ.

ch6a‐hun紙煙  〔名〕巻きたばこ.

ch6a‐lian紙撚 〔名〕こより.

ch6a‐hau紙 篠 〔名〕①紙切れ。②

紙テープ.

ch6a_lok〔_と〕紙実 〔仔〕 〔 名〕紙袋 .

ch6a‐phe紙 歴―→ch6a_phoe

ch6a‐phoe/‐phe紙胚  〔名〕ボール

紙 .

ChoaB煎 〔動〕①端かす。～ktnt
Chdi(～湊水)=湯を沸かす。②
煎じる.

chban煎 ?〔 動〕(脂を)煮 出す。～

hi3(～ 猪油)=ラ ードを煮出す。

Ch6an泉  〔名〕泉.

Ch5an織  〔動〕①噴き出る。hoch
～‐‐chhut_lai(血～出来)=血 が噴
き出る。② (シューッと)か ける。

～ji5(～ 尿)― l 便ヽをかける。

Ch6ゴ_iin/ochain_悠様 →とn_ch6ゴ

chOan

choah油  〔動〕①曜れる,揺 らす.
c h hもte h～(層在～)=家 が揺れて

いる。 toh,a m_thang ka g6a ～

(臭仔不通給我 ～)=机 を揺 らさな

いでください..②(液体が揺れて)
あふれ出る。chti～__chhut_lai(水

宇出来)=水 があふれ出る。③ (人

心が)動 揺する。thong_ke～…khi_

lai(通 街～起来)=街 中が動揺 し

だ した。

choあh差  〔動〕①違う。2 1ang 6
chこ‐tiun～hig lah (二 人的主張

～遠F泣)=2人 の主張は大きく違

う。② (筋を)違 える。～tibh

kha_kin(～ 着脚筋)=足 の筋 を違

える.

choain子罪 〔動〕鉢 をねじる.

Kha‐chiah p6 bこ  tibh,  koi‐

put‐chiong lng～ ‐―e(脚 脊爬没着,

姑不格用～的)=背 中がかゆくて

もかけないので, しかたなしに体

をね じ曲げる。② くじく。chhit_

kut～__ti6h(手骨～着)=手 をくじ

く。

choan専  〔副〕専ら.～ pan kon螢

sこ(～努公事)=専 ら公務を処理す

る.〔 形〕ネ碑 の,Chtt‐biこ ～

b6?僻 有～無)=も ち米は混ざ

りものがないですか。

choan嫌?〔動〕①かせぐ.～j5a‐
chS chin?(～ 若多錠)=い くらか

せぎましたか。②ごまかす。G 6 a

h5・li bl～tit(我給体没～得)=

ぼくをごまかそうとしたつてだめ

だ.

choあn韓  〔動〕転 じる。～kbe…

khi tb‐chhit‐peng (～ 過去倒手

芳)=左 に方向を転 じる。～ sin
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choan

(～身)=体 を回す。

choan全  〔副〕まったく.～b6(～

無)=ま ったくない。～si h6‐lang

(～是好人)=全部善人だ.

choan a廃 〔動〕(一chこn).①ねじ回

す。(～手)=手 をねじる.、村‐cheng

(～時鐘)=時計にねじをかける。

②綾る。～s an(～杉)=服 を絞る。

choan‐ban専門 〔名〕専門.

choとn‐chiとh廉食 〔動〕(―choan).

①かせぐ.畿kづi t  t e h～(逐日在
～)=毎 日かせいでいる.② ごま

かす。1もn g  b e h～l a n g (す龍要～

人) =い つも人をごまかそうとす

る。

ChOとR‐Chiとh‐oan嫌 食碗  〔 名〕(俗)

商売道具.

chcan_chhia専車  〔名〕専用車,

特別仕立ての車.      ャ

choan_hak韓害  〔動〕転学する,

転校する。

choan_hau全校  〔名〕全校.

choan_jian/⑤chng_全然  〔副〕全

然, とんと,～ 品‐chai(～不知)=

全然知らない。～b6chhin_chhisn

(～無親像)=ま るで似ていない。

choan‐jim事 任  〔名〕専任.

choanもこ全憲  〔 動〕(文)(病気

が)全 快する。

choan_ka事家  〔名〕専門家.

choan_kang事 工 …→ dliau_kang

choan_kok全国  〔名〕全国.

choan_leng全能 ,〔名〕全能 .

choan_pS全部 〔名〕全部,皆 .～

chiau kとu,(～ 齊到)=全 部そろ

いました.～ 6S_kiとn(～ 的意見)
=皆 の意見.

choan_si錠匙  〔名〕ねじかぎ.

choan,sim専 心 〔動〕専心する。

thak_chheh古もh～ (言貢書着～)=

勉強は専心しなければならない。

〔副〕一心に.～ chtt seng‐li(～

倣生理)=一 心に商売をする。

choan_sin全 身  〔名〕全身.

choan‐t3専 途  〔扇u〕専ら,専門に.
～teh bこbi(～ 在責米)=専 ら米

を売っている。

choan_thこ全樋  〔名〕全体.

choとt絶  〔動〕(文)絶 える.khtti
～lah(氣 ～「出)=息 が絶えた。～

ian(～ 縁)=縁 が切れる。

choat_b5ng/①‐bang絶 望  〔動〕

絶望する.I e sen_mia i_keng～

(伊的生命己経～)=彼 の命はもう

絶望的だ。

choとt‐ian絶縁 〔動〕①絶交する。

②(電気を)絶縁する.
choとt‐kau絶交 〔動〕絶交する。

G6a beh kap li～ (我要及体～)
=君 と絶交したい。

choat_sit絶食  〔 名〕絶食する。

choとt‐pit絶 筆  〔名〕絶筆.

choとt‐ttti絶撃す 〔副〕絶対に.～品‐

si(～不是)=絶 対にそうではない。

chtte倣→ch心

chbe最 〔副〕(文)最 も,～ li‐pian

(～利便)=最 も便利だ。～kh6・‐も
“n

(～可悪)=一 番憎い。

ch6e ヌ写―→che

c h 5 e  多 ―→ch l

ch5e罪 〔名〕罪.
chbe,ai最後 〔名〕最後.
cme‐脱 k倣 木―→cm_bak

ch掟 。cht倣 主→ chb‐cht

chtte‐chhび最初 〔名〕最初.
ch5e‐giat罪華 〔名〕罪業.
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ch5e‐jin罪 人  〔名〕罪人.

chbe‐kin/‐kin最 近  〔 名〕最近.

～ 16ng品‐bat khban_kin li(～す縄

不雷看見体)=最 近ちっともお目

にかかりませんね。

chbe‐Lng l敬人→cm‐ぬng

chbe‐tin依陣一chb‐tin

ctte‐th3 微土→cm‐th3

chOeh節
―→cheh

chOeh‐jit節 日→cheh‐jit

choh作 〔動〕耕す。～chhan(～ 田)

=田 を作る。 ～hng(～ 園)=畑 を

耕す。

ch6h翻? 〔動〕①置きっぱなしに

する。sとu_chiもo・‐pもh～ (掃答鳥

白～)=ほ うきをところかまわず

置きつぱなしにする。②投げ出す。
～hin‐sak(～翻棄)=投げ捨てる.

choh‐chhan_lang作 国人一 ch心ヽ sit・

lang

ch6h‐jit昨日 〔名〕一昨日.

choh,sit作稽 〔動〕①百姓をする。

jintchin～(認長～)=一 生懸命に

百姓をする。CttK(=chb‐kang

作工).I ti thi‐thaustiぁm～ (伊

在刺頭店～)=彼 は理髪店で働い

ている.

choh_sit_lang fT稽人一chb,sit‐Lng

ch6k族   〔 名〕族.◇ 一族,同 族

の意.

ch6k濁  〔形〕(装飾や模様などが)

しつこぃ, あくどい。pb・‐ti siun
～(怖置尚～)=室 内装飾の配置が

あくどぃ。

chok_bin作文  〔 動〕作文する。

〔名〕作文.

chOk_chiと作者  〔名〕作者.

chOk,chian作戦 〔動〕①作戦をた

ch6ng‐ b6

てる。②戦争する。
chok‐giap作業 〔名〕①練習問題.

②宿題.

chok‐giat作寧 〔形〕いたずらな

(=giat_siau撃 緯 ).～ gin_ム (～

□仔)=い たずら小僧.〔動〕い

たずらをする。Tiam_tiam ch3,市

thang～ (店情坐,不 通～)=静 か

に座っていなさい,い たずらをし

てはいけません.

chok‐15ng作用 〔名〕作用.

chok‐ka作 家  〔名〕作家.

chok‐koあi作 怪 〔動〕悪さをする.

Li kan～hsn?(体 敢～喀)=君 は

悪さをするつもりだな.

chok‐khek作 曲 〔動〕作曲する。

chok‐khek‐ka作 曲家 〔名〕作曲家.

chok,loan作寓し 〔動〕舌しを起こす。

chok‐phin作品 〔名〕作品,  _

ch6k‐phむ族譜 〔名〕家系図.

chok‐si作 詩 〔動〕作詩する。

ch6ng紹  〔副〕①すべて,皆 .～

Sttg(～算)=す べて数える。～lai

(～来)=皆 来ました。②要するに,

結局,Li～ 宜6h khi(体 ～着去)
=要 するに君は行かなければなら

ない.

chbng壮  〔形〕(文)強 健な.sin_

thもchin～(身檀具～)=体 がきわ

めて強健だ。

chbng葬  〔動〕葬る。

ch3ng状  〔名〕(文)あ りさま,体

裁.

ch6ng‐b6紹 無 〔副〕どうして.◇

決してそんなはずがないという反

語を表わす。I tO S thak chheh,

～品‐bat ii(伊都有誤冊,～ 不識

字)=彼 は学問をしたことがある
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ch6ng‐bこ

のにどうして字を知らないものか。

一彼が道理をわきまえていないは

ずはない。

ch6ng‐bこ総務  〔名〕総務.

ch6ng‐chhai総 裁  〔名〕総裁.

chong‐giam荘 歳  〔 形〕荘厳な。

kttu‐h5e e laisbin chin～(教含

的内面長～)=教 会の中はとでも

荘厳だ.

ch6ng‐hang紹 行 〔名〕(会社や銀行

などの)本 社,本 店.

chong‐hap綜 合  〔名〕総合.～

chap_chi(～雑誌)=総 合雑誌.

ch6ng‐h5e総含  〔名〕C総会,

② (公益社団法人などの)最高機
関.

ch5ng‐h6ng状 況 〔名〕状況,情 況.

chong‐kあu宗 教  〔名〕宗教.

ch6ng‐ki紹 機 〔名〕(電話)交換台.

ch6ng‐kiat紹 結 〔動〕まとめる。
～th6‐1こn e kiat_k6(～討論的結

果)=言 寸論の結果をまとめる。

ch6ng‐ki5ng総 共  〔副〕合計して,

全部で.～ j5a‐chl?(～ 若多)=

合計いくらですか。

ch6ng‐k6ng紹 講  〔副〕要するに,

せんじつめれば.～ li tttibh(～

体不着)=要 するに君が悪い。

ch6ng‐にng‐si紹 領事 〔名〕 総領

事.

ch6ng‐lf紹 理  〔名〕総理.

ch6ng‐ptti崇弄  〔動〕崇拝する,

あがめる。 〔各〕崇拝.

ch6ng,phS紳 簿 〔名〕台帳,元 帳.

ch6ng,sek装 会行 〔動〕装飾する.

chttng‐sek葬 式  〔名〕葬式.

chong,sek,phin装 飾品 〔名〕装飾

品 .

ch6ng‐si紹 是 〔連〕しかしながら.

Sui‐jian chin gau sも s an,～b3_

hiau kざgin_と(難然員賢洗杉,
～没暁顧□仔)=洗 たくは上手だ

が,子 守はだめだ。 〔副〕つまり,

要するに。Chit pang e ss,～li

m_ti6h(此討的事,～ 体不着)=今

度のことは,要 するに君が間違っ

ている.

ch6ng・su蔵 書  〔名〕蔵書.

chong‐ti装 置  〔名〕装置.

ch6ng‐tibh紹着  〔副〕とにもかく

にも.Li～ khi(体 ～去)=と にも

かくにも行きなさい。 siとu_lian‐

lang～jin_chin(少年人～認長)=

若い者はとにかく熱心でなければ

ならない.

ch5ng‐thai状 態  〔名〕状態.

ch6nttth6ng紳統  〔名〕総統,大

統領.

chu珠 〔名〕①玉,珠 .Cつ ぶつ
ぶ . bよk‐c h i u  s e n ～(目舶生 ～) =

目につぶつぶがで きた。

chu書 一 chheh 冊

chu痘  〔名〕天然痘.chhut t

(出～)=疱 着ができる。chёng～

(種～)=種 痘する。

chu‐諸‐ 〔接頭〕諸….chu‐kun

(諸君)=諸 君.chu_kok(諸国)=

諸国.

cht主  〔名〕あるじ,主 人,

Cht主  〔名〕主.◇ エホバを呼び

たたえるときやキリストを呼び求

めるときに使う。

Ch1/cht,chi煮   〔 動〕①煮る,

炊 く.～ pttg(～飯)=飯 を炊く,

②料理する。～kもi_a oan chhとi

(～幾若擁菜)=幾 品もの料理 をこ



しらえる.

ch也注 〔動〕① (文)注 ぐ.～流k

(～目)=目を注ぐ.②注射する。
～ lia u  k e  c h i n  s 6 n g‐kh oとi(～

了カロ長爽快)=注 射 をしたら気分

がょくなってきた。

c hェ註 〔動〕①天命で定まってい

る。～Si(～死)=死 ぬことが天命

で定まっている。一やっぱ りだめ

だ。②証をつける。 〔名〕註.

ch也鋳 〔動〕鋳る。～chSR(～袋)
=貨 幣を鋳る.

chi自  〔介〕(文)・…から(=cheng

従).～ Cha g6a tibh chai(～早

我着知)=早 くから私は知ってい

た。～ 2。 3 iit‐cheng i_lai,lang

kam_kak chin sian(～二三 日前

以来,人 感覺員俗)=2・ 3日 前

からとても疲れを覚えるのです,

chi敷 ? 〔 動〕(熱やほこりなどか

ら守るために)敷 く (→chhu敷).

Sng toh‐pb・～leh(用臭布～Fjl)=

テーブルクロスを敷きなさい.

chu_ang朱紅  〔名〕朱色.

cht‐aこ主後 〔名〕西暦 (=kong‐

g o a n公元).

chu‐bとk朱墨 〔名〕朱墨.
chu‐bi滋味 〔名〕①味.②風味.

chi‐bin住民 〔名〕住民.
chi‐bOとR自浦 〔動〕(文)自 己満足

する,うぬばれる。こi‐jin put kh6
～(鳥人不可～)=人 たるもの自己

満足すべからず.

ChI‐b6k注 目 〔動〕注目する.Sё・

kan‐lang teh～ (世間人在～)=世

間の人が注目している.

ch出‐bin註 文 〔動〕注文する。こ～

b6?(有 ～無)=注 文しましたか。

cht,chhibng

chi‐chi住 址  〔 名〕住所 (=chこ‐

s6・住所).

cht,chiとh/chこ、chi‐煮食 〔動〕

煮炊 きする,炊 事をする。 khah

cha khi_lai～(穀早起来～)=早 め

に起 きて炊事をする.

chi‐chiよh‐6/cht‐,chi‐煮食的

〔名〕料理人 (=ta_su厨却,to・tchi

厨子).

chこ‐chin自墨 〔動〕自害する。

chこ‐chibng主格 〔名〕主将.

chischi6ng自従  〔介〕…・から,

◇時間に関して使う。～in lau_pl

si liautaこ, ka‐lai ё ke_h6e chi3

l lang pun l pban(～ ほ老父死

了後,家 内的家快一人分一半)=

父親が死んだのち,彼 らは家の中

の財産を半分ずつに分けた。

chこ‐chip衆 集  〔 動〕集まる (=

chip‐hap集合),集 める。～ khui‐

h5c(～ 開含)=集 まって会を開く.

chi‐chS‐chhan自 助餐  〔名〕セル

フサービスの食事,バ イキング料

理 .

chi‐choan‐chhia自 轄革→kha_tとh‐

chhia

chふchun‐sim自魯心 〔名〕自尊い。

chi‐chhai/chi ch工 煮菜  〔動〕

料理する。In bよgau～(伝妻賢
～)=彼 の奥さんは料理が上手だ.

chu‐chhang珠葱 〔名〕(植〕ワケギ.

ch工‐chheh註 冊 〔動〕① (主とし

て商業関係の)登 記をする。②(学

校で学期の初めに)登 録をする,

cht‐chhi主 持  〔動〕主宰する,主

となって行なう.T5‐sこlai～(道

士来～)=道 士が来て主宰する。

cht,chhibng tt「昌 〔動〕主唱する。
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cht,ゴ

h_sek,ch路―hong‐siもk ttth kai‐

sian(有 識者～風俗着改善)=有

識者は,風 俗 を改善 しなければな

らないと主唱する。

cht‐gi主 義  〔名〕主義!

cht‐gt/gt,」 主語 〔名〕主語.

chi‐h5e衆 含 〔名〕集会 (=chip‐

h5e集含).

chこ‐hこi 自費  〔名〕自費.

cht‐hun‐lang/①‐jin主婚人 〔名〕

結婚式の主筆者。◇通常男女双方

の家長がこれにあたる。

cht‐i主 意 〔動〕思い通りにやる,

1 16ng ka‐ki teh～ (伊旋家己在
～)=彼 は思い通りやっている。

〔名〕思わく,思いつき.Li S sian_

mih～ ?(体 有甚慶～?)=な にか

よい思わくがありますか。

ch也‐i注 意  〔 動〕注意する。臨

na k6ng m‐tibh, pとi‐thok li ka

g6a～ (我若講不着,拝托体給我～)
=も し言い間違えましたらご注意

願います。〔名〕注意.

chこ,in住院  〔 動〕入院する。

cht‐iau主 要  〔形〕主要な.～ 6

bもk‐tёk(～ 的目的)=主 要な目的.

cht‐im子 音  〔 名〕子音.

chu‐i6ng滋 養  〔 名〕滋養.

chi‐id自 由  〔形〕自由な, sin_

gi6ng～ (信仰～)=信 仰は自由だ.

〔名〕自由.～ b5ともk(～ 貿易)=

自由貿易,

chi‐jian自 然  〔 名〕自然.～ 恥o,

hak(～科害)=自 然科学.～ 品oan_

k6ng (～ 環境)=自 然環境.

〔扇U〕①自然に。 (諺)It sia～

hiong(有 葬～香)=舞 香あれば自

然に匂う 一 学問のある者,徳 の

高い者は自然と人に知れる。②無

論 .Kian na chb phなr ta卜chi,

～pl‐b6S hoan_16(子 若倣 夢事

誌,～ 父母含煩1笛`)=子 供が悪い

ことをすれば無論父母は悩む.

〔形〕自然な.ptn h6,iよu‐b5e～

(病好,猶 未～)=病 気は良くなっ

たが,ま だ元通りではない。

cht‐jim主 任  〔名〕主任.

cht‐jit‐6h主 日害  〔名〕(キリスト

教の)日 曜学校.

chi‐ka‐i5ng自 家用 〔名〕自家用,

専用.

ch也‐kai註 解  〔動〕注釈する.

〔名〕注解.

chこぅkak自 覺  〔動〕自覚する。

chこ‐kとu主 教  〔名〕(カトリック教

の)司 教.

chu‐keh資 格  〔名〕資格.

chi‐ki自 己一ka_ki

chu‐kim資 金  〔名〕資金.

cht‐kiong子 宮  〔名〕子宮.

chS,kip自 給  〔動〕自給する。～

chこ、chiok(～自足)=自給自足.

chこ‐k心主顧  〔名〕顧客.

cht,koan主観  〔名〕主観.

chこ‐koan主権  〔名〕主権.

chu‐kI書 句 〔名〕格言.

cha_khi磁気  〔名〕磁気,

chi‐Li‐chdi  自宋水→chti‐t5

chこ‐lang主人 〔名〕二人.

chu‐liau資料  〔名〕資料.

chu‐13朱驚  〔名〕(′鳥)ト キ.

cht,mi/chi chi‐煮麺 〔名〕煮

こみうどん.

c h d ‐n n g 薯榔  〔名〕( 植) ソメモノ

イモ.

chこ‐ol自 衛
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chこ‐pan主非 〔動〕主催する。

cht‐pin主賓 〔名〕主賓.

cht‐pit主筆 〔名〕主筆.

chu_p6珠賀 〔名〕宝五,珠玉.

chu‐ptn資本 〔名〕資本.

chu,Pdn,chこ‐gi資本主義 〔名〕資

本主義.

chu‐Pこn‐ka資本家 〔名〕資本家.

chutSan資産 〔名〕資産.

chu‐San`kai‐kip資産階級 〔名〕ブ

ルジョア.

chi‐Sat自 殺  〔動〕自殺する.

chu‐sё姿勢  〔名〕姿勢.

cht,sё/‐Sbe仔 細  〔 形〕慎重を,

注意深い。gui‐hiam./khah～leh

(危険,較 ～F列)=危 ない,もっと

慎重にやりなさい。 〔副〕子細に,

細かく,～ kban(～看)=子細に見

る。

cht,sёk主 席  〔名〕主席.

chitsek註樺  〔 動〕注釈する。

〔名〕 注釈.

chI‐sia注射  〔動〕注射する。

h5■sS tt‐chiah iai～(護士適即宋
～)=看 護婦がいましがた注射に

来た。

ch也‐siattang 注射筒 〔名〕注射器.

cha_sian慈善  〔名〕慈善.～ sこ‐

gittp(～事業)=慈 善事業.

chこ.siau註錯 〔動〕取り消す.

Chホsin注 碑  〔 形〕一心不乱の,

心をこめた.Thak,chheh, tibh

khah～leh(讀冊,着 較～瑚)=勉 強

は一心不乱にしなければいけない

chこ_sin自信  〔動〕自信をもつ.

G6a～ |_hiau ch心 (我～含暁依)
=私 はできる自信を持つている。

〔名〕自信.       ″

cht‐t5まと

chi‐sip自習 〔動〕自習する。

cht‐sit主食 〔名〕主食.

chこ‐siu主修  〔動〕専攻する。～

Tlong‐kok lёk,st(～中国歴史)=

中国歴史を専攻する。〔名〕専攻.

cht‐siu自1多 〔動〕自修する,自習

する。Chi t  t i a m _ c h e n g  b e h   ～

(此難鐘要～)=こ の時間は自習に

します。

chi‐sit自首  〔動〕自首する。

chi‐sむ住所→chi‐chi

chu‐soan珠算 〔名〕珠算.

cht,sbe f子細一ch近‐sも

chこ‐su自 私 〔動〕自分勝手なこと

をする。品・thang～ (不通～)=自

分勝手なことをしてはいけない。

chtssun‐teng子 孫釘 〔名〕◇棺の

ふたの一番高い所へ少しだけ打ち

込み,喪 主に口で抜かせる釘.

cht‐t6/‐t5e子弟  〔名〕①子弟,

②(察礼などにくりだす)若い衆.

chi‐tl‐hi/‐t5e_子弟歳 〔名〕素人

芝居.

chi‐ti 自治  〔名〕自7台。

chu‐tittm書店一chheh‐tiとm  ‐

ch也‐ti5ng注重  〔 動〕重んじる,

重視する。～thak kap Siム (～

誤及篤)=読 み書きを重視する.

cht‐tiun主張  〔動〕主張する。～

koan_li(～権利)=権 利を主張す

る。 〔名〕主張.

chこちt5ng自動 〔副〕①自動的に.

chhia‐mng～khui(車門～開)=車

のドアは自動的に開く。②自発的

に. Kok`bin―khi‐lai 16‐t5ng h6k‐

bS(園民～起来第動服務)=国 民は

自発的に立ち上がり労働に服務 し

た。 〔形〕主体性のある。chhai_
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chS‐t6ng‐chhia

chht～e thよi_t5°(採取～的態度)

=主 体性のある態度をとる。

chi‐t5ng‐chhia自動車 〔名〕自動

車 (=khi‐chhia汽車).

chu‐thai姿 態 〔名〕ポーズ,ス タ

イル.

chこ‐thこ主能 〔名〕主体.

chi‐ttth住 宅  〔名〕住宅,住 居,

住まい.

chuh注 ?〔 動〕(小さい穴などから)

チユッと出る,出 す.Lang～ …

chhut‐lai(膿 ～出剰 =膿 がチュ

ッと出る.

chti水  〔名〕水.〔形〕①水っぽ

ぃ。Moai cht liとu siun～(震煮

了尚～)=粥 を炊いたがとても水

っぽい。② (色などが)薄 い.sek

こkhakヨ 色有較～)=色 がわりあ

い薄い。 〔量〕回.◇ 年に何回か

収獲がある家畜や農産物の回数を

数えるとき。Chit Chi6ng k6e‐

chi,l ni sen kti～ ?(此 種果子
一年生幾～)=こ の果物は 1年 に

何回なりますか。

ch工i弾  〔動〕酔う。Na～ ,chiah

tba chia khもn chiこ h6(若 ～,

即滞這B困就好)=酔 ったらここで

泊まればよろしい。

chti幸 」?〔 動〕① (カンショなど

のような細長いものに刃物を押 し

つけて)ぐ るっと回して切る。～

kam‐chiと (～甘蕉)=カ ンショを

回して切る。②(無理に)押しつける。

Kong,chhin ki6ng ka i ～‐‐16h‐

khi(公 親強給伊～落去)=仲 裁人

が無理や り彼に押 しつけて しまっ

た。

chd‐ah水 弔島

chti‐ang水紅 〔形〕ピンク色の.
～sek(～色)=ピ ンク色.

chtisang‐と_htn水紅仔粉 〔名〕ほ

お紅.

chti‐bin水面 〔名〕水面.

chti‐bit‐th6水蜜桃  〔名〕(植)ス イ

ミツトウ.

chti・b6/‐bt水 母  〔 名〕(動)ク ラ

ゲ (=thこ昨).

chti‐chah水間 〔名〕水門.

chti‐chai水 災 〔名〕水害.

chti‐chek水 燭  〔名〕(植)ヒ メガ

chti‐ch6ng水腫  〔名〕(医)水 腫.

chti‐cheng‐khi水 蒸氣 〔名〕水蒸

気.

chti‐chin水晶 〔名〕水晶.

chti‐chiam水 針 〔名〕(魚)サ ヨリ.

chti‐ch6水槽 〔名〕C樋 .②水タ

ンク.

ch苗‐ch6k‐ko左n水 族館 〔名〕水族

館.

chdi‐chu水 痘  〔名〕(医)水 痘,水

疱着.

chti‐chこn水 準  〔名〕水準, レベ

chti‐chhai_。こ水彩重 〔名〕水彩画.

chti‐chhan水 田  〔 名〕水田.

chti‐chhia水車  〔名〕水車.

chti‐chhttng水ヤ中一→ph6k‐pけ

chti,chhit水手  〔名〕水夫.

chdi‐chhu水岨  〔名〕(虫)ボ ウフ

chti‐gin/①Sdi‐/‐ぶR水 銀  〔名〕

水銀.

chti‐goan‐tё/_t5e水源地 〔名〕水

源地.

chi‐ ぶ  水 牛 ― sd,gi〔名〕(″島)カ モ



chti‐がn水銀一chdi‐gin

chti‐hai水害 〔名〕水害.

chti‐hOe水花 〔名〕水しぶき,水

煙.

chti,hun水分 〔名〕水分.

chti‐16ng‐ёk水 溶液  〔名〕水溶液.

chti‐id水i由一chibh‐id

chti‐ka水 膠  〔 名〕(精製した透明

の) ニ カ ワ ・

chti‐kあu水垢 〔名〕①水垢。②お

り.

cHi‐ke/‐koe 水鶏一,sti・ke

chti‐kiau水鮫  〔名〕(ゆでた)ギ
ョ ー

ザ .

chtiもkng水紅 〔名〕水がめ.

chi‐面 g水 管→ chd‐k6ng

chti・koとn水 館 〔名〕水入れ,水

差し.

chti・k6ng/〇・kig水 管 〔名〕ホー

chti‐ku水 亀  〔名〕① (虫)ゲ ン

ゴロウ。C揚 たんぽ.

chti‐khi水 氣 〔名〕水気,水 分.

chti‐khi水 娯 〔名〕(動)ナ メクジ.

ChtiもkhO‐と水河仔 〔名〕(植)タ イ

ワンハンノキ.

chti‐khざ水庫 〔名〕貯水池,集 水

池.

chti_khOk_と水売仔 〔名〕ひしゃく.

chti_khut水窟 〔名〕水たまり.

chti‐lai水梨 〔名〕(植)ナ シ (=
lai‐な梨仔).

chti_16水螺  〔名〕①汽笛.②サ

イレン.
Chti_lёk水 力 〔名〕水力.
chti_16ng‐chhia水龍車 〔名〕消防

自動車.
chti_li水利 〔名〕水利.

chti‐thOah

chti。lid水柳  〔名〕(植)タ イワン

ヤナギ.

chti‐13水路 〔名〕水路.

chti‐mng水 門 〔名〕水門.

c h名:一ni終 ヽ 一 介13■
ig‐thお

chti‐お 水婦  〔名〕ダム.

chti‐pang水 平 〔名〕水準,レベル

chti‐peng‐sban水平線  〔名〕水平

線.

chti‐pi6水 錬 〔名〕水道メーター

chdi‐pha水 泡  〔名〕水泡.

chti‐phiau水 瓢 〔名〕(ひさごの殻

を二つに割って作った)ひ しゃく

(=p3‐hia鞄靭).

chtissai‐kong水 司公 〔名〕(虫)ミ

ズスマシ.

chti‐san水産 〔名〕水産.
chti‐seng水星 〔名〕水星,

chti‐seng‐giam水成岩 〔名〕水成

岩 .

chti‐sek水 色  〔名〕水色.

chti‐sian‐hoe水仙花  〔名〕(植)
スイセン.

chti‐sb水 素 〔名〕水素.

chti‐tau‐it水豆油 〔名〕(虫)ア メ

ン ボ .

chti‐ti水 池  〔名〕(←ti)池.

chtist5水道  〔名〕水道 (=chこ‐

lai_chもi自来水).

chti‐t5‐thau水 道頭  〔名〕(水道の)

蛇回.

chti‐thang水 桶  〔名〕水桶.

chti‐th3水 土 〔名〕気候風土.

Tai_。an ё～g6a S hah(喜 湾的

～我含合)=台 湾の気候風土は私

に合います。

chti‐thoah水 額 〔名〕(動)カ ワウ

ソ .
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chun

chun等  〔動〕①尊敬する。～si‐

t5a‐lang(～序大人)=親 を尊敬す

る。②尊重する。～i6i‐kiぶn(～

伊的意見)=彼 の意見を尊重する。

chun遵  〔動〕徒 う。
~～

PI‐b6e

bang(～ 父母的命)=父 母の命に

谷とう。

chtn准  〔動〕(長上または官庁が)

許す。Lau,pこ 酌～g6a khヽ (老父

不～我去)=父 は私が行くのを許

しません。

chtn準  〔形〕確かな。G6a e pi6‐

とこ～(我的0表仔有～)=私 の時計

は正確です。Ikもng 6 ol bl～ ,

品_thang thian i(伊 講的話没～,

不通郵伊)=彼 の言うことはあて

にならないから,聞 いてはいけま

せん。 〔動〕…。とする。こ, ～ b6

(有,～ 無)=あ るのに無いとする.

〔介〕 … と して.～ g6a‐‐a lai

chioh i.(～ 我的来借伊)=私 の

ものとして彼に貸す。

chttn士川 〔名〕(涯漑のために掘った)

用水路 (=pi,chもn距"1).

ch工R戦 ?〔 動〕震える。Chhiも こ
～(手含～)=手 が震える。～ kha

(～脚)=貧 乏ゆすりをする.

chan存   〔 動〕(ほかに)預 ける。

Chin～ti gin‐hang(袋 ～在銀行)
=お 金を銀行に預けている。

chan船  〔名〕船,船 舶.〔量〕船 .

1～ hbe(一 ～貨)=1船 の貨物.

chin陣  〔量〕陣,回 .1～ hong

(一～風)=1陣 の風.kib kti_ニ
～(叫幾若～)=何 回も呼ぶ.

chin申事 〔動〕①ねじる。② (ス イ

ッチをまわして)つ ける。～tian_

Si(～電磁)=テ レビをつける。③

絞る (=choan銃 ).～chhit,kut

(～手骨)=腕 をねじる。～bin‐pむ

(～面布)=手 ぬぐいを絞る。

chanも_ph6船 仔普  〔 名〕(船頭た
ちのする)川 施餓鬼.

chan_chai存在  〔動〕存在する。

〔名〕存在.~~

chtn‐chat準 節 〔動〕(←chat)①

手加減する.Tibh khah～ leh./

(着較～Pal)=手カロ減しなさい。②

節約する。～lng(～ 用)=節 約し

て使う。

chin‐ch心/‐chbe準倣 〔動〕①…と

する。Ka,ki thau‐thёhぃ‐e,～pat‐
lang thau…6(家 己倫提的,～別人

倫的)=自 分が盗んだものを人が

盗んだとする.② なぞらえる。～

s o a n (～山)=山になぞらえる。

〔介〕・…として.～ SinoSti nia…lai

(～薪水領宋)=給 料として受け取

ってくる。

chan_chhng船 臆  〔名〕船倉.

chan_hs存 戸  〔名〕預金者.

chin‐hS陣 雨 〔名〕通り雨.

chin‐hbe存 貨 〔名〕在庫品.

chttn‐kang竣 工  〔動〕竣工する.

chun‐kもng等 敬  〔動〕尊敬する。

Li tibhよ i～ p3‐b6(体 着愛～父

母)=君 は父 母を尊敬しなければ

ならない。 〔名〕尊敬.

chan,kim存 金  〔動〕預金する。

chan_kheh船 客  〔 名〕船客.

chan_khoan存 款  〔名〕預金.

chan,lit存留 〔動〕保存する。

Tもng‐ぶn～ti t6°ぃsu‐koとn(様 案～

在固書館)=保 存書類は図書館で

保存されている.

chan_ni前 年  〔名〕一昨年.



chan‐oan船 員  〔名〕船員.

chtn‐pi準 備  〔動〕準備する(=

pi‐pan備非,こ,pi預備)。G6a teh

～bch kh6 tai‐hak(我 在～要考

大牢)=私 は大学を受ける準備を

しています。

chtn‐pi‐kim準 備金 〔名〕準備金.

chan_phib船票  〔名〕乗船券.

chan,sim存心 〔名〕心がけ,料け

ん。～put  l i 6 n g (～不良)一心が

けがよくない。

chan_si6k存績 〔動〕存続する。

chin‐tこng船 項 〔名〕(船の)デ ッ

キ_

chun‐ti5ng隼重 〔動〕尊重する.

chan_tir船長 〔名〕船長.

chan‐七む船性 〔名〕船腹.

chan_toan存単 〔名〕預金証書.

chan_thau_hang船頭行 〔名〕回船

問屋.

chan‐山船決  〔名〕ドック.

chtt‐bi憾    〔名〕もち米.

CHH

chha差  〔動〕違 う。chi‐こ～4 khび

nia_nia(只 有～四元□□)=4元

違うだけです。 〔名〕差,違 い。

Chit 2 ji e～chin t5a(此 二字

的～員大)=こ の2字 の差はとて

も大きい,

chha「少 〔形〕騒がしい (→nau閣).

Tian_chhia chin～ (電車員～)=

電車がとでも騒々しい,〔 動〕騒

がしくする。Lang teh k6ng oS

Ss↑,li an‐ch6an hiah～(人在講

話的時,体 接悠彼～)=人 が話を

しているとき,ど うしてそんなに

chha‐ptt,tO

騒がしくするのですか。

chha妙 〔動〕①いためる。～ bi_
hもn (～ 米粉) =ビ ーフンをいため

る。②妙る。～th6■tau(～ 土豆)

〒落花生をいる。. 、

chha査  〔動〕調べる,調査する(
=tiau_cha調査)。Sim‐mih iang

thau_thさh_khi, 11～khもan_btt ith

/(甚 磨人倫提去,体 ～看寛Fnl)=

誰が盗んでいったか調べてみてく

れ.

chha柴 〔名〕①薪.②材木,木材.

〔形〕生気がない。bak_chiu～～

(目開～～)一目に生気がない。

chha_bとk柴 目 〔名〕木の節,節 目.

chha_chhttu柴草 〔名〕たき物,薪 .

chhム‐chhOn/‐chhin「少醒 〔動〕(騒が

しくて)目 を覚ます。A‐Gi6k h5'

hong e sian～、(阿玉給風的藍～)
=阿 五は風の音で目を覚ました。

chha‐giah差額 〔名〕差額.

chha_hi柴魚 〔名〕かつおぶし.

chha‐i差 異 〔名〕差異白
chha_ia柴油 〔名〕重油.

chha_kぬ h 柴 履
一"bとk‐kぬ h    ―

chha,kび柴孤 〔名〕木質キノコ.

◇サルノコシカケなど.

chha_khtthi柴範魚→chha_hi

chh左‐mi妙 麺 〔名〕焼きそば,

chha_pang柴板 〔名〕(分厚い)板 .

chha_pe柴杷  〔名〕①もみかき.

② (俗)粗野な女.

chha‐Piat差別 〔名〕差別.

chhム‐頭g妙飯  r名 〕焼き飯.

chha‐put‐to差不多 〔形〕①似か

よっている,ほ ぼ同 じ,～ lah,b6

sian cheng‐chha(～ 唖,無 甚精

差)=似 かよつたものです,あ ま
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