
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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chha_se

り差はありません.② まあまあの.

I e seng‐Chek～ lah(伊的成績～

噛)=彼 の成績はまあまあです。

〔副〕大1本,ほとんど,ほば,Kang‐

chok～oan‐sang lah(ェ作～完成

嘘)一 仕事はほぼ完成しました。

Co航～16ng khoan h6ム(庇～端:欺

好咽)=大 体片付け終りました。

chha_se/6SOe柴杭 〔名〕(木製)す

きぐし (=sa_se彰杭).

chha_soe 柴杭 一→chha‐se

chha_tiam柴砧 〔名〕まな板.

chha_t。柴刀 〔名〕なた,

chha_thang柴桶 〔名〕桶.

chha_thau柴頭  〔名〕①木切れ.

②のろま,ぼんくら.

chha_thiau柴柱 〔名〕① (本の)

柱.②怠け者.

chhasthti_あ柴槌仔 〔名〕木槌 ・梶

棒・杵など,

chhaa鉾 ? 〔 動〕(俗)や つつける。

◇競技・勝負・飲食などに用いる.

Kap i～‐‐16h,khi./(及伊～落去)
=やつをやってしまえB～ 2・ 3

oan(～二三碗)=2・ 3ばいやっ
つける.

chhah挿  〔動〕①挿す.～ hoc(～

花)=花 をさす.～ chia回ヽと(～客

仔)=か んざしを挿す.② 立てる
～kf(～旗)=旗 をたてる。③ (腋
の下に手を差 し入れて)助 け起 こ

す。～pこ
n_lang khi_lai(～

病人

起来)=病 人を助け起こす。

chhah_chiam挿 客 〔動〕結納 を女
の家で交わす。◇男の贈った花か

んざしを女がさすことからいう。

chhah‐chhtti挿嘴 〔動〕口 をはさ

む.

chhah‐hoe挿花  〔名〕生け花.

chhah‐thau挿頭 〔名〕(電気器具の)
プラグ,さ し込み .

chhai猜  〔動〕当てる。～bi(～

謎)=謎 を当てる.〔名〕半」じ物(

chb～ (依～)=判 じ物を作る。

chhai繰  〔名〕(祝賀に用いる)赤
い布.tiよm teng kat～ (結燈結
～)=ち ょうちんをつけ赤い布を

張りめぐらす。

chhai菜  〔名〕①野菜.② おかず

(=mih‐phbe物配)。③料理.

chhai才  〔量〕才.◇木材の体積

の単位.1才 は120立方寸.

chhai裁  〔動〕銃 つ.～  ch6a

(～紙)=紙 を裁つ。② (兵や官吏

などの)人 員整理をする。 KoaL

thian beh～lang(官 鷹要～人)=

役所で人員整理が行われる。

chh菰在 〔動〕①据える。～ toh

(～臭)=テーブルを据える。②安

置する。～ptt(～ 傍)=仏 像 を安

置する。③ ( どつかりと) 座る。
～leh tt tin_t5ng(～「nl不振動)

=ど っかり腰を据えて動こうとも

しない。

chhai_b6k材木→b6k‐chhai

chhtti,chi菜子 〔名〕野菜の種.

chhtti‐chin菜煎 〔名〕精進揚げ.

chhとi‐chim菜 螺  〔名〕(動)ウ ミ

ガニ (→ang‐Chi口).

chhai_chip採集  〔動〕採集する。

chhtti‐chhi〔,と〕菜市 〔仔〕 〔名〕

市場 (→chhi市).

chhai,chht採取 〔動〕採取する。
～soa‐kim(～砂金)=砂 金を採取

する。② (行動に)うつす。tibh
～h e n g _ t 5 n g  e  s l  l a h / (着～行
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動的時位)=行 動にうつすべき時

だ。③採用する (=chhai‐i5ng採

用)。beh～t6chhit e(要～何一

的)=誰 を採用しますか.

chha i‐gi猜 〔動〕(人や事柄などを)

疑う,い ぶかる

chhあi‐hng菜 園  〔名〕野菜畑.

chhあ:‐hoe菜 花  〔名〕(植)カ リフ

ラワー .

chhai_h6ng採訪 〔動〕①実地調査

をする。②インタピューする。

chhai_h6ng彩虹 〔名〕虹.

chhai_h6ng裁縫 〔名〕裁縫.

chhai_h6ng‐kang裁縫工 〔名〕①

ミシンエ,縫 製工.②権製の工賃.

chhai_h6ng‐ki裁縫機  〔 名〕ミシ
ン .

chhtti―ian菜 棄 〔名〕カンテン.

chhai_i5ng採用  〔 動〕採用するL

chhai_kttng採購 〔動〕(商品を)買

いつける,仕 入れる.G6a khi～

kiよn‐tibk chhai_liau(我 去～建

築材料)=私 は建築材料を買いつ

けに参ります。

chhtti‐keh‐よ菜架仔 〔名〕野菜の露

天商.

chhtti‐kび菜姑 〔名〕①婦人の厳格
な菜食主義者。②仏に帰依して精

進する女性 (→ni_kび).◇ 髪はそ

,らない.

chhtti‐kOan菜 館 〔名〕レストラン.

chhai_koat裁決  〔動〕裁決する.

chhtti_kOe菜瓜  〔名〕(植)ヘ チマ.
chhai_liau材料  〔名〕材料.

Chh筑‐pau菜 包  〔名〕中華まんじ

ゆう。◇野菜を具として包んだも

の .

c h hよis pむ菜購 〔名〕ダイコンの切

chhと k

り干し,

chhai_phib彩票  〔名〕宝くじ.

chhai_phban裁判  〔動〕裁判す

る。 〔名〕裁判.

chhあi‐se/‐soe菜読  〔 名〕①青
物.②おかず代.

chhとi‐sek彩色  〔名〕彩色,色 ど
り.～ nig‐ph F(～ 軟片)=カ ラー

フィルム.～ sibng‐phin(～ 相片)
=カ ラー写真 .～ han_si_ki(～電

硯機)=カ ラーテレビ.

chhai_soe菜 読→ chhとi‐se

chhとittau菜豆 〔名〕〔植)① イン
ゲンマメ.② ササゲ.

chhttittとk採 樺 〔動〕採択する。

chhai_にng裁 定 〔動〕裁定する.

chhai_tiam採鶏 〔動〕採点する。

chhあi‐tiとm菜 店 〔名〕(女給が客の

相手をする)料理屋.

chhai_t。菜刀 〔名〕包丁.

chhai_toan菜革 〔名〕献立表,メ
ー ユ

~ .

chhえi‐ta〔‐a〕菜厨 〔仔〕 〔名〕(台

所の)戸 棚.

chhai_thau彩頭 〔名〕前兆,兆候,

前ぶれ,h6～ (好～)一よい兆し.

chhai_thau菜頭 〔名〕(植〕ダイコ

chhあi‐thau_k6e/‐kこ菜頭裸 〔名〕

大根餅.◇ 米の粉に大根の刻んだ

ものを混ぜて蒸したもの.

chhtti‐thng菜湯  〔名〕野菜スープ.

chhak盤   〔動〕CttUす.ChhOan,

chhi～‐‐tibh kha(穿刺～着脚)=

トゲが足に刺さった。② (のみな

どで)彫 る。～hoe(～花)=模様

を彫る。③弱点を突く.～i ё ke_

kui(～ 伊的籍管)=彼 の大ぶろし
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chhak、と

きをやっつける。h5・lang tthang

(被人～孔)=人 に計略を暴かれる。

chhak_五整仔  〔名〕のみ。◇大工

道 具.

chhak_bak整目 〔形〕①まぶしい,

② 目ざわりな.

chham参 〔動〕① (調味料を)加
える。Aこ_pとi g6a iam chiah ～

khah chi6 1eh(後 提我整即～較

少「列)=次 からは塩を少なめに入

れます。②入れる。I beh～-16h‐

khi品?(伊要～落去不)=彼も仲
間に入れますか。③混ぜる。Chheng
‐khi-6 kap lah_sap…6  i卜dlang

～chb‐h6e(清 氣的及粒扱的不通
～依影)=き れいなのと汚いのを

混ぜてはいけない。 〔介〕…。と,

◇前者が後者に加わる意.Li cha‐

hng～ sim_mih_lang khi sぶm‐p5・?

(体昨昏～甚慶人去散歩)=昨 日誰

と散歩に行 きましたか。 〔連〕…・

と・….Ti～thng,si giとh‐‐lai leh

(箸～湯匙審来pal)=警と匙を持っ

て来なさい。

chham惨  〔形〕悲惨な。seng‐oよh

chin～(生活員～)=生 活が極めて

悲惨だ。

chhttm設  〔動〕予言する。～ m6‐

n,こ un_もk(～ 明年含癌疫)=来

年は流行病があると予言する。
chham_左 贅ィ子→nis_左

chham_chiとu参 照  〔動〕参照する。

chham‐ka参 力] 〔動〕参加する。Li

こ～1も_heng‐thoan b6?(体 有～旅

行国無)=あ なたは旅行団に加わ

りましたか。

chham_koan参 親  〔 動〕参観する,
見学する.Li naこ eng e s↑,

lai goan e hak_hau～(ィ休若有開

的時,来 院的學校～)=お 暇の新

に私どもの学校へ参観においでく

ださい.

chham‐kh6参 考 〔動〕参考にする
h5・li chも～ (給体倣～)=あ なた

のご参考までに。 〔名〕参考.

chha品‐kh6‐su参 考書 〔名〕参考書
chhamspあi 参拝 〔動〕参拝する。

chham‐siang/_si6ng参 詳 ? 〔 動〕

相談する。An_ch6an b6 kap g6a
～?(接 想無及我～)=ど うして私

に相談しないのですか。

chham_tau蜜 豆 〔名〕(植)ソ ラマ

メ (=b6_khi‐tau馬歯豆).

chhan犀  〔動〕(病気などで)う な

る.kan_kh6・teh～ (銀苦在～)=

苦しくてウンウンうなる. har・

har～ (□□～)=ウ ンウンうなる
chhan田  〔 名〕水田,日 .

chhan残 /①chan 〔 形〕①残忍な

I e sim_koan chin～ (伊 的心肝

具～)=彼 の心はとても残忍だ。

②思い切りのよい。L i  n ムh i a h ～
l khもn btt hiah ch3(体 那彼 ～

一日困買彼 多)=君 はなかなか思い

切 りがいいんだね,い ちどきにそ

ん なにた くさん買いこんで .

chh菰 ‐chng田 庄一 chhau_tl

chh茄 ‐chng‐lang 田 庄ノ( → chhあlt

tこ_lang

chhan_chhen/‐chhin田青 〔名〕(植)

ツノクサネム,デ ンセイ.

chhantchhia餐 草  〔 名〕食堂車.

chhan_chhiah田 赤  〔 名〕(鳥)◇

シラサギの形をしたカラスぐらい

の大きさの鳥.全 身黄褐色.

chhan,chh5an田 角旋 〔名〕(魚〕◇ウ
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ナギの類 .淡 水に産 し骨 も食べ ら

れる。

chhan_ピ′in田嬰?〔名〕(虫)トンボ.

chhan‐hng田園 〔名〕田畑,耕地.

chhanもin田嬰?→chhan‐eロ

chhan_kap‐と田蛤仔 〔名〕(稲田の)

ヵェル(=am‐b6e蝦摸).

chhan‐kin′kun餐 巾 〔名〕ナプキ

chhan_khё/‐khbe田契  〔名〕田地

の証文.

chhan‐khi餐 具 〔名〕食器,食事の

道具.

chhan_16田螺 〔名〕(貝)タ ニシ.

chhan_pOe田貝 〔名〕(貝)カ ラス

ガイ.

chhan_tぁR ttf田一→tian`jan

chhan_tim田頓 〔名〕(鳥)ク イナ.

chhang葱 〔名〕(植)ネ ギ (=

chhang。と葱仔),

chhang蔵 ?〔 動〕隠す。～ti chこト

tt(～在水底)=水底に隠す。

chhあng□ 〔動〕(毛などが)逆 立つ.

mng～…khi_lai(毛～起宋)=毛 が

逆立った。

chha理た 葱イ子一chhang葱 .

chha暗競h葱 自 〔名〕ネギの自根.

chhanttthau葱頭 〔名〕(植)C汗 し

たワケギ。◇料理や薬味に使う。

②タマネギ.

Chhap挿 〔動〕C購 う,干渉する。

mとi～lang e taitchi(勿～人的

事誌)=人 の事を構うな。② (カ
ルタゃトランプをどを)切 る。～

pミ1_a(～牌仔)=カ ルタを切る。

chhap_chhli挿嘴 〔動〕口出しを

する。
Chhat漆  〔名〕(植)ウ ルシ,〔動〕

chhau_a_kこ

(ウルシやベンキを)塗 る。

chhat擦  〔動〕(文字などを)消 す。

こng chhiこ‐ni～ (用樹妨～)=消 し

ゴムで消す。

chhat賊  〔名〕賊,泥 棒.ch心 ～

(依～)=泥 棒をはたらく.(諺 )
～si siムu‐jin, ti kbe kun_chd

(～是小人,智 過君子)=賊 はこれ

小人なれども管ほ君子に勝る。

chhat‐左擦仔  〔名〕掛け軸.

chhat_と賊仔  〔名〕盗人,泥 棒.

chhat‐che擦 剤  〔名〕塗り薬.

chhat‐chhiこ漆樹 〔名〕(植)ウ ルシ.

chhat,siong擦傷  〔名〕擦り傷.

chhau抄  〔動〕書き写す_Chhian

lin～…khi‐lai(請 悠～起来)=ど

うぞ書き写してください。

chhau操 〔動〕 ①(武術や歌など
の)けいこする,訓 練する.～ kan‐

thau(～ 舎頭)=舎 法のけいこを

する。～peng(～ 兵)=兵 を訓練す

る。② (とばりやすそなどの端を)

からげる.Bang_tと ～_‐khi‐lai(蚊

阜～起宋)=蚊 帳 をからげなさい。

chhau草 〔名〕草.   ‐

chhau臭 〔形〕①臭い(→a也腐,〇

p h a n g芳)。Hi a  c h i n～,品ぷ kh i

(彼員～,勿 去)=あ そこはとても

臭いから行かないように。②腐っ

た。～e mih品 _thang chiah。(～

的物不通食)=腐 った物を食べて

はならない。③ くそみそなぃ Ie

mia_sian chin～(伊的名啓員～)

=や つの評半」はくそみそだ。〔動〕

腐る。ia‐b5e～ (猶未～)=ま だ腐

っていないB

chhauみhoe草 仔花  〔名〕草花.

chhau_と_kこ草仔糠  〔名〕草もち.
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chhau_bah_hi

chhあu‐bah‐hi臭 肉魚 〔名〕(魚)ウ
ルメイワシf

chhあu‐bi臭味 〔名〕臭気,臭 味.

chhau‐chok操 作 〔動〕 (機械を)

操縦する,運 転する。

chhau_ch6k臭濁 〔形〕①(装飾や模
様などが)し つこい。hoe_thau～

(花頭～)=柄 がしつこぃ。②古く

さい。～6oこ (～的話)一 古くさ

い言舌.

chhau_chhea/① _chhёn/‐chhr臭 生

〔形〕青くさい,熟 していない。tau_

ム～(豆仔～)=豆 は青くさい。

chhとu,chhin臭 生一chhとu‐chhen

chhとu‐chhi6h草 席→chhi6h席

chhau‐chhibng操 縦 〔動〕(意のま

まに)操 る,操縦する。t5a kong‐

si～chhistian(大公司～市場)=

大会社が市場 を操る。

chhとu_chhO臭 燥 〔形〕生臭い (→
chhttu_hiとn),h↑～ (魚～)=魚 は

生臭い。

chhttu‐chho_chhttu臭 燥草 〔名〕

(植)ド クダミ.

chhau,chh也 草唐 〔名〕草ぶきの家.

chhau_chht臭 鼠 〔名〕(動)ジ ネズ

chhttu‐e/‐。6草 軽 〔名〕わらじ.

chhttu‐he草 蝦 〔名〕(動)ク ルマエ

ビ,シ バエビ.

chhttu‐に .hun 臭 火爆 → chhau,h6e‐

hun

chhttu‐hこ_ta ぢ匙メ(F乞―→chhとu‐h6e‐ta.

chhau_hi草魚 〔名〕(魚)ソウギョ.
chhau_hia,lang/〇_hi_臭耳聾 〔形〕

つんぼの。Li chin～,g6a k6ng
Chiah t5a sian, li iとu b6 thia■

kド (体具～,我 講此大警,体 猶無

率見)=こ んな大きな声で話して

もまだ聞こえないなんて君はつん

ばか。〔名〕つんぼ.

chhttu‐hian tt「献 〔形〕臭い (→

chhとu_chhO).◇動物や獣肉のも

つ特殊な臭気をいう。 kとu‐tS‐と

こボi五～(布扇仔真=)一 イヌ小屋は

とでも臭い。

chh a u s h o a n焦煩 〔動〕心配する。

h5・si_ 1 5 a‐la n g～(給序大人～)=

親に心酉己をかける。

chhaubhoe_と。ch6a草 花仔蛇 〔名〕

(動)タ イワンヤマカガシ.

chhau_h6e‐hun/‐hユ 臭大燻 〔形〕

焦げ臭い。

chhとuth6e‐ta/‐hこ‐臭火乾 〔動〕焦

|デる(=chhよu,ta臭乾).pttg～ (飯
～)=飯 が焦げる。

chhとu‐ji5,ph6a臭 尿破 〔形〕 」ヽ便

臭い。Hit tiau hang,a chian～

(彼條巻仔成～)キあの路地はとて

も′卜便臭い.

chhau_kan_kan tt「既F既 〔形〕ぷんぷ

ん臭い。

c hhttu‐kau草 族 〔名〕(虫)カマキリ

chhttu‐keh‐左/‐koch‐草製?仔 〔名〕

草刈り鎌.

chhau_kiok。と草菊仔 〔名〕(植)ノ

ギク.

chhttu‐k6草藁 〔名〕①あら.②車
の茎.

chhttu‐kび草病 〔名〕(植)マ ッシュ

ル ー ム ,

chhとu‐k5an_sng臭汗酸 〔形〕汗泉
ぃ. San,khけ chhこng kも, sba～

(杉獲穿久,績 ～ )=着 物 は長い問

着 るとしまいには汗臭 くなる。

chhttu‐khttm 湊 ナ欠一 chhttu‐trkhttm
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chhあu‐khi‐a臭 柿仔一kam_ム‐bit

chhau_lang草 人 〔名〕かかし。

chhあu‐lau臭 老 〔形〕(年齢よりも)

老けて見える。Hit e lang Chin

～(後個人員～)=あ の人はとても

老けて見える。

chhau_lin_tai/〇‐ni_臭 孝し慎 〔形〕

音がもつれている。k6ng o3～ (講

話～)=舌 がもつれていて話が不

明瞭だ。

chhttu‐meh〔転〕草球 〔仔〕〔名〕

(虫)バ ッタ,イ ナゴ.

chhau_mia臭名 〔名〕汚名,悪 名.

chhとu‐na草 林 〔名〕草むら.

chhあu‐oan臭 丸 〔名〕(球形の)ナ

フ タ リン.

chhあuゥpび〔司 草サ甫〔1子〕 〔名〕草原.

chhau‐ptn抄 本 〔名〕抄本.

chhあu‐pht臭 腐 ?〔 形〕かぴ臭い。

San kt,kt b6 phとk,jit,sba～

(杉久久無F暴日,績 ～)=衣 類を長

い間日に干 さなかったらかび臭く

なった。

chhau_sng臭酸 〔形〕すえた,腐

った。c h i t  o a n  c h hょi～,  bこ

chiah__tit(此碗菜～,没 食得)=

このおかずはすえて食べられない.

chhttu‐ta臭乾 〔動〕①焦げる(=
chhとu_h6e‐ta臭火乾),pig chも

liau～(飯煮了～)=飯 が焦げつ

いた。② (財産などを)なくす,喪

失する。1 6 ke,h6e～‐‐khi(-1回

僚秋～去)=一 貝オ産をなくした。

chhttu‐tau_hこ臭豆腐 〔名〕◇塩づ

けの豆腐を発酵 させてから石灰の

中に入れ,長 く保存 したもの.

chhau_tこ/_t5e草地 〔名〕田舎 (=
chhan_chng田庄).

chhこ

chttu‐tl‐lang/‐tse_草地人 〔名〕
田舎者 (=chhan_chng‐lang田庄人)

chhau‐tian操場 〔名〕①運動場,
グラウンド.② 練兵場.

chttu‐t6e 草 地→ chMu… 礎

chhあu‐tt‐khあmi奏適士穴 〔扇U〕 あい

にく,折 あしく(=c h hとu_ k h a m i奏

す欠).～ i b 6  t i  l e h。(～伊無在F列)
=あ いにく彼は不在だ。～h51 a i .

(～雨宋 )=折 あしく雨が降 って き

た。

chhあu‐thau臭頭 〔名〕①(おできの
できた)腐 れ頭。② (庖晴 などの

ためになった)は げ頭.

chhe叉  〔名〕股.khui～ (開～)
=(枝 などが)股 になる。 〔動〕

(股状のもので)突き当てる。こng

chhit～am‐ktn(用 手～領頸)=

のど輪攻めにする。～tek‐kO(～

竹笛)=竹 竿を突 き上げる。

chhe/chhoe初 〔語幹〕◇初旬の日

をいうときの語幹.― it(～一)=
一日.goもh‐～(月～)=月 初め.

chhe l欠―→chhoe母末

c h h e妻  〔 名〕(文)妻 .     ―

chhe炊 一 chhoe炊

chhe差 〔動〕①遣わす(=phとi派),
～i khi Bl‐kok(伊 去美囲)=彼

をアメリカヘ遣わす。②使いに出

す。～lang khi b6(一 人去買)

買いにやる。

chh6祉 ?〔 動〕① (うろこが並ん

でいるように)重 ね合わせる。～

hia(～ 瓦)=瓦 を重ね合わせる。

hi,lan san～(魚鱗相～)=う ろこ

は重なり合っている。②平均する。
～l a i～k h i (～来～去) =な んと

かや りくりをして平均 させ る.
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chhこ

chhこ紋 ? 〔 動〕(縄やひもなどを)

輸差結びする。～tもa(～ 帯)=ひ

もを輪差結びにする.

chhё/chhbe刷 ?〔 動〕(たわしや

ささらで)こ する。～tiよn(～ IF4)
=鍋 をこする。

chhёκtthhbe施〔形〕①もろい,
砕けやすい。～m  i a (～命) =も ろ

い命。②カリカリした,パ1ルヾ1 )

した。Kam‐chiとlも～1もh6chiとh

(甘簾念～念好食) =カ ンシャはパ

リパリしていればいるほどおいし

ヽ` .

chhё/chhbe襟 〔名〕ひき米,◇

米を水ひきにした後,袋 に入れ搾

ったもの.

chhe/chh6e輩 〔動〕も`ぎる。ti

th6■kha‐‐nih～(在土脚裡～)=地

面をいざる。

chhこ坐 ?〔 動〕① (金銭や罪の責

を)51き受ける。 Ch i t  t i a u  s iとu

siang beh～?(此 條賑□要～)葦

この勘定は誰が引きうけるのか。

～ch5e(～罪)=罪 を負 う.②(壁

や家の基礎などがゆるくて地面が

だんだんと)下 がる。T6‐ki～ _

lbh_khi(地基～落去)=地 盤が

下がってしまった。

Chhこ 尋 ?一 chh5e

chhe,こng差 用 〔動〕(部下や召し使

_いなどを)召 し使 う,使 役する

(=chhe_kah差 教).Keng‐liとil

e khah kut_1よt e khi h5t i～(経

理愛―個較骨力的去給伊～)=マ

ネージャーは精を出す者を1人 使

いたがっている。

chhe‐it/chhoe_初 一
 〔名〕一日,

chhe,ji/chhoe_初 二 〔名〕二日.

chhe‐kah 差 教
―→chhe,こng,

chhё‐khi脆柿 〔名〕(植)タルガキ.

chhe‐16k‐ph6e/ch6e‐/bph6越鹿度

〔動〕(罵)ぐ ずぐずする。

chhe‐sダ/chhoe_初三 〔名〕三日.

chhen/chhin生?〔 形〕①生の.

M‐thang chiよh～6(不 通食～的)

生のものを食べてはいけない。②

不案内を。け～ (路～)=道 が不

案内だ。③疎い。～6 chheh(～的

冊)=読 んだことのない本.

chhen‐/chhr‐生‐ 〔接頭〕①未開の.

chhen‐hoan(生番)=生 蕃。②柔

順でない。C h h e n _ g S (生牛) =柔

順でない牛.③粗製の,chhen‐iam

(生整)=粗 製塩.

chhen/chhin青 〔形〕青い。

c hhen/chhr星〔名〕星.

chにn/chhin醒
〔動〕(目が)覚める

(→c h e n g , S i n ) , k hもn  k a h  m  c h a i

～ ( R困及不知～ ) =目 覚 め よ うと

もせずに限っている.h3n‐kh 【ヽoh

～ (最去復～)=気 絶 してまた息

をふきかえす。

c hhen‐五/chhr_青 イ子 〔名〕① (植)

ビンロウの実 (=pin‐nngtchi積標F

子)。②青二才.

chhen‐と,chang/chhr_青仔構 〔名〕

① (植)ピ ンロウジ.② 常識はず

れな者.◇ 主に女についていう。

～bユh i a u  k i a n (～没暁驚) =常 識

はずれには1布いことがわからない。

c hhen―chhai/c hhin_生菜 〔名〕(青

葉の)野 菜.

chhen‐chhau/Ochhe,機 抄 〔名〕

ごちそう。◇料理が豪華で豊富な

こと。〔形〕ごちそうのある。kin・

と‐jit chin～(今仔日長～)=今 日
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はたぃへんごちそうです。

chhenth↑/Chhin_生魚 〔名〕鮮魚.

chhen‐hOan/chhinち生番 〔名〕生蕃.

〔形〕聞き分けのない。Li chian

～ (体成～ )=君 はまった く開 き

分 けがない,

chhen‐hin/chhr_/esin_生分 〔物

なじみのない,見 知らぬ.Hia

g6a～(彼我～)=あ そこには私は

なじみがない。～lang(～人)=

見知らぬ人.

chhen‐iam/chhr_生整 〔名〕粗製

塩.

chhen・kiaE/chhin‐生驚 〔動〕 青く

なる。M‐bian～, 品‐si beh li▲h

li(不免～,不 是要源体)=青 く

ならなくてもよい, 君 を捕まえる

のではない.

chheB‐11ng/chhin・生冷 〔形〕①底

冷 えのする。Pもan‐me put_chi

～ (半F冥不止～)=夜 中は底冷え

がする。②陰気 くさい.Chit keng

chhこ～ (此問暦～)=こ の家は陰

気 くさい. ③ぞくぞくする。t h i a l

ti6h itstit～‐‐khi‐lai(熟着一直～

起来)=聞 いているとだんだんぞ

くぞくしてくる。

chhen‐16ng‐to/chhin_青青巨刀 〔名〕

青龍刀.

chheE筑/chhin_親 ?姫  〔名〕◇嫁ま

たは婿の母の呼称。 (OChhin_ke

親家).

chhen‐me/chhin_mi青 瞑  〔 形〕盲

の, Li si―ム 品1‐si, g6a 6 kha

ti chia ia b6 khもan‐kin(体是～

抑不是 ,我 的脚在此亦無看見)=

私の足がここにあるのに見えない

なんて,君 は盲なのか。 (諺)～

chheh‐ kh工 i

品 kian t5a chhさng(～不驚大銃)

一盲は大砲を恐れない→盲ヘピに

おじず.

chhen‐ma‐ぶ/chhr_mi_青 瞑十 〔名〕

文盲.

chhen‐ma‐lang/Chhin_mi‐_青瞑人

〔名〕盲.

chhen‐sek/chhin‐青色 〔名〕青色,

空色.

chhen‐p5ng‐pとh‐p5ng/chhr‐青眸自

「奉?〔副〕だしぬけに(=b6‐ti‐b6

・tang無蜘無増 ).～beh iai chich

chin(～要来1昔銭)=だ しぬけに金

を借 りにくる。

chhen・sび/chhr・生硫 〔形〕① (付

合いに)疎い.kau,chang chiam_

chiam～ (交情漸漸～)=付 き合

ぃがだんだん疎くなくなる。②不

案内な。15tthau～(路頭～)=道

が不案内だ。

chhen‐tek,si/chhr_青竹綜 〔名〕

(動)ア オヘピ,ア オヘビモ ドキ.

chhen‐thi/chhin‐青苔 〔名〕 ①

(植)コケ。② (鳥)メ ブロ.

chhen‐thi‐a/chhin_青苔仔 〔名〕―

(鳥)メ ジロ.

chheh冊 〔名〕本,書 物(=chu書 ).

chheh/chhoeh感〔動〕①恨めし

く思 う.～ lan b6 khhi‐lat(～口自

無氣力)=自 分に力のないことを

恨めしく思 う。② しやくにさわる

(=gia口 D念),Thial‐tibh chiok～

(率着足～)=聞 いているととて

もしゃくにさわる。

chheh‐kё〔‐a〕冊架 〔仔〕 〔名〕書架.

chheh‐khtti/chhoeh‐感氣  〔動〕し

ゃくりあげる。khとu kah～(哭及
～)=泣 いてしゃくりあげる。
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chheh‐ pau

chheh‐pau冊 包 〔名〕カバン(=su‐

pau書包).

chheh‐tiam冊 店 〔名〕書店 (=

chu‐tiとm書 店).

chhch‐ta〔ち〕冊厨〔仔〕 〔名〕本箱.

chhek tlL? 〔動〕① (ひもなどを

ゆるく)結 ぶ.～oah_kat(～活結)
=輪差結びに結ぶ.② (ひもなど

を)か らげる。～khahに  (～ 較

短 )=短 くからげる。

chhek促 〔動〕①近よる。～oな…

lai(～侍来)=近 寄ってくる。②
縮める。chb phain,こ～hbe‐siこ

(依夢,含 ～歳毒)=悪 事をはたら

くと寿命を縮める。kl‐hin～khah

に (期限～較短 )=期 限を短縮す

る。

c h h t t k頼 〔動〕(上下に)揺 すぶる.

h5・ chhia―kah thb・‐thざ‐‐chhut‐

lai(給車～及吐吐出来)― 車に揺

られて吐き出した。

chhek,a粟 仔 〔名〕 もみ.

chhek‐chittu‐五雀″島仔 〔名〕(″鳥)ス

ズ メ.

chhek‐giam測 験 〔動〕(学力など
の)テ ストをする。〔名〕テスト.

chhek‐li5ng測量 〔動〕測量する。

〔名〕測量.

chhek‐peh側 柏 〔名〕(植)コ ノテ
ガ シヮ.

c h h e k‐tこng測定 〔動〕測定する。
c h h e n g / O c h h i a n 千〔数〕1 , 0 0 0 .

n i g～ (二～)=み,000. s  a n～(三～)
=3,00 0 , 1～ ban k h。

・
(一～高

元 )=一 千万元 .

chheng i青〔形〕①清い,澄 んだ。

(諺)Chti～ hi hian(水～魚現)
=水 清ければ魚現われる。→事が

鎮まれば黒白が分かって くる。②

(味の)あ っさりした.chも khah

～6(煮較～的)=あ つさりした物

を煮る。〔動〕① (汚物などを)さ
らう.～ kau‐a(～ 溝仔)=溝 を

さらう。～k6・‐chttn(～鼓井)=井

戸をさらえる.② 結木をつける。

～siよu(～ 員長)=勘 定のけりをつ

ける。～heng(～還)=返 済をす

ます.

chheng晴  〔動〕口青れる.th r～lah

(天～嘘 )=空 が晴れた.

chhもng発  〔動〕①はたく.～ thang

‐よ(～奮仔)=窓 をはたく。②(ひ
づめや角で物 を)ひ っかく.Ke

teh～piah‐kha(鶏在～壁脚)=ニ

ワ トリが壁の下をひっかいている。

③ (胸などが)ド キ ドキする。

Sim‐koan_thau teh～(心肝頭在～)

=胸がドキドキする。 〔名〕①は
たき(=c間にng‐a).②たゎし.

chhこng請  〔動〕申請する(=s in‐
chh6ng申 請 ),～ hも‐kh6(～ 許可)

=許 可を申請する。

chhもng蒸  〔動〕①ふかす.～han_

c h a (～番諸) =サ ッマイモをふか

す。②いぶす。B5‐占～h6ng,tibh

S pёh(帽 仔～黄,着 含白)=帽

子を硫黄でいぶすと白くなる。③

(空中に)高く上がる.H6e‐ ian～

…khi_khi(大煙～起去 )=煙 が高

く上がった。Hong、chhoe～kOan

(風吹～高)=た こが高 く上がっ

た。④で しゃばる。酌‐thang siun

～ (不通尚)=あ まりでしゃばる

な。③ほと|ゴしる。 Hochi…

chhut‐lai(血～出来)=血 がほと

ばしり出た。⑥ ( はなを) かむ.
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～p h  F (～鼻) =はなをかむ。②(花
などで)香 りをつける。～te(～

茶)=茶 に香りをつける.

chhもng銃  〔名〕′J 銃ヽ,銃 ,鉄砲.

chheng格 〔名〕(植)ガ ジュマル.

c h hこn g穿 〔動〕①着る.～s a n (～

杉)=着 物を着る。②履く。～6

(～幾) =靴を履く.

chhlng‐an言青安 〔動〕ごきげんをう

かがう,あ いさつする。Chhia n  l i

t hё g6a  k aにng.c h u n～(請体替

我給令尊～)=ご 尊父様によろし

くお伝えください。

Chheng‐b6ng清 明  〔 名〕清明節.

◇春分後15日目で,墓掃除をする.

chheng,chan裕讃 〔動〕称賛する。

Sianisin_10ng_kong e hak.seng

(先生～用功的学生)=先生はよく

勉強する学生を賞める.

cheng‐chlng清 浄 〔動〕清める。

chhёng‐chi銃 子 〔名〕銃弾,弾 九.

chheng‐chin‐si清員寺 〔名〕回教

寺院.

chheng‐chit tti西 〔名〕清酒.

chhlng‐chhah穿 挿 〔名〕歩い,身

なり.

chheng‐chhai清 彩 〔形〕①晴朗を,

t h i n  c h i n～(天員～)空 がとても

晴れている。② (気分が)爽快な.
lang hoan_16b6～(人煩`1笛

無～)
=心 配ごとがあって気分がすぐれ

ない。

chheng,chh6清楚 〔形〕①はっき

りした, 明らかな。 Chhian li

k6ng khah～ leh(請体講較～F列)
=も う少 しはつきり話 してくださ

い。②始末のついた。ta i‐chi pan

～ (事誌葬～)=事 の始末をつけ

chhellg‐khi

た。Chin heng i ia_b5e～(袋還

伊猶未～)=金 はまだ返済 してい

ない。

chhengochhun青春 〔名〕青春.

chheng‐eng清 間.〔形〕気楽な.

U‐chin,lang kiムn chin～
, 16ng

b i a n  h o a n _ lもch i a h (有袋人子員
～,推 免煩・

1歯食)=金 持ちの子は

ほんとうに気楽で少 しも食うのに

心酉己がない.

chheng‐hiu 清 陛十→chheng‐lu

chheng‐iu/〇‐hiu清 幽 〔形〕閑静な.
～6s6・‐chai(～ 的所在)=閑 静な

所.

chhlng‐kよ請侵 〔動〕休F摂をもら

う,休 む.

chhこng‐kあu請 教 〔動〕教えてもら

う。G6a siこn beh～ li l hang tai

‐chi(我 想要～体一項事誌)=

ある事であなたに教えを請いたい.

～1もt‐su(～ 律師)喜弁護士にうか

がう。

chhこng‐ki請 期 〔名〕◇男の家から

女の家へ結婚式の日取 りを通知 し

て同意を求める行事.    ‐

chheng‐kiat清 潔 〔形〕清潔な。

I chhも lai‐g5a put‐chi～(伊暦内

外不止～)=彼 の家は内外ともた

いへん清潔だ。

chに ng‐kit請 求 〔動〕請 う,求 め

る。～p6e‐si6ng(～ 賠償)=賠 償

を求める。

chhlng‐kid,su請 求書 〔名〕請求書.

chheng‐kong‐gan青 光眼 〔名〕

(医)緑内障.

chheng‐khi清 氣 〔形〕清潔な.～

e san(～ 的杉)=清 潔な衣服.

sttu khah～leh(掃 較～靭)=も



chheng‐if

っときれいに掃きなさい。

chhen31i清理 〔動〕①整理する。

～ch a i _ s a n (～財産)=貝オ産を整

理する.②清算する。

chheng‐liam清 廉 〔形〕 !青廉な。

Hit e koan chin～(彼個官員～)

=あ の役人はたいそう清廉である。

chheng‐lian青年 〔名〕青年,若 者.

chheng‐liang清凍 〔形〕涼しい.

th卜kh ～ヽ (天氣～)=天 候が涼し

chhenttpeh松栢 〔名〕(植)①タイ

ワンゴヨウ,② タイワンアカマツ.

③ タイワントガサワラ.

chheng‐phiau清 標 〔形〕ハンサムな.

chheng‐sau清 掃 〔動〕掃除する.

～lai_bin(～内面)=中 を掃除す

る。 〔名〕掃除.

chhこng‐si請 示 〔動〕伺いをたてる.

G6a lai hibng li―gian_kis hよk‐

bin e hong‐hoat(我 宋向体～研

究害問的方法)=学 問の研究方法

をお伺いに参りました.

chheng‐te清 茶 〔名〕縁茶.

chheng‐t5an清 単 〔名〕計算書.

chheng‐thng清 湯 〔名〕すまし汁.

◇調味料が塩だけのスープをいう

chhёng‐siong銃 傷 〔名〕銃倉」.

chheng‐sig/①‐soとn清 算 〔動〕清

算する。

c h h e n g‐s 6 n g清爽 〔形〕さわやかな。

chhi刺 〔名〕① と|ず。chhak _ _ t i 6 h
～ (墾着～)つ と|ずが東」さる。②

魚の小骨.〔形〕と|ずとげしい。

Lang ttthang hiah～(人不通彼～)
=人 はそんなにとげとばしくては

いけない。

Chhi試  〔動〕試す,試 みる,や つて

みる。～i e sim_koan(～伊的心肝)
=彼 の心を試す 。 ～khOan_bai

leh(～看琵口列)=や ってみなさい。

～bi(～味 )=味 わう。

chhi持 〔動〕見合わせる。Chhian

とleh(且～日列)=し ばらく見合 i

わせよう。           |

c h h i 加? 〔形〕湿っぽい。s  a n _ ム・

kh心・～～(杉仔キ庫～～)一着物が湿

っ ぽ い ,

chhi市〔名〕①市,マーケット.

khui～(開～)=市 を開く,②(行

政区画としての)市 .Tai_tiong～

(豊中～)=台 中市.

chhi住司 〔動〕①飼う,育てる。～

gS(～キ)=ウ シを飼う.②養う。

G6a tiもh‐とi thとn chin～bも「_k ian

(我着愛遂袋～妻子)=私 はお金 を

もうけて妻子 を養わなければなら

ない。③ (子供や病人の回に入れ

て)食 べさせる。Ti giとh‐‐lai,

g6a～ li(箸搾宋,我 ～|ホ)=箸

を持つてきなさい,私 が食べ させ

てあげる。

chhi‐と刺仔 〔名〕(植)イ バラ,'イ

ラクサなど.◇ と|ザのある植物.

chhi‐bin市民 〔名〕市民.

chhi‐bin市面 〔名〕市況. Chit

kti ni～chin bai(此幾年一員儒)

=こ の数年間市況は非常 に悪い。

chhi‐bt‐chhi‐chhi/境Ochi‐/‐chiち'姜胡丈

E蛍峡? 〔 動〕ひそひそ話をする。

2 6teh k6ng kah～ (二個在話及

～)=2人 でひそひそ話をしてい
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chhi‐chham/chhin‐

を,む ごい。～6

惨事,l ke thai

援惨 〔形〕悲惨 |

s S (～的事) = 1

htth Chiよ |

坦



～ (一家台」了了,足 ～)=一 家皆

殺 しに遭ったとは,ほ んとうにむ

ごたらしい。

chhitchhi‐chhoah‐chhoah拒 樋擦擦

? 〔 形〕おっちょこちょぃな.

Li  c h i a n―, t h n g  iよh c h h i a‐

chhia‐t6(作 成～,湯 亦推推倒)
=お 前はほんとうにおっちょこ

ちょいだ,ス ープをこぼしてしま

って .

chhi。こng試 用 〔動〕試用する.

chhi‐eng市 誉 〔名〕市営.
chhi‐giam試 験 〔動〕①試験する。

②実験する。〔名〕①試験。②実験
chhi‐g5a市 外 〔名〕市外.

chhibj也□□ 〔名〕チーズ.

chhi‐kau市 郊 〔名〕交B外.

chhi`kも市慣 〔名〕市価,相 場.
chhi‐kek刺 車点 〔動〕床J激する.こ
～e ttth ttthang chiとh(含 ～的

物不通食)=刺 激物を食べてはい

けない。 〔名〕病い敷.

chhi‐ko痴 訂?〔 形〕(男の)助平
な (=chhio‐ko肖島訂, O hiau瑚.
～b i n (～面 ) =助 平面.

chhi‐kce刺 瓜 〔名〕(植)キ ュウリ.
chhi‐lai市内 〔名〕市内.
chhi‐16刺螺 〔名〕(貝)サ ザエ.
chhi_liau飼料.〔名〕飼料.
chhi_mng‐thang刺 毛贔 〔名〕(虫)

ケ ム シ.

chhi‐pho荊 技 〔名〕(植)ノ イチゴ,
クサイテゴ.

chhi‐si山刺繍一chhiah_si也

chhi_ti刺猪 〔名〕(動)ヤ マアラシ.
chhi_j tn市長 〔名〕市長.

chhi‐ti an市場 〔名〕市場, マーケ

ッ ト.

chhia

chhi_tO刺 刀 〔名〕銃剣.

chhi‐t6ng刺 桐 〔名〕(植)デコ,シ ド
ウジュ.

c h h i n生→ chhen 生

c hhin青一 c hhen_青

chhin星 → chhen星

chhin鮮  〔形〕① (魚や肉などが)

新鮮 な,新 しい_Chit bbe h↑_a

b6sim_mih～ ,品_thang chiah(此

尾魚仔無甚慶～,不 通食)=こ の

魚はあまり新 しくないから食べて

はいけません。② (衣類など)清
楚な,さ っぱりとした。s an_ム_khb・

Chin～ (杉仔伸長～ )=衣 服が清

楚だ。

Chhin浅 ?〔 形〕薄い空色の.

Chhin 酉星→chttn 醒

c h H a趣?〔 動〕① (勢いよく)飛
びつ く。thang― h6e(晶 ～火)=

虫が大に飛 び込 む。

chhr_と。chang青 仔様→ chhen‐左_

chang

chhin‐hoan 生 番→ chhe・‐hoan

chhin‐価 n 生分一 chhen‐航 R

chhin‐kian 生驚中→chhe・_kiaコ    ‐

chhin‐11ng 生冷→ chhen‐1こng

thhr‐m親 栂一 chhen_m

chhin‐mi青 瞑 ?→ chheime

chhin_mi‐ぶ 青瞑牛→ chhen‐m6‐ga

chhin‐p5ngtpeh‐P5ng青 味白l14→chhen

‐P5ng‐peh‐p5ng

chhin‐sび 生疎→ chhen‐sび

chhin‐thi青 苔→ chhen‐thi

c h h i a車〔名〕車.〔動〕①車で

運ぶ.～ h b e (～貨) =車 で荷物 を

運搬する。② (ミシンやろくろか

んなを回 して)製 造する,細 工す

る。～s a n (～杉)=ミ シンで着物
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chhia

を権 う。～Chhiin`ge(～象牙)=

象牙をろくろかんなで細工する。

〔量〕車,台 .◇ 車1台 分を単位

にして数えるとき.1～ bi(一 ～

米)=1車 の米.

chhia推  〔動〕(手のひらで強 く前

方に)押 す。～h5・i t6(～給伊倒)

=彼 を押 し倒す.I ka g6a～ ・‐ibh

_khi chti‐‐nih(伊 給我～落去水裡)

=彼 が私を水の中に突 き落とした

のだ。

chhia斜  〔形〕斜めの,傾 斜した。

goもh～ (月～)=月 カギ傾いた.

Chもn‐h5an tiもh phah khah～(ナ|||

岸着打較～)=用 水路の土手は傾

斜 させなければならない。

chhia_bin斜面 〔名〕斜面.

chhia‐b6/‐bd車 母 〔名〕機関車.

chhia‐cham車 姑→Chhia‐thau

chhiaschittg/‐chi6ng,‐chittng 車掌

〔名〕草掌.

chhia‐chhit車手 〔名〕(車の)か

じ棒.

chhia‐chhng車床 〔名〕旋盤.

chhia‐chhu車姐 〔名〕(虫)ボ ウフ

chhia‐h6車耐 〔名〕交通事故.

chhia‐h6a/〇‐hoa奢華 〔形〕①派

手な。②ぜいたくな.

chhia‐khざ車庫 〔名〕車庫.

chhia‐11左R車 輩 〔名〕車輪.

chhia‐lS車路 〔名〕車道.

chhia‐p6an車掠 ・〔動〕①やり取り

する。Kё_chh5a～chin hdi‐khi

(嫁撃～員費気)=婚 礼の時は贈

り物のやり取りをするので, とて

も面倒だ。②付き合いをする。

T a i _ k e～p u t‐c h i  h 6 (大家～不止

好)=お 互いの付 き合いはとでも

円満だ。② 口論する～eng‐ム_。|

(～間仔話)=つ まらない事で口

論する。

chhia‐poあh‐p6ng推跛反 〔動〕①

のたうちまわる.Pak.t6t thiとn

tiよm ti bin‐chhng～ (腹性痛姑在

眠床～)=腹 が痛 くて,ベ ッドの

上でのたうちまわる.② 跳んだり

はねたりする。Kui tin ginoa ti

hia teh～ (規陣口仔在彼在～)=

大勢の子供があそこで跳んだりは

ねたりしている.

chhia‐plnstとu推 春?斗  〔 動〕 ひ

っくりかえる.hS kin‐chio‐ph6e

chhこchit‐|～ (給葛蕉皮滑一下 |

～)=バ ナナの度で滑ってひつく |

りかえった。          1

chhiasphib車票 〔名〕、(夢」車やバス

の)切 符 (=Chhia_tOan車阜).

chhia,sim 車心 〔名〕車軸.

chhia‐sin車 身 〔名〕車体 (=chhia

,tai車喜).

chhia,あi 車喜→ chhia,sin

chhia‐t6推倒 〔動〕①押し倒す,

突 き倒す。h5・lang～(被人～ )=

人に押 し倒 される。② ひつくり返

す。～oよn(～ 碗 )=茶 碗 をひつく

り返す.

chhia‐t5車 道 〔名〕車道.

chhia‐toan車 軍一chhia_phib

chhia,thau車 頭 〔名〕①駅(=Chhia

‐cham車 始)。②機関車.

chhittn且 〔副〕しばらく,ち よつ

と.～ kiとli(～寄体)=し ばらく

あなたに預けます。～tan leh(～

等「列) = ち ょっとお待ちなさい。

～chこl e h (～坐P列)=ち ょっとお

掛けなさい。



chhian言青 〔動〕①招く,招待する.
～lang‐khch(～人客)=客 を招く.
～i khi khttan tian_ian(～伊去看

電影)=彼 を映画鑑賞に招待する。

②ごちそうする,おごる。G6a beh

～li litt ka‐pi(我 要～体欽珈琲)

=あ なたにコーヒーをごちそうし

ます。③どうぞ, なにとぞ. ～l i

ch3 6 h5 e chhia(～体坐六琥

的車)=ど うぞ 6号 車にお乗 りく

ださい.～11 l pau hun h6・ g6a

(～体
一包姻給我)=ど うかたばこ

を1 箱くだ さい.

chhian ィ青 〔動〕(D雇う.G6aよi～

1 6chも ‐pig…6(我愛～一個煮飯

的)=1人 飯炊きを雇ドたい.②

依頼する。～i siムPhoe(～伊篤

批)=彼 にお願いして手紙 を書い

てもらう.

chhian成 〔動〕(子供を)養 育する。
～kttu chhin‐chhiこn_lang(～到親像

人)=一 人前に養育する。 '

chhian_e 信的 〔名〕召し使い。

chhiが‐mig請 問 〔動〕お伺いする。
～,li sさ

n sim‐mih?(～ ,体 姓

甚摩)=お 伺いしますが,あ なた

の姓はなんといいますか。

chhiansthiap請中占 〔名〕招待状,案

内状.

Chhiah赤 〔形〕①焦げ目のついた。
chian h5・～ (煎給～)=こ んがり

といためなさい,② (女が)たけ
だけしい,あばずれの.～ch a‐b 6・

(～査某)=た けだけしい女.I chin
～ (伊具～)=あ の女はあばずれ

だ,～ peh_peh(～子八択 )=手 にお

えぬあばずれだ.
chhiah束J〔動〕① (針棒などで)

chhiam

刺 し縫いする。～ph6e‐6(～皮桂)
=皮 靴 を縫 う.～ hoe(～花)=花

を刺繍する。②編む.～phttng‐se_
s an(～凸紗杉)=毛糸を編む。③
(十能やくわなどで)す くう。 ～

h6e‐hu(～大灰)=灰 をすくう,

chhiah‐chang‐hi赤 筆魚 〔名〕〔魚)

タイ (→ka.1とh)。◇赤い色のもの.

chhiah‐ぶ 赤牛 〔名〕(動)ヨ ウれ

ウ,ア メウシ.

chhiah‐hia↓kia赤血球 〔名〕赤血球.

chHah‐iah刺場?(動 〕①むずが

ゆくなる。b6sも。とk,chiah 5～

(無洗浴 ,即 宙～)=風 呂に入 らな

いと体がむずがゆくなる。②いら
いらfる . su kttu, lang ch瓶～

(輸賭,人就～)=賭 博に負けていら

いらする。C)そわそわする.si teh
～s ian_mih?(是在～甚摩)=な

にをそんなにそわそわしているん

だぃ。

chhiah‐jI刺字 〔動〕入れ墨する.

kui seng‐khu～ (規身堰～)=全

身に入れ墨をする。

chhiah‐kha赤 脚 〔名〕はだし.ヽ

chhiah‐kha‐sian赤 脚先 〔名〕やぶ

医者.

chhiah‐li赤痢 〔名〕(医)赤 痢.

chHah‐sin赤身 〔名〕①素唐。②裸.

chhiah‐sn/ochhi‐ 刺繍→si出 繍

chhiak描?〔 動〕①ザクザク音を

たてる。chhiam_tang～ Chit‐|(袈

衛～一下)=お みくじの筒をザ ク

ザクと鳴 らす。② どきっとする。

hai g6a～ chit‐こ(害我～一下)=

私をどきつとさせた。

chhiam籍 〔動〕①署名する。beh
～t6‐ui?(要～何位)=ど こに署
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chhiam

名 しますか。②選挙する (=soムn・

kt選琴).Li beh～sim_mih iang

?(体 要～甚宏人)一誰に投票 しま

すか。〔名〕切り干し.

chhi a m螢 〔名〕くじ.◇竹または

木を細長く作ったもの.

chhiam錯 〔動〕①刺し込む.～
c h i n  c h h i m (～具深) =深 く刺 し

込む。②串刺しにする.こ ng
chhiam_ム～teh hang(用 錯仔～在

鉄)=串 刺 しにして焼 く。 〔量〕

串.1～ hi(一 ～魚)=1串 の魚.

chhiam。と窓仔 〔名〕①細長い紙片.

②付せん.

chhiam_a錯仔 〔名〕①フォーク.

② 串,肉 府じし.

c h h i a m ‐c h ёn g 筆 護 〔動〕ピザを与

える。

chham_F繊維 〔名〕繊維
chhiam‐iok籍約 〔動〕(条約や契約

書に)調 印する.

chhiam‐ji籍 字 〔動〕署名する,サ

インする (=chhiam_mia窓 名).

Chhian Li kユu_siこ～ (請李教授
～)=李 教授 に署名してもらう,

chhiam‐mia無 名→ chhiam‐ji

chhiam‐si鍛 詩 〔名〕おみくじの文

句.◇ 詩で書かれている。

Chhian千  〔数〕(文)千 .～ sin

ban kh6・ (～辛高苦)=千 辛万苦,

(諺)～ban put jd it kiとn(～ 聞

不如一見)=百 聞は一見にしかず.

Chhian遷  〔動〕,移る,移 す。～khi

pat s6・‐chai(～ 去別所在)=他 所
に移る。

chhittn浅 〔形〕①浅い (O chhim
深),chti na～ ,b6t5abも e hi

(水若～,無 大尾魚 )=水 浅ければ

大魚なし,② (問題が)易 しい。
Chit kd chiah～, an,ch6an bs_

hiau?(這 旬此～,接 想没暁)=

こんな易しい句がどうしてで きな

いのか。③ (色の)薄もヽ。se k  k h a h
～ (色較～)=色 が薄い.

chhian延 ?〔 動〕手間取る。～kah

jit‐よm(～及日暗)=日 暮れまで手

間取った。

chhian‐ban千 高 〔副〕決 して,絶

対に。◇否定の句や文においての

み使 う.～ 詐thang pO▲h_kiとu(～

不通抜賭)=絶 対に賭博をして は

いけない。

chhian‐chhiu樋 歌 〔名〕ぶらんこ

chhian・jit‐h6ng千 日紅 〔名〕(植)

センニチヨウ. ・

chhian‐kim千金 〔名〕(文)ご令媛

(Okong‐Chこ公子).
chhian_thoa浅施 〔名〕スリッパ.

chhiとng唱  〔動〕①口約束する(→

p h i n品). L iこ ka p  i～b6 ? (祢

有及伊～無)=彼 と口約束 しまし

たか。② (人の名や値段などを)
大声で言 ラ.        ‐

chhiang i中 〔動〕(力5資く水などを

かける.G6aこ ng siau‐oa～ (我

用□□～)=シ ャワーを浴びる。

chhiang引文 〔動〕① (鋭利なもの

で)突 き声Jす。giah chttg`よ～i6

pak‐t6・(捧鑽仔～伊的腹性 )=き

りを彼の腹に突き刺す。② (俗)
やる。 C h i t  c h t  s e n g‐l i  k a p  i～

‐‐16 h‐kh i (此紆生理及伊～落去)=

この商売を彼 とおっ始める。

chhiang衝  〔動〕出くわす(=航 g

撞).tiよ田 15・‐nih～tibh i(お 路

裡～着伊)=道 で彼に出くわした

ら
４

０
０



c h h i a n g ‐C h a i 常在 〔副〕いつも.
～こt i  t e h ( ～有在得) =いつもい

ます。

chhiat切  〔動〕①切る。～chhtti

(～菜)=野菜を切る.Tian_。3,

chhian li～_‐khi_lai(電話,請体
～起来)=電 話を切ってください,

②反切で注音する.～ im(～音)
=音 を反切で注音する。

chhiat‐Chhtti切陣 〔動〕切り刻む.

chhiat‐khui切 開 〔動〕切 り離す,

切りFT5く. ～si‐koe chhian iang_

kheh(～西瓜請人客)=ス イカを

切って客に動める。～khang‐chhむi

boah ibh‐hもn(～ 孔嘴抹築粉)=

傷口を切 り開いて薬を塗る。

chhiaⅢsiong切傷 〔名〕切り傷.

c h h i a u 捜? 〔動〕① ( ひっかきま
わして)捜 す。Chhatも～tibh l

k5an chin‐chu phOよ h`lian (貝哉十子
～着一緒長珠絆錬)=泥 棒は真珠

の首飾りを接し出した。② (材料
を)こねる,まぜる。a3‐la i

c h h a n  c h t i～(後来参水～)=あ

とは水を入れてこねる。

Chhiau移 ? 〔 動〕(少しずつずらし

て)是 正する,直 す。～pi6‐と(～

鉄仔)=時 計の時間を正す.～kut

(～骨)=脱 きゅうを直す。

chhiau‐chh6e/‐chhl捜尋 〔動〕①
捜す。Chhも―lai 16ng～,ia chh5e
16ng b6 tibh(暦内す龍～,亦 尋続

無着)=家 の中を皆捜 したが捜 し

当たらなかった。②捜索する.～

hoan_lang(～ 犯人)=犯 人を捜索

する。

chhiauskip超級 〔形〕最上級の.
～chhi_tian(～市場)=ス ーパーマ

chhi m。こhln

―ケット.

chhiau‐臨e/‐kと超過 〔動〕 越 える,

超過する。Chit e gin_ょ～t5a‐lang

e thaぃnau(此 個口仔～大人的頭

脳)=こ の子は大人の頭脳以上だ。

H6e‐chhiaム_si_kan iau_b5e lai

(火車～時間猶未来)=時 間が過 ぎ

たのに汽車はまだ来ない。

chhiau‐t5超 度 〔動〕済度する。～

chibng‐seng(～ 衆生)=衆 生を済

度する。

c h H h 顛?〔動〕①うなだれる.
t h a u～l b h _ k h i (頭～落去)=頭 を

うなだれる。② うつむく(O k h iとn

遣 ) .

c h h i h 拒? 〔動〕① ( 手などで) 押
さえつける(=jih座)。こng chhit
～‐‐1もh _ k h i (用手～落去 ) =手 で押

さえつける.②押し付ける.I ki6ng
` k i 6 n g ～g 6 a ( 伊強強～我 ) =後 は

私に無理に押し付ける.③ (ピア
ノなどを)弾 く.～hong‐khim(～

風琴 )=オ ルガ ンを弾 く,

chhim侵 〔動〕C侵 す。～lang 6
tё, kとi (～人的地界) =人 の境界を

侵す。②使い込む.～thau_ke e
C h  i n (～頭家的銭)=二 人の金を

使い込む.

chhim深 〔形〕①深い。Hf‐ti chin
～,品‐thang khi chhit_th6(魚池

具～,不 通去建逸)=池 は深いか

ら遊びに行かないように。② (問
題などが)難 しい.Chit kこei_sむ

chin～ (此句的意思員～)=こ の

旬の意味はとても難しい.③ (色
あいが)濃 い.Tang_sek(～紅色)
=深 紅色.

chhim‐chず/‐ch:口深井 〔名〕中庭.
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ュhhim‐chiよIn

chhim‐chiとm侵 倍 〔動〕不法占有

する.～ koan.tl(～官地)=官 有

地を不法占有する。

chhim‐chhim深 深 〔副〕深々と.
～ka lin kょm_sia(～給億感謝)
=深 くあなたに感謝いたします。

chhim‐jip侵入 〔動〕侵入する。～

chh出―lai(～層内)=家 に侵入す

る.

chhim‐khek深 刻 〔形〕深い,深 刻

な。thi l e in‐si5ng chin～(封

伊的印象員～)=彼 の印象はたい

へん深い.

chhim‐li6k侵略 〔動〕侵略する。
chhim‐sek辰 室 〔名〕寝室.
chhim‐sin深信 〔動〕深く信じる。
chhim・tS深 度 〔名〕深度,深 さ.
chhin親 〔形〕①親しい.I kap g6a

khah～ (伊及我較～)=彼 は私と

親 しい.～ kah itp kut(～及入骨)
=非常に親しいコ② (血筋が)濃
い,実 の.～h ian_ti(～兄弟)=実

の兄弟.I sl gOa e goe‐seng_a,

si chin～e lang(伊是我的外甥

仔,是 長～的人)=彼 は私の甥で

血筋がとても濃い。

chhin‐親‐〔接頭〕・…みずから,親 し

く。◇体の一部 を示す語に付けて

副言司をつ くる。 chhin‐bとk khban_

kin(親 目看見)=こ の日で見た。

chhin_chhit sia(親手篤)=手 ず

から書く.chhin_sin khi(親身去)
=み ずから行 く..

C h h i n 情〔形〕① ( 感じが) 冷たい,
冷 えた (―にng冷 ). k h卜 ka u

c h t i  c h i n～(坑溝水具～)=谷 川

の水はとても冷たい。～bin (～面)
=冷 たい感 じの顔 .

chhin補 〔動〕(さお補で)量る。
～2 kin(～二斥)=2斤 量る。

chhin‐a補 仔 〔名〕さお秤,補 .

chhin‐あi親愛 〔形〕親愛なる。

chhin‐bit親密 〔形〕親密な.

chhinschiダ親成 〔名〕①姻戚。②
縁談.

chhin,ch6k親 族 〔名〕親族.

chhin‐chこ親自 〔副〕みずから,親

しく。～pan_li(～雛理)=自 分自

身で処理する.～ chhut_sёk(～出

席)=親 しくご臨席される.

chhin‐chhai情 彩 ? 〔 形〕① どうで

もよい,こ だわらない。 ang__s

pとh‐_6,～ h6(紅 的自的～好)=赤

いのでも白いのでもどうでもよい

②すべての。～lang(～ 人)=誰

でも.～ si(～時)=い つでも.～

s6・‐ch二i(～ 所在)=ど こでも.

③ いい加減な。Na tt chai_i an

誰thang～in(若不知影不通～磨)=

知らないなら, いいカロ減に答えて

はいけなヽゝ.

chhin‐chhek親 戚 〔名〕親戚,親 類

chhin‐chhiat親 切 〔形〕親切な。

Itこi gOan chin～ (伊挙す院長～)
=彼 は私たちにとても親切だ。

chhin‐chhit親 手 〔副〕手ずから,

親 しく.～ sia e phoe(～ 篤的批
=親 書.～ chb(～ 依)=手 ずか

ら作る。

chhin‐chhiこL親像 〔動〕…・ようだ,
・・。にそっくりだ (一nム‐chhin_chhiこ

n

Li e phin～ lin ma‐ma(体 的鼻～

億夕埼婚)=君 の鼻はお母 さん似で

す。

chhin‐chhiin_lang親 像人 〔動〕人

並みになる。とi～ (愛～)=人 並
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みになりたい.

chhin‐ge ng親迎 〔名〕◇新郎が結
婚式の当日に女家へみずから新婦

を迎えにいく儀式.

chhin こヽ親友 〔名〕親友.

chhin‐ke親 家 〔名〕◇嫁または婿
の父の称呼 .

chhin‐lang親人 〔名〕身内.
chhin‐pit親筆 〔名〕直筆, 自筆
(=chhit‐pit手筆).

chhin‐"g清 飯.〔名〕冷飯.
chhin‐sen_kian/_sP.親生子 〔名〕

実子.

chhin‐sian親 善 〔名〕親善.

chhin‐sim清 心 〔動〕失望落胆する,
がつかりする。Chit a gin‐ム16ng

品 thak_chheh,g6a chin～(此的

回仔i龍不預書,我 長～)=こ の子

供は全然勉強 しないのでがっかり

だ。

chhin‐sin親 身 〔副〕親 しく,自 分

自身で.～ k6ng(～ 講)=親 しく

話す。～khi khban(～去看)=自

分で見に行 く.

chhin_st親事 〔名〕婚儀.

chhinttng親堂 〔名〕同族.◇ 先

祖を同じくする子孫の意.
chhin‐thau補頭 〔名〕掛け目.
chhiO崎 〔形〕① (棟の瑞やへさ

きなどの作 りが)反 り返って突 き

出た。chan_thau siun～(船頭尚
～)=へ さきが非常に反 り返 って突

き出てぃる。②派手な, りゅうと
した.chheng kah～kah(穿及～

及)=と ても派手な身なりをして
いる。

chhiO鳩 〔動〕①(″島類の雅に)盛
pがっく.ah_kak teh～(鴨鵜在

Chhi6h

～)=雅 アヒルに盛 りがっぃてぃ
る。② (若者などが)欲 情する。

Chhib笑  〔 動〕 笑 う口Chhian
li品_thang～ (請体不通～)=笑
わないでくだとい。h5・lang～(給
人～)=人 に笑われる.〔 形〕あ
お向きの.p`ng～ (反～)=ぁ ぉ
向きにひっくり返す。

chhib/chhi也・唱 〔動〕歌う。～koa

(～歌)=歌 を歌 う。

chhib_bi_bi笑微微 〔形〕にこやか
な。

chhib‐断n笑 面 〔名〕①笑顔(=chhi
‐i6ng笑容)。②表向き,表 側.

chhiO_chhin/chhiu_秋清 〔形〕 涼
しい (―・liang涼)◇風があるとき

など.chhiこ‐kha khah～ (樹脚較
～)=木 の下はもっと涼しい。

〔動〕涼む。lai_khi chhi卜kha～ ‐

(来去樹脚～)=木 の下に行って涼

む.

chhi心,gi‐gi笑 嬉 ?嬉 ?〔 形〕(うれ

しくて)に こにこした.

chhib‐i6ng笑 容→chhib_bin

chhio_kO 肖島吾F?―・chhi‐ko      ‐

chhib‐koa/chhittE_唱 歌 〔動〕 (歌

を)歌 う。

chh輸_khe 笑稽一→chh品‐khOe

chhib‐khoe/_khe笑稽 〔形〕こっけ
いを,冗 談の.k6ng～ (講～)=
冗談を言う。

chhib‐oS笑 話 〔名〕笑話,冗 談.
chhib‐sian笑啓 〔名〕笑い声.
Chhioh尺 〔名〕ものさし.〔量〕

尺.1～ sこ‐hong(一 ～四方)=1

尺四方.

chhibh蒔  〔名〕む しろ,ご ざ (=

chhau_chhibh草 蒲)―
　
―
．



chhi6h,chhttu

c h h i 6 h , c h h t t u薦草 〔名〕(植)タ イ

コウイ.

c h h i 6 k  l 'ら?  〔動〕 くしゃくしやに

する,ぐ ちやぐちゃにする。 (=

ji6k錫 ).～ ch6a hド‐sak(～ 紙

郷掠 )=紙 をくしゃくしゃにして

捨てる。～th6°(～土)=上 をぐち

ゃぐちゃにする。 〔形〕ぬかるん

だ。け～ (路～)=道 がぬかるん

でいる。

chhiok‐chin促 進 〔動〕促進する。

chhiok‐h5緯 琉 〔名〕あだ名.

chhiong沖  〔動〕(茶や薬などに熱

湯を)注 ぐ.～ iもh(～薬)=薬 を

振 り出す.

chhiong充  〔動〕(官庁に)没収され

る。ke‐h6c h5・～…khi(家 イ火給～

去)=財 産を没収された。

chhiong衝、〔動〕① (たたりに)

触れる。～tibh kti(～着鬼)=

鬼門に触れる.② 突き当たる。

(諺)～ tibh i e b`_thau(～着伊

的馬頭)=彼 のウマの頭に突 きあ

たる一彼のきげんをそこなう。

chhiong,chiok充足 〔形〕十分に足

りた。kng‐sban chin～(光線長

～)=光 線が十分に足りる。

chhiong‐chhiこ稚樹 〔名〕(植)モ

chhiong‐hoan衝 ぢ巳 〔動〕たたる.

6～tibh sin,beng(含～着碑明)

=神 明にたたられます。

chhiong‐hoeh/huih充血 〔名〕充血.

chhiong‐hin充 分 〔形〕(準備や経

験などが)十 分な,

chhiong‐kcan 充 官→ chhiong‐kollg

c h h i O n g‐ko n g充公 〔動〕(官庁が法

によつて)押収する(=C h h i o n g `

k o a n充官).

chhiong‐m6a/① ‐bo左n充 滴 〔動〕

満ちる,満 たす.～ とi,Cheng(～

安情)喜 愛情に満ちる。～sёng‐

ibk(～性慾)=性 欲を満たす。

chhiong‐pS菖 蒲 〔名〕(植)シ ョウ

ブ .

chhi6ng‐phin/⑤chhiin‐口昌片 〔名〕

レコー ド盤,

chhiong‐sこ/‐s6e沖 ,先 〔動〕現像

する。

chhiong‐sit充賓 〔形〕充実した。

khb‐th6ng chin～(課程長～)=

課程がとても充実している。

chhiong‐抗t衝 突 〔動〕衝突する,

かち合う。Chit 2 kho‐b6k si5ng

_khb e si_kan bこ～ (此二科目上

課白旬B寺間'受～)=こ の2科 目の技

業時間はかち合っていない.

c hhit七 〔数〕 7,七 つ。

chhit拭  〔動〕ふく,ぬ ぐう。Li

thさh toh,pb・lai～toh_ム(体提某布

宋～臭仔)=ム きんを持つてきて

テーブルをふきなさい。～6(～堆

) = 靴 を磨 く。

chhitも拭仔 〔名〕①黒板ふき。②

消しゴム.

chhit‐五‐khe/‐khoe七 仔言灰 〔名〕女

たらし,

chhit,chap七十 〔数〕70,七十.

Chhit,chhen/‐chhr七 星  〔名〕】し

斗七星.

Chhit‐goもh/‐gёh七 月 〔名〕 7月 .

chhit‐hi6h‐lian七葉蓮 〔名〕(植)

タイワンツクバネ.

Chhit‐nid‐m左七娘女馬 〔名〕七夕さ

ま_

≡
…
ピ
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Chhit‐nin‐mかs en/‐sin七娘姪生
・
〔名〕七夕祭.

chhit‐th6/thit‐廼延 〔動〕遊ぶ.

Li beh khi toh‐Si～?(体要去何

位～)一 どこへ遊びに行きますか.

In chht chin h6～(懲盾員好～)
=彼 の家はとても楽 しい。

c hhit‐th6‐mih〔‐a〕/thit_廻廻物〔仔〕

〔名〕おもちゃ.
chhiu髪 〔名〕①ひげ.COひ げ

状に放射 もしくは垂れ下がったも

の。chheng‐a_～(溶仔～)ガ ジュ

マルの気根.jit‐thau‐～ (日頭～)
=太 陽より発する光線.

c h h i t手〔名〕①手,腕.C働き手.
oan～(換～)一人を換 える.

chhit首→ sit首

chhi也'秋? 〔 動〕本目手になる。B6

1angとi～g6a(無 人愛～我)=誰

も私を相手にしてくれない_

c h h i t鍬〔動〕①(手元に)たぐる。
～hong_chhOe(～ 風吹)=た この

糸をたぐる。②究明する。～kun_

gOan(～根源)=根 本を究める。
Chhiこ樹 〔名〕木,立 ち木_

chhiこ。と樹仔 〔名〕木,か ん木.
chhiこ‐五_OcA談0嵐in樹 〔仔〕種

〔名〕本の枝 (→chhiこ‐kO.◇ 根

元より最初に分かれる大きな枝.
chhit_am手領 〔名〕手首.
chhin_bとk樹 木 〔名〕樹木.
chhit_b6e/‐bも手尾 〔名〕①手先.

②形見,遺 品.
Chhit‐chi手 指 〔名〕指輪.
chhiこ_chi樹脂 〔名〕樹脂,や に。
chhit_chih‐phSも 手摺簿仔 〔名〕
手帳.

C h h i t‐chhёng手銃 〔名〕①ピスト

chhit‐khda点

ル.② ペニス.③ (男の)手 注.

〔形〕いたずらな.Hit e ginsa

Chin～(後個□仔員～)=あ の子供
はとてもいたずらだ。

c hhiu‐chhin秋 ヤ青→chhiO_chhin

c h h i t‐こ手下 〔名〕手下白

chh i t , g l手婆 〔名〕①手仕事.

②手芸,手細工.
chhiu‐hai‐t6ng秋海実 〔名〕(植)

シュウカイ ドウ.

chhin_hibh〔‐あ〕樹葉 〔仔〕 〔名〕木

の葉.

chhit‐hong‐khim手 風琴 〔名〕 ァ

コー ディ オ ン.

chhiu‐hun秋 分 〔名〕秋分.

chhit‐han手痕 〔名〕指紋.

chhiこ‐iダ樹影 〔名〕木陰.

chhit‐kang手 工 〔名〕手先の仕事1

細工.  _

chhit‐kang‐gl‐phin 手工藝品

〔名〕手工芸品.

chhit‐kang‐giap手工業 〔名〕手工

業.

chhin_ki樹枝 〔名〕(本の)枝 (→

chhiこ_よ_oe)。  ◇ 細いもの.‐

Chhiこもkin〔‐あ〕/‐kun手 巾 〔仔〕

〔名〕ハンカチ.

chhiI‐k3手股 〔名〕二の腕.

chhit〔‐k5a口〕‐tё転 手 〔措〕袋仔

〔名〕ハンドバック (=chhit‐p6‐

pau手皮包).

chhit‐ko左in手拐 〔名〕ステッキ.

chhiこ‐kin/‐kun樹 根 〔名〕木の根.

chH二‐kut手 骨 〔名〕①腕。 ②手

の骨.

chhit‐khとu手 格 〔名〕手錠.

chhittkhiau手曲 〔名〕ひじ.

chhit‐khoan手環 〔名〕腕輪.
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chhiこ‐lan

chhii‐lan樹蘭 〔名〕(植)ジ ュラン.

chhholeng樹乳?→ chhiS‐ni

chhit‐liS‐t6an手糟弾 〔名〕 手りゅ

う弾.

chhit‐13手 路 〔名〕手際,腕 前.

… tMn～ (展～)=腕 前の程を見せる.

chhit‐lok〔転〕手実 〔仔〕→chhit・

16ng

chhit‐16ng手襲 〔名〕手袋(=
chhit‐lok〔‐a〕)

chhit‐lan手輪 〔名〕①手の関節:

②腕首.

chhiこ‐品 樹梅 〔名〕(植)ヤ マモモ.

chHこ‐na樹林 〔名〕①林,樹林.

②森,森林.
c h h i こ‐n i / O l e n g 樹乳 〔名〕①ゴ

ム.② ゴム製品.

chhiこ‐ni‐khび〔‐a〕樹乳範 〔仔〕〔名〕

輪ゴム.          _

chhiこ‐ni‐phok‐左樹乳凸仔 〔名〕ゴ

ム風船.

chhii‐ni‐thau樹 乳頭 〔名〕孝し首.

chhit‐ig手 袂 〔名〕そで,た もと.

chhit‐oとR手 腕 〔名〕手腕.～16ngb

b in(～霊敏)=手 腕がいたってさ

えている。

chhit,pak樹 腹 〔名〕木の幹.

chhit‐pi6手 鉄 〔名〕腕時計.

chhit‐Pit手 筆 〔名〕自筆(=chhin_

‐pit親筆).

chhit,p6an手盤 〔名〕手の甲.

chhii‐ph6e/‐phe樹 皮 〔名〕木の皮,

樹皮.    ・

chhit‐ph6e‐pau/‐p陥 手皮包→chhit

〔‐k5a・〕‐tこ‐あ

chhiu‐sian秋蝉 〔名〕(虫)ツ クツ

クボ ウ シ.

chhit‐sim手 心 〔名〕 てのひらの

真ん中.

chhit‐sin樹身 〔名〕幹.

chhit,si6k手績 〔名〕手続き。

〔動〕手続きをする。Teng‐ki tおh

an・ch6an～(登記着接想～)=登 記

はどんな手続きをしなければなり

ませんか。

chhit‐sibng手相 〔名〕手相.

chhit‐鋭t手 術 〔動〕手術する.

ti6h～ム品‐bian?(着 ～抑不免)=

手術をする必要がありますか:

〔名〕手術.

chhit‐stt,sek手術室 〔名〕手術室.

chhiこ‐tau樹 豆 〔名〕(植)キ マメ.

chhitste/‐t6e手 蹄 〔名〕手首.

chhit‐tian手電 〔名〕懐中電灯.

chhit‐t5an手段 〔名〕①手並み,

手際,②手段.

chhit‐t6ng手す営 〔名〕ハンドブレ
ーキ.

chhit‐thau手 頭 〔名〕①手.kOan

ti i e～(権在伊的～)―権限は彼

の手にある。②手元金.～にng(～

量)一手元金に余裕がある。

chhiこ‐thau樹頭 〔名〕切 り株,根

つ ― ・

chhit‐the‐khim手 提琴 〔名〕パイ

オリン.

chhiu‐thin秋天 〔名〕秋.

chhiun槍 〔名〕槍,

chhitn指 〔動〕(さっと)奪 う。h5

1ang～thau,mia(給 人～頭名)=
一番を人に奪われた。

chhinn 口昌→chhib 口昌

chhian熙 ? 〔動〕あおる.～ hOnす

kこi(～風楯)=ふ いごであおる。

H6e～ chin kOan(火 ～員高)=大

があおられて高く上がる。②風に



当たる。P5n _ l a n g～ho n g  t t  h 6

(病人～風不好)=病 人は風に当た

るとよくない。

chhiこR上 〔動〕①上がる.～koan

(～高)=高 く上がる.② 吹 き出る,

発生する。ang‐khi～htn(紅 柿～

粉)=カ キに粉が吹 き出る。 Khe‐

と‐pin e chi6h_thau～chhen_tt(漢

仔透的石頭～青苔)=川 辺の石に

コケが生 える.

chhi in汲 ? 〔 動〕(つるべなどで)

くむ.khi ch6n～ chti (去 井～

水)=井 戸へ行って水をくむ.

chhittn匠 〔接尾〕職人.bak_chhれn

(木匠)=大 工.

chhiin象  〔名〕(動)ゾ ウ.

chhiこB像  〔動〕…・のようだ,… に

似ている (=chhin_chhiBn親 像).
～li chiah gau chin h6(～ 体即

賢員好)=あ なたのように賢けれ

ばほんとうによい。

chhian転 結仔 〔名〕 へい,垣根(=

chhiansdi結固,→ lispa)。◇土 ・

れんが ・板などで作ったもの.

chhi&n_bl_hoe薔 薇花 〔名〕(植)バ

ラ (→m6e‐kもi).

c h h iこ・‐ch h iこ稼樹 〔名〕(植)ク エ

ルカスプンゲアナ, カシ.
chhiこn_ge象牙.〔名〕象牙.
chhiこE_ki象棋 〔名〕(中国式の)将

棋.

chhnn_phi口`昌片一→khek‐poan
chhiこnsti an廠長 〔名〕工場長.
chhian_di措園→chhiin。ぁ
chhng穿 〔動〕① (小さい)穴 に
通す。～chiam(～針)=針 に通す.

② うがっ.～ kh a n g (～子D=穴 を
うがつ.〔 名〕(虫食いやさぴなど

chh心とを3

の)/」ヽ さぃ穴.khi～ (起～)=小

さい穴がで きる。

chhng宿 〔名〕(医)か さ.
chhig暗?〔 動〕① (歯やくちび

るなどで)し ゃぶる,ムつつくB～
ke_thau(～籍頭)=ニ ワトリの頭

をしゃぶる.～ hf‐kut(～ 魚骨)
=魚の骨をつつく。② (人の欠点
などにつけこんで)せ びる。～

lan g  e  c h i n (一人的袋)=人 の金

をせびる。

chhng床  〔名〕ベッド(=chhng‐

phび床鋪).

chhふg_左串仔 〔名〕(魚)マ グロ.

chhng_ki n/‐kun床 巾 〔名〕敷布.

lhhng‐khけ 倉庫 〔名〕倉庫.

chhng_pm床 '甫→chh北 床

chho燥  〔形〕生臭い。Chit btt h↑

Chin～ (此尾魚長～)圭 この魚は

とても生臭い.

chh6草  〔動〕起稿する。～l phr

ban(～一篇文)=1篇 の文を起稿

する.〔 形〕草書体の,(字 を)

くずした。ji siun～,khban b6(字

尚～,看 無)=字 があまりにも

くずしてあるので読めない.

chh6繰 〔名〕コルク.

chh6坐」 〔動〕(なたなどで)ぶ った

切る。～chhiこ(～樹)=木 をぶっ

た切 る。

c h h b 錯 〔動〕間違える。s i a ～偏
～)=書 き間違える.〔 名〕誤り.

An_ne b6～(安曜無～)=こ れな

ら誤りはない。jin～(認～)=誤

りを認める。

chhb‐bi槌 米 〔名〕玄米

chh6‐chha‐6坐」柴的 〔名〕きこり。

chhb‐gS/① ‐ngS錯 誤 〔名〕錯誤,
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chh6‐su

言呉り, 間違ヽヽ.

chh6‐su草 書 〔名〕草書.

chh6‐that,と繰塞仔 〔名〕コルクせ

ん,

chhび初 〔副〕(文)初 めてぃ～ k in‐

bin(～見面)=初 めて会 う。～

chhlng(～穿)=初 めて着る。

chhざ粗 〔形〕①粗い (①i也幼).
bin‐ph6e chin～ (面度員～)=顔

の度店がとでも粗い.② 下品を.

I k6ng ё oこ chin～ (伊言告的話長
～)=や つのする話はとても下品

だ。

c h h J購  〔名〕酢 (=sng‐chhざ酸

西昔).

chhび‐ch6a粗紙 〔名〕粗紙.◇ 原

料は竹で,き わめて粗雑.

chhげ,chhtti粗菜 〔名〕結菜.

モhhび,chhan粗残 〔形〕①残忍な.

s i m _ k o a n  c h i n ～( 心月千長 ～) = 心

がほんとうに残忍です。②手荒い。

こng～p5'(用～歩)=手 荒い方法

を使う.

chhび‐chheng粗穿 〔形〕普段着の.

chhSng～e san(穿～的杉)=普 段

着を着ている。

chhけ‐i盛 意 〔名〕嫉妬心.

chhび‐i6ng粗勇 〔形〕カドん じょ う

な.lang sen_chb chian～(人生

依成～)=体 が生まれつきがんじ

ょうだ。chian～e tibh h6(剪～

的着好)=丈 夫な布地を買えばよ

chhび‐kip初級 〔名〕初級.

chhoi‐kip‐tiOng‐hak初 級中学 〔名〕

中学校.◇ chhび‐tiong 初中と略

す。

chhび‐khng粗 様 〔名〕もみがら.

chhい 1む粗魯 〔形〕① (人 の品性

行為などが)荒 っぽい,里予卑な.

k6ng o3～ (競話～)=話 が野卑だ。

②雑な,粗 末な白kang_hu khah～

(工夫較～)=作 り方が雑だ。

chhいpS初 歩 〔名〕初歩.〔 形〕

初歩的な,一 応の.～ th6ng‐kё

(～統計)=一 応の統計.

chhび‐p陀  粗 皮→ chhび‐ph6e

chhび‐ph6e/,phe粗度 〔名〕さめ店

chhび‐si6k粗俗 〔形〕粗末な。 ～

mih(～物)=粗 末な物.

chhいsan初 旬 〔名〕初旬.

chhび‐あng粗 重 〔形〕 かさばって

重い.～ 6 ke‐si(～ 的家私)=か

さばって重い家具.

chhび‐tiong初中→chhび。kip‐6ong‐

hよk

chhさ。thang購 桶 〔名〕嫉妬深い女

chh5a煮 ?〔 動〕連れる, 51き 連

れる,率 いる,引 率する。Li na

品 chai 15・,g6a～ li lai‐khi(祢

若不知路,我 ～イホ来去)=も し道

をご存知ないのでしたら私がお連

れします。

chh5a婆  〔動〕めとる (Okё嫁).

～b6・(～妻)=妻 をめとる。～ Sin・

niS(～新娘)=花 嫁をもらう。

chh5a‐ji5乗 尿 〔動〕寝小便をする

イヽ便をもらす。LI sё‐hとn e si

bat～b6?(イホ細漢的時雷～無)=小

さい時に寝/!便ヽをしたことがあり

ますか。

chh5a‐lS乗 路 〔動〕ガイドする。

k i b  1  6  k o‐s a n‐c h b k  k t t  l a n  ～

(叫一個高山族給口自～)=高 砂族 1

人にガイドしてもらいます。

c h h o a n 榎? 〔名〕①ささくれ. ②



とけ.

chhban門 ?〔 動〕かんぬきをかけ

る。一mag(～ 門)=門 にかんぬ

きをかける.〔 名〕かんぬき (→

15ng門).

chhoah泄 ? 〔 動〕もらす。～Sムi

(～屎)=大 便 をもらす。

chhoah i景?〔 動〕むしる.～ ke‐

mng(～ 鶏毛)=ニ ワトリの毛を

むしる.

chhoah擦 ?〔 動〕(ぶるぶると)震

える.bよk‐chiu‐ph6e teh～ (目日周

皮在～)=ま ぶたがぴくぴく震え

る。

chhoとh斜 ?〔 形〕斜めの.tもi‐bin

～kak 6 chhも (封面～角的層)=

斜め向かいの家.〔 動〕斜めに横

切る。chan～ lau(船 ～流)=船 が

水流を斜めに横切る。

chhoah‐sai_chhen/‐chhin泄 尿星

〔名〕流星.

chhoah‐tig援 断 〔動〕 ちぎる.

dan‐h6e‐sban h5・chhat～ (電火線

給賊～)=電 灯線を泥棒にちぎら

れた,

Chhoan本 寸 〔名〕(行政区画としての)

村 (→chng庄 ).

Chhoan喘  〔動〕あえぐ,息 切れが

する。p3■lang teh～ (病人在～)
=病 人があえいでいる,chau siun

kin chin～ (走尚繁具～)=あ まり

早く走ったので大層息切れがする。

Chhoとn串  〔動〕 にょきっと出る。
～ti‐kO_g6(～ 猪郭牙)=八 重歯が

にょきっと出る。 〔副〕いつも,
…する度に,◇ 悪い結果のとき.
～bも,bも tiもhkもi‐‐6(～ 買,買 着

貴的)=買 う度に高いものをつか

chh6eと と

まされる。

chhoan標 〔動〕(文)横取 りする,

奪う.～ lang e thau_15°(～人的

頭路)=人 の1載を横取 りする。

chhoan i全〔動〕。そろえる,準備す

る。～o an_ti(～碗警)=食 器をそ

ろえる。～pこn‐chin chもseng‐li

(～本袋倣生理)=元 金を準備して

商売する.

chhoan_khti喘氣 〔動〕 呼吸する,

息をする.teh kah b5～(墜及没
～)=押 しつぶされて呼吸をする

こともできない。hioh・khこnt(歌

姻～)=休 んで息をつく.

ch h o a n‐sc  a n‐ka h穿 山甲 〔名〕(動)

セ ンザ ンコ ウ.

chhoe/chhe吹  〔動〕(風などが)吹

く.hong teh～ (風在～)=風 が

吹いている.  Kin‐ム‐jit si sim_

mih hong ka li～lai?(今 仔 日

是甚慶風給体～来)=今 日はどん

な風の吹 きまわしでやって来たの

ですか。

chhoe 初 ―→chhe

chhoe/chhe炊 〔動〕(蒸籠により)

蒸す.～ pttg(～飯)=ご 飯を蒸す。

chh b e  t t l l―ch hё

chhbe 持珠―→chhも

chh6e 発き―→chha

chh5e/chhl尋?〔 動〕① (確かに

あるものを)捜 す。Hitに ng b5‐

と,g6a～b6(彼 項帽仔,我
～無)

= あの幅子あヾ捜し当たらない。②
訪ねる.Lang‐kheh beh lai～li

(人客要来～体)=お 客さんがあな

たを訪ねて来られますよ,

chh6e‐a/chh6‐筆仔 〔名〕(竹の)

むち,竹 の棒.

ｎ
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chhoe‐ hong

chhoe‐hong/chhe‐吹風 〔動〕(髪

に)ド ライヤーをかける。

chhoeh感 一 chheh 感

chhoeh‐khti 父姜寄託
―→chheh‐khtti

chhoh口彙?〔 動〕(男が姦注に関す

る語によって)の のしる。 Thttk‐

chheh‐lang iah kan～lang(預書

人亦敢～人)=イ ンテリのくせに

ひどいことばで人をののしるのか。

chhok撮 〔量〕群,つ まみ.◇少 し

群がったものを数えるとき。1～

chht(一 ～暦)=1群 の家.1～

lang(一～人)=1群 の人.thau、

mng l～ (頭毛一～)=髪 一つま

み。

chh6k毅?〔 動〕① (EPなどを)ペ

たっと押す。～tau _ k o a n‐in (～ 豆

乾岳p) =豆 腐のような大きい官印

をべたっと押す。② (賭博の賭け

金などを)一 度に賭ける。 ian 6

chin 16ng～ ‐‐16h‐kh  ヽ(扇 的袋推

～落去)=勝 った金をごっそり賭

けた。

chhbng倉J〔動〕①する。Li teh
～sian_mih?(体在～甚慶)=君 は

なにをしているのか。② 作 り出す.

G6a teh～s an(我在～ネタ)=衣 服

を作っています。

chhong‐beng聰明 〔形〕聡明な,I
～Sl ~ ,  品■こ C h i n  b 6  s i n‐l o n g

(伊～ 是～
,不 拘長 無信 用)=彼 は

聡明なことは聡 明だが, しかしま

ったく信用がな
｀
い。

chhttng,ch5倉」造 〔動〕倉」造する.

chhbng,chok創作 〔動〕創作する。

chhong‐ h6ng倉 皇 一 chhong‐ p5ng

chhttng‐kこng創 景 〔動〕① からか

う。c h o a n  t e h～l a n g (専在～人)

=い つも人をからかう。②べてん

にかける。 Gもa h8 1i bこ～‐‐ tit

(我給体没～得)=ぼ くは君にだま

されない。

chhbng‐lip創 立 〔動〕倉!立する

(=chhbng‐pan創 非).

chh6ng‐pan倉↓親岸一→chh6ng‐lip

chhong‐p5ng倉 傍 ?〔 形〕 そそっ

かしぃ (=chhong‐h6ng倉皇).ch6

ss chin～(徹事長～)=や る事が

とてもそそつかしい.

chhttng,siat倉」設 〔動〕設立する。

chhttng‐sin倉J新 〔動〕更新する。

～choan_kok 6 thiとu‐ko ki‐li6k

(～全国的跳高記録)=高 跳びの全

国記録を更新する。

chh6ngsti倉」治 ? 〔 動〕① からかう。

M_thang～ g6a(不 通～我)=か ら

かわないでくれ。② いじめる。

chhu起  〔動〕滑べる (→chhこ滑).

chng‐a～lもh‐lai(石事仔～落来)=

れんががずり下がってくる。〔形〕

傾斜した,勾 配になった。i5～

(路～)=道 が傾斜 している。b6～,

bこ siとchti(無 ～,没 卸水)=勾

配がないと水がはけない。

chhu敷  〔動〕敷 く (→chこ敷),

Kheh‐thian e th6・‐kha 16ng  b6

～ sim‐mih(客 薦的土脚推無～甚

宏)=客 室の床にはなにも敷いて

いません.

chht取  〔動〕(たくさんある中から

)選 ぴ取る。～j↑n,chai(～ 人

材)=人 材を選び採る。sOa_tiong

～kim(沙 中～金)=砂 中から金を

とる白

chh也次 〔量〕(文)次 , 回.t61～

e h5e,gi(第 一～的含議)=第 1



次の会議.

chhI暦  〔名〕(建物としての)家

(→tau兜).

chhi i此? 〔 動〕(勢いよく水などが)

噴出する。chti‐16ng`chti～…

chhut‐lai(水 龍水～出来)=ポ ン

プの水がほとばしり出る。hoeh～

chin hig(血 ～員遠)=血 が遠 く

へ飛ぶ.

c h h こ沿? 〔動〕① ( 勢いよく) 滑

る。tもi Soan_tるng～ 16h‐lai(撃寸山

項～落宋)=山 の上から滑 り降 り

る。～poとhat6(～城倒)=滑 って

転ぶ.②低下する,減 る。In ke‐

h6e na～‐_16h‐khi(ほ家依那～落

去)=あ の人の財産はだんだん減

る.

c h h i峡?〔 動〕①内結話をする.

In 2 6 teh～sim‐mth?(ほ 二個

在～甚宏)=あ の2人 はどんな内

緒話をしているのですか.② けし

かける (=sS唆).～kとu(～ 狗)
=イ スをけしかける。

chh由‐bi趣 味 〔形〕興味深い, 面

白い (→sim‐sek)。 chin～ e kb・_

sこ(員～的故事)=と ても面白い

物語.chS hui‐ki chin～(坐飛機

員～)=飛 行機に乗るのはとても

面白い。 〔名〕①興味.Chёng‐ti,

g6a b6～(政治,我 無～)=ぼ く

は政治に興味がない。②趣味.I

e～si chも_pig(伊的～是煮飯)=

彼の趣味は飯 を炊 くことです。

chh也_chび層租 〔名〕家賃.

chh也_cht暦主 〔名〕家主.

chh出_hia暦瓦 〔名〕屋根瓦.

Chht‐hoあt庭罰 〔動〕処罰する。

Chh出‐hOng庭方 〔名〕処方, 処方

chhuh‐ chhllh

せん.

chht‐hun庭分 〔動〕処分する.‐】

chhI‐kak,chiautと暦角J島仔 〔名〕

(鳥)ス ズメ.

chh芭‐kba盾蓋 〔名〕屋根.

chh卜kha暦脚 〔名〕借家人.

chhこ‐khak鼠麹 〔名〕(植)ゴギョウ,
ハハヨグサ.

chht‐khak‐k6e/‐kこ鼠麹繰 〔名〕草

もち.◇ハハヨグサのもち.

chh也‐lam次 男 〔名〕次男.

chht‐li庭理 〔動〕処理する,さば

く, Hit h5 tai‐chi sian_lang teh
～(彼擁事誌甚人在～)=あ の事は

誰が処理していますか。

chht‐1こ/‐li,‐1也庭女 〔名〕処女.

chhよ‐lt/‐li,‐lt次女 〔名〕次女.

chh也‐pr〔‐五〕唐遊 〔仔〕 〔名〕①近

所.② 隣人.

chhu‐seh起 雪 〔動〕スキーをする。

chht,siaH取 消 〔動〕取 り消す。

cha_hng kap li iok‐sok e  tai_

chi beh～ (昨香及体約束的事誌

要～)=昨 日お約束したことを取

り消したい。       ―

chh也‐sbe/‐sё層税 〔名〕①家賃,

部屋代。②宿泊料.

chh也,sこ次序 〔名〕順序,次第.

chhI‐tlng層項 〔名〕①屋根.②屋

上.

chht‐ti庭 置 〔動〕処置する。

chhuh★卒?〔 動〕(人のついたもの

を)押 し当てる。3ng hiun ka i

～(用香給伊～)=線 香の大を彼に

押 し当てた。

chhuh‐bangナ卒日巧?→ chhuh‐chhuh

c h h u h‐c h h u h求卒ナ卒 〔形〕 目の細 い

(=chhuh,bang求 卒町).bak_chiu～
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chhui

(目日周～)=目 がネ田い.

chhui催  〔動〕催促する (=chhuト

chhiok催促)。～chin(～銭)=お

金を催促する。～hak,seng iai

thak(～ 学生来誤)=学 生に勉強

するよう促す。

chhui綿 ?〔 動〕(手や縄などで)

縮める.～ am‐ktn(～ 額管)=の

どを締める。Heng_li tibh～h3an

(行李着～給緊)=手 荷物はきつく

締めなければならない.

chhti眸  〔形〕砕けた, 粉々にな

った。～bi(～米)=砕 けた米.

siak__16h‐khi,sba～‐‐khi(練落去,

績～去)=落 ちたら粉々になって

しまった。

‐chhti‐辞 〔接尾〕 くず,切 れ端.

pざ。chhもi(布 碑)=布 くず。ch航‐

chhもi(紙碑)=紙 切れ.

c h h胡嘴 〔名〕①口.②くちばし.

〔量〕回.chiよh2,3～ (食二三
～) = 2回 , 3日 食べ る。

chmitbこ 嘴尾一 chmi_b6e

chhli‐b6e/‐bこ嘴尾 〔名〕 ①あと

回.～ p h a n g (～香) =あ と口が香

ばしぃ,② 人の言った事.khioh

iang e ～(拾人的～)=人 の言っ

た事を受け売りする.

chhui‐chiとn推 薦 〔動〕推薦する。

Chhian li ka gもa～1 6 i‐seng

(請体給我～一個警生) =お 医者 さ

んを1人推薦してくださぃ。〔名〕

推薦.   ・

chhui‐chian,su/Othui・推薦書

〔名〕推薦書.

chh胡‐chih嘱舌 〔名〕①者.②弁

者の才。こ～(有～)=弁 舌の才が

ある。

chhui‐chin催 陣 〔動〕陣痛が起こ

る (=Sanschengothiと
n産

前痛).

beh sen kian e si,こ～ (要生子

的時,含
～)=産 気づくと陣痛が

起こる。

Lhhtti_chhあu峨 臭 〔名〕口臭.

chhui‐chhek/Othui‐ 推測 〔動〕

推測する。

chhui‐chhiok催 促 〔動〕(←chhui)。

催促する.Li na b6 ka i～ , i

chiこb6heng li(1休 若無給伊～,

伊就無還体)=も し催促 しなかっ

たら, 彼は返さないでしょう。

chhti‐chhiu嚇策 〔名〕ひ|ザ,日ひ|ザ.

chhtti。こ‐転u嘴 下斗 〔名〕下あご.

chhttisk3‐kS碑 綱糊 〔形〕 粉みじ

んの.Aぃ とkもng‐phba～ (匡Rl子1貢

破～)=コ ップが害」れて粉みじん

だ.

chhti‐khi嘴 歯 〔名〕(―khi).歯.

chhui‐】i推 理 〔動〕推理する.

chhui‐1こR推 論 〔名〕推論.

chhii‐n5a嚇 江 〔名〕(―n6a)。つば,

ょだれ.

chhti‐p純 嘴面比一chhili,ph6e

chhtti‐ph6e/‐phも,‐ph6e 嘴面比

〔名〕ほお.

chhui‐siau/Othui‐ 推錯 〔動〕売

りさばく.

chh直‐si炊事 〔名〕①炊事.②炊

事人,飯 たき.

chhuitsi推事 〔名〕(旧)判 事.

chh工i‐sti嘴 美 〔名〕安想,お世辞・

(諺)Hoe chiah 15°‐chもi,lang

chiとh～ (花食露水,人 食～)=花

には露,人 には愛想.

chhii‐ta嘴 乾 〔動〕のどが渇 く。

G6a chin～, khi,chti l poe h5

ｌ
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g 6 a  l i m (我民～, 汽水一杯給我

飲)=と てものどが渇いたからサ

イダーを1ぱ い飲ませて ください.

chhui‐teng推定 〔動〕推定する。

chhti‐ttR嘴唇 〔名〕唇.

chhtti‐tan_phe嘴唇度→chhdi,航n・

ph6e

chhti‐tan‐ph6e/‐pha嘴唇皮 〔名〕

回先.k6ng hit h5～3o3(講 彼

琥～的話)=あ んな回先だけのこ

とを言っている。

chhui‐thむ。che ttEE剤 〔名〕吐剤.

chhun伸 〔動〕伸ばす,伸 びる.

Li chhit～khah tng leh(体手～

較長F列)=手 をちょっと長く仲ば

しなさい。～chit‐3,kiu chit_こ

(～一下,縮 一下)=伸 びたり縮ん

だり.

chhun剰  〔動〕残る,残 す。Chi‐8

～nng tiun nia‐nia(只 有～扇張

□□)=2枚 残っているだけです。

～__e hs g6a(～的給我)=残 っ

た分は私 に下 さい。～‐‐6 (～ 的)

=余 分.

c h h t t n寸 〔量〕寸.～ i t (～一) =

1 寸1 分.

chhan存  〔動〕預けておく, 預か

る.

Chhun_cheh/‐choeh春 節 〔名〕旧

正月,(旧 暦の)元旦.

ChhttR‐Chhioh寸 尺 〔名〕寸法.

Chhun_hun春 分 〔名〕春分.

chhun_kと春傾 〔名〕春休み.

chhun_ktti春季 〔名〕春季.

chhun_lin/①_an伸 句? 〔 動〕(疲

れたときなどに)伸 びをする.

G6a～chit_3.Ah/ chin s6ng_

k h Oとi (我 ～一下,咽 /長爽快)

chhut‐ hian

=一 度伸びをしたら,あ あ,と て

もいい気持 ちだ.

chhun,pl an春餅… lin_plan

chhun‐thau春頭 〔名〕初春.

chhun,thin春天 〔名〕春.

chhut出  〔動〕①出る,出 す.～

khi g5aもkhau(～ 去外国)=外 に

出る。～chu(～痘)=疱 着が出る。
～chin(～袋)=お金を出す。②値
切る.Koh ka～ leh!(復給～r列)

=も っと値切ってやれ.G6a～ i3

kho°(我～伊三元)=3元 に値切る。

③ 超過する。～
giah(～額)=額 が

超過する。

chhut歯旬 〔名〕(演芸などの)出 し

物,oan～ (換～)=出 し物をかえ

る。h6～(好～)=よ い芝居.〔量〕

(演芸などの)幕.1～ hi(一～戯)
=1幕 の芝居.

chhut‐chai出 在 〔動〕(=k芭‐chai

援在)。①随意にさせる。～i chb

(～伊依)=後 のしたいようにさせ

る。② 月券手にする.～ g6a chiah

(～我食)=私 は勝手に食べます。

chhut‐chin出診 〔動〕往診するi

chhut‐chび出租 〔動〕(家屋などを)

貸し出す.

chhut,chhau出操 〔動〕①体操に出

る。②教練に出る。

chhut‐chhit出手 〔動〕手出しす

る. I k6ng an‐ne sin‐sba― pa

in ang(伊講安曜順績～巴懲翁)
=そ う言 うなり手を出して夫 を平

手ではたいた。

chhut‐g5a出 外 〔動〕外に出る.～

chb seng‐11(～依生理)=外 に出

て商売をする。

chhut‐hian出 現 〔動〕現われる:,
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chhut,hoat

出現する。sin_beng～(昴申明～)=

神明が現われる,

chhut‐hcat出較 〔動〕出発する。

Li beh khi Hiong‐kang, tang‐si

beh～ ?(祢 要去香港,営 時要～)

=香 港へはいつご出発ですか。

chhut‐hong‐thau出 風頭 〔動〕自分

を売り込む,ス タンドプレーをや

る.I Chiokと i～(伊足愛～)=あ

ぃつは自分を売りこみたがる。

chhut‐こB出 院 〔動〕退院する.

chhut‐iとH出 '寅 〔動〕出'貫する。

chhut‐jim出 任 〔動〕(出て)任務に

就 く.～ taiosとi(～ 大使)=大 使

の任に就く.

chhut‐jip出入 〔動〕出入りする。

I tak_jit i ёng‐siS, ～koh 16ng

chこ khi‐chhia(伊 逐日有應酬,
～復lat坐汽車)=彼 は毎日付き合

ぃがあって,出 入りするときはい

つも自動車に乗る。 〔名〕① 出入.

Gin_hang e chin e～ chin t5a(銀

行的袋的～長大)=銀 行のお金の

出入は膨大だ。②差.kap Cheng‐

jit k6ng-6こ～(及前日講的有～)
=先 日言ったことと違 う。

chh u t‐ke出 家 〔動〕出家する.～

chもh6e , s iこ
n(～

倣和尚)=出 家し

て僧になる。

chh u t‐kё出嫁 〔動〕(―kё).嫁 入

りする。T5a cha‐b6・‐kian i‐keng

～(大査某子己経～)=長 女はもう

嫁入りした。 ・

chhut‐kこng出 境 〔動〕国境を出る。

chhut‐khau出 口 〔名〕出口=〔動〕

輸出する。hbe beh～(貨要～)=品

物を輸出する.

c h h u t‐khi出去 〔動〕①出て行く,

出かける.～ pよt‐こi(～ 別位)=

よそへ出て行 く。②
・・。して出て行

く.pOe‐‐～ (飛～)=飛 んで出て

行く。chau__～khban(走 ～看)=

走 り出て見る。

chhut‐khin/‐khan出 勤 〔動〕 出勤

する。

chhutskhtti出氣 〔動〕 うっぷんを

晴らす。tもi lang k6ng～  (撃す人

講～)=心 中の不満 を人にぶちま

けてうっぷんを晴らす。

chhut‐lai出 来 〔動〕① 出て来る.

I na chiょh pa,chhian i～ (伊若

食飽,請 伊～)=食 事が済んだら

彼に出て来てもらってください。

②…・しだす.k6ng…～(講～)=話

しだす。thも・～(吐～)=吐 き出す。

chhut‐lS出 路 〔名〕①前途,② 出

日 .

chhut‐mと 出馬 〔動〕出馬する.

chhut‐mia出 名 〔形〕有名な, 名

高い.～ e hak,chiと(～的害者)‐

=有 名な学者.

chhut‐mng出 門 〔動〕タト出する。

八m_si bこ‐sai～(暗日寺没使～)=夜 ,

外出してはいけません。

chhut‐pan出 版 〔動〕出版する。 |

〔名〕出版.

chhut‐pan‐sia出版破 〔名〕出版社1

chhut,phiah出疹 〔名〕(医)はしか|

chhut‐phin出品 〔動〕出品する。

chhut‐phba出 破 〔動〕発覚する。‐

ta i_chi ～(事誌～)=事 が発覚す|

る。                ‐

chhutssai出師 〔動〕(徒弟の)年季!

があける。～chもsai‐h5(～ 倣師|
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chhut‐San出 産 〔動〕産出する。～

6s6・‐chai(～的所在)=産 地ロ

chhut,Sek出色 〔形〕 見栄えのす

る。 San_kh心
・
 chhこng_khi chin～

(杉悔穿起長～)=着 物を着るとと

ても見栄えがする。

chhut‐Sもk出 席 〔動〕出席する。

chhut‐Si出 世 〔動〕生まれる。

G6a ti Tai_can～(我在喜湾～)

=私 は台湾で生まれました。

chhut‐SO aB出山 〔動〕葬式を出す。

Ti‐si beh～?(底 時要～)=い つ

葬式を出すのですか.

chhut‐tiun出張 〔動〕出張する.

Kong‐si phよi g6a khi lan卜p5・
″―

(公司派我去商部～)=会 社が私を

南部に出張させる。

chhut,tiin出場 〔動〕出場する。

chhut・thau出頭 〔動〕①表に出る,
顔 を出す.b61ang kan～ (無人

敢～)=誰 も表に出たがらない.

②うだつが上がる (=chhutethau_

th r出頭天,chhutathoat出脱).b6
～6 jit,chi(無 ～的 日子)=い つ

までたってもうだつが上がらない。

chhut,thau_thr出 頭天 〔 動〕①天

下泰平になる。やれやれになる。

Bin_よ_chtti kh6‐chhi na liムu,

g6a ti6h～(明仔再考試若了,我着
～)=明 日試験が済めばぼくはも

う天下泰平だ.②芽が出る (=
c h h u t _ t h a u出頭).1,it  k i n～ ,1

jit  k i n  k h b a n , oとh(一 日緊～
,一

日緊快活)=1日 早 く芽が出れば

1 日早 く楽 になる。

chhut_thoat 出脱
―→chhut‐th抽  出

E

e/oe押 ?〔 動〕① 手で押す。Mng
～khban s khui bs(門～看含開

没)=門 が開くかどうか押 してご

らん。② (ひき臼で)する,ひく,
～ch h e k (～粟)=もみをする。③
(弓で楽器を)弾 く̀ ～ hian_ム(～

絃仔)=胡 弓を弾 く.

1/①ol吟 〔嘆〕おい,も し.◇人

に呼びかけるときなど.～ , b3‐

sai an_ne r(～,没 使安f12)=お

い,そ んなことをしてはいかん.

こん`祭  〔形〕(背の)低 い (Ol心

均長). Hit e cha_b6・‐gin‐a chin

sti,品‐kt siun～ (彼的査某□仔

長美,不 拘尚～)=あ の娘はとて

も美 しいが,背 が低すぎる。

ё「FE?〔 嘆〕 え,な に.◇耳を疑う

ような気持ちのとき.～ ,kam通 _

ian(～,敢 有影)=え ,ほ んとう

ですか,～ ,chain_inn(～,想 横)

=な に,ど うしたんですか,

6的 ?〔 助〕①…の.◇ 修飾語を

名詞の前にカロえるとき.g6a～

chin(我～銭)=私 のお金.chh h6

khもan～tian_ian(具好看～電影)

=とても面白い映画,②◇動詞

(句)・形容詞 (旬)を名詞(句)にす

る。ang…～khah sibk(紅 ～較俗)

=赤いのは安い。③◇事柄を説明

した り石後認 したいとき。多くはSi

是と対応 して使われる.Hit e

lang si h6～(彼的人是好～)=あ

の人はよい人です。I kin_ム_jit tek‐

khak a lai～(伊今仔 日的確含来

～)=彼 は今日必ず来るんだ.

頭 .




