
eng,tong

待する。 〔名〕(交際上の)贈 り物,

贈答.

飾g‐tong熔 営→ёng‐kai

hg‐tong‐Jlan 熔営然→ёng‐kai

eng‐th6櫻 桃 〔名〕(植)サクランボ.

G

gム‐jё□□ 〔名〕ガーゼ.

gai礎  〔動〕傷める,害 する。

Chit khOan ibh_と こ～si_tng(此

款棄仔含～胃腸)=こ の薬は胃腸

を傷めます。

gai‐gi6h廃護 〔形〕(なんとはなし

に)具 合が悪い。

gaispan呆板 〔形〕気がきかない,
間が抜けてぃる。I chin～(伊長
～)=彼 はまったく気がきかない。

gak‐b6/`bt岳母 〔名〕岳母.

gakahi岳父 〔名〕岳父.

gak_khi築器 〔名〕楽器.

gak,phむ築譜 〔名〕楽譜,

gとk‐su築 自市 〔名〕バンドマン.

gあk‐tii築 隊 〔名〕楽隊.

gak_thoan築圏 〔名〕楽団.

gam癌  〔名〕(医)カギん.

gam愁 ?〔 形〕不見識な.Li

ch i n″ヽ,  l i  i a  k a n  s i t t n  b e h  c h心

chhi_tijn(体員～,体 亦敢想要倣

市長)=不 見識だよ,君 も市長に

なるつもりだなんて.

gam_chi6h岩石 〔名〕岩,岩 根.

gan'彦 〔動〕かじかむ。Chhiこ 3
～(手含～)=手 がかじかみます。

gan雁  〔名〕(′島)ガ ン.

gan_chian眼前 〔名〕目の前, 日前.

gan‐頚 諺言吾 〔名〕ことわざ.

gan_kong眼光 〔名〕眼光.

ganskh。眼科 〔名〕(医)眼 科.

gan,sek顔色 〔名〕① (文)色 (=
sek‐chhai色彩)。②顔色.

gang慈 〔動〕呆然とする。 kian
c h i t‐3 ,韓 a～…kh i (驚一下,績 ～

去)=び っくりして呆然 としてぃ

る。

g a u 賢 〔動〕 よく…する。◇ ある

動作 ・状態についてぃう。Hit 6

gin_a chin～khai_chP(彼 個□仔

長～開隻)=あ の子供はとてもよ

くお金を使 う.Chiah‐kt～ 1もh h5・

(此久～落雨)=こ の頃はよく雨が

降る。

gau_cha賢早 〔形〕①朝が早い。
0と,l i  h i a h～(畦,体 彼～)=ま

あ,ほんとうにお早いですね。②
おはよう。◇あいさつ。sian_ s r
～(先生～)=先 生おはようござい

ます。

gau _ l a n g賢人 〔名〕① 賢人.② 偉

人.

gauh鮫  〔動〕(車が人を)ひ く.h5・

h6e,chhia～tibh(給火車～着)=

汽車にひかれた。

gё善 〔動〕かじる。Niau`chhもとi
～ta ng～sai(老鼠愛～東～西)=

ネズミはあれこれかじりたがる.

ge牙 〔名〕①きば.②歯.

ge牙 〔名〕◇旧暦で毎月2日と16

日に主として商家がth6・‐te‐kong

土地公を祭ること。ch心～ (依
～)

=土 地公を祭る。

ge芽 〔名〕芽 (→r棄)。◇主とし

て豆類ゃ麦から出るものをいう。

ge暁 ? 〔 動〕① しゃくにさわる.

k h b a n _ t i b h  t O～(看着都～)=見 た

だけでもしゃくにさわる,② 療 う・
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G6a chiok～i(我 足～伊)一ぼく

はあいつがとても嫌いだと

ge,ch6牙漕 〔名〕下あご,あ ご骨.

ge‐kho牙 科 〔名〕歯科.

g6・m Rg子軒門 〔名〕 (旧〕役所,官

庁.

ge,siau呪精 〔動〕(一g6)。しやく

にさわる, 嫌う。～,品‐chai teh

sang sim_mih(～ ,不 知在挟甚

彦)一 しゃくにさわる,何 を威張

ってやがるんだ。

g3stt撃 術 〔名〕芸術.

gl_stt‐ka撃 術家 〔名〕芸術家.

gこ‐t6an婆姐 〔名〕芸者.

geh月 一goもh月

g e h ‐J l t 月日一g o 色h ‐J l t

gもh‐keng月経→goとh‐keng

g e h ‐l a i 月内→g o こh t l a i

gもh‐nia 月夕良…→goもh・nid

gもk逆  〔動〕逆らう。～thian(～

天)=天 に逆らう。

gёkも 玉仔 〔名〕ひすい伴hも卜Chhもi

翡黎).

gёk‐khoan玉 環 〔名〕ひすいの腕輪.

glng研  〔動〕 (薬研やローラーな

どで)ひ く,す る。

geng凝 〔動〕①固まる,凝結する

(=kian堅 ).～ ch心 ltさ (～依

一塊)=1塊 に回まる。Hoch～ 直t

ch心‐hもe(血 ～得徹快)=血 が凝結

した。②ふんまんやるかたない.

G6a sim‐koan chin～ (我心肝員

～)=私 の心はふんまんやるかた

ない。

geng_chiap迎 接 〔動〕(←chiap).

出迎える。～lang_kheh(～ 人客)
一客を出迎える。

l geng_gこng/① 16ng‐青邑眼 〔名〕 !

gla

( 植〕リュウガン,

苺Rg,pOah研鉢 〔名〕乳鉢.

」 擬 〔動〕(文)適用する。b6qtte

kh6～ (無罪可～)一適用すべき罪

がない。

ゴ 疑 〔動〕(文)疑 う,〔諺〕～

lang tt chian chhat(～人不成

賊)一 疑っただけで泥棒 と決めつ

けるわけにはいかない。一証拠が

が第一.

ゴ‐ユn議案 〔名〕議案.

蘇‐bこ義務 〔名〕義務i

ゴ‐bin疑問 〔名〕疑間.

ゴ‐bin‐h5疑問掟 〔名〕疑間符.

gi‐h5e議會 〔名〕議会,

蘇‐koat議決 〔動〕議決する。

gi‐khi儀器 〔名〕器械・器具 ,計

器など。

ゴ‐lin議論 〔動〕議論する。〔名〕

議論.

ゴ‐oan議員 〔名〕議員.

蘇‐sek儀式 〔名〕儀式.

算‐si議事 .〔名〕議事.

gi_te/_t6e議題 〔名〕議題.

gi‐tiぜ議長 〔名〕議長.  ―

夢‐tin配議場 〔名〕議場.

ゴa 奈? 〔動〕①( 大きなものを両

手で)持 つ。～1‐a lai(～ 椅仔

来)―椅子を持ってくる。② (肩

で)担 ぐ.～ 1に bi(～ 一袋米)

一米を1袋担ぐ。③ (雲が)わき

起 こる。han teh～ (雲在～)一雲

がわき起こっている。④上昇する.

bdt‐kё khah～ (物積較～)一物価

カギ少し上がっている。

gia/ontta迎 〔動〕神迎えをする。

～lau_jiat(～閥熱)一神迎えの行

列をする。
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gla‐a

gia。と鴻仔一g6も

gia_kang瑛 戦 〔名〕(虫)ム カデ.

gia_kanttsiau媒 嫁靖 〔名〕 (虫)
ゲジゲジ.

giah織 ?〔 動〕 (針のような細い

もので)ほ じる (一giauh戦).～
chhoan(～頼)一 とげをほじり出す。

giah額  〔名〕分量,数 。こg6a6
～b6?(有 我的～無)一私の分があ

りますか。

giah/okiぁ h搾  〔動〕G杖 ・筆 ・

審など片手で持 ち上げられる細長
いものを)持 つ。 Li～sとu_chhit

iai sとu th6・_kha(体 ～掃帯来掃

土脚)一 ほうきを持ってきて床を

掃 きなさい。ti tO bl_hiau～ (警
都没暁～)一 警の持 ち方も知らな
い。② (体の一部を)上 げる。～

_chhit(～ 手)―手を上げる。 ～

thau(～頭)=頭 を上げる。〔介〕
…で.◇細長いものでの意.～
chh6e‐a ka ikもng(～ 筆仔給伊
損)=む ちで彼を殴る。

gittm染→」m染

giam p念 _chheh感

giam巌  〔形〕厳 しい。G6a epS‐
b6chin～ (我的父母長～)一私の

父母はとても厳 しい。

giam験  〔動〕検査する,調 べる。
～heng_li(～行李)一荷物を検査
する。

giam_bit巌密 〔形〕厳 しい,厳 密
な。sit_OS chin～(守衛員～)=守
りがとでも厳 しい。

giam_もk験 疫 〔名〕検疫.

giam_keh巌格 〔形〕厳 しい,厳格
な。I ttti kian_ji chin～(伊封子
見具～)=彼 は子供に対してたぃ

へん厳 しい.～ 6 kiなm‐cha(～ 的

検査)一 厳格な検査 .

giam_ki m厳禁 〔動〕厳禁する.

giam_1こ巌属 〔形〕厳格を,容赦な
い .

Giam。15‐6ng閣羅王 〔名〕えんま大

王.

giam_siok巌捕 〔形〕厳粛な。

giam_ti5ng最重 〔形〕 (事件 ・問

題 ・病気などが)重 大な,深 刻な,
重い.Che si chin～ё bin_t6(這

是長～的問題)=こ れはとても深

刻な問題だ。

giとn寝 ? 〔動〕かつえる。I teh
～hun(伊 在～煙)=彼 はタバコに

かつえている.

gian‐算 言語 〔名〕言語.

gian_ki t研究 〔動〕研究する。
G6a chin とi―Tai_。an 6  hong‐

sibk(我 長愛～喜潤的風俗)一 台

湾の風俗 をとでも研究 したい。

〔名〕研究.

gittn‐kiホsek研究室 〔名〕研究室,
gian_kiぃseng研究生 〔名〕大学院

生.          ‐

gian_lin言論 〔名〕言論.

giとR‐Si p研習 〔動〕研習する。

gian_th6研討 〔動〕研究討論する。

giang,汗 〔動〕(鈴などチリンチリン

ンと)鳴 る,鳴 らす。Giang‐a teh
～(釘仔在～)=鈴 がチリンチリン

と鳴っている。

giap爽 〔動〕扶む。Chttg‐thau_と

h5・mng～ti6h(指頭仔給門～着)
一指を戸で扶んだ。

giap業 〔名〕不動産,財 産.

giap事 ?〔 形〕因果な。

giap‐a爽 仔 〔名〕 クリップ・紙ば
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さみ ・ネクタイピンなど.◇ 物を

はさむもの.

giとPb工 業務 〔名〕業務.

giと,cht業 主 〔名〕地主.

giあPsan業 産 〔名〕財産.

giat虫題 〔動〕(虫などが)か む.

Sih‐sutこ～lang 6°(鑑蜂含～人

峨)=コ オロギは人をかむぞ.

Niau‐chhこ～siun_ム(老鼠～箱仔)
=ネ ズミが箱をかじる。

giaⅢa嬉 仔 〔名〕(虫)シ ミ.

giれsiau享 精一chok‐giat

giau_ゴ院疑 〔動〕(―gi).疑 う

(=hiam_g↑嫌疑).品‐thang lam_

sam～ lang(不通濫惨～人)一やた

らに人を疑ってはいけない,

恵a u h / O n 」a u h 餓? 〔動〕①ほじ
くる (→giah樹 ).～ lang e phムin

(～人的夢)一人の悪事をほじくる。

② (指や棒などで)こ じる,ね じ
る。mag～ bl khui(門 ～没開)―

門をこじ開けようとしたが開かな
もヽ .

gim/①giam梁 ?〔 量〕枝.◇花を

たくさんつけた小枝などを数える

とき.1～ hOe(一～花)-1枝 の花.

ゴm吟  〔動〕吟ずる。～si(～詩)
一詩を吟ずる。

百mi今 〔動〕① (てのひらで)握る。
～chhit(～手)一手を握る。②ぐ田
人的な貸借関係で貴金属類を)抵
当にする.Chit kha chhiも,chi h5・

li～(此脚手指給体～)一この指輪

を抵当に差 し上十デます。

邸m‐と吟仔 〔名〕(屋外の)石段.
邸m‐ch6a錦蛇 〔名〕 (動)① ネズ

ミシマヘビ.②ァオダイショウ.
恵n Blt? 〔動〕にらむ.Ti sё ng

ゴ 心k

_tng laig6a na b6 jin‐chin, ma
, mとこka g 6 a～(在聖堂内我若無

認具,婚 夕汚含給我～)一 礼拝堂の

中で私がまじめにしていないと,
ママがにらみます。

gin/ぶR銀  〔名〕銀.

ginも口仔 〔名〕子供.

gin‐あ‐lang□仔人 〔名〕子供。◇不

特定一般を指す。(諺)～ こ hin

b6chhもi(～ 有耳無嘴)一子供 ら

は耳があって回がない一子イ共は黙

って聞いていればよいの意.

ゴn‐ch6a/ぶn‐銀紙 〔名〕銀紙.◇

方形に切った茶かっ色の粗紙に銀

箔を付したもの.仏 事などでこれ

を焼き,銀 を奉献した意味とする.

夢n.hang/ぶn‐銀行 〔名〕銀行.

ゴn‐hi/ぶn.銀 魚 〔名〕(魚)シ ラ

ウオ.       _

ゴn‐kak‐あ/ぶn‐銀角仔 〔名〕①銀
貨.C瓶 貨.

」m‐k↑錦旗 〔名〕①刺繍した旗.

②ペナント.

ゴn‐kii‐a/ぶn_銀植仔 〔名〕金庫,
銭箱 (=chinskti_a銭植イ子).,

ゴn‐khi/ぶn_銀器 〔名〕銀器.

ゴn_lau/ぶn_銀模 〔名〕貴金属店.

ゴn‐phib/ぶn‐銀票 〔名〕紙幣.

ゴn‐sek/ぶn_銀色 〔名〕銀色.

ゴn・Sian/ぶn‐銀啓 〔名〕銀相場の

高低.

蘇n堪‐あ/ぶn.銀 袋仔 〔名〕 財布

(=chin拒 _ム銭袋仔,ph6e‐te‐と皮

袋仔).

gi6‐と暁仔 〔名〕(貝)ハ マグリ.

gi6k玉  〔名〕(文)五 。 (諺)～Put

tok put seng khi(～ 不琢不成器)

一二も磨かざれば器を成 さず.
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邸ok,bi‐hoe

gi6k‐bi‐hoe玉 米花 〔名〕ポップコ

Gi6k‐h6ngasi5ng‐砲‐sen/_sr玉 皇上

帝生 〔名〕玉皇上帝の誕生祭.◇
一般には玉皇上帝 (一Thr_kong

天公,H5‐thian_si5ng‐tё異天上帝)

_が 最高の神明とされている。

gibk‐lan玉 蘭 〔名〕(植)ギ ョクラ

ン,ギ ンコウボク.

gi6kathai虐待 〔動〕虐待する。

ゴ5ng‐beh強 ?要  〔副〕今にも…

(=ki6ng‐beh強要).◇主に感情的

なことについていう。～khi‐siau

(～起狂)=も う気違いになりそう

だ。Bak_sai～lau__chhut‐lai(目

尿～流出来)一 涙が今にもこぼれ

洛 ちそうだ。

git i丑―→khit iエ

g6遂  〔動〕回転する,回転 させる。

kan‐16k teh～(干築在～)一 こま

が回転 している。～chibh‐b5(～

石磨)一 石臼を回す.

g6然 〔動〕(かきまわしながら)煮

詰める。～thng(～糖)一 砂糖 を

煮詰める。

g5餓  〔動〕飢える (―iau飢).～
bS si,tisn bこpdi(～ 没死,脹

没肥)=死 ぬほ どには飢 えないが,

太 るほどには食 えない → 最底生

活だ。

g6‐左/③gia_鵜 仔 〔名〕(″鳥)ガ チ

ョウ.

G6‐bin俄 文 〔名〕ロシア語.

g5‐si餓 死 〔動〕餓死する.

g3/① Rg3五  〔数〕 5,五 つ。

g o ~ i 誤〔動〕誤る, 狂う。～h 6 h i

e it_seng(～着伊的一生)=彼 の
一生を誤らせた。伍i‐chi 16ng h5・

i～khi(事 誌すうこ給伊～去)一 彼の

ために事が全部狂 った。

gS‐chAp五十 〔数〕50.

G 3・gёh‐cho e h五月節一G卜goёh‐

cheh

G3‐goもh/‐gもh五月 〔名〕五月.

G3‐goこh‐cheh/,gёh‐choeh 五月節
→Toan_n野 ‐cheh

F‐h5e誤 含 〔動〕謀解する (一

g6■kとi誤解).Chhian li ttthang
～ (請体不通～)―どうぞ誤解 しな

いでください。

G卜 jit‐cheh tti日停市一toan‐Ilg3‐

cheh

gS‐臨 i 謀 解 一gい h5e

g3‐kun‐chhau五 根草 〔名〕 (植)

オオパコ.

gS‐khi蝦   〔名〕(動)ヒ ル.

gS‐16k娯 築 〔名〕娯楽,楽 しみ.

gび‐1こ‐huh□ □□ 〔名〕ゴルフ.

gむ。sek‐chiあu五 色″島 〔名〕(,島)ゴ

シキチョウ.

g3‐t6ng梧 桐 〔名〕(植)ア オギリ.

g6a我  〔代〕私,ぼ く。◇一人称単

数.          ―

師a外  〔数〕・…あまり,◇前に十 ・

百 ・千…の単位または度量衡の単

位がくる。10～e lang(十 ～的人)
-10人 あまり.kin～ tang(斤 ～

重)=1斤 以上の重さ.〔 形〕よ

そよそしい。Itもi lan chin～(伊

普す「自員～)=彼 は私たちに対して

いやによそよそしい。

g5aタト 〔語幹〕外.chh由‐g5a(磨

外)=屋 外.kok‐g5a(図 外)一回

外.g5a‐tian(外庭)=外 庭.

g6a‐外‐ 〔接頭〕母方…,g5a‐kong

(外公)一母方の祖父.g5a‐sunけト
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孫)一 外孫 .

goa 若 →Joa若

g5a‐bin外面 〔名〕タト, 外側. ti
～teh chhit‐th6(在～在退週)一

外で遊んでいる.

g5a‐chai外オ 〔名〕ふうさい (〇
lai_chai内オ).～pha r,話_kt laト

chai h6(～夢,不拘内オ好)一ふ

うさいは上がらないが,頭はよじ】.

g5a,chむ外祀 〔名〕(母方の)ひいお

じいさん,ひ いおばあさん.

g5a‐chhut外出 〔動〕外出する。

査a_hanど外行 〔名〕素人(手mng_

g5a‐hとn門外漢).

g5a‐陀ngタト形―・g5a‐koan

g5a‐h6外 琉 〔名〕あだ名.

g5a‐h5e外 ,E〔 名〕外国為替.

g5a‐ian外洋 〔名〕外洋.

師a‐kあng外 港 〔名〕外港,

g5a‐kau外 交 〔名〕外交.

g6a‐kau‐koaD外 交官 〔名〕外交官.

壺a‐kau_。an外 交員 〔名〕(会社や

工場の)外 交員.

揮a‐kaubpSタト交部 〔名〕外務省.

g5a‐ke外 家 〔名〕外戚,里 方.

g5a‐kiau外僑 〔名〕外国居留民.

g5a‐koan外 親 〔名〕外観 (=g5a‐
heng外形),

g5a‐kok外 国 〔名〕タト国.

壺a‐kok‐lang外国人 〔名〕外国人.

g5a‐kOk‐01外 国話 〔名〕外国語.

g5a‐kOng外 公 〔名〕(母方の)祖父.

g5a‐khttuタトロ 〔名〕Cント, タト恨」.
～e taischi g6a b6 chhap(～的

事誌我無挿)一 私は外のことを干

渉しません.②表,表面.chiong
lak拒_a chb tもa～(精実袋仔微滑
～)― ポケットを表に作る。

goan

g5a‐kho夕析斗 〔名〕タト呑斗.

節a_lai_ぶ外宋語 〔名〕タト来語.

g5a‐lang外人 〔名〕(赤の)他 人.

g5a。13外 路 〔名〕別収入。◇主に

悪い意味.chiよh hit e thau_15・,
thよn～chin chこ (食 彼個頭路,
セ～員多)=あ の職にいると別収

入が非常に多い。       ~

g5a‐mと外夕ぢ 〔名〕(母方の)祖 母.

g5a‐pin外賓 〔名〕タト賓.

g5a‐pS外 部 〔名〕タト部.

顔absan外杉 〔名〕上着,コ ート.

師a‐Sもng外 省 〔名〕外の省.

g5a‐stng‐langタト省人 〔名〕 外省

人.◇他の省から来た人をいう。

g5a‐siau外鎖 〔動〕輸出する。

師a・SiOng外傷 〔名〕外傷.

g5a‐sun外 孫 〔名〕タト孫.

g5a‐tとk外 敵 〔名〕外敵.

g5a・tian外庭 〔名〕外庭.

g5a‐thau外頭 〔名〕①外,外 側.

②外蔵,里 方.

g5a‐thb外套 〔名〕オーバー(コT

卜) .

gOあR/ぶ n既 ?〔 代〕C私 たち5我

々 (→lムn「自)。◇一人称複数,聞

き手は除外 して,自 分と第二者を

含めていう。～beh lai_khi khban

hi,li beh an_ch6an(～ 要来去看

戯,体 要接悠)一 私たちはこれか

ら芝居を見に行 きますが,あ なた

はどうなさいますか。鋭 の,私

たちの,◇ 身内のものや親 しい関

係にあるものについて使 う.～tau

(～兜)一私の家.～ hakthau(～學

校)一 私たちの学校 .～ chit ki

ban_lian_pit(～ 此枝高年筆)=私

のこの万年筆.       々

，
′

ｎ
ｕ
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goan

goan願  〔名〕願い,願 .hこ～ (下
～)一 願 をかける.〔動〕(文)願 う。

―Chこ P6‐h5・ lan aこ_h5e こ ki.

(～主保護「自後含有期)一主よ,願

わくば我ら再び相見ゆる日のあら

んことを.

goan_ぁn原 案 〔名〕原案.

goan_ban原文 〔名〕原文.

goan_chai原在 〔形〕元のままの。

H6‐ka‐chとi, chhd iau～lau leh !

(好嘉哉,盾 猶～留「列)一よかった,

家はまだ元のままだ。 〔副〕元通

り,や はり.～ ti hia(～在彼)一

元通 りあそこにある。～g6a iaE

(～我京)一やはりぼくが勝った。

goan_chek原則 〔名〕原則.

goan.cheng原情 〔動〕 (事情を掛

酌して)情 をかける,哀 れむ.I

b6へ,, 酌‐kh6ng pよng lang soah

(伊無～,不 肯放人紫)一彼は情 を

かけることがなく,  言午そうとしな

goan_ch6a原紙 〔名〕原紙.

goan_cht原子 〔名〕原子.

goan_cht_leng原子能 〔名〕原子

力.

goan_cht_pit原子筆 〔名〕ボールペ

goan_cht.tan/③‐t6an原子弾 〔名〕

原子爆弾.

goan_heng原形 〔名〕①正体.Iau_
chr pin chhut～(妖精愛出～)=

妖1量が正体を現わす。②原形.

goan_i願意 〔動〕望む.G6aこ～

ch心(我有～徹)一私はしたいと思

っていた。

goan_in原因 〔名〕原因.

goan_ia原油 〔名〕原油.

goan_kё原慣 〔名〕原価,

goan_kim元金 〔名〕元金.

goan‐k6原稿 〔名〕原稿.

goan_kb原告 〔名〕原告.

goan_khi元氣 〔名〕精力.p6・～

(補～)一精力を補う。 〔形〕元気

を.I chian_(伊成～)=彼女はと

ても元気だ。

goan.lai原来 〔目u〕①もともと,
元来.～ g6a si 1 6 chb‐chhan_

lang。(～我是一個作国人)=も と

もと私は農夫です。②なにかと思

ったら.◇びつくりした後でほっ

としたときに使 う。～si l  c h i a h

niau teh jip l chiah niムu‐chhti

(～是一隻猫在越一隻老鼠)一なに

かと思ったらネコがネズ ミを追っ

かけてもゝたのか。 ～s i  l i  t i  h i a

o・h./(■是体在彼喚)一誰かと思っ

たら君がそこにいたのか。

goan,li原理 〔名〕原理.

goan_liau原料 〔名〕原料.

goan_li5ng原諒 〔動〕許す。◇許

しを言青う側が用いる謙譲語.

chhian li～g6a(言青体～我)=ど

うぞ私を許してください。

goan_ptR原本 〔副〕元から.～

tba ti hia(～滞在彼)=元 から

あそこに住んでいる。

goan_si原始 〔名〕原始.～ si‐tai

(～時代)一原始時代.

goan_siau死宵→si5ng‐goan

gcan_sit元首 〔名〕元首.

goan_sさ元素 〔名〕元素.

goan_sbe元帥 〔名〕元帥.  |

gOan_su願書 〔名〕願書.   |

goan_tan元旦 〔名〕元旦.  |

goanttian原典 〔名〕原典.  |

」
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goan_thau原頭 〔名〕C廃 端.②

起源.③製造業.④卸商.

goat_ha_bi_jl.月下美人 〔名〕(植)

ゲ ッカビジン

goat_ha_16‐jin月下老人 〔名〕月下

水人.

g5etseng〔‐a〕外甥 〔仔〕 〔名〕 お

ぃ。◇姉妹の息子.

g5e‐sen旨1也/‐1と,‐li外甥女 〔名〕

姪.◇姉妹の娘.

goこh/gもh月 〔名〕①月 (→gOёh‐

nia).chhut～(出～)一 月が出る。

② (暦の上での)月 .chhut～

chiah h5・li(出～才給体)一 月

があけてからあげましょう。〔量〕

月。sttg～(算～)一月で数える.

goもh‐bai/gёh‐ 月眉 〔名〕三日月.

goёh‐b6e/辞h‐bこ月尾 〔名〕月末.

goもh‐chht/gもh‐月鼠 〔名〕(動)ハ

ツカネズミ,

goもh‐ln/gもh‐月固 〔名〕満月,

goもh‐jit/gtth‐ 月日 〔量〕月.chit

～(此～)一この月,3～ (三～)圭

3か月.

goもh・keng/gもh・月経 〔名〕月経.

goёh‐kiP/gёh‐ 月給 〔名〕月給l―

s i n‐sもi) .

goもh‐kng‐me/gёh_/打直 月洸押冥

〔名〕月夜.

goもh‐khan/gёh‐ 月刊

gOёh‐khim/gもh‐ 月琴

goёh‐kh6/gёh‐ 月考

小試験.

〔名〕月刊.

〔名〕月琴.

〔名〕毎月の

goёh_lai/gёh‐月内 〔名〕産後の1

か月間.chiよh～(食～)=産後の1

月間特に滋養を補給すること.

goもh_lai‐hiong/gtth月末香 〔名〕

〔植)ゲ ッカコウ.

gSng‐tai

goёh‐nin/錬h_月 娘 〔名〕お月さま.

goもh‐pir/餃h_月 餅 〔名〕げつペ

ぃ。◇円形扁平な菓子.

gOёh‐sit/辞h‐月蝕 〔名〕月食

(=sit‐goёh微月),

goёh‐tai/餃h_月 喜 〔名〕プラット

ホーム.

go色hatai‐phib/gもh‐月喜票 〔名〕

(駅の)入 場券.

ど。こhethau/glh‐月頭 〔名〕月初め,

goもh‐th6/辞h‐月桃 〔名〕(植)ゲ

ットウ.

g6k‐chiどu鵠 ,島 〔名〕(,島)コウノト

1 ) .

g6k‐hi館 魚 〔名〕(動)ワ ニ.

g6ng昂 ? 〔 動〕(頭が)ば 一つとす

る。Chit lim siun ch・,thau‐

khak soah～ ‐‐khi(酒 飲尚多,頭

殻無～去)一 酒を飲みすぎて頭が

ぼ一っとなった。

g6ng愁  〔形〕ばかな,愚 かな(→

t斌鉄,kham愁 ).Li na hiah～ ?

(体那彼～)一お前はどうしてそん

なに|ゴかなのか.In,こi b6 thak

chheh,s6・‐i i chin～(因鳥無誤

冊,所 以伊員～)一 彼は勉強して

いない,そ れで愚かなんです.

g6ng‐h6愁 虎 ?〔 形〕(向こうみず

で)ば かな。 (諺)～ ka phとu_

ch6ac(～ 岐胞紙)千 ばかが爆竹

の紙をかむ一大胆にも危険な事に

手をつける。

g5ng‐lang愁人 〔名〕ばか,とんま.

g5ng‐tan慈膳 〔形〕向こう見ずの,

無鉄砲な.

g5ngtai愁獣 〔形〕(←g5ng),あほ

うな,薄 のろな.Li chit e lang

s it‐chai Chin～(体此個人賛在員
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g5ng‐tit

～)一 お前はまったくあほうだ。

g5ng‐ti t愁直 〔形〕愚直な,ばか正

直な。

g6ng‐t5a‐tai愁 大'ほ
〔名〕大ばか

者.

ぶ キ 〔名〕(動〕ウシ.

が 〔動〕出会 う。chan～hong_thai

(船～風随)=船 が台風にあう。

ぶ‐bahキ 肉 〔名〕牛肉.

ぶ‐bah‐mi牛 肉麺 〔名〕牛肉うどん。

が‐b6/‐bt午 母 〔名〕雌キ.

ぶ‐Chhia牛 車 〔名〕牛車.

ぶ‐Chhin愚 窓 〔形〕薄のろな,ば
かな.

gt‐gian語 言 〔名〕言語.

ぶ‐g5ng愚愁 〔形〕(―g5ng).愚か

な, ばかな.Gもa kha h～16ng  b l‐

hiau__tit(我較～j8tL没暁得)一 私

は愚かでちっとも分かりません.

が‐hあk語争 〔名〕語学.

ぷ‐hOat言吾法 〔名〕語法,文 法.

ぶ‐id牛油 〔名〕パター.

ぶ‐kak牛角 〔名〕ウシの角.

ぶ‐kと早g牛続 〔名〕雄ウシ.

ぶ・leng/③‐niキ幼 〔名〕キ乳.

ぶ‐lenttit/③‐lin‐牛妨油 〔名〕バ

ター .

ぶ‐mび牛嘉 〔名〕(虫)ア プ.

ぶ‐減 キチみ刊豪‐leng

師‐ni‐pian牛夕乃餅 〔名〕ビスケット.

ぶ‐pai牛 排 〔名〕① ビフテキ.②

(キ肉の)ロース.

ぶ‐が キ蛇 〔名〕(虫)(ウシにつく)
ダニ,

ぶ‐pin牛痛 〔名〕(植)ゲンノショウ
コ .

ぶ_sai_chiau_とキ尿,島仔 〔名〕(鳥)
セキレイ.

ぶ‐SAi‐kuキ 尿亀 〔名〕(虫)ク ロヨ

ガネムシ.

ぶstiau牛桐 〔名〕牛舎.

が‐j6h遇 着 〔動〕出会う (一tも‐

dbh抵着)声(諺)～h6kiも‐chhen.

(～好救星)=よ い救い星に会う一

地獄に仏.

ぶ‐tin‐Chhau tti屯草 〔名〕(植)ネ
ズミノオ.

ぶ‐t h d n愚孟 〔形〕薄のろな,ばか

な.

ぶi偶  〔形〕偽の,偽 りの. ～

chёng_ht(～ 政府)―かいらい政

府.

ぶi‐hiam/①hdi_危険 〔形〕 危な
い (Oan`choan安全).～e tai_chi

(～的事誌)一危ないこと.sёB‐

mia～ (性命～)一生命が危ない。

〔名〕危険.

ぶi‐ki危 機 〔名〕危機.

がi‐kip危急 〔名〕危急.

gun F元―→goan F元

ぶn銀 →夢n銀 .

gun‐hang銀 イ子―→gin‐httg

ぶn‐hi銀 魚→」R‐hi

gun‐kak‐五 銀 角 1子……gin‐kak‐と

ぶn‐phib銀票→gin_phib

ぶn‐にも 銀袋仔→ゴn_tS‐a

H

ha頃?〔動〕(D(フーフーと″急を)吹
きかける。こng chhdi～ (用嘱～)

一回で息を吹 きかける。～siO te

(～焼茶)=熟 いお茶をフーフーい

いながら飲む。② (危険なものに

)手を出す。品‐thang khi～i(不通

去～伊)=やつに手を出すな。

H 0




