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Tibetan dialects spoken in Aba Prefecture, Sichuan, are generally mentioned as a kind of the no-
madic subgroup of Amdo Tibetan. But in some settlements in Aba County, the local Tibetans speak
a characteristic dialect, which is almost similar to the nomadic dialects but possesses an special
phonological system and characteristic word forms. This article treats phonetic and dialectological
characteristics of one of those dialects, Zhong-Aba (rNgawa) Tibetan. At the end of this article, a
wordlist of rNgawa Tibetan is provided.
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1 はじめに

アムドチベット語中阿土霸 [rNga-ba]方言は，四川省阿土霸藏族羌族自治州阿土霸県県城阿土霸鎮お
よび隣接する龍藏郷，哇爾瑪郷，麦昆郷で用いられる方言をさす。
本稿では，中阿土霸方言の音声分析を行い，それに基づいて方言上の特徴づけを行う。末尾に

語彙リストを付す。

1.1 概況
阿土霸県のチベット語は一般的に牧民方言と考えられているが，以前から集落を形成してい
る定住地域では，牧民方言とは異なる特徴を持つ言語が用いられていることが知られている。
《阿土霸県誌》(1998)ではこれを「農区方言」と呼んでいるが，本稿では「定住地方言」と呼ぶ
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ことにする。
阿土霸県の定住地方言には大きく分けて３種類存在する。それぞれ上阿土霸方言，中阿土霸方言，

下阿土霸方言と呼ばれる。この名称は清朝期から用いられてきた３つの主要な村落の名称から
とったもので，現在の行政区分ではそれぞれ順に各莫郷，阿土霸鎮，安羌郷に当たる地域で用い
られるものである。本稿で扱う中阿土霸方言は阿土霸鎮の言語で，これを rNgawa方言と呼ぶこと
にする。
阿土霸鎮のチベット語使用状況はやや複雑である。阿土霸鎮は青海省および甘粛省それぞれのチ
ベット地域との交通の要所にあり，各地域のチベット人との交流が盛んである。その背景には
阿土霸鎮周辺に非常に多くの寺院があることが関係している。そのため，当地のチベット人とと
もに他の地方からやってきたチベット人も多く，用いられるチベット語方言もアムドチベット
語でありながら各地方ごとの方言特徴をもった言語が通用している。当然のことながら，本稿
で取り上げるべき方言は阿土霸鎮で生まれ育った人によるものであるが，それでもまだなお注意
すべき点がある。現在阿土霸鎮には相当数のギャロン人が居住しており，彼らもまた，家族・親
戚と話すとき以外，普段はアムドチベット語を用いている1。彼らはその言語を「草地話2」と
呼び，その言語と rNgawa方言は発音上の異なりが観察され，これら２者は方言として異なる
と認識するべきである3。また当地には回族も多く居住しており，中にはチベット語を十分解
する人がいる4。

1.2 先行研究
阿土霸州のチベット語地域の全般的な特徴を扱ったものに孫宏開・王賢海 (1987)がある。た
だし，これによると阿土霸州のチベット語はアムドチベット語牧民方言に属するというように扱
われている。
《阿土霸県誌》(1998)には，牧民方言と並んで上中下阿土霸各方言の簡潔な言及があり，語彙形
式の対比がなされている。また，定住地域の方言は牧民の方言と異なる特徴を持っていると
いうことに言及しており，先に述べた３地域を定住地方言の代表として紹介している。また，
Migot (1956)に阿土霸の方言と考えられそうな資料が扱われているが，詳細は分からない。
筆者は以前鈴木 (2005a)で rNgawa方言に言及したが，先に述べた方言区分について言及し
ていない。同論文で扱っているのは牧民方言であることを付記しておく。

1.3 本稿の構成
本稿の構成は，先に rNgawa方言の音素体系を紹介した後，母音・子音の順で具体例を挙げ

つつ考察を加える。
本稿で分析する言語資料は口語形式であり，文語読書音は含めないよう配慮した5。それ

らは全て筆者の現地調査で得られたものを用いる。また，自然発話の採集にはタシムツォ
[bKra-shis-mtsho] さんおよびシェラムツォ [Shel-lha-mtsho] さんをはじめ多数の方の協力を
得た。調査は 2004年８月，2005年２月および８月，2006年 1-2月，阿土霸県城で行った。

1 多くは馬爾康県出身で，母語は四土ギャロン語である。
2 漢語でアムドチベット語牧民方言を表す名称の１つで，ほかにも「牛場話」という名称もある。ところがこ
られの表現は地域や話し手によって指す言語がチベット語方言上異なっているため，注意が必要である。

3 発音が違っていてもギャロン人と土地のチベット人の間の意思疎通に問題はほとんど生じない。ただし発音
上の特徴から，当地の生まれであっても「ギャロン系」であると判別できることがある。

4 阿土霸鎮ではチベット族と回族の通婚が行われており，たいていは母をチベット族チベット語母語話者とする
半回半藏の回族に十分チベット語を理解する人が目立つ。ただしチベット語は漢語と併用できるとはいえ
「母語」ではないという。

5 ただし完全に文語読書音を排除することは保証されない。
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2 rNgawa方言の音体系

2.1 音素一覧
【超分節音素】なし
【母音】長短および鼻母音/非鼻母音の対立なし

i W u
e @ o

E 　 O

a 5

【子音】

両唇 歯茎 そり舌 硬口蓋 軟口蓋 口蓋垂 声門
閉鎖音 無声有気 ph th úh kh qh

無声無気 p t ú k q P

有声 b d ã g
破擦音 無声有気 tsh tCh

無声無気 ts tC
有声 dz dý

摩擦音 無声有気 fh sh ùh Ch Êh / xh Xh

無声無気 F, f s ù C x X h
有声 B z ý , K H

鼻音 有声 m n ő N

無声 m
˚

n
˚

ő̊ N̊

流音 有声 l r
無声 l

˚半母音 有声 w j

【複子音】

1. 前鼻音
mb-, nd-, ïã-, Ng-, ndz-, ődý-, m

˚ph-, n t̊h-, ï̊úh-, N̊kh-, n t̊sh-, ő̊tCh-, n
˚h-

md-, mã-, mg-, mdz-, mdý-, mý-, mn-, mő-, mN-, mw-, m
˚th-, m

˚úh-, m
˚kh-, m

˚tsh-, m
˚tCh-, m

˚Ch-
mã-, mdz-, mő-, mN-

2. 唇音
pt-, púh-, pú-, pk-, pts-, ptC-, ps-, pù-, pCh-, pC-, bd-, bdz-, bdý-
pú-, psh-, pCh-
Ft-, Fú-, Fk-, Fts-, FtC-, Ff-, Fsh-, Fs-, FCh-, FC-, Fxh-, Fx-, Bd-, Bdý-, Bz-, Bý-, Bl-, Br-
Fú-, FC-, Bdý-, Bz-, Bý-, Bl-
wt-, wd-, wdý-, wB-, wz-, wő-, wl-, wj-

3. 歯茎音
l t̊-, lk̊-, l t̊C-, lf̊-, ld-, ldý-
sts-

4. そり舌音
ùt-, ùú-, ùk-, ùts-, ùtC-, ùn

˚
-, ùő̊-, ùN-, ùN̊-, rd-, rg-, rts-, rdz-, rdý-, rf-, rm-, rw-

ùk-, ùtC-, ùn
˚

-, ùN-, ù̊N-, rd-, rk-, rg-, rts-, rn
˚

-
5. 舌背音
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jý-, kl-
6. 口蓋垂音

qd-, qtC-, qsh-, qCh-, qő-, ql-, qr-
qd-, qú-, qtC-, qs-, qý-, ql-, qj-
Xú-, Xk-, Xts-, XtC-, Xsh-, Xs-, XCh-, XC-, Xl

˚
-, Kz-, Ký-, Kn-, Kő-, Kl-, Kj-

Xú-, XtC-, Xs-, Kd-, Kő-, Kl-, Kj-
7. 前気音

hp-, ht-, hú-, hk-, hts-, htC-, hs-, hCh-, hC-, hn
˚

-, hő̊-, hl
˚

-, Ht-, Hd-, Hú-, Hã-, Hk-, Hg-, Hdz-, HtC-,
Hdý-, Hz-, Hý-, H,-, HK-, Hm-, Hn-, Hő-, HN-, Hl-, Hr-, Hw-, Hj-

8. 声門摩擦音
hs-, Hý-, H,-, HK-

9. わたり音
Xw-, lw-, rw-

10. ３子音連続
m
˚khw-, ptCw-, FCw-, rgw-, Hmw-, Hkj-
m
˚

púh-, m
˚

ptCh-, wrd-, Frts-, qwl-, qKl-

2.2 音節構造
鈴木 (2005a)を参照しつつ，２種類の音節構造を設定することができる。

1. CCiGVC：主子音構造
2. CCGVC：子音連続構造

語によって，また単独音節の場合か複音節の一部となる場合かによって，２種の音節構造が
交替するものがある6。

3 母音

/a/と/5/は完全な前舌かそうでないかで対立し，代表的な音声実現はそれぞれ順に [a, æ]と
[5, A

¿
]となる。
/@/は自由変異音が多いが，いずれも中舌の位置で発音される。代表的な音声実現は [@, 3]を

あげることができる。

例語 蔵文 語義　 例語 蔵文 語義
i a ji a phyi 祖母 ma ni ma ne ひげ
e ùke le ske le 首 mőe mye 火
E rkEt skad 声 m

˚tChEn joq ? 脇
a la la 尾根 Knam gnam 天
5 Hl5 sla 編む ő@ m5 nyi ma 太陽
O tO du ba 煙 hO pho ba 腹
o rdo rdo 石 mo mo mog mog 蒸しパン
u Hdut sdod 住む mãuk ’brug 雷
W tChW chu 水 lW ,W lu gu 子ヤギ
@ mő@ mi 人 r@N ring 長い

6 音節構造が交替しうるものは，一部の語を除いて決して自由変異で現れるものではなく，どちらかに決まっ
ていることに注意しなければならない。
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4 子音

子音は単子音と子音連続に分けて述べる。単子音は２例，子音連続は１例挙げる。

4.1 単子音
基本的に音節初頭に現れる例を中心に述べる。音節末に来る子音について，k, qは語中にあ

る場合それぞれ同じ調音点の摩擦音になりうるほか，tは声門閉鎖音 [P]として現れることも
ある。
4.1.1 閉鎖・破擦音

例語 蔵文 語義 例語 蔵文 語義
ph ph5q phag ぶた ph5 jWl pha jul 故郷
p pan ma pad ma はす rga po rgan po 老人
b Ch@N ba la shang bha la シャンバラ
th th@N thang 平原 thWk pa thug pa 麺
t tar dar 氷 tok mo dog mo 狭い
d dep deb ノート da l t̊a da lta 今すぐ
úh úh@k khrag 血
ú úi drel ラバ úen dran 思う
ã

kh kha kha 口 kh@N Na khang pa 家
k ka ka ba 柱 k5N gang 満ちた
g
qh qh@ őo ? 荷駄獣 qh5 lut kha lud 痰
q qa mo ? 濃い
P Pa pse ? 綿 Pa tshe ? とても
tsh tshe tshe 寿命 tsha tshwa 塩
ts tCo ts@ cog tse 机
dz dza ndz@n zla ’dzin 月食
tCh tChW chu 水 tChoN chung 小さい
tC tCoq ma grog ma アリ tCok htse cog rtse いす
dý dýa tChiN ? 木製椀 dýi ChWp gri shubs 鞘

4.1.2 摩擦音

例語 蔵文 語義 例語 蔵文 語義
fh fh@k ’bag お面
F Fut ? 下りる Fur tCha ? 性格
B But sbrid しびれる
f far spor 引っ越す KloN fa rlangs pa 蒸気
sh sha sa 地 sho ma gso ma 新鮮な
s
z zim tCW ? 果物 za za 食べる
ùh ùhen ma sran ma 豆 ùha mo sra mo 硬い
ù ùa wo sra bo 薄い
Ch Chi shes 知る Chok shog 入る
C
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ý ý@N zhing 畑 ýim bo zhim po おいしい
Êh Êh@p ? 浮く Êh@ shi 死ぬ
xh xham lham 靴 xh@N Bzo shing bzo 大工
x xoN wo phung bp 体
, Hdýo ,o sgro gu ボタン púha ,W phra bo 細い
Xh Xhu Xhu ? 回族 XhW r@N ? がんばった
X Xe tC@ ? はさみ Xur ? 吹く
K r@ KoN ri bong うさぎ Ku KaN ? 撃つ
h hO pho ba おなか ha púa a bra 土ねずみ
H HoN wa ong ba 乾燥牛糞 Ho ma ’o ma 乳

4.1.3 共鳴音

例語 蔵文 語義 例語 蔵文 語義
m me toq me tog 花 m5r mar バター
m
˚

m
˚

ep ? 粉にする m
˚

o smo 耕す
n nor nor 間違った na ,@ na 病気である
n
˚

n
˚

Wp ? 慕う
ő őa nya 魚 őEn nyan 聞く
ő̊ ő̊@t toN rnyi dong 落とし穴 ő̊o na smyo 狂う
N Na nga 私 No ngo 顔
N̊ N̊i mgo sngas mgo 枕
l lo lo 年 li las する
l

˚
l
˚

o lho 南 l
˚

a lha 神
r r5 rwa 角（つの） re red その通り
w wo mo bu mo 娘 w5 bal 羊毛
j j@q po jag po 美しい j5N pa yang pa 広々した

4.2 子音連続
子音連続は，その組み合わせについて最初頭子音の性質からいくつかに分類して示す。な

お，組み合わせは確認されたものの中にとどまるため，他の組み合わせが存在する可能性が
ある。
4.2.1 前鼻音類
前鼻音類には，後続の子音と調音点および有声性を同じくする完全な前鼻音のほか，両唇鼻

音が先行するものがある。/n˚h/は音声的には [h̃h]となる
完全前鼻音

例語 蔵文 語義
mb mbW ’bu 虫
nd nd@ ’di これ
ïã ïão ’dru 掘る
Ng PoN Ngo ong ’go 尻
ndz ndz@n ’dzin とらえる
ődý ődýaH ’ja’ 虹
m
˚ph m

˚phel wa ’phel ba 発展する
nt̊h n t̊h@k ’thog 摘む
ï̊úh ï̊úhoN wa ’khrong ba 生まれる
N̊kh N̊khor jik ’khor jig 近所
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nt̊sh n t̊sho wa ’tsho ba 生活
ő̊tCh ő̊tChEm ’cham 踊る
n
˚h n

˚hon ’phon 投げる

両唇前鼻音

例語 蔵文 語義
md mdok na mdog 色
mã mãW sbrul 蛇
mg mgo mgo 頭
mdz mdzWp mo mdzub mo 指
mdý mdýEr sbyar のりづけする
mý mý@N ’breg 収穫する
mn mnaH len mna’ len 誓う
mő mőe mye 火
mN mNa ro mngar mo 甘い
mw mwWr mwWr ’bur ’bur 凸の
m
˚th m

˚tho mbo mthon bo 高い
m
˚úh m

˚úhi wa mkhris pa 胆嚢
m
˚kh m

˚khar ? 明ける
m
˚tsh m

˚tsho mtsho 湖
m
˚tCh m

˚tChin mba mchin pa 肝臓
m
˚Ch m

˚Choq ’phyogs 掃く
mã Hdzi mã@ ? みかん
mdz mdzo mdzo ゾ
mő mőem mnyam 水平の
mN HdW mNal sdug bsngal 苦しみ

4.2.2 先行子音が両唇音
両唇閉鎖音が先行する組は，主子音構造のものは同時調音のように発音され，両唇音部が不

明瞭なことが多いが，文中などにくると多く明瞭に現れを確認できる。
両唇閉鎖音

例語 蔵文 語義
pt ptW Ha ? ついばむ
púh púhWk phrug プル（厚手の民族衣装）
pú pú@k Hdo brag rdo 岩石
pk pko wa bkod pa 方法
pts ptsu btsos 蒸す
ptC ptCW bkru 洗う
ps Pa pse ? 綿
pù pùoN srung 守る
pCh ùhen pChi sran phye 豆粉
pC pCi r@ byu ru 珊瑚
pú ha púa a bra 土ねずみ
psh tChW pshoq sha chu gsog sa 貯水池
pCh pChWt ? 鞭打つ
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bd FCi bda phye bdal まな板
bdz bdza kh@N ja khang キッチン
bdý bdýe la Chok ? 翻す

両唇摩擦音

例語 蔵文 語義
Ft kha Ft@k kha btags カタ（祝福のスカーフ）
Fú FúWk ’khrug 乱す
Fk Fk@N bkang 満ちる
Fts FtsoN btsong 売る
FtC FChi FtCit phyir byed 退く
Ff Ffu spos お香
Fsh FshW bsu 迎える
Fs Fsam bsam したいと思う
FCh FChe wa phye ba 開ける
FC FCe ma bye ma 砂
Fú Fú@ spri 初乳
FC FCik bshig 破壊する
Bd Bden th@q ? 証明する
Bdý Bdýi brje 交換する
Bz Bz@ bzi 酔う
Bý Býo ma bzhon ma 乳牛
Bl Bl5 bsla 編む
Br Bri la ras lwa コート
Bdý hkE Bdýir ? 叫ぶ
Bz Bzo bzo 繕う
Bý Bý@ bzhi ４
Bl Bluk blug 水を引く

両唇接近音

例語 蔵文 語義
wt hka wta skad brda 話
wd wden ? 頼る
wdý wdýWt ? 過ぎる
wB wBWt ? 大麻
wz wzut bzod 耐える
wő Kloq wőEn glog brnyan 映画
wl wla bla 魂
wj tCu wji gros byed 相談する

4.2.3 先行子音が歯茎音
歯茎流音が先行するものは，音声的にそり舌化 [í/ í̊]することもある。

例語 蔵文 語義
lt̊ l t̊e lte ba へそ
lk̊ lk̊uk pa lkugs pa 口のきけない人
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lt̊C l t̊C@k lcags 鉄
lf̊ lf̊@k lpags 皮
ld lde mőik lde mig 鍵
ldý ldý@N khW ljang khu 緑
lN ptCo lNa bco lnga 15
sts stsap gtsabs 切り分ける

4.2.4 先行子音がそり舌音
子音連続間で有声性が一致しないものは，多く語中に現れる。

例語 蔵文 語義
ùt ùta rta 馬
ùú ùúok grag さえずる
ùk ùkot rgot 鷹
ùts ùtsa wa rtswa 草
ùtC ùtCa rkyal 泳ぐ
ùn
˚

ùn
˚

o rno 鋭利な
ùő̊ ùő̊@t rnyi わな
ùN ùNul tChW rngul chu 汗
ùN̊ ùN̊a moN rnga mong らくだ
ùk ùke le ske 首
ùtC ùtC@N skrang 腫れる
ùn
˚

ùn
˚

Wm snum 油
ùN ùNa lW rnga ma 尾
ù̊N ù̊Na rnga 太鼓
rd rdo rdo 石
rg rgun mãWp dgun ’brum ぶどう
rts kha rtsoq kha rdzogs 染める
rdz rdza rdza ? ついていく
rdý rdýW ma rgyu ma 腸
rf kha rfu kha spu あごひげ
rm woN rma sbrong ma ハエ
rw rW rwa rus sbal 亀
rd rdu rdul 埃
rk te rkoN sgo nga 卵
rg wo rgut dpa’ bo 英雄
rts ql5 rts@ gla rtsi 麝香
rdý ptCo rdýEt bco brgyad 18
rn
˚

kha rn
˚

in ? 増える

4.2.5 先行子音が舌背音
硬口蓋音，軟口蓋音が先行する組み合わせはわずかしか見られない。多くは口蓋垂音が先行

する。
硬口蓋音

例語 蔵文 語義
jý jýen th@k ? ペン
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軟口蓋音

例語 蔵文 語義
kl klat pa klad pa 脳

4.2.6 先行子音が口蓋垂音

例語 蔵文 語義
qd qd@ ? 淹れる
qtC qtCWr gcu 絞る
qsh qshoq gsog 積もる
qCh qChik gshags 解剖する
qC qCe rdoN gzhu rdong 打つ
qő qőit th@p ? 居眠りをする
ql ql5 rts@ gla rtsi 麝香
qr qro ro 死体
qd qdWn gdun 電源を切る
qú qúot bkrol ほどく
qtC qtCin gcin 小便
qs qso gso 育てる
qý qýoN gzhu 弓
ql qloq glog 電気
qj qjer ma g.jer ma 花椒
Xú Xúor ? ゆるめる
Xk ji Xk@r ji ge 手紙
Xts XtsaH gtsa’ さび
XtC XtC@t ? 包む
Xsh Xsh@N gsang 秘密を守る
Xs Xsa ődýWr gsar ’gyur ニュース
XCh hN̊o XChiq XChiq sngo shur shur 真っ青の
XC XCip ? 比べる
Xl
˚

Xl
˚

up lhung なくす
Xú XúW gru 船
XtC XtCok ? 角を曲がる
Xs Xsor gsor 錐
Kz Kzoq zog 牛
Ký Ký@ lW ? 息子
Kn KnaN őin gnang nyin あさって
Kő Kőer ba gnyer pa 管家
Kl Klep ? 埋める
Kj KjEp g.yon 偏った
Kd Kden gtan 閉める
Kő Kői gnyis ２
Kl Klo na ? 赤ん坊
Kj KjW g.yu ジャスパー
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4.2.7 前気音
前気音で特徴的なのは，多くが後続子音の有声性について一致するのに対し，一致しないも

のが確認される点である。

例語 蔵文 語義
hp me hpo mes po 祖先
ht ht@k stag 虎
hú húot sprod 交付する
hk hkaN hn

˚
am rkang snam ズボン

hts htsen mo ùtse rtse mo rtse 遊ぶ
htC htCi ts@k dkris ? 中指
hs lo hs ar lo gsar 新年
hCh hChe skye 成長する
hC hCit ka dpyid ka 春
hn
˚

hn
˚

e sne 先端
hő̊ hő̊ik ma smyug ma 竹
hl
˚

hl
˚

ap rba rlabs 波
Hd Hdut sdud 座る
Hã Hãa ja dgra bo 仇
Hg Hgoq Xwa sgog pa にんにく
Hdz Hdzi mã@ ? みかん
Hdý Hdýip dý@ ? 砂糖
Hz Hzer gzer 刺し傷が痛む
Hý HýuP bzhong 乗る
H, H,a ? 商品
HK HKit ? 掘る
Hm Hma ro dmar po 赤い
Hn HnaH tum gna’ gtam 物語
Hő HőEl wa dmyal ba 地獄
HN HNu pa rngon pa 狩人
Hl Hl5 sla 編む
Hr Hre sgril 巻く
Hw Hw5 wa sbal pa 蛙
Hj Hjoq Xo g.yog po 下男

有声前気音＋無声子音

例語 蔵文 語義
Ht Htup rdung たたく
Hú HúoN FCar bshar より分ける
Hk Hkor Hkor sgor sgor 丸い
HtC HtCW mo gor thOq ? とかげ

4.2.8 先行子音が声門摩擦音

例語 蔵文 語義
hs hsap gtsabs 切り分ける
Hý HýoN ’jung 参加する
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H, H,o ri jak ? 拭き消す
HK HK5 wa きつね

4.2.9 わたり音を含むもの
わたり音を含む２子音連続は以下のとおり。

例語 蔵文 語義
Xw lOk Xwa lag pa 手
lw ze lwo ze bla とさか
rw rdza rw@ rdza ma ポット

4.2.10 ３子音連続
３子音連続には，大きく分けて２タイプある。１つはわたり音を含む３子音連続，もう１つ

はそれを含まない子音連続である。
わたり音を含む３子音連続

例語 蔵文 語義
m
˚khw m

˚khwan bu mkhan po 僧院長
ptCw ptCwet bcad 切ってしまう
FCw FCwe bshu むく
rgw rgwEt dgod 笑う
Hmw HmwoH dmod 呪う
Hkj Hkja kha rkyang pa 単独の

わたり音を含まない３子音連続

例語 蔵文 語義
m
˚

púh m
˚

púhWl tChi ? 機械
m
˚

ptCh m
˚

ptChit ’phred 横の
wrd wrda tho brda tho 知らせる
Frts Frtsaq btsog 積み重ねる
qwl qwloN rlung 風
qKl qKlW glu 歌

5 rNgawa方言の特徴

rNgawa方言の特徴・特異点をとらえるために，アムドチベット語の先行研究を念頭におい
てまとめる。

5.1 特徴的な音素
rNgawa方言では，いくつか特徴的な音素が設定される。

1. 中舌低母音
/a/と/5/の対立は音声的には/a/の方が前舌性において特徴的である。/5/は非前舌母音と
理解する方が異音の現れを説明しやすい。両者の異なりが厳密な語とそうでないゆれの
見られる語とに分かれる。後者のものは，その音声実態に従って記述する。ただし複音
節語において第２音節に現れる/a/は音声的にしばしば [5

¿
]で現れることがある。
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2. 口蓋垂閉鎖音
孫宏開・王賢海 (1987) に取り上げられるように，阿土霸州のアムドチベット語に見られ
る特徴的な音素であり，rNgawa方言に存在することも特別に問題視されることはない。
音声的な変異として口蓋垂閉鎖音が見られる周辺の方言には，Sun (2003) の Zhongu
（熱務溝）方言，周毛草 (2003)の rMachu（瑪曲）方言などがある。
ただし，鈴木 (2004)が報告するように，青海省のアムドチベット語牧民方言にも口蓋
垂閉鎖音が存在する。

3. 唇歯摩擦音
阿土霸州のアムドチベット語およびその周辺域のアムドチベット語にも比較的広く見ら
れる。rNgawa方言では，両唇摩擦音と対立をなすのが特徴的である。また，両唇摩擦
音＋唇歯摩擦音という子音連続も存在する。

4. 後部歯茎軟口蓋摩擦音
アムドチベット語の先行研究で/x(h)/と書かれるものにほぼ対応する。rNgawa方言では，
有気音である/Êh/と/xh/は現れる語が語彙的に決まっており，互いが自由変異音ではな
い。これら２系列が共存するのは，阿土霸州のチベット語方言に見られ，Sharkhog（松
潘・九寨溝）方言（鈴木 2005b），dMarthang（紅原）方言や Askyirong（阿西茸）方言
でも見られる。
表記上の問題として，前者の発音は鈴木 (2004)の Chabcha/Cherje方言における/x(h)/と
対応する。

5. 硬口蓋閉鎖音の欠落
これは当該音素が存在しないことが特徴的である。rMachu方言も同様の現象が確認さ
れる。アムドチベット語牧民方言との際立った異なりであり，海老原 (2005)の Chabcha
（共和）方言で牧民方言を特徴づけるのが硬口蓋閉鎖音という結論を考えれば，rNgawa
方言の事例は異なるものである。なお，dMarthang方言では硬口蓋閉鎖音は存在する。
また，文語読書音の場合に限って硬口蓋閉鎖音が現れる話者もいるほか，非常に限られ
た語に硬口蓋閉鎖音をもつ話者もいる。たとえば Béet brjed「忘れる」など。

5.2 単子音の現れ
1. 閉鎖・破擦音系列
基本的にアムドチベット語で有声音が単独で現れることは少ないが，rNgawa方言は若
干ではあるが語頭に現れることに特徴づけられる7。これらの例は Askyirong方言など
と共通する特徴である。

2. 摩擦音系列
rNgawa方言では単独で無声無気音が現れることが少ない。特に s, Cでは確認されてい
ない。無声音における有気・無気の対立は，子音連続の構成要素として現れる。

5.3 子音連続
rNgawa方言を最も特徴づける音韻的要素は子音連続と考えてよく，子音連続の微細な異な
りは各種方言を判別する重要な機能をも担っている。

1. ２種類の音節構造の設定
発音様式の異なりを表現するために導入されるもので，基礎的な議論を鈴木 (2005a)に
よっている。特に rNgawa方言に特徴的というわけではなく，多くのアムドチベット語
の事例に見られる。rNgawa方言の事例では，相対的に主子音構造に属するものが多い。

7 ただし音韻分析で表記上現れない例はこの限りではない。たとえば海老原 (2005)の Chabcha方言など。
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2. 前鼻音
後続子音と調音点において一致する完全な前鼻音のものと，調音点が mのものとの２
種類が見られる。アムドチベット語牧民方言に広く共通して見られるものである。特徴
的なのは，声門摩擦音にも前鼻音が先行することで，音声的には呼気を鼻腔に抜き，続
けて口腔に抜くというものである。無声有気音に先行する鼻音は要素は鈴木 (2004)の
Chabcha/Cherje方言よりも明瞭に発音される。

3. 先行子音が両唇音
閉鎖音・摩擦音・接近音に分かれる。接近音のものの中に子音連続間で有声性が一致し
ないものがあり，これは Askyirong方言の特徴に似る。閉鎖音・摩擦音の両者が存在す
るのは，Haller (2004)の Themchen（天峻）方言など牧民方言に見られる。

4. 先行子音が歯茎流音
Chabcha/Cherje方言にも確認されるものだが，それ以外の先行研究ではまれにしか現れ
ない。

5. 前気音
前気音は，その調音時に口腔内での特別な調音動作が見られないものである。アムドチ
ベット語全般に見られる現象であるほか，カムチベット語にも頻繁に現れ，多くの先行
研究と異なって，チベット語方言の中では決して特殊な現象ではない。前気音は基本的
にその有声性が子音連続間で一致するが，rNgawa方言には一致しないものも存在する。
これは上述の両唇音の事例と同じく，Askyirong方言に共通する特徴である。

6. ３子音連続
わたり音を含む例の場合，最初頭子音が両唇音でわたり音が wという例は rMachu方言
などのパターンに似る。わたり音を含まないものは rNgawa方言に独自のものと考えら
れる。

5.4 超分節音の現れに関する若干の補足
rNgawa方言には超分節音素は認められない。しかし，Sun (2003)にあるように，超分節音

素は認められなくても一定のピッチを伴って現れる傾向があり，それが方言の特徴の一部を
なすこともあるため，簡単に記しておく。以下の言及は，イントネーションの影響を避けるた
め，引用形式の場合に限った観察結果に基づいている。

1. 単音節語の場合
基本的に語頭は無条件に高いピッチで現れ，平板である場合が多い。語末に無開放閉鎖
音が現れる場合，明確にピッチが下がる例もある。

2. 複音節語の場合
全ての音節で高いピッチで現れる場合と音節全体で上昇ピッチで現れる場合が，双方と
も多く確認できる。

単音節語の特徴は全体として上昇（低起）傾向が見られる dMarthang方言との明確な差異
が確認できる。一方で，下降の特徴を確認できるものに rNgawa-stod（上阿土霸）方言があり，
阿土霸県内でも各地域ごとに異なりが見られる。

5.5 蔵文との対比
蔵文と口語形式を対照するのは厳密に言って共時的考察ではないが，特筆すべき点が見られ

るため，若干述べておく。

1. 口語形式に対応するチベット文語が不明なもの
借用語など，起源のはっきりしているものを除いても，なお対応するチベット語文語
形式の不明なものが数多く見られる。特に，初頭子音に q, ,, Xなどが現れるものが目
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立つ。
2. 子音連続に対応するものが蔵文に現れていないもの
例えば「蛇」mãu sbrulや「貼る」mdýar sbyarなどの初頭鼻音，「肉」FCha shaの両唇音，
「死体」qro roの口蓋垂音など，また「弓」qýoN gzhuや「なくす」Xl

˚
up lhungの語末子

音などが該当する。個別性が高く，他方言と対照することは難しいが，「蛇」の例に関
しては rMachu方言や Sogpho（梭坡）方言にも初頭に鼻音が確認でき，並行例を見出せ
る場合もある。

6 まとめ

本稿では，阿土霸県の定住地方言の１つ，中阿土霸方言の音声分析を行った。それに基づいて特
徴的な点の素描を行い，共通性の高い点と独自性を持つ点を明らかにした。
牧民方言とは主に語彙形式において差が見られることは以前から指摘されているが，その差

異はさらに多くの方言について資料を収集し，また末尾に提供する語彙リストを活用すること
によって明らかにできると考えられる。
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分類語彙 1700
配列は華侃　主編 (2002)に準拠し，名詞，数詞，代名詞，形容詞，動詞の順である。
名詞は，意味によって小区分を設けた。末尾にいくつかの地名を付した。

天文地理

天　　 Knam
太陽　 ő@ m5

光　　 wot / Kot
月　　 Hda wa
星　　 ùkar ma
流星　 ùkar md5H

天気　 őik m
˚khaH / Knam Chi

雲　　 Ff@n
雷　　 mãuk
風　　 qwloN

雨　　 Knam
虹　　 ődýaH

雪　　 kh@N

雹　　 she ra
霜　　 Ffet / Hw@p
露　　 Hw@p tChW

霧　　 m
˚

Wq Êha
氷　　 tar
火　　 mőe
煙　　 tO
空気　 qwloN

蒸気　 KloN fa
水害　 tChW loq
世界　 ndzam Kl@N

地　　 sha
山　　 r@

尾根　 la
谷　　 loN wa
岩石　 pú@k Hdo
洞窟　 pú@k khoN

洞穴　 khoN

川　　 tChW

湖　　 m
˚tsho

海　　 rdýa m
˚tsho

貯水池 tChW pshoq sha
池　　 rdz@m khoN

溝　　 ùka
井戸　 toN

土手　 tChW m
˚tha

道　　 lam
平原　 th@N

沼　　 Kna kha
土　　 sha
畑　　 ý@N

水田　 tChW ý@N

乾燥地 r@k ý@N

農区　 roN sha
牧区　 mãoq sha
半農半牧 kha ji mãoq Xwa
石　　 rdo
砂　　 FCe ma
埃　　 rdu

泥　　 nd@m mb@q
水　　 tChW

波　　 hl
˚

ap
泉　　 tChW Ngo
温泉　 tChW khu
森　　 n5q sh@N

草地　 htsa th@N

鉱石　 ùka rdo
金　　 Xsher
銀　　 ùN̊ul
銅　　 r@q
鉄　　 l t̊C@k / Xl

˚
aH

鉛　　 ýa őe
さび　 Xts5H

アルミ h5 j@N

瑪瑙　 KjW
黄銅　 r@q
鋼　　 l t̊C@k m@k
煤　　 sho / rdo sho
炭　　 shol wa
町　　 m

˚kham
通り　 tshoN r5
村　　 úoN tChir
橋　　 zam
家　　 je Hla
故郷　 ph5 jWl

人体

体　　 lu phoN / xoN wo
頭　　 mgo
髪　　 htCu tho
お下げ ùtCa wo
額　　 tho pa
眉毛　 rdz@ ma
睫毛　 rdz@ ma
目　　 qőiq
鼻　　 ùn

˚
a

鼻の穴 hn
˚

a khoN

耳　　 HnaH

顔　　 No
口　　 kha
唇　　 m

˚tChW hto
あごひげ kha rfu
もみあげ r@ hka
あご　 ma ni
首　　 ùke le
肩　　 púh@q ka
背　　 rdýap

脇　　 m
˚tChEn joq

胸　　 pú5N

乳房　 nW ma
乳　　 Ho ma
腹　　 hO

へそ　 l t̊e
腰　　 ùke pa
尻　　 PoN Ngo
太もも wlaH

ひざ　 wi mo
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下腿　 őa
足　　 ùkaN pa
くるぶし loN tsh@k
腕　　 n5q hke
手　　 lOk Xwa
腕　　 lOk hke
指　　 mdzWp mo
手のひら lOk m

˚thil
親指　 m

˚them mo
中指　 htCi ts@k
小指　 mdzWk tChoN

爪　　 shen mo
指紋　 m

˚tsho
拳　　 khW tshWr
肛門　 Ký@k khoN

血　　 úh@k / tCh@k
筋肉　 ùtsa

脈　　 ùtsa
脳　　 klat pa
骨　　 rWp pa
関節　 tsh@k
骨髄　 ùk@N

歯　　 sho
歯茎　 sho Kői
舌　　 l t̊Ce le
口蓋垂 l t̊Ce Ngo
口蓋　 thok pa ro
喉　　 mőet thOq
喉仏　 m@q thOq
肺　　 qlO / KlO
心臓　 shem / ùő̊@N

肝臓　 m
˚tChin mba

脾臓　 m
˚tsher wa

腎臓　 m
˚khwa ma

胆嚢　 m
˚úhi wa

胃　　 ho kha
腸　　 rdýW m5

大腸　 rdýW ùk5r
小腸　 rdýW Kn5k
膀胱　 l@k khW

大便　 ùtC@k pa
小便　 qtCin
汗　　 ùNul tChW

痰　　 qh5 lut
つば　 tChi ma
鼻水　 hn

˚
a tChW

涙　　 Kőiq tChW

声　　 ùket
死体　 qro
命　　 ùhoq
寿命　 tshe r@N

人物

人　　 mő@

人民　 m@ m@N

平民　 m@ sher
チベット人 wo r@k
漢族　 rdýa r@k
蒙古族 sho Xo
回族　 Xhu Xhu
半漢半蔵 rdýa ma roN

外国人 FChi rdýa
大人　 úhim ma
子供　 Kýa ji
赤ん坊 Klo n5

老人　 rga po
老婦人 rgam mo
男　　 mő@

女　　 n@k mo / wo mo
男女　 pho mo
少年　 pho Xsar
少女　 wo mo
公務員 li FCit pa
専門家 m

˚khi pa
商人　 tshoN wa
医者　 hm

˚
an mba

農民　 ý@N pa
軍人　 Hm5k
牧民　 mãoq pa

牧人　 mãoq Xwa
大工　 xh@N Bzo
鍛冶屋 mga ra
船大工 Kőim mba
狩人　 HNu pa
料理人 Hdza ma
英雄　 wo rgut
女英雄 mo rgon ma
独身　 mő@ ùtC@N

学者　 dep tChe wa
翻訳家 jik HdýWr
代表　 hkW n t̊sh5p
こじき FfoN wo
泥棒　 ùkWm ma
強盗　 XtC5N pa
病人　 nap pa
仇　　 Hãa ja
王　　 rdýa lo
皇帝　 koN ma
官　　 Ngo wa
首領　 mgo wa
友人　 roq Xwa
お供　 l

˚
am ïão /

l
˚

am ődýo w5

教師　 Hge rgEn
仕立て屋 Bzo wa

靴屋　 xh5m tshum
石屋　 rdo hku w5

俗人　 m@k tC5

盲人　 mőik loN

聾唖者 loN pa
あばたのある人 úa tsh@q
猫背の人 HgWr wa
ばか者 lu Hwo
狂人　 lu Hwo / hő̊o ma
どもる人 XtCe lo
口の聞けない人 lk̊uk pa
主人　 Bd@k po
客　　 mãun wa
知り合い tCha jot
知らない人 tCha met
下男　 Hjoq Xo
下女　 Hjoq mo
祖先　 me hpo
祖父　 a mőe
祖母　 a ji
父　　 5 pa
母　　 5 ma
両親　 pha ma
息子　 wo / Ký@ lW
息子の嫁 ùh@N mo
娘　　 wo mo
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娘婿　 m@q Xa
孫息子 tsha wo
孫娘　 tsha mo
兄　　 a wo
姉　　 a tChe
弟　　 őoN wo
妹　　 ùh@N mo
父の兄弟 a khW

父の兄弟の妻 a ne
甥　　 tsha wo

兄弟　 wor FfWn
姉妹　 wo mo FfWn
母の兄弟 a ý@N

母の兄弟の妻 a ne
母の姉妹の夫 a khW

母の姉妹 ùhWm mo
父の姉妹の夫 a khW

父の姉妹 a ne
義理の父 a ý@N

義理の母 a ne

家族　 KnaN mő@ / BzaH wa
親戚　 őe sha
夫　　 rga po
妻　　 rgan mo
継母　 ma Hjir
継父　 ha Hjir
未亡人 jWq sa ma
双子　 m

˚tChe ma
私生児 FCi Bruk
孤児　 ta le

家畜

牛　　 Kzok
黄牛　 ql@N

水牛　 m5r xe
ヤク　 Kj@q
めすヤク mã@

ゾ8　　 mdzo
めすゾ mdzo mo
めす牛 KzoH mo
乳牛　 Býo ma
荷駄獣 qh@ őo
乾牛糞 HoN wa
角　　 r5
ひづめ shWr ý@N

皮　　 lf̊@k
毛　　 FfW
尾　　 ùNa lW

馬　　 ùta
子馬　 ùti
おす馬 ùta wo
めす馬 rgon ma
鬣　　 zet
羊　　 ra ma
綿羊　 lWq
めす綿羊 ma mo
山羊　 ra ma
子山羊 lW ,W

羊毛　 w5

騾馬　 úi
ロバ　 HoN HlW
らくだ ùN̊a moN

ぶた　 ph5q
めすぶた ph5q mo

おすぶた pho ph5q
子ぶた ph5q úhWk
犬　　 tCh@ ,@ / tCh@

めす犬 tCh@ mo
猟犬　 Cha FCh@

猫　　 lW lW
うさぎ r@ KoN

鶏　　 te wo / FCa
おんどり te wo
めんどり FCa mo
とさか ze lwo
翼　　 hChuq Xa
羽　　 Fúo
鴨　　 tChW FCa
がちょう Na p5

鳩　　 hWk roN

その他の動物

野獣　 ri t@k
猛獣　 htCan Kz@n
虎　　 ht@k
獅子　 sh@N N̊khe
龍　　 mãuk
爪　　 ú@n mo
猿　　 FfeH

象　　 Kl@N wo tChin
野牛　 púoN

豹　　 Kza / Kz@k
熊/パンダ tom
いのしし phak rgot
鹿　　 Cha
麝香　 ql5 rts@

ヤマアラシ ph5q Hgot
ねずみ kh5N FCo
土ねずみ ha púa
狼　　 Ff@N khW

狐　　 HK5

鳥　　 FCa
鳥の巣 FCa tsh@N

鷹　　 ùkot
野生の雁 Nut pa
すずめ FCi ts@

からす qha ta
孔雀　 Hma FCa
亀　　 rW rwa
蛇　　 mãW / wi

蛙　　 Hw5 wa
トカゲ HtCW mo gor thOq
魚　　 őa
虫　　 mbW

ハエ　 woN rma
蜘蛛　 Pa ji w@N ka
蜘蛛の糸 Pa ji w@N ka th@N

ミミズ sha mbW

アリ　 tCoq ma
アリ塚 tCoq tsh@N

ミツバチ Hw@N ma
蝶　　 FChe ma lap tse
蝸牛　 Hdiq Xa ra tsa



鈴木博之　イェシェムツォ：アムドチベット語中阿土霸 [rNgawa]方言の音声分析

植物

木　　 HdoN wo / HdoN

枝　　 ői kha
幹　　 HdoN po
根　　 ùtsa wa
葉　　 lo ma
花　　 me toq
竹　　 hő̊ik ma
果物　 zim tCW

桃　　 kham wW

梨　　 li ts@

みかん Hdzi mã@

柿　　 Ch@N thok Pa ma
ぶどう rgun mãWp
はすの花 pan ma
冬虫夏草 HjEr htsa Hgun mbW

サフラン ùkWr kum
胡桃　 htar ga
穀物　 mãW r@k / lo r@k

食料　 mãW r@k
米　　 mãi
種　　 sha Kon
穂　　 hő̊in ma
稲　　 shok ma
玄米　 mãW r@k
小麦　 ùN̊o
大麦　 shoq wa
カラスムギ XW na
青禾果9　 ni
麦の殻 XW ma
とうもろこし 　

ma rmo lo toq
綿　　 Pa pse
大麻　 wBWt
野菜　 Hd@N bW

大根　 la wWk
唐辛子 la dýu

たまねぎ Hgoq tsoN

にんにく Hgoq Xw5

しょうが htCa rga
ジャガイモ j5N ju
食用種子 ùka / kwa ts@

きゅうり ùka
豆　　 ùhen ma
大豆　 ùhen ma ùhen tCin
蚕豆　 rdýa tsin ma
えんどう ùhen ma
落花生 ýa tCho / ùh@n mba
ゴマ　 ùt@N mãWk
草　　 ùtsaH

きのこ Êha mo
人参果10 tCo ma
ひまわり ő@ m5 me toq
米　　 mãi

食物

ごはん th@q p5 / za ma
粥　　 thWq Xwa
小麦粉 pChi
豆粉　 ùhen pChi
モモ11　 mo mo
麺　　 kwa mjEn / thWk pa
蒸しパン mo mo
餃子　 pen Ch5

朝食　 naN tCa
昼食　 úu tCa
夕食　 Hgon tCa
ミルクティー Ho tCa
肉　　 FCha
赤身　 Êha hn

˚
5N mo

油　　 ùn
˚

Wm

植物油 m5r n@k
脂肪油 tshi
バター m5r
脱脂粉乳 ta ra
ヨーグルト ýo
チーズ tChW r5
初乳　 Fú@ / Fú@

牛乳の膜 Hor kha
ツァンパ12 ùtsam ba
牛肉　 Kzoq FCha
ソーセージ rdýe ma
塩　　 tsh5

砂糖　 Hdýip dý@

氷砂糖 Chi ka ra
酢　　 tshu

花椒　 qjer ma
卵　　 te rkoN

スープ khW

酒　　 ra khW

湯　　 tChW khuN

茶　　 tCa
タバコ tO
薬　　 HmEn
ぬか　 dý@p tChW

麩　　 men pjar
ぶたの餌 ph5q tCot
馬の餌 hta tChi
鼻タバコ hn

˚
a tO

豆粉麺 f@n tCho

衣料装飾

糸　　 ri ùkWt
布　　 ri
絹製品 khuH

サテン ku tChet
プル13　 púhWk

コート Bri la
袈裟　 KzEn
毛織物 ther ma
衣服　 kon ba
チュバ14 wo Ku

襟　　 koN kha
袖　　 phW rka
ボタン Hdýo ,o
ズボン hkaN hn

˚
am

スカート tChe ri
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スカーフ mgo ùtCit
帽子　 ýa Ngo
ベルト ùke r@k
靴下　 wa ts@

靴　　 xham
ブーツ ődýWq ùta
シャツ tsh@ lin
起毛ジャケット htsa rW

ハンカチ l@q ri
櫛　　 sho m@N

カーテン jol wa
装身具 ïãok tCha
宝石　 r@n mbo tChi
珊瑚　 pCi r@
ジャスパー KjW
真珠　 mW t@k

象牙　 wa sho
琥珀　 Ffu Chi
イヤリング naH KoN

ネックレス to FChEl /
ùke htok

指輪　 mdzWk tCi
ブレスレット l@q Hd@q

住居

毛布　 pCh@N ùtem
枕　　 N̊i mgo
布団　 ùtsa rtEn
座布団 ùtEn
家　　 kh@N Na
屋根　 kh@N thoq
宿屋　 mãon kh@N

軒　　 m
˚tChem kh@N

土台　 ùts@k dEn
キッチン bdza kh@N

階層建築 thok kh@N

階上　 kh@N thoq

階下　 xhut
倉庫　 tshaN khu
牛小屋 Kzok kh@N /

Kzok ht@k sha
ぶた小屋 ph5k tsh@N

馬小屋 hta ra
羊小屋 lWk tsh@N

鳥小屋 FCa tsh@N

レンガ tCo loq
壁　　 tC@N

丸太　 HdoN ma
板　　 Êh@N lip

柱　　 ka
門　　 rgo
玄関　 rgo tChin
窓　　 gi khoN

階段　 rdýa ùke
梁　　 Hdo ma
ステップ rdo N̊kha
テント kWr
牛毛テント Hwa
竹垣　 sha
庭　　 Býa mo
トイレ FCo kh@N

生活用具

もの　 ptCa K5

テーブル tCo ts@

いす　 tCok htse
ベッド őa úh@

箱　　 Hgam
キャビネット thin Hgam
入れ物 Hgam tChoN

石鹸　 fej tsaw
芳香石鹸 CaN tsaw
ガラス Êhir / Chir Hgo
鏡　　 Êhir Hgo
箒　　 pCiq XtCit
明かり Kloq
蝋燭　 j5N l5
薪　　 Êh@N

炭　　 sho
火打石 mi sho
マッチ mb5 d@ ýin
松明　 mőe ùtCi
線香　 Ffu
ごみ　 la wu ri wE

染料　 tshEn
鉄なべ zON wa
フライパン jor wa
蒸し器 Klo kh@N

ふた　 kha lip
ナイフ tC@ l@
柄杓　 kh@q le
スプーン lde mőiq
しゃもじ za rWN

木製椀 dýa tChiN
ボウル dýa ne
皿　　 Hder ro
箸　　 khwe ts@

瓶　　 Êhe ldam
甕　　 rdza rw@

壷　　 rdza ma
茶漉し dýa tsh@q
魔法瓶 tsha Hdim
水がめ rdza ma
バケツ tChW zum
木製盆 qýoN wa

ふいご khu mO

吊りベルト khW ùtCit
秤　　 rdýa ma
お金　 kor mo
商品　 H,a
定規　 tCh@ ts@

針　　 khap
釘　　 ődýer ma
はさみ Xe tC@

はしご Hdýa rke
傘　　 Choq duk
鎖　　 za tshe
鍵　　 lde mőik
車輪　 N̊khor lo
棒　　 Kik doN

馬籠頭 Hd@t m
˚thW

牛皮縄 rdýW nur
船　　 XúW

自転車 l t̊C@q hta
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その他道具

道具　 l@q tCha
斧　　 hta ri
金槌　 tho r@
鋸　　 shok li
錐　　 Xsor
のり　 pC@n
まな板 FCi bda
かつぎ棒 ndem Ch@N

刃物の柄 jW wa
取っ手 jW wa
縄　　 th@ ,@

肥料　 Hlut

鎌　　 zoq ra / ýor wa
水槽　 Ka kha
織機　 r@ N̊khur
包丁　 tshaj taw
ほら貝 toN hkar
矛　　 mbuq
的　　 Hwit
鞘　　 dýi ChWp
銃　　 wu r@
弾　　 mdaH

弓　　 qýoN

矢　　 mdaH

わな　 ùő̊@t
落とし穴 ő̊@t toN

火薬　 me mdza
毒　　 tWk
網　　 ú@l wa
機械　 m

˚
púhWl tChi

担保　 HdWr wa
贈り物 lin tun
ノート dep
キルト phok ke
マットレス phok ke Chup
賞品　 HgaH rt@q

文化教育

文字　 ji ,e
手紙　 ji Xk@r
字母　 ka kha
絵　　 ri mo
本　　 dep
紙　　 Cho ,o
ペン　 jýen th@k
インク ïã@ ma
学校　 l

˚
op úa

学問　 jek tset
話　　 hka wta
チベット語 wo rkEt
ラサのチベット語 po rkEt
チベット文語 wo jik
名前　 mő@N

姓　　 rik m@

記号　 ùt@q
新聞　 Xsa ődýWr
ニュース Xsa ődýWr
物語　 HnaH tum
伝記　 Hnam thar
ことわざ Xu la mu kha
笑い話 rget Xur tCit
なぞなぞ tsh@k / khit
声　　 rkEt
歌　　 qKlW
民謡　 KlW Hj@N

踊り　 púo
将棋　 m@k

太鼓　 ù̊Na
どら　 ù̊Na
ベル　 du tsho
竹笛　 Kl@N wWk
鈴　　 ú@ wW

ラッパ la pa
映画　 Kloq wőEn
タンカ15 thaN kha
お面　 fh@k
宗教　 tChoh len
宗派　 ïãWk len
信仰　 tat pa
神仏　 l

˚
a

女神　 l
˚

a mo
鬼　　 ïãe
女鬼　 ïãe mo
悪魔　 ïãe
竜神　 hl

˚
W

仏陀　 sh@N Hdýe
霊魂　 Hnam Chi
魂　　 wla
円寂　 XCWk ýa
天堂　 l

˚
a jWl

来世　 tshe FChi ma
輪廻　 N̊khor wa
運　　 Fshot bde
縁　　 le
善行　 de wa / der wa
凶兆　 kh@q

ラマ　 wla ma
活仏　 wla ma Fúe rwa
僧院長 m

˚khwan bu
僧侶　 ge rgem /

rge ndun ba
尼　　 tCo mo
ボン教 won po
管家　 Kőer ba
還俗僧 rge loq
施主　 Býin bd@k
魔術師 l

˚
a mbap

占い師 mo pa
地獄　 HőEl wa
閻魔　 XCin Hdýi
寺　　 l

˚
a kh@N

経堂　 tCo kh@N

経院　 úa kh@N

護法神殿 mgon kh@N

静修室 m
˚tsham kh@N

六字真言 ma ni
燃灯祭 l

˚
a pChu

焼香　 Ffu
宝の甕 wum pa
白塔　 m

˚tCho rten
火葬　 me m

˚tChot
天葬　 FCa Xtor
施食　 qtor ma
曼陀羅 hCil N̊khur
墓　　 ro toN
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仏像　 ùkW ïãa
バター灯 m

˚tChon me
カタ16　 kha Ft@k
護身符箱 PW

いけにえの動物 tshe thar

生命樹 wlo Ch@N

呪文　 ù̊Naq / ùN̊aq
お経　 tChu
数珠　 FCh@N wa
仏像彫刻家 l

˚
a Bzo

金剛　 Xsher toq
マニ車 ma ni N̊khor Hlu
布施　 pCin lap

抽象物・その他

地位　 ku sha
権力　 HK@N

生活　 n t̊sho wa
給料　 hoq
分け前 ùkal wa
工場　 Bzo kh@N

市場　 tshoN ra
税金　 tCha
優待　 Bz@N sha
原因　 rdýW m

˚tshEn
答え　 lEn
苦しみ HdW mNal
間違い nor wa
危険　 ően kha
区別　 FCe rwa

空間　 war XsheN

吉祥　 púa Chi
感謝　 kha úo
裂け目 kha kha
痕跡　 k@n tChi / rdýW Choq
影　　 ú@m bo
色　　 mdok na
夢　　 mőiN lam
精神　 shem
考え　 Fsam tshul
外見　 tshW ,a
事情　 pCa wa
方法　 pko pa
性格　 Fur tCha / HdýWr wa
力　　 HjW htCin

命令　 pkaH Hwa
監獄　 púon kh@N

うわさ Xu la mu kha
罪　　 őe mba
契約　 nam HdýWr
裏地　 naN ma
裸足　 ùk@N rdýin
武器　 m

˚tshon tCha
勝利　 Hdýil kha
国家　 rdýel khap
経験　 őam mőoN

距離　 w5r tChit
歩行　 ùk@N thaN

位置方角

方向　 FChok
東　　 Ch5 FChok
南　　 l

˚
o

西　　 nWp
北　　 FC@N

中間　 ùtCit tsW

そば　 t5 kha
左　　 Kjo ro
右　　 Kji ma
前　　 ùN̊un sho
後　　 ùt@q kh5

外側　 FCh@ Fsho
内側　 naN wa
隅　　 zWk
先端　 hn

˚
e

周り　 N̊khor j@k
近所　 ői md5p / N̊khor jik
境界線 sha tsh@k
頂上　 ùtse
上側　 ja ra
下側　 ma ra

上　　 Ngo
下　　 wok / Hok
以上　 jEn tChEt
以下　 m5n tChEt
上へ　 ja ra
下へ　 ma ra
上半身 khoq htot
下半身 khoq mEt
端　　 t5 kha / m

˚thaH

底　　 ýuw

時間

時間　 tu tshut
今日　 te r@N

昨日　 kh5 ùts5N

おととい khi őin
さきおととい ti h5 őin

明日　 sh5N őin
あさって Kn5N őin
しあさって n5 K5N őin /

qýi őin
今晩　 to rgon

明日の晩 sh5N nWp
昨日の晩 kh5 ùts5N nWm mo
昼間　 őin hkar
朝　　 n5N ndu
正午　 őin HkoN /
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úu tChW kha
夕方　 mãWk
夜　　 HgoN mo
夜中　 m

˚tshan HkoN

真夜中 nam HkoN

えと　 lo rő@N

ね17　　 FCo
うし　 Kzok
とら　 ùt@q
う　　 jo r@
たつ　 mãuk
み　　 mãWl
うま　 ùta
ひつじ lWk
さる　 Ffi
とり　 FCa
いぬ　 tCh@

ぶた　 phaq / haq
日　　 tshi sfa / tshi p5

月　　 Hda wa
午前　 ù̊Na úo
午後　 HgoN mo / FChi úo
上旬　 dza tshi / Hda tho
中旬　 Hda pCik
下旬　 dza mdýip
誕生日 htCi ùkar
年　　 lo
年齢　 lo
最近　 ően tCh5r
今年　 to tsh@k
去年　 n5 n@N

おとどし qý@ n@N

来年　 shON wo
再来年 qn@N wo

以前　 ù̊Na mo / őin Hdi
昔　　 naH tChoN

今　　 da l t̊a
未来　 Kzo kh@ / zoN mo
はじめ ko ődýWk
春　　 hCit ka
夏　　 KjEr kha
秋　　 hton kha
冬　　 HgWn kha
新年　 lo Xs5r
閏月　 dza l@q
冬至　 ndz@n őin lda
夏至　 KjEr őin lda
日食　 ői ndz@n
月食　 dza ndz@n
祭り　 du tChin

数字・数量

一　　 XtCik
二　　 Kői
三　　 XsWm
四　　 Bý@

五　　 ùNa / lNa
六　　 úWk
七　　 bdWn
八　　 bdýEt
九　　 rgW

十　　 ptCW

十一　 ptCWk tsh@k
十二　 ptCWk ői
十三　 ptCWk shWm
十四　 ptCW Bý@

十五　 ptCo lNa
十六　 ptCW úWk
十七　 ptCu bdWn
十八　 ptCo rdýEt
十九　 ptCW rgW

二十　 ő@ CW

二十一 ő@ CW htsa XtCik
二十八 ő@ CW htsa bdýEt

三十　 shWm tChW

三十二 shWm tChW sho Kői
三十八 shWm tChW sho bdýEt
四十　 Bý@ ptCW

四十三 Bý@ ptCW ýe XsWm
五十　 ùNa ptCW / lNa ptCW

五十四 lNa ptCW Na Bý@

六十　 úWk tChW

六十五 úWk tChW re lNa
七十　 bdWn tChW

七十六 bdWn tChW ton úWk
八十　 bdýa tCW

八十七 bdýa tCW dýa bdWn
九十　 HgW ptCW

九十八 HgW ptCW ko rdýEt
九十九 HgW ptCW ko rgW

百　　 wdýa
百一　 wdýa da XtCik
百八　 wdýa da bdýEt
八百八十 bdýEt wdýa da

bdýa tCW

千　　 ùtoN

万　　 úh@

十万　 úh@ ptCW

百万　 FCe wa
千万　 sha ja
一億　 toN FChWr
半分　 kha ji
第１　 taN po
第２　 Hői pa
１か月 Hdz5 XtCik
１年　 lo hXtCik
１歳　 lo XtCik
一生　 tshe XtCik
１歩　 kom ba kaN

１度　 kor tsh@k
いくらか kha Che
いくつか tok re tChW

毎日　 ő@n Ng@ ői ma
それぞれ re re
１倍　 ùkuN

毎晩　 nup ptC@N

代名詞
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私　　 Na
私たち２人 P@ ői ,a
私たち P@ htCa ka
あなた tCho
あなたたち２人 　

tChWn ői ,a
あなたたち tChW tCha ka
彼（彼女） tCho
彼ら２人 tChWn ői ,a
彼ら　 tChW tCha ka
我々　 N@ tCha ka
我々２人 P@ tCha ,a
皆　　 tsh@N ma
自分　 Na pkE

他の人 wdeH wa
これ　 nde
これら nd@ tCha
ここ　 nd@ hke
この辺 nd@ na
この２つ nd@ ői ,a
このような nd@ hk@ / nd@ na
あれ Hde
あれら Hd@ tCha
あそこ Hd@ na
あの辺 Hd@ FChok
あのような Hdo hke
誰　　 shW

誰ら　 shu sho

何　　 k5N / tC@ z@

どこ　 k@N tW
いつ　 nam / k@r tW
どのように k@N tW
どれくらい k@N tChe ht@ / tChi

m@ z@

いくつ doq ri tCh@

そのほか KýEn ba / KzEn ht@
おのおの sho sho
一切　 m

˚tsh@N ma
すべて kha tsh@N

今回　 t5r tha
いつか ùkap hkap

形容詞

大きい tChe
小さい tChoN

太い　 Hwun
細い　 púha ,W

高い　 m
˚thon bo

低い　 HmaH mo
凸の　 mwWr mwWr
凹の　 hkoN hkoN

長い　 r@N

短い　 thoN

遠い　 th@k r@N

近い　 th@k ői
中間の mã@m mã@m / úoN p5

幅広い ý@N kha tChe /
ý@N tChe wa

狭い　 tok
広々した j5N p5

狭窄の tok mo
厚い　 n t̊hWk
薄い　 ùa wo
深い　 zar mo
浅い　 ùhap
満ちた k5N

空の　 ùtoN w5

多い　 m5N po
少ない őuN w5

四角い úW Bý@N

丸い　 Hkor Hkor
平たい l@p l@p

尖った ùn
˚

on mbo
はげた thup / mgu rdo
水平の mőem / khur mőem
おもての úoN mo / húa FCha
うらの ùtoN FCha
命中した n t̊h@k n t̊h@k
偏った KjEp
歪んだ Kjun
横の　 m

˚
ptChit

縦の　 KýoN

まっすぐな ú@N po
曲がった KjuN bo
曲がりくねった 　

Hja mo KjuN ke /
Hja n@k KjuN

黒い　 n5q Xo
真っ黒の n5q th@N th@N

白い　 hka ro
赤い　 Hma ro
真っ赤の Hmar pho pho
黄色い she ro
真っ黄色の sher haN haN

緑の　 ldý@N khW

青い　 ù̊Non bo
真っ青の h̊No XChiq XChiq
灰色の ùtCa ùtCa
明るい qsal po
まぶしい wot th@N th@N

暗い　 muk po

重い　 ldý@t
軽い　 j@N

速い　 mdýoq Xwa
ゆっくりの t5 mu
早い　 ù̊Na
遅い　 Ngor
鋭利な ùn

˚
o

鈍い　 Hna mo / ùn
˚

a meP /
ptsa ro maP

澄んだ t5N ma
濁った qőoq po
太った tshon bo
肥えた tshon bo
やせた Êha NEn
乾いた ùkam
湿った Klon ba
濃い　 q5 mo
希薄な t5N wo
密な　 tshoq po / tshWp
疎な　 ùhap
硬い　 ùha mo
軟らかい hn

˚
a mo

粘つく mdýer / dýer po
つるつるの hC5m po
ざらざらの ùtsWp po
滑る　 rWp
きつい tom po
ゆるい l

˚
ot

固い　 ùha mo
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乱れた úhWr / qýoq
正しい re
誤った nor
真の　 tOk ma
にせの HdzWn ma
生の　 ùtCi ma
新しい Xso ma
古い　 rő̊@N ma
よい　 wz@N po
悪い　 Nan ba
弱い　 ýEn ba
高い　 koN tChin
安い　 koN htsaH

育ちすぎの lo lun
年老いた lo lun
若い　 na tChoN / lo tChoN

美しい j@q po
醜い　 Xtsoq Xw5

熱い　 tsha wo
寒い　 ˚őtCh@q mo
暖かい ődýa mbo / ődýa bo
温暖な úo ma ődý5p
涼しい Fsi mo
難しい ùka mo
簡単な htsa mo
芳しい ú@ ýim

くさい Hnan bo / ú@ ma
おいしい ýim bo
酸っぱい htCe ro
甘い　 mNa ro
にがい kh5 wo
辛い　 kha tsha
塩辛い tsha khW

淡白な tsha ődý@k
暇な　 khom bo
忙しい ma khum ma joP

裕福な FChWq po
貧しい met po
清潔な Xts@N ma
汚い　 Ftsoq pa
生きている qson bo
新鮮な sho ma
死んだ Êh@ wo
明確な qsal po
おいしい ýiN g@

聞きよい HőEn bo
見よい j@q po
うるさい Hãa
つらい ùka bli
退屈な shem m@ rtCet k@

急ぎの n t̊shWp
色とりどりの tCha tCha

賢い　 Hgo thaN

愚かな wlo rgin
正直な Klen ba
ずる賢い Hdý@ mo
注意深い shem tChoN

和やかな kha ődýam bo
傲慢な Na rdýar
適当な ïã@N bo
凶悪な Fts5n bo
厳しい Nar wa
遠慮深い ndz@k
まじめな tsh@ Kj5N

怠惰な jo rtC5

行儀のよい kha őin
がんばった XhW r@N

かわいそうな hő̊@N rdýi
うれしい HgaH

幸せな ùtCet po
平和な wde mo
悲しい shem HdWk
精通した m

˚khi po
親切な FtCur wa
嫌な　 nur Hga sha
単独の Hkj5 kha
まあまあ P5 qo ba qo
珍しい jE m

˚tshEr

動詞18

愛する HgaH

好きだ HgaH

固定する l
˚

i ã@k / Ffet
淹れる qd@

抜く　 ú@p
耕す　 m

˚
o

整理する FCEl ùka
振る　 Hjik
負ける pham
拝む　 FChuN n t̊sh5

引っ越す tChem Xor / far
移動させる far
助ける rok r@m
結ぶ　 Hdo ma ýoq
包む　 XtC@t

秘密を守る Xsh@N

保護する ùho XtCoN

満腹になる ptC@N

抱く　 mdýEr
むく　 FCwe
はぐ　 FChip
剥げる FCip
暗唱する wlo BzoN

背負う khWr
強制する Hdzam ptsan
比べる XCip
閉ざす zom
編む　 Hl5
編む　 Bl5
変わる ődýir wa

変える Hdýir toq
病気である na ,@

繕う　 ptsim / Bzo
補修する ptsim
布施する FCut pa htoN

拭く　 KWr
拭き消す H,o ri jak / KWr /

ChWp
なぞかけをする khet
答えを当てる khet tCh@q tha
裁断する ùtep
踏む　 ùk@N rdze
参加する HýoN

隠す　 rkoN

はさみ込む ndzWk

18 動詞は形態変化を行うものがある。詳細は別稿に譲る。
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検査する ői FCa FCiN
縫い目を解く pCik
破壊する FCiq
粉砕する ýiq tha
撒く　 FùiN
混ぜる Ce
ねじる Hdýim
味わう púu wa HőiN
弁償する l@n shup
歌う　 KlW
騒ぎたてる Hdz@N ri
炒める ù̊No
けんかする Hdz@N ri
沈む　 ùn

˚
Wk tha

量る　 za ma n t̊shet
ほめる ùtut púa
完成する wa ý@q tha
盛る　 wlWk tha
持ちこたえる ChWt k@

認める khi Bl@n
食べる za
撒き散らす Nun sho ődýik
ほとばしる FCet
すりつぶす FCit
持ち出す n@ Na Chop
タバコを吸う n t̊hin
鞭打つ phChWt
出る　 Ngo shoN

取り出す len ődýo
日が昇る ő@ ma Êhar ýWk

tha
出てくる Ngo wo htC@k tha
着る　 hkon
履く　 hkon
穴に通す wdýin
穴が開く Ho kha wdýWp
伝承する HdýWt pa
伝染する Ngu ődýo
吹く　 Xur
吹き飛ばす Hdu fhWk tha
打つ　 qCe rdoN

殴る　 rdoN

刺し傷が痛む Hzer
急ぐ　 nden
間違う nor tha
答える kha len
ぶつ　 mőe XCet t@

身振りで表す n@ xiN Ngo Chet
t@

狩をする őip HmaN Hdýo
撃つ　 Ku KaN

当てる hoq ýop th@

けんかする Hdý@k ri
散らかす n t̊hor tha
分ける n t̊hor tha
倒す　 zOq ý@q tha
引いてくる len
薪拾いをする Êh@N Xse
賭ける rdýa hkWr
脱穀する HjWl lih htoN

居眠りする qőit th@p
あくびする P5 Chot
しゃっくりする goq Xwa
おくびを出す j@N goq Xwa
開ける kha FChe
稲光がする thoq HdýWr
雷が鳴る mãWk htsa
持ち歩く BzoN

戦争に行く rdý@k re
結び目を作る úhuq htCoN

世話をする úhit
導く　 lam úhit
かぶる hkun
身につける hkun
生まれる ï̊úhWN

遅れる Ngor
さえぎる KloN tshoq
倒れる ýok tha
倒す　 tC@k z@k tha / lOq
裏返す s@ la Hdzo ,a ýo
着く　 thun
得る　 n t̊hop ýok tha
待つ　 HkW ,a Hto
地が震える sha Nge
頭を下げる mgo HkWr
うなずく mgo Ki hk@

点火する mőe Hdýun
燃える mbar
灯す　 Klok Hdýun
詰め物をする Htoq
しおれる ő̊@t
ほおばる ndz@n m@ tha
落ちる l

˚
oN n t̊ha

吊るす nam ht@q

釣る　 ndz@n
転ぶ　 n t̊h@n la HdýWk
重ねる l t̊ep
噛みつく mbW ,@ BzoN

叩き入れる Hzer ma ndzep
なくす wo ý@k tha
理解する Chi tha
凍る　 N̊kh@m
凍る　 pChu da tha
動く　 Ngi ,a hk@

ちょっと動く 　
khi z@m Hgi da

読む　 ndun
ふさぐ n t̊shaN ý@q tha
渡る　 rgom
切れる tChet
折れる ji ,a tCh@k tha
折る　 ji ,a tCh@k ý@q tha
積む　 FfoN ý@q tha
隠れる Býa rkoN

切り分ける stsap / hsap /
th@p

印を押す ùk@N Na rdap
飢える l t̊ok ý@k tha
押しつける 　

htC@k hn
˚

un na ýop
起こる FCoN ý@k tha
発展する m

˚phel
怒る　 Ffu ku /

tsh@q Xja ma zen
誓う　 mnaH len
身震いする ndar
発酵する hőEn
熱がある tsha ő̊tCh@

心配する qshem N̊khur
発芽する ùtCe
罰する tChet pa ptCet
翻す　 bdýe la Chok
振り返る kha N̊khor la Chok
反対する No rdýom FCet
翻訳する HdýWr
つむぐ N̊khol
放置する ődýik
入れる tsha thop
放牧する Kzok zW

火をつける mőe ődýo
飛ぶ　 m

˚phWr
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分かち合う ki ma
分家する Hdý@ pko
分離する kha kha
分かれさせる khe n t̊hor
狂う　 ő̊o na
縫う　 Bzo
手を置く ùtCo r@ nduq
適合する n t̊hEn
適合させる ptWt
腐る　 ru
かぶせる N̊khap
かぶる ph@ khe hkep
乾く　 ùkap
喉が渇く ùkap
働く　 lis ka FCit
市場へ行く wdza tCWt
風邪を引く tCham ba hok
あえてする wut /

wo k@ m@ rkut / hkut
言う　 FCet
告訴する hoN rtC@k
切り分ける Êha ptCet
切断する thW ,@ ptCet
切ってしまう ptCwet
刈る　 ptCet
隔てる ptCet
与える Býin
ついて行く rdza rdza
耕す　 m

˚
o

つるす len
いっぱいである tsh@t
計る　 tshot hpaq FCet
剃る　 ptCet
風が吹く KloN Hjik
つるす ùkon
電気を消す qdWn / HdWn
関心を持つ shem khWr
閉める Kden
囲い込む ndu
管理する thom bo
灌漑する tChW BlWq
転がる hkor
年越しする lo hsar
渡る　 zam Ngo ődýo
経る　 Ngor shoN

恥ずかしがる No tsha
怖がる htC@k

呼ぶ　 mbot
溶接する tsha la FCet
飲む　 n t̊hoN

適切である nde ,@

閉じる kha Bdýir
火であぶる ùhoP

なだめる PWr ő̊tChet
悔いる ődýot pa
こぐ　 húW ùkor
描く　 pú@

身ごもる hO HoN jak
疑う　 tok pa
払い戻す tom Hýin
返却する FCin
交換する Bdýi
振る　 Hgi
帰る　 loq
帰らせる úop
思い出す úan
答える ú@ len
破壊する FCik
破壊させる n

˚
up

できる Chi
混ぜる ùhi
生きている qsuN

支える Xso ődý@k tha
手に入れる n t̊hop
水で混ぜる őoq
集まる shuq
積もる qshoq
集まる n t̊shoq
集める Htut n t̊shoq
搾り出す n t̊sh@r
搾る　 Býo
はさむ FtsaN

覚えている úan
預ける ptCul
送る　 jik hkur
うらやむ Hőa ji
忌む　 kha ndzim
締めつける hke r@ FtCaN

はさむ tshe ùn
˚

e
選び出す tChut / NgWm
減らす őoH

はさみで切る ïãa
語る　 FCet
落ちる Hwap

交換する rdýi
交付する húot
交わる kha rtak Ftsot
水を引く Bluk
こげる ùhWq
教える rtsup
鳥が鳴く te wu tC@k
犬がほえる tCh@ ,@ zWk
羊が鳴く luq Hwap
狼がほえる Ff@N khu Nur
剥く　 FChe
実がなる mãe wo n t̊hok
結氷する tar kh@N

結婚する ùtoN mo
ほどく qúot
借りる Hjer
浸す　 Hw@N

禁じる tsham mdýoq
浸す　 th@m
入る　 Chok
過ぎる wdýWt
びっくりさせる ha ri / húok
びっくりする ùúak / ùúoq
救う　 ùtCop
住む　 Hduk / Hdut
挙げる ptC@k
のこぎりで切る tshOq
完全にする Hdu
巻く　 Hre
掘る　 ïão
邪魔する Hk@r
開ける FChe
沸く　 N̊khu ý@q tha
開く　 kha kha ý@q tha
運転する hkor
始める ta l t̊a ren ý@q tha
開墾する sha htCok tha
切り倒す XtCet / ptCek
切る　 Xse
見る　 l t̊u / l t̊a
見せる l t̊u lda
見える r@k r@k tha
医者に見せる m

˚
an ba Frtan

かつぐ Hgu FtCok / khWr
暖める mőe ùhu
頼る　 khen
咳をする lW hpa
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渇く　 kha rkoN

刻む　 ùkor
賛成する őEn
かじる ndok
ほじくる len
ボタンをかける 　

Hdýo ,o rdýok
暇である khom de Ho
泣く　 NW

眠たい Hőem ãur
引く　 n t̊hen
排泄する htCW Xwa htoN

辛い　 kha tsha ,@

漏れる ho HoN tha
来る　 Chok
引っ張りあげる len
年をとる lo lon
手綱で制御する kha lo
疲れる ùkaH

つなぐ m
˚thWt

量る　 tshEt
乾かす FCe
おしゃべりする kha wda je
裂く　 Hki ma
ずぶぬれにする 　

Klon Hdý@k tha
流れる rdýWp
とっておく sha HdýoN

耳が聞こえない HloN

抱きしめる rWm
漏らす mdzer
混乱する húWk ýo
濾す　 tsh@k
乱す　 FúWk
転がす N̊khur
積み重ねる Frts@q
日が沈む Hdýa ý@q tha
しびれる But da tha
叱る　 ndzaN

埋める Klep
買う　 őo
売る　 n t̊shoN

満ちる Fk@N ý@q tha
ない　 me k@

隠蔽する pkep
燃え尽きる ta Hu tha
さえずる ùúok

唇を軽く閉じる ptsWp
理解する ha ko
触れる khi
研ぐ　 Hdar
粉をひく n t̊h@k
つかむ len
持っておく lun
掻く　 KzaN m

˚úhWk ku
できる tChuq tha
枯れる hő̊it tha
凝固する hkOq tha
絞る　 qtCWr
嘔吐する XtCik lok
這う　 ődý@r
這って歩く ődý@r
登る　 mdýer
叩いて音を出す Hdep
整列する FCe rka
派遣する muk
弧を描く N̊khor
走る　 HdýWk
茶を入れる tCa Hw@N

賠償する ődýa
埋め合わせる ma ùtsa ődýa
身につける Xtoq
膨張する rdýEr
衝突する n t̊hoq rdoN

木を切る Êh@N Xse
浮く　 Êh@p
ほとばしる kChoN

破れる n t̊het d@ tha
壊れる n t̊het d@ tha
傷つく ýik tha
壊れる tCh@k tha
壊す　 ptC@k tha
解剖する qChik
敷く　 XtoN

手荒く扱う tshu Bda
だます mgo Kjok
レンガで造る ùts@k
乗る　 HýuP

起きる KloN

牽引する Kzok ő̊tChit
負う　 tChEt
略奪する púOk
叩く　 Htup
振り上げる ődý@r

切り刻む tshE Xtsap
口づけする kha rtCe
軽んじる m

˚thoN tChoN FCet
要求する ýW wa
取る　 len
娶る　 pCu mo len
行く　 ődýo / shoN

回復する ú@k
治癒する ú@ sWm wa k@

欠ける kha tC@k
完全である tshaN mdýok tha
染める kha rtsoq
叫ぶ　 hkE Bdýir
道を譲る lam pCe
温める úo
知り合う No Chi
投げる n

˚
h@n

溶ける ýW

溶かす HýWk tha
もむ　 rdz@p
耐える wzut
なめす hő̊@t
撒く　 FtCo
小便する XtCin htoN

播種する sha Kon ndep
解散する húol
ゆるめる Xúor
掃く　 m

˚Choq
殺す　 Xset
日にさらす ő@ ma Bdý@q
日向ぼっこする ő@ ma Cho
稲光が走る Kloq m

˚tsha
傷つける Chok ý@q tha
相談する tCu wji
上がる jar thok
射る　 n

˚
h@n

射止める n
˚

hen
伸ばす ùh@N

伸びる ùhaN

伸びきる n t̊hen
成長する hChe
さびる Hdýin
子を産む Kýa ji ï̊úhWk
腹を立てる FfW khuN

残される l
˚

@k
昇る　 Ch@r
なくす Xl

˚
up
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させる FtCWk
釈放する Kluq
試す　 tshut l t̊a
収穫する mý@N / ptCEt
受け取る m

˚úhut tha
閉じる Bdo Ki
防御する Bdi Xsok ji
守る　 pùoN

髪をとく so m@N

負ける Hnam N̊khap Hdýa
顔見知りである tCha jut
調理される úo
熟れる Hã@ rim n t̊shu ý@q tha
やせる őE n@ tha
数える htsaN ùtsi ùtsi
衰える őEm
転落する zWq
投げる n

˚
hon

結びつける htaq
眠る　 őE

寝つく Kőa de Hu
吸う　 nW

話す　 FCut
裂く　 qtep / XtE
死ぬ　 Êh@

計算する FtCi ra Chok
粉砕する mãi n@ ý@k tha
傷つける ptC@k ý@k tha
錠をする ùtCoq
崩壊する loq
踏みつける rdz@ kh@

持ち上げる FtCoq
横になる őa
やけどする ùh@q
逃げる púu
物乞いする Ff@N

着る　 kun hts@k
頭痛がする mgo na
蹴る　 ùk@N htoN rdý@k
剃る　 BýEr
曇りである Knam n t̊h@p
晴れる Knam taN

夜が明ける Knam m
˚khar

暗くなる Knam ïãWk
なめる ld@q
担ぐ　 púh@k ka N̊khWr
選ぶ　 Fsha

踊る　 púo ő̊tCham
跳ねる m

˚tChoN

脈打つ htsa m
˚tChoN

貼る　 BdýEr
聞く　 őEn
聞こえる ko tha
止める m

˚tshEm ődýok
知らせる wrda tho
盗む　 ùkW

投げる m
˚phen

吐く　 n
˚

h@n
押す　 n

˚
hi

口実を設けて断る 　
kh@q FCEn

退く　 FChi FtCit
飲みこむ mőit
引きずる púWt
掘る　 HKit
切り出す kur
曲がる kWk
曲げる qjWN ődýo /

qjWN ődýe tChiq
終わる tshar
遊ぶ　 htsen mo ùtse
忘れる Bdýet shoN

違反する NgEl wa
餌をやる nW

におう ùn
˚

Wm
尋ねる ú@

握る　 ndz@n
ふさぐ kha BzoN

吸い込む ù̊NWp / ődý@p
慣れる lup / Klun Klup
洗う　 ptCW

目が見えない qőik loN

下りる Fut
産む　 htsep
雨が降る Knam mbap
怖がらせる ùtC@k hts@N

陥没する Kz@k / shap po / zep
捧げる HwWt
慕う　 n

˚
Wp / ha li

信じる j@t tChiH
思う　 úen
思い出す úen nden
したいと思う Fsam
似る　 púa

消化する ýW

消える jEl
下る　 ùtCaN ődýip
削る　 Kýok
気をつける shem tChoN

笑う　 rgwEt
書く　 púi
下痢する ho pCa
目覚める Kőit shEt
恥ずかしがる No tsha
休む　 Nw5 Chu
刺繍する hts@q
学ぶ　 l

˚
op HdýoN / hl

˚
op

燻製にする Hdi wa
探す　 ptsa
押さえる KnWn
去勢する ptCEt
粉にする m

˚
ep

より分ける HúoN FCEr
かゆい zaH

育てる qso
揺れる Kjiq / jum / Nge
揺する mgo Kjiq
噛む　 sho N̊kham
掬う　 htCWk
必要である Hko / Hgo
引き入れる lam n t̊shap
頼る　 Ftin / wden
あふれる Hw@t
秘密にする FsaN

勝つ　 thowP

迎える FshW

抱擁する mdýer
泳ぐ　 ùtCa
持っている joP

いる　 joP

存在する j@ hk@

出会う thWk tha
賛成する úo FCet
越える ődýaH / HwWt
めまいがする mgo ji N̊khor
許可する tChok
栽培する tshWk
増える kha rn

˚
in

彫刻する HwWk
刺す　 ndz@k
刺しこむ tCe r@N HdýEr
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瞬きする Kőiq rdep
抽出する ùkEt
摘む　 n t̊h@k
糊づけする mdýEr
立つ　 laN

大きくなる lOq tChar
かさが増す HtCi
腹が張る Hwu
火をつける mői mbar
風邪を引く ő̊tCh@k k@ m@

ődýek
召集する n t̊shak khu
探し出す tChit tha
刺す　 Hdzi ro ma
覆う　 khap
震える HkWr

奪い合う m
˚úhok re FCet

蒸す　 ptsu
知っている Chi tha
織る　 wl5
指す　 ùten
種をまく sha Kon ndep
腫れる ùtC@N

煮る　 ptso
杖をつく je htim ndzuk
願う　 m

˚
on lam ődýak /

so lam ndep
ひっつかむ ndz@n
振り返る kha N̊khor
角を曲がる XtCok
移動する N̊khor
移動させる hkor

詰める HdeH

追いかける bdaH

準備する tCa Hdý@k
捉える ndz@n
ついばむ ptW Ha
行く　 ődýo / shoN

呪う　 HmwoH

中に入る ndzu
穴を開ける mb@q k@ mb@q
酔う　 Bz@

座る　 Hdut
する　 li
夢を見る HőiN lam Hői
商売する tshoN ji
連れる rok pa
証明する Bden th@q

その他の品詞類

のみならず m@ tshEt
～を除いて te ma rtoq
ほとんど phal tChEt
もちろん PoH

たった今 da l t̊a
本来的に htan naH

そして Hda
とても Pa tshe

まだ　 t@ ,@

今すぐ da l t̊a
～か　 Pe
一緒に mőEm tW
必ず　 jin htCiq m@ XtCik
～もまた jaN

それから t@ na
再び　 t@ ,@

少なくとも ma m
˚thEt

～まで war ta
もっとも tCheh
最後に tCheh mit / m

˚tha min
突然　 qlo Hur tChaq q@ /

Klor dý@q

地名

チベット wo ldýoN

ラサ　 l
˚

a sha
カム　 kham
アムド P5 mdo
阿土霸　 ùNa wa
査理郷 tsha Kő@t
麦爾瑪郷 hmEr ma

哇爾瑪郷 Hwar ma
麦昆郷 mEr hkol
洛爾達郷 wlo ùta
安羌郷 Pan tCham
安斗郷 Pa ndo
茸安郷 roN Nan
龍藏郷 loN hts5N

四窪郷 sh@ wa
河支郷 xho hts@k
徳格郷 Hde ,@

各莫郷 Hgo m@N

甲爾多郷 HdýEr ùtot
賈洛郷 qtCa lok


