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まえがき
　本書は，現代チベット語ラサ方言で用いられる動詞の意味を，コロケーション
情報を通じて記述した口語の動詞辞典である．見出し語には，単音節の動詞と，
意味的に結合度が高く単音節に分離しがたい若干の 2音節語を含めて約 1,000の
動詞を収録した．2 音節以上からなる複合動詞は基本的に単音節の動詞のコロ
ケーションとして扱い，用例に記載した．コロケーションを含めると，収録した
動詞の総数は約 13,500である．
　本書は，筆者が数年来携わってきた『現代チベット語ラサ方言辞典』（仮称）
の編纂の過程で生まれた成果の一部である．『現代チベット語ラサ方言辞典』の
編纂事業は，既刊の辞典が文語偏重で口語についての記述が不十分であることか
ら，口語の実態を十分反映した辞書を作ろうと企画されたものである．これを企
画した星実千代（東洋文庫研究員（兼任），元アジア・アフリカ言語文化研究所共
同研究員）は，（財）東洋文庫において 1970年代から口語資料の記録・収集を始
め，1980年代に入って辞典編纂に着手した．筆者も 1990年代から資料収集調査
に参加した．
　見出し語やコロケーションの選定にあたっては，既刊のチベット語辞典の情報
をそのまま取り込むというやり方ではなく，チベット人に直接当たって確かめ得
た情報にのみ基づくという方針を定めた．筆者らはこの方針に基づき，フィール
ド調査の中で記録した民話や会話，生活記録などのテキストから採取し，同時に
聞き取り調査によって拡充するという方法で単語やコロケーションを収集した．
　筆者はフィールド調査に参加するとともに調査記録の電子化および辞典編纂の
ためのデータベース構築を進めた．またフィールド調査の過程で記録した口語資
料等を電子化して検索可能な口語コーパス（約 45万音節）を作成し，これをコ
ロケーション情報の収集，頻度のチェックなどに活用した．
筆者がこの辞典編纂事業に携わる中で，最も興味を引かれたのが動詞の意味分
析である．大学院時代からチベット語の述語を形成する文法化した動詞（述語動
詞）の意味研究を行っていたこともあり，動詞の全体像をつかむような意味記述
を試みたいと考えるようになった．そこで筆者は，『現代チベット語ラサ方言辞
典』編纂の過程で得られた膨大なデータを動詞の意味分析という観点から整理し
直し，一つ一つの動詞について記述研究を進めていった．その研究成果をまとめ
たものがこの『現代チベット語動詞辞典（ラサ方言）』である．
　本書は現時点におけるチベット語ラサ方言の動詞に関する一つの研究成果を示
したものであり，今後のチベット語研究の新しい展開のために少しでも役立つも
のとなることを願っている．そして将来の動詞研究の進展のために，読者諸氏な
らびに諸先生方のご叱正ご批判を乞う次第である．
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　本書は，文部省科学研究費助成金「現代チベット語の辞典編纂と文法的意味の
研究」（1998-1999，研究代表者：星泉），トヨタ財団研究助成金「現代チベット語
辞典の編纂と辞典編纂のためのデータベースの構築」（1999-2000，研究代表者：
星泉），新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）新エネルギー・産業技
術研究助成事業「多言語処理技術の基盤整備」（2000-2002，研究代表者：星泉），
文部科学省科学研究費助成金「アジア書字コーパスに基づく文字情報学の創成
（GICAS）」（2002-2006，研究代表者：ペーリ・バースカララーオ），文部科学省
科学研究費助成金「古典学のための多言語処理システムの開発」（2001-2002，研
究代表者：高島淳），文部科学省科学研究費助成金「東アジア諸語の文法化とカ
テゴリー化に関する対照研究」（2002-2004，研究代表者：生越直樹），科学研究
費補助金「南アジア諸言語に関する基礎語彙・文法調査」（研究代表者：ペーリ・
バースカララーオ）の研究成果の一部である．ここに記して感謝申し上げたい．
　本書の編纂にあたっては，チベット文字表示システム Tibetan Language Kit
for Macintosh*1（大谷大学真宗綜合研究所）を使用した．また，チベット語の規
則に従ったソーティング処理については，大谷大学教授の福田洋一さんにソート
キー付与のスクリプトを作成していただいたものを活用した．TEXによる組版に
は，福田洋一さんが開発された TibTEX*2 を利用させていただいた．この場を借
りて御礼申し上げたい．
　本書の内容に関しては，フィールド調査や原稿の校正などで大勢の方々のお世
話になった．皆様のご協力とご厚意に心から御礼申し上げたい．特に，辞典編纂
のためのデータベースの設計をはじめ，口語コーパスのための検索スクリプトの
作成，辞典の編集や TEXによる組版など，辞書作りの全般をサポートして下さっ
た有限会社ツクラカン代表の千葉文博さんには深く感謝申し上げたい．また本書
のためにラサ方言の言語資料を惜しみなく提供し，常に的確な助言を与えてくれ
た母，星実千代にも感謝の意を表したい．
　最後に，本書の出版の機会を与えてくださったアジア・アフリカ言語文化研究
所の宮崎恒二所長をはじめ，研修・辞典委員会の峰岸真琴委員長ほか同僚諸氏，
並びに本書の出版のためにご尽力くださった事務の方々に，心からの謝意を表す
るものである．
　なお本書および『現代チベット語ラサ方言辞典』についての情報は，筆者の
ウェブサイト上で公開していく予定である*3．

2003年 2月
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

星泉　 hoshi@aa.tufs.ac.jp

*1 http://www.otani.ac.jp/cri/twrp/TLK/tlkweb-jp/
*2 http://www.toyo-bunko.or.jp/Tibetan/TibTeX.html/
*3 http://www.aa.tufs.ac.jp/˜hoshi/
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調査協力者と口語資料
『現代チベット語動詞辞典（ラサ方言）』の編纂のための調査にご協力いただいた方々，お
よび編纂に使用した口語資料，聞き取り調査や口語資料の収集の際に参考にした辞典類
は以下の通りである．

【調査協力者】
　調査には 1900 年代生まれから 1960 年代生まれのラサ出身，もしくはラサ育ちのチ
ベット人の方々のご協力をお願いした．調査は主に日本とインドで実施した．
日本での調査協力者：故チャクター・ソナム・チュンペー氏 9C<Zo\H<oLZdHoIMZo?dZoTKcWn
（ラサ出身，男性），およびゲシェ・テンバ・ギェンツェン師 H<coLXcZoL<KIoJo,@WoMOIn（ラ
サ近郊キナー村出身，男性，デプン寺仏教博士）には，それぞれ東洋文庫外国人研究員
（いずれも当時）として滞在中に調査にご協力いただいた．また，テンジン・ナムギェー
氏 L<KIoTPTIo'Mo,@Wn（ラサ出身，男性，旅行業），タリン・ジンミ・ワンチュク氏 KDc=oV̀=o
T@`<ZoMcHoHL=o0<̂（ラサ出身，男性，政府関係），ソナム・テンジン氏 LZdHoIMZoL<KIo
TPTIn（ラサ出身，男性，旅行業），カンツォ氏 <=ZoMOVn（ガリ生まれラサ育ち，女性，大
学講師）には，それぞれ研修のため東京滞在中に調査にご協力いただいた．ベティ・タ
リン氏 KDc=oV`=oOUoV̀=oH1>=ZoTPVMZn（ラサ出身，女性，アナウンサー）には，1995年に実
施されたアジア・アフリカ言語文化研究所主催のチベット語研修講師として東京滞在中に
調査にご協力いただいた．また，ナルキー・ガワン・トゥンドゥプ氏 'Vo<\@`Ho=<oHL=oHdIo
2 )Ln（ラサ出身，男性，研究者）には，研究資料収集のため東京滞在中に調査に協力して
いただいた．
インドでの調査協力者：インド北部デラドゥン郊外のラジプールにお住まいのチベット
人一家，タリン家には度々長期滞在させていただきながら調査を実施した．故タリン・リ
ンチェン・ドルマ氏 KDc=oV̀=oV̀Io?cIo<ĤdWoMn（ラサ出身，女性）をはじめ，リンチェン・ドル
マ氏の娘であるベティ・タリン氏 KDc=oV̀=oOUoV`=oH1>=ZoTPVMZn ，グートゥプ・ウォンモ氏
H=dZo2)LoHL=oMdn（ラサ出身，女性），孫のツェリン・チュトゥン氏 OUoV`=o?dZo<ĤdIn（ラサ出
身，女性），タリン・テンジン・ノルブ氏 KDc=oV̀=oL<KIoTPTIoIdVoLbn（ラサ出身，男性，アナ
ウンサー），孫の嫁レキー氏 9Zo<\@`Hn（ラサ出身，女性），姪の故ツェリン・ドルマ氏 OUoV`=o
<ĤdWoMn（ラサ出身，女性，元東洋文庫外国人研究員）といったたくさんの方々にご協力い
ただいた．

【口語資料】
　主として利用した口語資料のうち，民話資料としては，“LdHo<̀o=<o,!Io<̀o<^+Mn（チベット
の口承の物語）”（ガワン・トゥンドゥプ /星実千代共編，東京外国語大学アジア・アフリ
カ言語文化研究所，1974），および “Texts of Tibetan Folktales Vol. I～VII.”（Michiyo
Hoshi ed.，The Toyo Bunko（Oriental Library），1979（Vol. I），1981（Vol. II），1983
（Vol. III），1984（Vol. IV），1985（Vol. V），1988（Vol. VI），1990（Vol. VII））が挙げ
られる．
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“Texts of Tibetan Folktales” のうち，Vol. Iは，故ソナム・ギャツォ師 LZdHoIMZo,@o
MOVn（ツァン地方タナー出身ラサ育ち，ゴル寺活仏，男性，東洋文庫外国人研究員（当
時））によって語られた物語を集めたもの，Vol. IIは故バンリム・リンポチェ・ゲシェ・
トゥプテン・ダター師 L=oV`MoV`IoJdo?coH<coLXcZoGbLoL<KIoSVo2F<Zn（ラサ出身，男性，セラ寺
仏教博士，東洋文庫外国人研究員（当時））によって語られたアクトンバの笑い話，Vol.
III，IV，Vは，ゲシェ・テンバ・ギェンツェン師によって語られた怨霊物語や説話，Vol.
VI，VIIは故チャクター・ソナム・チュンペー氏によって語られた笑い話である．
チベット語の会話資料としては，『現代チベット語文例集 I, II』（テンバ・ギェンツェ

ン /星実千代共編，東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所，1983），ツェワン・
チュトゥン氏 OUoHL=o?dZo<ĤdIn（ラサ出身，女性）の協力を得て作られた『エクスプレス
チベット語』（星実千代，白水社，1991），ツェワン・チュトゥン氏とベティ・タリン氏の
協力を得て作られた『チベット語研修テキスト 1チベット語会話編』（星実千代 /星泉共
編，東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所，1995），ツェワン・チュトゥン氏
の協力による『チベット語中級会話 35課（仮題）』（星実千代編，未公刊）を利用した．
　他に，『現代チベット語文法（ラサ方言）』（星実千代著，ユネスコ東アジア文化研究セ
ンター，1985年版，1988年版）の記述も参考にした．また，故タリン・リンチェン・ド
ルマ氏の語りで構成された『チベット語研修テキスト 3 チベット語読本－チベット・ラ
サの年中行事』（星実千代 /星泉共編，東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所，
1995）も参照した．
　さらに，チベット語ラサ方言による映画「チベットの女 /イシの生涯」（原題 UcoXcZo<ĤdWo
Mn，シエフェイ監督作品，中国，2000）のドラマ・スクリプト（筆者が映画の翻訳を担当
した際に書き起こした全スクリプト，未公刊）からも用例を採録した．
　その他口語資料として，“Spoken Tibetan Texts I”（Chang Kun and Betty Shefts
Chang ed.，Academia Sinica，1978），『ট८მ߽ߌ൴ү』（າҊƗෳئƗઌѬٶ編
著，中央民族大学出版社，中国，1995），『ট८მ؇Ю�ྰׯЮ』（ณ¨ෳହሣۃ¨ઌѬٶ
編，民族出版社，中国，1999），『յᅄ།ཱིཔഹ࿑』（ۗቍ�ᄺರѐࠧ，西蔵人民出版社，
中国，1999）なども参考にした．

【辞典類】
　『Ҧؚݸᅽট८მՔ』 LdHo,@oXIo<k@Vo!=`o9ZoZT`o;o<?HoOT<oMPVHn（֨ಌ 主編，民族出
版社，北京，1983），『蔵漢大辞典』 LdHo,@oOT<oMPVHo?cIoMdn（ᅭᙢᐸ 主編，民族出版社，北
京，1985），“Tibetan-English Dicitonary of Modern Tibetan”（Melvyn C. Goldstein，
Ratna Pustak Bhandar，Kathmandu，1978）
　なお，本書に記載した文語の変化形は，原則として『蔵漢大辞典』の巻末の動詞変化表
を基にしている．



viii

凡例

1　見出し語

【見出し語】
　見出し語は本動詞と述語動詞からなる．本動詞の見出し語は，原則として本動詞の口
語非完了形を主たる見出し語とし，語義，用例などをまとめて掲載した．本動詞の変化
形（口語完了形・命令形，および全ての対応する文語形）および異綴り形は参照見出しと
した．

【配列】
　見出し語の配列は，チベット文字の配列順に従った．

【本動詞の分類表示】
　見出し語にはそれぞれ下記のように動詞の分類を示した（分類基準については「第一
部動詞概説：2.1本動詞の分類」(p. 42)を参照）．

意志動詞 (volitional verb) ： v. vol.
無意志動詞 (non-volitional verb)： v. non-vol.

【述語動詞の記述】
　述語動詞については，「第一部動詞概説：1述語動詞」(p. 5)にまとめて記載したので，
辞典本文では語義を簡単に記述するに留めた．見出し語の述語動詞には v. pred. と表示
し，「動詞概説」の該当箇所を示した．

【尊敬語と謙譲語の表示】
　見出し語が尊敬語 (honorific form)の場合，動詞の分類表示の横に hon. と表示した．
対応する非尊敬語 (non-honorific form)は，変化表の下に non-hon. と表示した．

➥ M?dHo `chöö v. vol. hon.
npf. pf. imp.

M?dHo M?dHo M?dHo
`chöö `chöö `chöö

pres. fut. pt. imp.

[ M?dHo M?dHo M?dHo M?dHo ]

non-hon.　☞　<dIo 1 (p. 109) ，TGb=o (p. 196) ，So 1
(p. 300)
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　見出し語が謙譲語 (humble form)の場合，動詞の分類表示の横に hum. と表示した．
対応する非謙譲語 (non-humble form)は，変化表の下に non-hum. と表示した．

➥ <>Vo ¯caa v. vol. hum.
npf. pf. imp.

<>Vo L>Vo >Vo, <>dVo
¯caa ¯caa ¯caa, ¯coo

pres. fut. pt. imp.

[ <>dVo <>Vo L>Vo <>dVo ]

non-hum.　☞　T2Fdo 1 (p. 122)

　見出し語が非尊敬語で，対応する尊敬語がある場合，変化表の下に hon. と表示し，見
出し語が非謙譲語で，対応する謙譲語がある場合は，変化表の下に hum. と表示した．

➥ T2Fdo 1 ´dro v. vol.
npf. pf. imp.

T2Fdo 0>`Io , !<Zo
´dro `chin ˆkyuu

pres. fut. pt. imp.

[ T2Fdo T2Fdo 0>`Io Zd=o ]

hon.　☞　GHo 1 (p. 188)，KcLZo 1 (p. 234)
hum.　☞　<>Vo (p. 149)

2　動詞の変化形
　見出し語には口語の動詞変化形（非完了形，完了形，命令形）とともに，対応する文語
の動詞変化形（現在形，未来形，過去形，命令形）を対照して表示した．

➥ L:Wo 1 ¯kää v. vol.
npf. pf. imp.

L:Wo L:Wo :Wo
¯kää ¯kää ¯kää

pres. fut. pt. imp.

[ T<cWo H<Wo L:Wo ;dWo ]

　上記の表において，表の上段は口語の変化表を表す．npf. は非完了形 (non-perfect)，
pf. は完了形 (perfect)，imp. は命令形 (imperative) を表し，それぞれに対応する綴り
字と発音を示す．また，表の下段の [　] 内に示したものは文語形で，pres. は現在形
(present)，fut. は未来形 (future)，pt. は過去形 (past)，imp. は命令形 (imperative)を
表す．
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【その他の注意事項】
　無意志動詞の場合，命令形は存在しないが，その場合は命令形の欄に記号 -を記した．
対応する文語の変化形が『蔵漢大辞典』に掲載されていない場合は，[ - - - - ]のように示
した．
　また，意志動詞で命令形が未調査という場合は命令形の欄を空欄とした．
　述語動詞には非完了，完了，命令の別がないため，変化表は掲載しなかった．

3　語義の記述
【配列】
　見出し語の語義が複数ある場合は，原則として使用頻度が高いと判断されるものから
順に配列した．

【文型表示】
　見出し語の語義の項には原則として（　）内に文型情報を提示した．

➥ <?YWo 1．(～が <̀Zo～に Wo～を) やらせる，させる．

　助詞が必ずしも必要でない場合，または異なる助詞の選択肢がある場合は，/を用い，
下記のように示した．ø / Woまたは Wo / ø とあれば，Woは省略可能であることを表す．

➥ <?do (運命・業などで <̀Zo / Wo )定められている．運命になっている．
➥ THI`Zo (～が ø / <̀Zo～に ø / Wo )慣れる，親しむ．

4　用例
　用例は主として見出し語の動詞がどのような名詞や形容詞と共起するかというコロ
ケーション情報を示す動詞句であるが，例文を掲載したものもある．

【配列】
　用例は，コロケーションの品詞に従って動詞，形容詞，名詞の順に配列した．例文はそ
の後に置き日本語訳の部分を「　」で括った．また，それぞれの用例が複数ある場合は，
チベット文字の配列順に従った．

【用例の記述】
　用例は，チベット文字表記，発音表記，日本語訳の順に記した．チベット文字表記で
は，動詞が見出し語と同じ形式である限り省略して，該当部分に～と記した．

5　カッコおよび記号
(　 ) ：主として文型情報を示す．

{　 } ：語義に対する注釈を示す．
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☞ ：参照見出し．記号の右側の見出し語を参照せよという表示である．
:d<o ☞ 　L:<o (p. 75)，L:d<o (p. 78)
:dHo ☞ 　L:dHo (p. 79)

⇒ ：見出し語が外来語 (loanword)である場合に，記号の右側に原語名と原語表記を
表示する．

⇒ Chi. Ϻ bàn

［俗］：俗語 (slang)として使われることを示す．
\Vo ［俗］無理矢理せきたててやらせる．

［文］：文語 (written language)として使われる場合が多いことを示す．
<\@dHo ［文］進む．(部隊が)進駐する．

［稀］：稀にしか使われないことを示す．
9C<ZoL1q<o 1）鉄を曲げる. 　 2）［稀］強情な人間の考え方を無理やり変えさせる.

［悪］：悪態をつくのに使われることを示す．

▼ ：当該見出し語が単独では用いられず，他の単語と共起した場合にのみ用いられる
ことを示し，（　）内に主な語義を付した．

Gd<Zo ▼ (阻まれる．遮られる．滞る)
W<oGd<Zo　困る｛手や物などが無くて｝．金銭的に切羽詰まる．

* ：綴りとの関係で発音に注意を要することを示す．
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音韻体系

1　音節構造
　現代チベット語ラサ方言（以下，ラサ方言）の音節は，子音と母音 (それぞれ C，Vと
表す)からなり，１音節は下記の構造を持つ．

（C）V（C）

2　子音音素

両唇 歯音/歯茎 そり舌 歯茎/硬口蓋 硬口蓋/軟口蓋 軟口蓋 声門
破裂音
無気 p [p] t [t] tr [ ] ky [kj] k [k]

有気 ph [ph] th [th] trh [ h] kyh [kjh] kh [kh]

前鼻音有声 b [mb] d [nd] dr [ ] gy [ gj] g [ g]

破擦音
無気 ts [ts] c [ ]

有気 tsh [tsh] ch [ h]

前鼻音有声 dz [ndz] j [ ]

鼻音
有声 m [m] n [n] ny [ ] ng [ ]

無声 hm [m] hny [ ˚ ] hng [ ˚]
流音
有声 l [l] r [ ]

無声 hl [l] hr [ ]

摩擦音 s [s] sh [ ] hy [ç] h [h]

接近音 w [w] y [j]

【無気・有気の対立】
ラサ方言では，破裂音と破擦音には無気と有気の対立がある．ただし，常に対立があ

るのは高声調の場合だけで，低声調の場合は同じラサ方言の話し手でも，対立を保持し
ている人と，対立が中和して全て無気で発音する人とがいる．本書の表記では，低声調
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の場合に無気・有気の対立を持つ人の発音を基準に表記した．なお，有気音と無気音の
対立は語頭においてのみ観察される．語中ではその対立は中和され，全て無気音となる．

【無声化した鼻音・流音】
ラサ方言には無声化した鼻音および流音がある．しかし，鼻音については，無声音を

持たないラサ方言の話し手も存在する．その場合は，通常の有声の鼻音として発音され
る．本書の表記では，無声化した鼻音および流音を持つ人の発音を基準に表記した．な
お，無声化した鼻音・流音は語頭でのみ観察される．語中では全て有声化する．

【前鼻音つき有声音】
ラサ方言には，破裂音と破擦音に前鼻音を伴って発せられる有声音 / b, d, dr, gy, g, dz,

j /が存在するが，人によってはこの音を持たない．その場合は，無気音と中和し， / p, t,
tr, ky, k, ts, c / と発音される．ラサ方言の話し手の中にはこれらが有気音と中和するタ
イプも観察されるが，これは語彙的なものに留まるものと考えられる．本書の表記では，
前鼻音つき有声音を持つ人の発音を基準に表記した．なお，前鼻音つき有声音は語頭で
のみ観察される．語中では直前の音節の母音や末子音を鼻音化し，前鼻音は失われて無
声・無気音化する．

【無声度の高い無気音と有声度の高い無気音】
ラサ方言では，音韻的には無声と有声の対立がない．ただし無気の破裂音や破擦音の

場合は無声・有声の対立が観察され，高声調では無声，低声調においては有声度が高く発
音される．

【音節末子音】
　音節末子音としては，/ p, k, m, ng, r /の５つが現れる．/ p, k /はいずれも内破音であ
る．/ n / は音節末子音の位置に表記するが，直前の母音とともに鼻母音として現れるた
め，末子音としては認めない．

【その他，注意すべき点】
　２音節語の場合，音韻表記を見ただけでは音節の切れ目がどこにあるのか分かりにく
い場合がある．その場合には，音節の切れ目を示す記号として'を使い，なるべく切れ目
を分かりやすくするように努めた．

➥ HM̀<ZoUbWo ¯mik'yüü T<<̂oÙ<o `kyhuk'yii

<AcIoÙ<o `nyän'yii HJdIo<Ud<o `pön'yoo
<Kc=oTd<o `teng'oo

HJTo=Vo ¯pa'ngar

<ZcVoTdHo `ser'öö

MoTd=ZoJo ˆma'on-pa OoOoTbVoTbVo ¯tshatsa ´uu'uu
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3　母音音素
　母音音素は以下の 8母音の体系を基本とし，それぞれの母音について長母音と鼻母音
がある．

i [i] ü [ ] u [u]

e [e] ö [ ] o [o]

ä [ ]

a [a]

【基本の母音】
ラサ方言の母音は上述の 8母音が基本である．

【母音 / a / の中舌化現象】
　/ a /は，下記の３つの環境において中舌化し，[ ]と発音される．

1. 末子音 / p /の直前
2.二重母音 / au /の / a /において
3. 前後の音節に / i /が含まれている場合

【長母音】
　長母音の表記はそれぞれ下記のとおりとする．

ii [i ] üü [ ] uu [u ]

ee [e:] öö [ ] oo [o ]

ää [ ]

aa [a ]

【鼻母音】
　鼻母音の表記はそれぞれ下記のとおりとする．

in [ĩ ] ün [ ˜ ] un [ũ ]

en [ẽ ] ön [˜ ] on [õ ]

än [˜ ]

an [ã ]
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4　声調
チベット語は本来声調言語ではなかったが，ラサを中心とする地域では，単語の開始部
において高調か低調の対立が見られ，また，単語の終末部において降調か非降調かの対立
が見られる．本書では，これらの対立の組み合わせからなる４つのパターンを声調とし
て認める．他に，軽声を認める．声調表記は下記の通りである．なお，Sは音節を指す．

非降調 降調
高調 ¯S（高平調） `S（高降調）
低調 ´S（低昇調） ˆS（低降調）

【２音節語の声調】
ラサ方言では，漢語などのいわゆる声調言語とは異なり，２音節語においてはその語を
構成する各音節の声調は保たれず，「単語の開始部において高調か低調の対立が見られ，
また，単語の終末部において降調か非降調かの対立が見られる」という原則のみが守ら
れる．第２音節の初頭は常に高調である．２音節語における４つの声調パターンと各音
節の声調は下記のようになる．

S1 S2

¯SS 高平調 高平調
`SS 高平調 高降調
´SS 低平調 高平調
ˆSS 低平調 高降調

　声調の対立が明確なのは２音節目までで，３音節目以降は軽声になることが多い．

5　本書の発音表記について
　子音音素の項で注記したように，ラサ方言の話し手には上掲の子音音素表にある音素
を全て持つ人と，その一部を持たない人とがいる．こうした話し手による相違は，主と
して低声調の場合に見られる．低声調において，1）有気音と無気音の対立を持つかどう
か，2）前鼻音つき破裂・破擦音を持つかどうかという２点に注目すると，少なくとも下
記の A～Dの４つのタイプの話し手が存在する．

　Ａ 　Ｂ 　Ｃ 　Ｄ　
1）低声調で有気・無気対立を持つ ○ ○ 　× 　×　
2）前鼻音つき破裂・破擦音を持つ ○ × ○ ×
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　本書では，上記の子音音素全てを持つ A タイプの話し手の発音に基づいて表記した．
従って，本書の表記からその他のタイプの発音を再現するには，低声調の有気音と前鼻
音つき破裂音・破擦音を下記の要領で変換すればよい．

1）低声調の有気音

A ´pha ´tha ´trha ´kyha ´kha ´cha ´tsha

B ´pha ´tha ´trha ´kyha ´kha ´cha ´tsha

C ´pa ´ta ´tra ´kya ´ka ´ca ´tsa

D ´pa ´ta ´tra ´kya ´ka ´ca ´tsa

➥ <do ´kho （聞こえる，分かる）
A ´kho
B ´kho
C ´ko
D ´ko

2）前鼻音つき破裂音・破擦音

A ´ba ´da ´dra ´gya ´ga ´ja ´dza
B ´pa ´ta ´tra ´kya ´ka ´ca ´tsa
C ´ba ´da ´dra ´gya ´ga ´ja ´dza
D ´pa ´ta ´tra ´kya ´ka ´ca ´tsa

➥ T2Fdo ´dro （行く）
A ´dro
B ´tro
C ´dro
D ´tro
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口語のチベット文字表記について
チベット語の文章は通常文語体で書かれる．口語体で書く試みもなされているが，口語
体の正書法は未だ確立していない．本書では口語を表記するにあたり，チベット人の慣
習に沿って文語正書法に合わせるように努めたが，口語の発音と文語の正書法のずれが
大きく，文語正書法に従えない場合もあった．頻出する動詞の変化形と助詞の表記法に
ついては次の方針によった．なお，本書に引用する文語の動詞変化形は原則として『蔵
漢大辞典』の表記に従った．

1　動詞変化形の表記
　口語の動詞変化形としては，ラサ方言の場合，非完了と完了，命令の３つの形式が認め
られるのに対して，文語では，現在，未来，過去，命令の４つの形式が認められている．

【口語非完了形】
　非完了形の発音は，文語の現在形，未来形のいずれかに一致することが多い．その場
合，発音と一致する方の綴りをを非完了形の綴りとして採用した．両方に一致する場合
にはそれらを併記した．非完了形の発音が文語過去形にのみ一致する場合は，文語過去
形を非完了形の綴りとして採用した．

　口語非完了形の発音が文語現在形と一致する場合

➥ <ĤdWo 1 ´tröö v. vol.
npf. pf. imp.

<ĤdWo <ĤdWo <ĤdWo
´tröö ´tröö ´tröö

pres. fut. pt. imp.

[ <ĤdWo L<ĤWo L<ĤWo <ĤdWo ]

　口語非完了形の発音が文語未来形，過去形と一致する場合

➥ L<\@Wo ¯kyää v. vol.

npf. pf. imp.

L<\@Wo L<\@Wo <\@Wo, <\@dWo
¯kyää ¯kyää ¯kyää, ¯kyöö

pres. fut. pt. imp.

[ <\@cWo L<\@Wo L<\@Wo <\@dWo ]
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　口語非完了形の発音が文語現在形，未来形のいずれとも一致する場合

➥ L<MHo 1 ˆtää, ˆtöö v. vol.
npf. pf. imp.

L<MHo, <MdHo L<MHo <MHo, <MdHo
ˆtää, ˆtöö ˆtää ˆtää, ˆtöö

pres. fut. pt. imp.

[ <MdHo L<MHo L<MHo <MdHo ]

　口語非完了形の発音が文語過去形にのみ一致する場合

➥ L:Wo 1 ¯kää v. vol.
npf. pf. imp.

L:Wo L:Wo :Wo
¯kää ¯kää ¯kää

pres. fut. pt. imp.

[ T<cWo H<Wo L:Wo ;dWo ]

【口語完了形】
　完了形の発音は文語の過去形に一致することが多い．その場合，文語の過去形を完了
形の綴りとして採用した．また，文語現在形にのみ一致する場合は，文語現在形を完了
形の綴りとして採用した．

　口語完了形の発音が文語過去形と一致する場合

➥ LD`o ´trhi, ˆtrhii v. vol.
npf. pf. imp.

LD`o LD`Zo LD`Zo
´trhi, ˆtrhii ˆtrhii ˆtrhii

pres. fut. pt. imp.

[ TLD`o LD`o LD`Zo LD`Zo ]

　口語完了形の発音が文語現在形にのみ一致する場合

➥ 1Vd<o 1 `loo v. vol.

npf. pf. imp.

1Vd<o 1Vd<o 1Vd<Zo
`loo `loo `loo

pres. fut. pt. imp.

[ 1Vd<o L1V<o L1V<Zo 1Vd<Zo ]
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【口語命令形】
　命令形の発音は，文語命令形と一致する場合にはその綴りを採用し，発音が文語命令
形と一致しない場合には，文語形の綴りに拘らずに口語の発音に即した綴りを示した．

➥ L:Wo 1 ¯kää v. vol.
npf. pf. imp.

L:Wo L:Wo :Wo
¯kää ¯kää ¯kää

pres. fut. pt. imp.

[ T<cWo H<Wo L:Wo ;dWo ]

➥ T2Fdo 1 ´dro v. vol.
npf. pf. imp.

T2Fdo 0>`Io , !<Zo
´dro `chin ˆkyuu

pres. fut. pt. imp.

[ T2Fdo T2Fdo 0>`Io Zd=o ]

2　助詞の表記
チベット語の属格助詞および具格助詞は，文語正書法においては直前の音節における

末子音字の種類に従って異なる綴りを書くが，ラサ方言においては発音上の差異は認め
られない．そこで本書では，口語表記を下記のように一つに統一した．

文語表記 口語表記

属格 ;=`o <̀o !=`o <`o / ki /

具格 ;=`Zo <̀Zo !=`Zo <`Zo / ki, kää /

　この口語表記は，かつてチベットでも表記の簡略化が試みられた際に用いられた表記
法に基づくものである．
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略号
略号 (abbreviations)

v. vol. 意志動詞 (volitional verb)
v. non-vol. 無意志動詞 (non-volitional verb)
v. pred. 述語動詞 (predicate verb)

hon. 尊敬語 (honorific form)
hum. 謙譲語 (humble form)
non-hon. 非尊敬語 (non-honorific form)
non-hum. 非謙譲語 (non-humble form)

npf. 非完了形 (non-perfect form)
pf. 完了形 (perfect form)
imp. 命令形 (imperative form)

pres. 現在形 (present form)
fut. 未来形 (future form)
pt. 過去形 (past form)
imp. 命令形 (imperative form)

❑ V（動詞）と上記の略号との組み合わせで，下記のように表すこともある．
Vnpf 動詞非完了形
Vnpf (vol) 意志動詞非完了形
Vnpf (non-vol) 無意志動詞非完了形

Vpf 動詞完了形
Vpf (vol) 意志動詞完了形
Vpf (non-vol) 無意志動詞完了形

Vimp 動詞命令形

Chi. 漢語からの借用語 (Chinese loanword)
Mon. モンゴル語からの借用語 (Mongolian loanword)
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カタカナ表記について

本書の訳語の中には，チベット語をそのままカタカナで音写したものがある．主なカタ
カナ書きの訳語をアイウエオ順に挙げて，簡単な説明を付した．

アシェ： 礼布カターの一種で，品質は二等級とされる．

アラー： 麦など穀物から作られる蒸留酒．

アルコン帽： 旧チベット政府の俗人出身の役人が正装のときに被っていた白い帽子．

オンマニペメフン： 観音六字真言．この真言を念誦すれば六道輪廻の道が閉ざされ，良
い世界に生まれることが出来るという．

カウ： お守り．装身具としても用いられる．

カター： 敬意や誓約，謝意，友好の印として取り交わされる礼布．神仏に奉納したり，
人の生死，出会いや別れなどの節目に贈られる．白色の絹地の細長い薄手の布がよ
く用いられる．

カプセー： 揚げ菓子．小麦粉の生地に溶かしバターを練り込んで油で揚げた菓子．さま
ざまな形状のものがある．

カム方言： チベット東部のチャムド，デルゲなどを中心に話されているチベット語の方
言の一つ．

カル舞踊： 伝統的なチベット舞踊の一種．

カンギュル： 大蔵経仏説部．

カンバ： 菊科の薬用植物．燻煙をくゆらす香草としても用いられる．

キャクシャ： 料理の名．生肉を薄く切り，10～15日間凍らせ，塩，胡椒，唐辛子などを
からめて食べる．

ギャトゥ： 卵入りの生地で作る細めの麺．

ギャリン： 法会で用いられる管楽器．甲高い音が出る．音階を変化させることもでき
る．長いラッパのような形状をしている．

キョマー： ツァンバにお茶をたっぷり加えてどろどろにといた糊状の粥．

クツィリトゥ： トゥクパの一種．小さな貝の形に似た小麦粉の団子入りスープ．

グトゥ： チベット暦 12月 29日の夜に食べる団子入りのスープ．団子の中には塩，唐辛
子，羊毛，炭，豆，紙片，陶器の破片，小麦粉で作った日，月，経典などが入ってい
る．どの具の入った団子が割り当てられたかによって人の性格などを当てっこする．

ケー： 穀物やバターを計量する単位．駄獣の背に載せられる分量の半分に相当する．
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ケサル： チベットの英雄叙事詩に登場する王の名．

ゲルー派： チベット仏教の宗派の一つ．

ケンボ： 学堂長．寺院の最高責任者の一人．

シュクパ： コノテガシワ．ビャクシン．ヒノキ科の常緑樹．香木や建築材として用いら
れる．

ショトゥン祭： 夏安居明けのヨーグルトがおいしい夏季に行われた観劇祭．旧時，チ
ベット暦六月の晦日にデプン寺で各劇団が初演の披露をして，7月 1日から 4日ま
でダライラマの夏の離宮ノルブリンカにおいて，その後ラサの貴族の邸宅で観劇会
が催された．

ショムデー： 米飯にヨーグルト，バター，砂糖をかけた食べ物．

センチャン： 麦こがしや米飯で作った干し菓子．麦こがしや米飯に麹と砂糖を入れ輪の
形にして発酵させ，干したもの．酒の味がする．

ゾ： ヤクと牛の交配種の牡．

ゾモ： ヤクと牛の交配種の牝．

ダムニェン： 弦楽器の一種．

タンカ： 軸物の仏画．

チェマー： 麦こがしにバターと砂糖を混ぜて篩いにかけたもの．正月や慶事にはこれを
舟型の容器に盛り付け麦の穂，乾燥した鶏頭の花などで飾る．

チムキャー： レバーを凍らせてたたきにし，塩，胡椒，唐辛子などで調味した食べ物．

チャム： 宗教舞踊の一種．儀式のときに僧侶が仮面を着けて踊る跳舞．

チャムドゥー： 麦こがしに茶，粉チーズ等を入れてどろどろにかき混ぜた食べ物．

チャン： 麦などの穀物を発酵させて作った酒．

チューゲー・ノルサン： チベットの伝統的演劇に登場する主人公の名．

ツァンバ： 麦こがし．大麦の煎り粉．

ツァンバ粥： 肉や大根入りのスープに麦こがしを入れた粥状の食べ物．

ツァンバ団子： 麦こがしを茶汁などで錬った食べ物．バターや砂糖，粉チーズを加える
こともある．

ツェプト： 慶事のときに作る穀物のお供えに挿すお祝いの札．

ティンシャー： 読経の伴奏として用いられる小さなシンバル状の打楽器．澄んだ音が
する．

ドーデン： 女性の晴れ着用の前掛けの上部両隅に付ける三角形の飾り布．

トゥ： 長さの単位．手の中指の先端から肘までの長さ．
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トゥクパ： うどんなどの麺類，すいとん，粥など穀物類の入った汁物．

トソチェマー： 正月など慶事に用意される縁起物．舟型の容器の半分に小麦を他の半分
に煎り麦粉を入れ麦の穂などで飾り付けたもの．来訪者に差し出し歓迎の意を表す．

トマ： 野生の芋の一種．小粒で澱粉質が豊富．乾燥して貯蔵し慶事にゆでて食べる．中
国では「人参果」と言う．カワラサイコの近縁種の野生植物．

トルマ： 護法神や鬼神への供物．魔物を打ち負かすための呪物．麦こがしを水とバター
で練り，円錐形に形作る．

ドンモ： チベット茶やヨーグルトを作るときに用いる筒状の撹拌器．

ナンズー： 礼布カターの一種．最高級品とされる．

ニャプシャー： 揚げ菓子カプセーの一種．

パートゥ： すいとんの一種．細長く延ばした小麦粉の生地を手のひらでまるめて作る．

パンデンラモ： 護法神の女神．

パンブー： 香草の一種．線香の材料や薬草として用いられる．

プルー： 揚げ菓子カプセーの一種．

ペーサ： ネパール王妃．ネパールから輿入れしたソンツェンガンポ王の妃．

マニ車： 観音六字真言（オンマニペメフン）を印刷した巻紙が収められた円筒．円筒の
中軸に心棒を通し，その心棒を手に円筒を右回しに回す．一回回すごとに無数の真
言を唱えたと同じ功徳を積むことができるという．

マンダラ： 宇宙と宇宙の宝を示す祭壇を象徴的に表わしたもの．

ムクトゥン： 揚げ菓子カプセーの一種．

ヤク： ウシ科の動物．海抜 4,000～6,000 メートルに生息する．身体の下面，側腹，尾
には長い毛が生えている．チベット語では牡をヤクと言い，牝はディ，またはビと
言う．

ラマ： 活仏．上人．

リンポチェ： 活仏，化身ラマ，大寺院の学堂長などに対する敬称．

レーピン： 緑豆澱粉を煮固めたところてん状の食べ物．酢醤油で食べる．

ロンセーメトー： 野ばらの一種．
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• Vnpf - 2FLZo + ÙIo / VcHo • Vpf - Jo + VcHo
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—動詞概説—

ラサ方言の動詞は機能上，述語動詞と本動詞に分けられる．はじめに述語動詞の意味，機
能について概説し，次に本動詞，動詞の名詞化，助詞について述べる．

1 述語動詞
述語動詞は文を終止し，述語を形成することのできる文法化した動詞で，次のような述
語を形成する．

名詞述語　 ： 名詞 +述語動詞
形容詞述語 ： 形容詞 +述語動詞
動詞述語　 ： 本動詞（+接辞）+述語動詞

　主な述語動詞には次のものがある．

ÙIo
VcHo

⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭ ：確定判断を表す

UdHo
Ud<oVcHo
T6 q<o

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎭
：存在・存続を表す

1=̂o：体感・獲得，完了を表す
Zd=o：完了を表す
Ud=o：経験的熟知を表す
M?d=o：経験を表す
OVo：終了を表す

　述語動詞のうち，ÙIo，VcHo，UdHo，Ud<oVcHo，T6 q<oは名詞述語，形容詞述語を形成す
る他，動詞述語も形成することができる．
　上掲の述語動詞は，それぞれ確定判断，存在・存続，体感・獲得，完了，経験的熟知，
経験，終了などの意味を表すとともに，話し手の叙述態度（語りのモード）や事態に対す
る知識，捉え方（アスペクトを含む）を表す機能を担う．
こうした話し手の叙述態度や事態に対する知識は，名詞述語，形容詞述語，動詞述語の

いずれにも共通して認められるので，個々の述語動詞について述べる前にまとめておく．
なお，アスペクトについては「1.2.1アスペクト分類に基づく動詞述語」(p. 16)を参照
していただきたい．
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■話し手の叙述態度

　話し手の叙述態度には，「自称モード」と「他称モード」という語りのモードが認めら
れる．話し手は，叙述内容に応じてこの二つのモードを切り替えて語る．
「自称モード」とは，話し手が自分自身の個人的なことを語る，あるいは他者について，
自分との関係を前面に押し出して語るというモードであり，また，自分の経験上よく把
握していること，自分の個人的な見解であること，自分の管理下に置いていること，自分
の意志で決定したことなどを表に出して述べる語り方を指す．
「他称モード」とは，話し手が他者について，単なる事実認定である，あるいは，一般
的な判断であるという態度で語るモードであり，また，話し手自身についても，客観的な
事実であるということを前面に押し出して語るモードである．

■話し手の事態に対する知識

　話し手が事態に対してどのような知識に基づいて語るかという違いが述語動詞の選択
に反映されることがある．その知識の違いは「定着知」と「観察知」の二つに分けられる．
「定着知」とは，話し手が語ろうとしている事柄が話し手にとって既に把握し，定着し
ている知識のことである．定着知に基づいて述べるということは，話し手が既に持って
いる知識に基づいて述べることを指す．
「観察知」とは，話し手が語ろうとしている事柄が話し手にとって観察・知覚して得た
新しい知識のことである．観察知に基づいて述べるということは，話し手が叙述する事
態を自らの感覚で見たり，感じたりして得た新しい知識に基づいて述べることを指す．

　述語動詞は名詞述語，形容詞述語の中で用いられる場合と動詞述語の中で用いられる
場合ではその意味と機能が若干異なるので，以下，それらを分けて説明する．

1.1 名詞述語と形容詞述語
　名詞述語，形容詞述語はそれぞれ，名詞 +述語動詞，形容詞 +述語動詞のように形成
される．この場合の述語動詞の意味や機能について，以下，確定判断の述語，存在・存続
の述語，体感・獲得の述語，経験的熟知の述語の順に述べる．

1.1.1 確定判断
　述語動詞 ÙIoと VcHoは，「～である /であった」という確定判断を表す．確定判断とは，
事態を一回性のもの，あるいはひとまとまりの事態として捉えて確定的な判断を下すこ
とを指す．自称モードでは ÙIo，他称モードでは VcHoが用いられる．

確定判断 ✡✡
❏❏

自称モード ➤ ÙIo

他称モード ➤ VcHo
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✞
✝

☎
✆名詞 / 形容詞 + ÙIo

「～である / であった」：話し手がある事態について自称モードで確定判断を下すのに用
いられる．名詞 +助詞 + ÙIoという形でも用いられる．
《話し手が自分自身，あるいは自分を含む集団について自己紹介する》

• =o;d=o<̀oOoMdoÙIn
´nga ¯khon ki ¯tshamo ´yin.
「私は彼女の孫です」
• NoMo=o2.oJoÙIn
`ngäämaa ´nga ´trhapa ´yin.
「以前私は僧侶でした」
• =oOVo9ZoZoIZoÙIn
´ngantso ¯hlääsa nää ´yin.
「私たちはラサの出身です」
• =T`oI=oLVo<?dVoXVoWoÙIn
´ngää ´nan ´phaakoo ¯shaa la ´yin.
「私の家はパーコーの東側です」

《話し手が自ら関わったことを明示して述べる》

• LRcZoL<oHcoOoJdoOoJdoÙIn
ˆsheepaa ti ¯tshapo ¯tshapo ´yin.
「（私の焼いた）このパン熱々ですよ」

《話し手が自ら決定したことを明示して述べる》

• ÀoMoZ=oÀIoIZoV=oHIcWoHJdIoÙIn
´nyima ¯sanyin nää ´ran ´trheepön ´yin.
「明日からお前がラバ隊の隊長だ（私がそう決めた）」

《話し手が自分の個人的な見解であることを明示して述べる》

• ;?HoMOVn ;doM̀oI`oM̀oV=oÙIn
¯kyhäntsaa, ¯kho ´mini ´mi ´ran ´yin.
「おかしいなあ，奴は人間であることは確かに人間なんだが . . .（自分の個人的な見
解では奴は人間だと思うが，疑わしい事実が目の前にある）」✞

✝
☎
✆名詞 / 形容詞 + VcHo

「～である /であった」：話し手がある事態について他称モードで確定判断を下すのに用
いられる．
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《他者について判断を下す》

• ;doOVo=oOVT`oH2FoVcHn
¯khontso ´ngantsöö ´tra ˆree.
「やつらはわれらの敵だ」
• NoMoHo<\@doJdoRcoHI<oVcHn
`ngäämaa ¯ta ¯kyopo ´shetraa ˆree.
「昔はひどく貧乏だった」
• H=bWoRYZo:oH<oJdoRcoJdo>̀<oVcHn
¯ngüü ¯püüka ´thako ´shipu ci ˆree.
「たいへん質の良い銀です」
• ;doV=o<A`Zo<̀oWZoVcHn
¯khoran-nyii ki ˆlää ˆree.
「彼ら二人の運命です」

《話し手が自分または自分を含む集団について，客観的に述べる》

• =oOVoL:ToMdWoHo<VoMOMZoLR<oIoU<oXdZoVcHn
´ngantso ¯kamöö ´thakaa `tsham ´shaana ´yakshöö ˆree.
「私たちこのあたりで話を止めておくのが一番いい」
• =o<A`Zo<\@`Ho<MY<o<\@doJdoVcHn
ˆnganyii `kituu ¯kyopo ˆree.
「私たち二人は生活が苦しいんだ（夫が妻に対して，互いに分かっていることを再確
認する）」

• ;?cHoV=o=VoHHoJo1>cHoU<oUd<oMoVcHn =o<HdIoTHIcoVcHn
¯kyheran ´ngaa ´thäpa ˆcheyaa ˆyoo ˆmaree. ´nga ´tongtre ˆree.
「あなたは私のことを信仰しようとしてもだめですよ．私は怨霊なんですから（信仰
してはならないという理由を客観的に説明している）」

1.1.2 存在・存続
述語動詞 UdHo ， Ud<oVcHo ， T6 q<o は，名詞述語，形容詞述語の中で用いられた場合，

「～がある / あった．～を持っている / 持っていた．～である / であった」などの存在・
存続の意味を表す．存在・存続とは，事物の存在について述べる場合と，事態を何らか
の存続状態にあるものとして捉えて述べることを指す．この３つの述語動詞には，話し
手の事態に対する知識の違いと語りのモードの違いの両方が現れる．定着知では UdHo と
Ud<oVcHo，観察知では T6 q<oが用いられる．定着知の場合，自称モードではUdHo，他称モー
ドでは Ud<oVcHoが用いられる．
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存在・存続 ✁
✁

❆
❆

定着知 ✡✡
❏❏

自称モード ➤ UdHo

他称モード ➤ Ud<oVcHo

観察知 ➤ T6 q<o

✞
✝

☎
✆名詞 / 形容詞 + UdHo

「～がある / あった．～を持っている / 持っていた．～である / であった」：ある時点に
おける事物の存在や事態の存続について，定着知に基づき，かつ自称モードで述べるの
に用いられる．

《話し手が自分または自分を含む集団について述べる》

• =o<A`ZoWZo:Vo0>`Io1>Zn H=bWoUdHn
ˆnganyii ´lääkaa `chin cää ¯ngüü ˆyöö.
「私たちは仕事に行ってるしお金はあるの」
• 0><oWZoUdHoIn =Vo<?Ho>̀<oLF=o<I=oH=on =VoMdoBoUdHn
`chaalää ´yööna ´ngaa `kää ci ¯tan ¯nan taa. ´ngaa ´motra ˆyöö.
「仕事があったら私に声をかけてください．車を持っていますから」
• =oOVoLZdHoLHco?cIoJdoUdHn
´ngantso ¯sote ¯chenpo ˆyöö.
「私たちは運がいいんです」

《話し手自身がよく把握している他者の事態について述べる》

• ;doV=o<̀o<RIo;=oNoMo;<oNoTHIo>̀<oUdHn
¯khoran ki ¯mänkan `ngäämaa `khak-tse reci ˆyöö.
「彼の病院は昔は少し苦しかったんですよ（私は昔の病院のことをよく知っていま
すが）」

《話し手自身が自ら決定したことを明示して述べる》

• ;?cHoV=o<`oL8q<ZoZoTH`VoUdHn
¯kyheran ki ´shuusa ´dää ˆyöö.
「あなたの席はこちらにあります（私が用意しました）」✞

✝
☎
✆名詞 / 形容詞 + Ud<oVcHo

「～がある / あった．～を持っている / 持っていた．～である / であった」：ある時点に
おける事物の存在や事態の存続について，定着知に基づき，かつ他称モードで述べるの
に用いられる．
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《他者について述べる》

• SVoLoL6 qIoJT̀oI=oWoRdo<KdIoUd<oVcHn
´dawa ´tünpää ´nan la ´shotön ˆyoo ˆree.
「７月にはショトゥン祭があります」
• Wb=oJoHco9ZoZT`oAcoT2FMoWoUd<oVcHn
´lungpa ti ¯hlääsää ´nyentram la ˆyoo ˆree.
「その村はラサの近郊にあります」

《話し手が自分または自分を含む集団について客観的に述べる》

• =oOVT`oI=oWo<N=oJT`o1>cHo<K=Zo9q<Zo?cIoJdoRcoHI<oUd<oVcHn
´ngantsöö ´nan la ¯tsangpää ˆchetan `shuk ¯chenpo ´shetraa ˆyoo ˆree.
「我が家ではツァン地方の流儀が色濃く出ているんです」
• =Vo\oMoW<ZoUd<oVcHn
´ngaa ¯ama-laa ˆyoo ˆree.
「私には母がいます（ですからあまり遠くに行くことはできないんです）」✞

✝
☎
✆名詞 / 形容詞 + T6 q<o

「～がある / あった．～を持っている / 持っていた．～である / であった」：ある時点に
おける事物の存在や事態の存続について，観察知に基づいて述べるのに用いられる．

• ?b=o?b=o<F`=o$coMdo>̀<oT6 q<
¯chüncün ¯nying ´cemo ci ˆduu.
「（この子）小さくて可愛いなあ（自分で見て感じた）」
• @oHco<VoJdoRcoJdo>̀<oT6 q<
´cha ti ´khaapo ´shipu ci ˆduu.
「このお茶はかなり濃い（自分で飲んでみて感じた）」
• Ho6 q=o<?VoMo<ÀZo<ZbMo>̀<oT6 q<
´thantoo ¯kaama ¯nyii ¯sum ci ˆduu.
「まだ２，３分ある（時計を見て分かった）」
• ;?cHoV=oOVT`oI=oWo<HdIoTHIcT`o<IdHoJoRcoHI<oT6 q<
¯kyheran-tsöö ´nan la ´tongtree ¯nöpa ´shetraa ˆduu.
「あなた方の家は怨霊の祟りがものすごいです（話し手が自分の霊感で怨霊の気配を
感じた）」

1.1.3 体感・獲得
述語動詞 1=̂o は，名詞述語，形容詞述語の中で用いられた場合，体感・獲得の意味を

表す．体感・獲得とは，話し手が感覚的，物質的，肉体的，精神的な面で何かを受け止め
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た，受け入れたということを指す． T6 q<oと似た側面を持つが， 1=̂oは T6 q<oのように状
態が存続していると捉えるのではなく，事態を完了したものと捉えるという特徴がある．✞
✝

☎
✆名詞 / 形容詞 + 1=̂o

「～であった．～があった」：話し手が感覚的，物質的，肉体的，精神的な面で何かを受
け止めた，受け入れたということを表わすのに用いられる．

《体感》

• <ÀHo<\@`HoJdoRcoJdo>̀<o1=̂on
`nyii ¯kipu ´shipu ci ´chun.
「（私は）よく眠れました」
• ÀoMoOoJdoRcoJdo>̀<o1=̂on
´nyima ¯tshapo ´shipu ci ´chun.
「日差しが非常に強かった」

《獲得》

• =VoAMZoM?d=oU<oJdo>̀<o1=̂on
´ngaa ´nyamnyon ´yako ci ´chun.
「私は良い経験をした」
• HcoV`=oÙIoIo;coLS=oRcoHI<o1=̂on
´thari ´yinna ¯khepsan ´shetraa ´chun.
「今日は儲けが多かった」

1.1.4 経験的熟知
述語動詞 Ud=o は，名詞述語，形容詞述語の中で用いられた場合，経験的熟知の意味を

表す．経験的熟知とは，話し手が過去に積み重ねた経験をもとに，「～だったものだ．～
があったものだ」といった過去の経験を想起したり，「きっと～でしょう」と未来に起こ
る可能性を予測したりすることを指す．✞
✝

☎
✆名詞 / 形容詞 + Ud=o

「～だったものだ．～があったものだ．きっと～でしょう」：話し手が経験的に熟知して
いることをもとに，過去の経験を想起したり，可能性を予測したりするのに用いられる．

《過去の経験を想起》

• NoMo=oOVT`oI=oWT`oMcoFd<oHcoTHIZoUd=on
`ngäämaa ´ngantsöö ´nan lää ˆmetoo ˆthinträä ´yon.
「昔うちにもそんな花がありましたよ」
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• ;?cHoV=o?b=o?b=o<A=oWo=boLDdoJdoUd=on
¯kyheran ¯chüncün ˆkan la ´ngu ´trhopo ´yon.
「あなたは小さいころ泣き虫だったものです」
• <RIoHco=ZoGc=Zo<ÀZo<ZbMoNoLF=oJT`oIZn KIoJdoUd=on
¯män ti ˆngää `then ¯nyiisum-tse ¯tan-pää ni, ¯phänpo ´yon.
「その薬，私は２，３回飲みましたが，よく効きましたよ」

《可能性を予測》

• KcLZoM;IoM=oJdoUd=on
¯pheengän ´mangku ´yon.
「（来月のパーティは）出席者が多いですよ」
• Ho9Ko<?Yo<Sb<ZoLZ`WoIo\HdoJdoUd=on
´thanta `kusuu ¯siina ¯tropo ´yon.
「今水浴びしたら（きっと）気持ちがいいですよ」

1.1.5 推量表現 1
　ここでは名詞 /形容詞の述語に対応する推量表現について，推定，疑念，確信，想定と
異なる帰結，様態からの推量の順に例を挙げる．それぞれの推量表現の意味はおおよそ
下記にまとめた通りである．

推定：「きっと～だろう / ～ではないだろう」「恐らく～だろう / ではないだろう」
「～であるらしい /ではないらしい」などの意味を表すもので，話し手がはっき
りと断定できない状況において推定をもとに述べるのに用いられる．

疑念：「～かなあ」「～かなあ，いや違うだろう」「～かなあ，違うだろうなあ」など
の意味を表すもので，話し手が叙述する事態に対して疑念を持っていることを
表明しながら述べるのに用いられる．

確信：「きっと～だ /ではない」「～であるはずだ /ではないはずだ」などの意味を表
すもので，話し手が叙述する事態を自ら確認してはいないものの，その事態の
成立については確信を持っていることを表明しながら述べるのに用いられる．

想定と異なる帰結：「～だったのだ /ではなかったのだ」などの意味を表すもので，
状況判断の結果，話し手が想定していたのと異なる事態に帰結したことを表す
のに用いられる．

様態からの推量：「～であるようだ /ないようだ」「～である様子だ /ではない様子
だ」「～みたいだ /ではないみたいだ」などの意味を表し，話し手が叙述する事
態を外側に現れる様態から推し量って述べるのに用いられる．

　なお，付録 IIに，推量表現の各形式を表にまとめたので併せてご参照いただきたい．
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■確定判断に対応する推量表現

　確定判断を表す述語に対応する推量表現では ÙIoを使った表現が用いられる．

《推定》

• ;doV=oLdHoJoÙIoT2Fd
¯khoran ´phöpa ´yin-tro.
「彼はきっとチベット人でしょう」
• ;doV=oLdHoJoM̀IoTHIdTdn
¯khoran ´phöpa ´män-troo.
「彼は恐らくチベット人でしょう」
• ;doV=oLdHoJoÙIoZoVcHn
¯khoran ´phöpa ´yinsa ˆree.
「彼はチベット人であるらしい（その可能性がある）」

《疑念》

• ;doV=oLdHoJoM̀Io7 #n
¯khoran ´phöpa ´män-naa.
「彼はチベット人かなあ」
• ;doV=oLdHoJo\oÙIn
¯khoran ´phöpa ¯a-yin.
「彼はチベット人かなあ，いや違うだろう」
• ;doV=oLdHoJo\oÙIo7#n
¯khoran ´phöpa ¯a-yinnaa.
「彼はチベット人かなあ，違うだろうなあ」

《確信》

• ;doV=oLdHoJoÙIo<̀oVcHn
¯khoran ´phöpa ´yinki ˆree.
「彼はきっとチベット人だ」
• ;doV=oLdHoJoÙIoJoUdHn
¯khoran ´phöpa ´yin-pa ˆyöö.
「彼はチベット人のはずだ」

《想定と異なる帰結》

• ;doV=oLdHoJoÙIoJoVcHn
¯khoran ´phöpa ´yin-pa ˆree.
「彼はチベット人だったのだ」



1　述語動詞 14 動詞概説

《様態からの推量》

• ;doV=oLdHoJoÙIoJoTHIn
¯khoran ´phöpa ´yin-pa ´dra.
「彼はどうやらチベット人のようだ」
• ;doV=oLdHoJoÙIoLSdoT6 q<
¯khoran ´phöpa ´yinso ˆduu.
「彼はチベット人みたいだ」
• ;doV=oLdHoJoÙIoMHd<o;oJdoVcHn
¯khoran ´phöpa ˆyintoo ¯khapo ˆree.
「彼はチベット人であるらしい」

■存在・存続に対応する推量表現

存在・存続を表す述語に対応する推量表現では UdHoを使った表現が用いられる．

《推定》

• ;doV=o*T<oJdoUdHoT2Fd
¯khoran ´tsiku ˆyöö-tro.
「彼はきっと金持ちでしょう」
• ;doV=o*T<oJdoMcHoTHIdTdn
¯khoran ´tsiku ˆmää-troo.
「彼は恐らく金持ちでしょう」
• ;doV=o*T<oJdoUdHoZoVcHn
¯khoran ´tsiku ´yöösa ˆree.
「彼は金持ちであるらしい（その可能性がある）」

《疑念》

• ;doV=o*T<oJdoMcHo7 #n
¯khoran ´tsiku ˆmää-naa.
「彼は金持ちかなあ」
• ;doV=o*T<oJdo\oUdHn
¯khoran ´tsiku ¯a-yöö.
「彼は金持ちかなあ，いや違うだろう」
• ;doV=o*T<oJdo\oUdHo7#n
¯khoran ´tsiku ¯a-yönaa.
「彼は金持ちかなあ，違うだろうなあ」
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《確信》

• ;doV=o*T<oJdoUdHo<̀oVcHn
¯khoran ´tsiku ´yööki ˆree.
「彼はきっと金持ちだ」

《想定と異なる帰結》

• ;doV=o*T<oJdoUd<oÙIoJoVcHn
¯khoran ´tsiku ˆyoo ´yin-pa ˆree.
「彼は金持ちだったのだ」
• ;doV=o*T<oJdoMcHoJoÙIoJoVcHn
¯khoran ´tsiku ˆmää-pa ´yin-pa ˆree.
「彼は金持ちではなかったのだ」
• ;doV=o*T<oJdoMcHoJoVcHn
¯khoran ´tsiku ˆmää-pa ˆree.
「彼は金持ちではなかったのだ」

《様態からの推量》

• ;doV=o*T<oJdoUdHoJoTHIn
¯khoran ´tsiku ˆyöö-pa ´dra.
「彼はどうやら金持ちのようだ」
• ;doV=o*T<oJdoUdHoLSdoT6 q<
¯khoran ´tsiku ´yööso ˆduu.
「彼は金持ちみたいだ」
• ;doV=o*T<oJdoUdHoMHd<o;oJdoVcHn
¯khoran ´tsiku ˆyöntoo ¯khapo ˆree.
「彼は金持ちであるらしい」

1.2 動詞述語
　動詞述語は主として本動詞（+接辞）+述語動詞のように形成される．この場合の述語
動詞は，話し手の叙述態度（自称モード，他称モード）や事態に対する知識（定着知，観
察知）に加えて，アスペクトなどの話し手の事態の捉え方を表している．ここではまず
アスペクトについて略述し，次にそれぞれのアスペクトを表す動詞述語の意味と機能に
ついて述べる．
　また，動名詞句（本動詞 +名詞化接辞）+述語動詞という形式をとる述語もある．こ
のタイプの述語は，名詞述語と動詞述語の中間的な位置にあり，両方の性格を兼ね備え
ている側面があるが，ここでは動詞述語として扱うことにする．
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　他に本動詞 + 終助詞という形で，命令や禁止，依頼などの表現を作ることができる．
これらについても動詞述語として取り上げる．
　なお，本動詞については「2 本動詞」(p. 42)で改めて述べる．

1.2.1 アスペクト分類に基づく動詞述語
動詞述語には，話し手が事態の様相を既に完了したものとして捉えるかどうか，また

事態を継続しているものとして捉えるかどうかという話し手の事態の捉え方が表されて
いる．
ここでは，その捉え方をアスペクトと呼ぶ．話し手が事態を完了に至っていないとし

て捉える場合を「非完了」のアスペクト，既に完了したものとして捉える場合を「完了」
のアスペクトと呼ぶ．また，事態を継続という側面から捉えずに，ひとまとまりの事態
として捉える場合を「非継続」のアスペクト，何らかの継続状態にあると捉える場合を
「継続」のアスペクトと呼ぶ．
　動詞述語と各アスペクトの関係は次のように表すことができる．

　非継続 　　継　続

Vnpf - <̀oÙIo
Vnpf - <̀oUdHo

非完了
Vnpf - <̀oVcHo

Vnpf - <̀oUd<oVcHo
Vnpf - <̀oT6 q<o

完　了

Vpf - JoÙIo
Vpf + UdHo

Vpf - JoVcHo
Vpf + Ud<oVcHo

Vpf + 1=̂o
Vpf + T6 q<o

Vpf + Zd=o

以下，この４つのアスペクトに沿って各形式の意味を用例と共に説明する．

■非完了・非継続アスペクト

非完了・非継続アスペクトは，話し手が事態を完了に至っていないとして捉え，かつ，
事態を継続的でなく，一回性の，あるいはひとまとまりのこととして捉えていることを
表す．このアスペクトを表す動詞述語には，Vnpf - <̀oÙIo，および Vnpf - <̀oVcHoがある．

非完了・非継続
アスペクト

✡✡
❏❏

自称モード ➤ Vnpf - <̀oÙIo

他称モード ➤ Vnpf - <̀oVcHo
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✞
✝

☎
✆Vnpf - <̀oÙIo

「～する．～するつもりだ」：非完了・非継続アスペクトで，自称モードの動詞述語．発
話時点における話し手の意志表明，決意表明を表すのに用いられる．

• =T`oJbo2qoHco2.oJoLSdo<̀oÙIn
´ngää ¯puku ti ´trhapa ´soki ´yin.
「うちの子は僧侶にします」
• =oI`o2Fo<Ĥ`<oWMoZ=oT<doTOb<o<̀oÙIn
´ngani ˆtrhatrii ´lamsan ´go ¯tshuuki ´yin.
「私は準備をすぐに始めます」
• =oOVo;o;VoL<MHo<̀oÙIn
´ngantso ¯khakaa ´tääki ´yin.
「私たちは何も言わずにいるつもりです」✞

✝
☎
✆Vnpf - <̀oVcHo

「～する．～したものだ．～するだろう」：非完了・非継続アスペクトで，他称モードの
動詞述語．未来に起こる出来事，現在・過去の習慣的事実，一般的真理などを，客観的な
叙述態度で表すのに用いられる．

《未来に起こる出来事》

• ;doV=oZ=oÀIo<ZdWoOT<ZoWoKcLZo<̀oVcHn
¯khoran ¯sanyin `söötsii la ¯pheeki ˆree.
「彼は明日お食事にいらっしゃいます」

《現在の習慣的事実》

• =oAoXoSo<̀oVcHn
´nga ´nyasha ´saki ˆree.
「私は魚を食べます（普段から魚を食べる）」
• <Ho0>`ZoL,@LoOVoLT`o$cZoWn Wdo<ZVo<̀oM?dHo?=oLNVo<̀oVcHn
ˆkhääcii ˆkyap ¯tsha-rää ˆcee la ´losaa ki ¯chöcan ¯tsoki ˆree.
「（毎年 12月は）掃除をし終えると，正月用のお酒を醸します」

《過去の習慣的事実》

• HcT`o<?LZoHcVo;doV=oOVZo){oSo<̀oVcHn 9ZMo<d<o<̀o:doLoLNVZo1>ZoSo<̀oVcHn <oVcT`oSo<̀oVcHn
´thii `kap tee ¯khoran-tsöö ¯tsa ´saki ˆree, `hangkoo ki ¯koo `tsöö cää ´saki ˆree,
´kharee ´saki ˆree.
「その頃彼らは雑草は食べるわ，靴の革は煮て食べるわ，何でも食べたもんです」
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《一般的真理》

• ÀoMoXVoIZoXVo<̀oVcHn
´nyima ¯shaa nää ¯shaaki ˆree.
「太陽は東から昇ります」
• M̀oScVoM;IoHco<MY<o?<ZoÙIoIT`oU<oJdoÙIoIT`oÀoMo>̀<oX̀o<̀oVcHn
´mi ´sengän ti ˆtukcaa ´yinnää ´yako ´yinnää ´nyima cii ¯shiki ˆree.
「人間というものは悪い人でも良い人でもいつか死ぬのです」

■非完了・継続アスペクト

非完了・継続アスペクトは，話し手が事態を完了に至っていないとして捉え，かつ事態
を何らかの継続状態にあると捉えていることを表し，持続的，断続的な継続状態や，準備
段階の継続状態（いわゆる近接未来）を表すことができる．このアスペクトを表す動詞
述語には，Vnpf - <̀oUdHo，Vnpf - <̀oUd<oVcHo，Vnpf - <̀oT6 q<oがある．

非完了・継続
アスペクト ✁

✁

❆
❆

定着知 ✡✡
❏❏

自称モード ➤ Vnpf - <̀oUdHo

他称モード ➤ Vnpf - <̀oUd<oVcHo

観察知 ➤ Vnpf - <̀oT6 q<o

✞
✝

☎
✆Vnpf - <̀oUdHo

「～している / していた．～することになっている」： 非完了・継続アスペクトで，定
着知，自称モードの動詞述語．話し手の自らの意志で遂行している継続性の事態を表す
のに用いられる．また，話し手の意志でコントロールできない事態（他者の行為も含む）
でも，話し手がその事態についてよく把握している継続性の事態を表す場合には用いら
れる．

《意志でコントロールできる話し手の習慣》

• =oRd<Zo<Zo%<oJVoR<ZoSo<̀oUdHn
´nga ˆshookää ¯takpaa `paa ´saki ˆyöö.
「私は毎朝ツァンバ団子を食べています」

《意志でコントロールできないが話し手のよく把握している状態》

• =ZoLVoMoGb<ZoHMoG`<oJdo>̀<o=doXcZo<̀oUdHn
ˆngää ¯lama ¯thutam ¯thiku ci ´ngo ¯shenki ˆyöö.
「私は占いのよく当たるラマを知っています」
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• =T`oM̀=oWoLHco?cIoScVo<̀oUdHn
´ngää ´ming la ´tecen ´seki ˆyöö.
「私の名前はデチェンと言います」

《話し手に対して繰り返し行われる他者の行為》

• Mo?cIoHcoRWoW<oHJcoLDdoLdo?cIoJdoLSdo<̀oUdHn
´macen ti ˆshäälaa ¯pe ´trhoo ¯chenpo ´soki ˆyöö.
「その料理長はとってもおいしい料理を作るんですよ」
• [dTdoW<ZoHMoJoHcZo=oOVVo<o6 qZoÙIoIT`o1>MZoJdo<I=o<̀oUdHn
¯moo-laa ´thampa tii ´ngantsoo ˆkhatüü ´yinnää ´champo ¯nanki ˆyöö.
「亡くなったおばあさまは私たちにはいつも優しくしてくださいました」

《近々起こる事態の準備段階で話し手がよく把握している状態》

• =oX̀oJT`o6qZoWoLLo<̀oUdHn
´nga ¯shi-pää ˆthüü la ´phapki ˆyöö.
「私は死期が近付いている」
• Z=oA`Io<?YoM2FdIo>̀<oKcLZo<̀oUdHn
¯sanyin ¯kuntrön ci ¯pheeki ˆyöö.
「明日お客さんが見えることになっています」✞

✝
☎
✆Vnpf - <̀oUd<oVcHo

「～している / していた．～することになっている」：非完了・継続アスペクトで，定着
知，他称モードの動詞述語．話し手が既に知識を持っている事態について，客観的な態
度で述べるのに用いられる．

《習慣的な事態》

• <HoL,@LoIo'Mo% d<o)To<̀oUd<oVcHn
ˆkhää ´kyapna `namtoo ¯tsiki ˆyoo ˆree.
「（お正月に）掃除をすると不吉なものと見なされます」
• SVoLosoJT`oI=oWoH1>Vo;oXVo1>ZoHIdHoRcoHI<oZVcLo<̀oUd<oVcHn
´dawa ¯ngapää ´nan la ¯yaaka ¯shaa cää ˆtrhöö ´shetraa ¯leeki ˆyoo ˆree.
「５月になると夏が来て，たいへん暖かくなります」
• =oOVoO=oMZoSVoLoH=oJdT`oI=oWo<Nb<oW<o;=oH=oKdoLD=oWoRLZo<?dVoM=oNoKbWn ;oTHdIoM=o
Jdo1>cHo<̀oUd<oVcHn
´ngantso `tshangmää ´dawa ´thangköö ´nan la `tsuklaa-kan taa ¯photran la
´shapkoo ´man-tse ¯phüü, ¯khantön ´mangku ´cheki ˆyoo ˆree.
「私たちは皆，１月には大昭寺やポタラ宮の周りを何回も右繞しながらお経をたくさ
ん上げています」
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《反復的な事態》

• NoMo;doOVoOV=o,@<o<<oT2Fdo<̀oUd<oVcHn
`ngäämaa ¯khontso ¯tshon ˆkyaakaa ´droki ˆyoo ˆree.
「昔彼らは（よく）商売に行っていました」

《近々起こる事態の準備段階》

• OUZoJoL>bo<ZbMoWoZVcLZoIo=oOVoV`IoJdo?cIoWoM@Wo<̀oUd<oVcHn
¯tshepa ¯coksum la ¯leena ´ngantso ´rinpo-cen la ´jääki ˆyoo ˆree.
「13日に着けば私たちはリンポチェにお目にかかることになりましょう」✞

✝
☎
✆Vnpf - <̀oT6 q<o

「～している / していた．～することになっている」：非完了・継続アスペクトで，観察
知の動詞述語．話し手が継続状態にあると捉えている事態を自分の感覚で実感したとい
うこと，あるいは自分が実感して知っている範囲のことでしかないということを明示す
るのに用いられる．多くの場合，話し手の意志の及ばない事態に用いられ，話し手の意
志が及ぼせる事態でも，話し手が意志的に行なったということを明示しない場合に用い
られる．なお，肯定形では - <̀oT6 q<oの代わりに - <̀Zoがよく用いられる．
《話し手のコントロールできない発話時の話し手の状態》

• =oRcoJdo>̀<oMOUVo<̀oT6 q<
´nga ´shipu ci ¯tsheeki ˆduu.
「私すごく気恥ずかしい」
• H:ToWZo;<oJdo<T`oUd=o<̀oMoVcHoLZMo<̀Zn
`kalää ¯khako ´khää ´yonki ˆmaree `samkii.
「特に大変なことにはならないと思います」

《他者の行っている事態》

• HcoTHIZoLXHo<`oT6 q<
ˆthinträä ¯shääki ˆduu.
「そんな風に言われています」
• \o;boV=o<̀Zo=oM<do<?dVoXo<K<o<F=o<̀Zn
¯aku ´ran kää ´nga ´gokoo `shataa `tankii.
「おじさん，あなたは私を騙してばかりいますね」

《過去のある時点で行われていた事態》

• NoMo;?cHoV=o<`ZoHcoTHIZo<Zb=o<̀oT6 q<
`ngäämaa ¯kyheran kää ˆthinträä ¯sunki ˆduu.
「昔あなたはそんな風におっしゃってました」
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《近々起こる事態の準備段階》

• OUZoJo<ZbMoWo=T̀o\oMoW<Zo9M`oẀVoT1>dVo<I=o<̀oT6q<
¯tshepa ¯sum la ´ngää ¯ama-laa ´dilää ´joo ¯nanki ˆduu.
「三日にはうちの母がデリーに到着することになっています」

■完了・非継続アスペクト

完了・非継続アスペクトは，話し手が事態を既に完了したものとして捉え，かつ，事
態を継続的でなく，一回性の，あるいはひとまとまりのこととして捉えていることを表
す．このアスペクトを表す動詞述語には，Vpf - JoÙIo ，および Vpf - JoVcHo がある．ま
た，Vpf + 1=̂oと Vpf + Zd=oも完了・非継続アスペクトに分類できる．この二つの動詞述
語は，述語動詞 T6 q<oのように観察知に基づいて述べるのに用いられるという共通の特徴
を持つ．

完了・非継続
アスペクト ✂

✂
✂✂

❇
❇
❇❇

定着知 ✡✡
❏❏

自称モード ➤ Vpf - JoÙIo

他称モード ➤ Vpf - JoVcHo

観察知 ✡✡
❏❏

話し手の心身に及んだ　 ➤ Vpf + 1=̂o

話し手の心身に及ばない ➤ Vpf + Zd=o

✞
✝

☎
✆Vpf - JoÙIo

「～した．～することにした」：完了・非継続アスペクトで，自称モードの動詞述語．話
し手が自らの意志で遂行した行為について述べるのに用いられる．また，話し手以外の
他者の行為であっても，話し手が他者に対して決定権を行使して，話し手が自分の意志
で決定したと主張する場合には用いられる．

《話し手が自らの意志で遂行した行為》

• =oM?dHoM@WoWo0>`IoJoÙIn
´nga ¯chöncää la `chin-pa ´yin.
「私はお参りに行きました」
• =ZoTOUMo,!oMo1=̂on ;DdMoIZoAdZoJoÙIn
ˆngää ¯tshemkyu ´macun. ¯trhom nää ˆnyöö-pa ´yin.
「自分で縫ったんじゃありません．町で買いました」
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• =Zo;?cHoV=o<oZo<oWoTOWoJoÙIn
ˆngää ¯kyheran ´khasa ´kha la ¯tshää-pa ´yin.
「私，あなたをあちこち探し回ったのよ」
• =T`o%oHcoZ=oÀIoIZoL1FoX̀ZoW<ZoWo<UVoJoÙIn
´ngää ¯ta ti ¯sanyin nää `trashii-laa la ¯yaa-pa ´yin.
「俺の馬，明日からタシさんに貸すことにした」

《他者に対して話し手が決定権を行使した事態》

• ;?cHoV=oWZo:o1>cHoZoTH`oIZoTKdZoJoÙIoH<
¯kyheran ´lääka ´chesa ˆdinää `phöö-pa ˆyintaa.
「あなたはこの職場から配置転換になりましたよ（私がそう決定しました）」
• Ho<ZoT2F`<ZoJoÙIn
ˆthakää ˆdrii-pa ´yin.
「それだけでいいんです（私がよしとしたんです）」✞

✝
☎
✆Vpf - JoVcHo

「～した．～したも同然だ．～したのだ」：完了・非継続アスペクトで，他称モードの動
詞述語．既に完了した事態や，完了したと仮定した事態を表すことができる．

《既に完了した事態》

• =T`oLVoHco;d=o<̀o<RZo<̀Zo;?cVoJoVcHn
´ngää ¯la ti ¯khon ki ˆshää ki ¯kyhee-pa ˆree.
「私は彼女の歌に心奪われたのです」
• WdoM=oJdo0>`IoJoVcHn
´lo ´mangku `chin-pa ˆree.
「幾歳月もの年月が経った」

《完了したと仮定した事態》

• ZD`HoHdIo<̀o0><oWZo<I=oIoI=o<̀oTOVoLoLwV<ZoJoVcHn
¯siitön ki `chaalää ¯nanna, ´nan ki ¯tshowa `laa-pa ˆree.
「もしあなたが（今後）政界に入ったら，家庭生活は奪われてしまったも同然です」
• <IMo2)oHcT̀oI=oWo0>`IoIo=oOVoL%IoL%IoX̀oOVoJoVcHn
¯namtru tii ´nan la ¯chinna, ´ngantso ¯täntän ¯shi ¯tshaa-pa ˆree.
「あの飛行機に乗っていたら私たち確実に死んでたね（乗り遅れた飛行機が墜落した
のを知って）」
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✞
✝

☎
✆Vpf + 1=̂o

「～した．～してくれた．～してもらった．～された」：完了・非継続アスペクトで，観
察知の動詞述語．叙述する事態が話し手の心身に及んだことを明示するのに用いられる．
話し手の身に起こった変化や，他者の行為が話し手に向かって行われたことを表すのに
用いられることが多いが，他者の身に起こった変化でも，話し手がその実現を強く期待
していたり，話し手が強い印象を持った事態であればこの述語が用いられることがある．

《話し手の身に起こった変化》

• =oRcoJdo>̀<oRcHo1=̂on
´nga ´shipu ci ˆshee cun.
「私はとても怖かった」

《話し手に対して行われた他者の行為》
　他者の行為が話し手に向かって行われたことをこの動詞述語で表す場合は，「～してく
れた，～してもらった」などの受益の意味になる場合と，「～された（酷い目に遭った）」
という被害，迷惑を受けたという意味になる場合の両方がある．受動的な意味になる表
現の一つである．

—受益の意味になる場合—

• H<coLXcZoW<Zo<̀Zo?dZo<̀o<F`=oHdIoM=oJdoL:ToZVdLo<I=o1=̂on
ˆkeshee-laa kää `chöö ki ¯nyingtön ´mangku `kalop ¯nan cun.
「ゲシェは（私に）仏法の本質についてたくさん教えてくださった」
• ;?cHoV=o<ÀZo<̀ZoU<oJdoHcoTHIZo1>Zo1=̂on
¯kyheran-nyii kää ´yako ˆthinträä ˆchää cun.
「あなたたちお二人はこんなによくして下さった」

—被害，迷惑を受けたという意味になる場合—

• L<MHoZo<MY<oXdZoI=oWoLR<o1=̂on
´tääsa ´tukshoo ´nan la ˆshaa cun.
「私は一番酷い場所に座らされたのよ」
• =oLNVIo;=oI=oWoL>b<o1=̂on
´nga ¯tsönkan ´nan la `cuu cun.
「私は刑務所にぶちこまれた」
• MH=oH<d=oMOIoWo?VoJoRcoHI<oLLZo1=̂on
ˆdangkon ¯tshän la ¯chaapa ´shetraa ˆphap cun.
「昨晩はひどい雨に降られました」
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《話し手が実現を期待していた他者の事態》

• TdoHo;doLDdZo0>`Io1=̂on
´o ´tha ¯kho ˆphöö `chin cun.
「よし奴は（うまく）逃げおおせたぞ（喧嘩を遠くから見ていて，いじめられた子供
がうまく逃げ出したのを見て．その子供が逃げおおせるのを期待して見ていた）」

• 2Vd<oZVcLZo1=̂on
`loo `lee cun.
「電気がついた（ずっと停電していたのがやっと電気が来て）」

《話し手が強い印象を持った他者の事態》

• Jbo2qoHco;d=o;DdoSoIZo=bZo1=̂on
¯puku ti ¯khongtro ´sa ni ˆngüü cun.
「この子は腹を立てて泣いちゃったよ（泣いて怒りを表している子供を見て驚いて）」✞

✝
☎
✆Vpf + Zd=o

「～した」：完了・非継続のアスペクトで，観察知の動詞述語．話し手の目の前で起こっ
た事態を自分の感覚で実感したということ，あるいは自分の実感して知っている範囲の
ことでしかないということを明示するのに用いられる．Vpf + 1=̂oとは異なり，話し手の
心身に及んだかどうかを明示しない．多くの場合，話し手の意志の及ばない事態に用い
られ，話し手の意志が及ぼせる事態でも，話し手が意志的に行なったということを明示
しない場合に用いられる．

• ?boT;dWoZd=on
¯chu ¯khöö son.
「お湯が沸きました」
• \oWZn Ho=Zo[o<doZd=on
¯a-lää ´tha ˆngää ¯ha ´kho son.
「ああ，それで分かりました」
• M!=d<ZoJdoGHoH=on ;oJVo<>̀<oZVcLZoZd=on
´gyoko `thää taa. ¯khapaa ci `lee son.
「急いで行って．電話が来たわ」
• MVo;boFZoNo>̀<oZoWoLdZoZd=on
´maaku `tää-tse ci ¯sa la ˆphöö son.
「溶かしバターが少し地面にこぼれてしまった」
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■完了・継続アスペクト
完了・継続アスペクトは，話し手が事態を既に完了したものとして捉え，かつ完了後に

何らかの継続状態にあると捉えていることを表す．このアスペクトを表す動詞述語には，
Vpf + UdHo ，Vpf + Ud<oVcHo ，Vpf + T6 q<o がある．名詞述語や形容詞述語の場合と同様，
UdHo は自称モード， Ud<oVcHo は他称モードの際に用いられるという対応関係がある．ま
た， UdHo， Ud<oVcHoが定着知に基づいた述べ方であるのに対し， T6 q<oは観察知に基づい
た述べ方である．

完了・継続
アスペクト ✁

✁

❆
❆

定着知 ✡✡
❏❏

自称モード ➤ Vpf + UdHo

他称モード ➤ Vpf + Ud<oVcHo

観察知 ➤ Vpf + T6 q<o

✞
✝

☎
✆Vpf + UdHo

「（既に）～してある / してあった．ずっと～している / していた．（既に）～している /
していた」：完了・継続アスペクトで，定着知，自称モードの動詞述語である．話し手
が自らの意志で遂行したことで，その結果が継続している状態，または話し手の意志の
及ばないところで起こったが，その始まりから結果まで話し手がよく把握している状態
について述べるのに用いられる．

《話し手が意志的に行ったことで，その結果が継続している状態》

• Td=on ;doV=oKcLZoVd<Zo<I=o8 qZoUdHn
´on, ¯khoran `pheeroo ¯nan ˆshüü ˆyöö.
「ええ，彼に来てくださいとお願いしてあります」
• ?=oZVoH<dZoU<o<̀oH=bWo?ZoO=oMo2Fo<Ĥ`<o8 qZoUdHn
¯chansaa ˆkoyaa ki `ngüücää ¯tshangma ˆtrhatrii ˆshüü ˆyöö.
「結婚式に必要な銀器は全て用意してあります」

《話し手の意志の及ばないところで起こったが，始まりから結果まで話し手がよく把握し
ている状態》

• 2FdHo;d<oLXWoL<MHoUdHn
ˆtrhokoo ¯shää ˆtää ˆyöö.
「ずっと下痢をしています（ここのところずっと下痢が続いて苦しんでいます）」
• MdoBoZVcLZoUdHn
´motra `lee ˆyöö.
「車が来ています（呼んでおいたタクシーが先ほどから門のところで待っています）」
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✞
✝

☎
✆Vpf + Ud<oVcHo

「（既に）～してある / してあった．ずっと～している / していた．（既に）～している /
していた」：完了・継続アスペクトで，定着知，他称モードの動詞述語．既に完了し，結
果が継続している事態について述べるのに用いる他，仮定上の事態や，未来に完了する
であろう事柄について述べるのにも用いることができる．

《既に完了した事態の結果が継続している状態》

• WdoTT`oM=oJdo0>`IoUd<oVcHn
´lo'ää ´mangku `chin ˆyoo ˆree.
「（すでに）たくさんの年月が経っている」
• H:Vo%<Zo<̀oÙo<coL,@LoUd<oVcHn
`kartaa ki ´yiki ˆkyap ˆyoo ˆree.
「吉祥の白い文字が書かれていました」
• <d=oOHoHo<VoLD`ZoUd<oVcHn
ˆkhontsää ´thakaa ˆtrhii ˆyoo ˆree.
「値段はそこに書いてあります」

《未来の時点で完了し，結果が継続しているであろう状態》

• Z=oA`IoHoOVHoWZo:oHco1>ZoOVoUd<oVcHn
¯sanyin ˆthatsöö ´lääka ti ˆchää ¯tshaa ˆyoo ˆree.
「明日の今頃には仕事は終わっているだろう」✞

✝
☎
✆Vpf + T6 q<o

「（既に）～してある / してあった．ずっと～している / していた．（既に）～している /
していた．～してしまった」： 完了・継続のアスペクトで，観察知の動詞述語．話し手
がある事態の結果の継続状態を自分の感覚で実感したということ，あるいは自分の実感
して知っている範囲のことでしかないということを明示するのに用いられる．多くの場
合，話し手の意志の及ばない事態に用いられ，話し手の意志が及ぼせる事態でも，話し手
が意志的に行なったということを明示しない場合に用いられる．なお，肯定形では T6 q<o
の代わりに X<oがよく用いられる．
《発話時点における結果の継続状態》

• LboMdoHcoHo9Ko=oOVT`oI=oWoKcLZoX<
´phomo ti ´thanta ´ngantsöö ´nan la `phee shaa.
「その娘さんは今うちに来ています」
• =T`o!=oJo<\H=ZoX<
´ngää ¯kangpa `tran shaa.
「私の足が腫れてしまいました」
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• =Zo<Qo;b<oLwV<ZoX<
ˆngää ˆpakuu `laa shaa.
「私，財布を無くしてしまいました」
• \oNToTdoMo<\!VoX<
¯a-tsi ´oma ¯kyuu shaa.
「あら，ミルクが酸っぱくなってる」

《話し手の意志が及ぼせる行為だが，気付かずにやってしまって後で気付いた状態》

• =o<A`Zo;oW<oRcoHI<oLSZoX<
ˆnganyii `khalaa ´shetraa ˆsää shaa.
「私たち，（気付かないうちに）大量のご飯を食べていたのね」

1.2.2 アスペクト分類に当てはまらない動詞述語

■経験的熟知✞
✝

☎
✆Vpf + Ud=o

「～したものだ．～するでしょう」：話し手が経験的に熟知していることをもとに，過去
の経験を想起したり，可能性を予測したりするのに用いられる．

《過去の経験を想起》

• NoMoHcoTHIZoScVoUd=on
`ngäämaa ˆthinträä ´se yon.
「昔はそんな風に言ったものです」
• :d=oJdVoX̀=o<NoM̀Io<NoOV<Zo1>Zn X̀=o?bo;doVoÙIoN=on 9QoLoM=oJdo<\@cZoUd=on
¯kongkoo ¯shing ¯namän `natsoo cää, ¯shingcu ¯khora ´yin-tsan ´baa ´mangku
`kyee yon.
「コンボ地方は種々の森林があり，水も森の水ばかりなので，（甲状腺異常による頸
部の）こぶがよくできます」

《可能性を予測》

• ;?cHoV=oHLboL&LZo<I=oUd=on
¯kyheran ¯u ˆtap ¯nan yon.
「あなた，頭ぶつけますよ」
• <>̀<o1>ZoIo=oLNbIoMdo?<ZoUd=on
`cik ´chääna ´nga ¯tsünmo `chaa yon.
「私，もしかしたら王妃になるかもしれないわよ」
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■経験✞
✝

☎
✆Vnpf / Vpf + M?d=o

「～したことがある」：話し手が過去に行った経験について述べるのに用いられる．

• HcoTHIZo=oVZoMGd=oM?d=on
ˆthinträä ˆngarää ¯thon ´nyon.
「そういったものは私自身見たことがあります」
• ZVdLo2.VoFZoNoT2FdoM?d=on
¯laptraa `tää-tse ´dro ´nyon.
「学校には少しだけ行ったことがあります」

■終了✞
✝

☎
✆Vpf + OVo

「～し終わった」：話し手がある行為を終えたということを述べるのに用いられる．

• =Zo<^+=oTH`oLXHoOVn
ˆngää ˆtrum ti `shää ¯tshaa.
「私はこのお話を話し終わりました」

1.2.3 動名詞句 +述語動詞からなる動詞述語
動詞は名詞化接辞と結合することによって動名詞句を形成するが，この動名詞句が述

語動詞を伴って動詞述語を形成することがある．このうちよく用いられるものについて
例を挙げる．動名詞句については「3動詞の名詞化」(p. 58)で述べる．

■動名詞句 +確定判断の述語動詞 ÙIo / VcHo✞
✝

☎
✆Vnpf - U<o + ÙIo / VcHo

「～する予定である /予定であった」

• =o6 qZoZ=oIZoWZo1>cHoJo1>cHoU<oÙIn
´nga ´thüüsan nää ´lääce-pa ˆcheyaa ´yin.
「私は来年から役人になる予定です」
• ?=oZoM!=d<ZoJdo,@<oU<oVcHn
¯chansa ´gyoko ˆkyaayaa ˆree.
「（彼らは）すぐにも結婚する予定です」
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✞
✝

☎
✆Vnpf - M;Io + ÙIo / VcHo

「～する．～するつもりである．～になるだろう」

• =o<KdHoWoU"o<IZo<?dVoT2FdoM;IoÙIn
´nga `töö la yaa ¯nääkoo ´dronyän (´drongän) ´yin.
「私はトゥー地方に巡礼に行きます」
• Wdo<>̀<oF<oF<oL<MHoM;IoÙIn
´lo `cii `taktaa ´täänyän (´täängän) ´yin.
「（私は）ちょうど一年間滞在するつもりです」
• =oOVT`oTPTIo2.o2V`=o<o<F=o<<oT2FdoM;IoVcHn
´ngantsöö ´dzintra ¯lingka `tankaa ´dronyän (´drongän) ˆree.
「私たちのクラスはピクニックに行くことになっています」
• U<oJdoRcoHI<oUd=oM;IoVcHn
´yako ´shetraa ´yonnyän (´yonngän) ˆree.
「非常にうまいこと行くでしょう」✞

✝
☎
✆Vnpf - ,!o + ÙIo / VcHo

「まだ～していない．～するしかない．～する」

• M̀=o8 qo,!oÙIn
´ming ´shukyu ´yin.
「（赤ん坊の）名前はまだつけてもらっていません」
• H<d=ZoH<oGb<ZoLHcIo8 qo,!oÙIn
ˆkon-taa `thuu-ten ´shukyu ´yin.
「心からお詫び申し上げます」
• <\@cZoJT`oMGToMoX̀o,!oVcHn
`kyee-pää ¯thama ¯shikyu ˆree.
「生まれたら最後は必ず死ぬのです」
• Mo;?d<oIT`oL<NMo,!oVcHn
¯hmakyoonää ¯namkyu ˆree.
「持ち上がらなくても運ぶしかない」
• Ho9KoGHo,!oVcHn
´thanta ¯thääkyu ˆree.
「今はまだ出かけていません」
• Ho9Ko;doWdoÀo9qoS`Io,!oVcHn
´thanta ¯kho ´lo ´nyishu ´simkyu ˆree.
「まだ彼は二十歳になっていない」
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✞
✝

☎
✆Vnpf - H<dZo + VcHo

「～する必要がある．～しなければならない」

• RLZoL%IoU<oJdo<I=oH<dZoVcHn
´shaptän ´yako ¯nan-ko ˆree.
「法要を十分にしなければなりません」
• ZDd<o<>dHoR=oH<dZoVcHn
`sokcöö `pan-ko ˆree.
「殺生をやめなければなりません」
• Gb<Zo;DWo<I=oH<dZoMoVcHn
¯thuuträä ¯nan-ko ˆmaree.
「ご心配には及びません」✞

✝
☎
✆Vnpf - 2FLZo + ÙIo / VcHo

「～する寸前だった．あわや～するところだった」

• X̀o2FLZoÙIn
¯shitroo ´yin.
「あわや死ぬところでした」✞

✝
☎
✆Vpf - Jo + VcHo

「（これは）～したものだ．～したことである．～したのだ」

• \o9Cd<oLF<ZoU<oHco\oMoW<Zo<̀Zo<I=oJoVcHn
`amcoo `taayaa ti ¯ama-laa kää ¯nan-pa ˆree.
「そのイヤリングは母がくれたものです」
• McoFd<oHco;d=o<̀Zo<I=oJoMoVcHn
ˆmetoo ti ¯khon kää ¯nan-pa ˆmaree.
「その花は彼が下さったものではありません」
• J"oW<Zo,@o<VoWo<Xc<ZoJoMoVcHn LdHoWo<Xc<ZoJoVcHn
¯paa-laa ´kyakaa la `shaa-pa ´maree. ˆphöö la `shaa-pa ´ree.
「父はインドで亡くなったのではありません．チベットで亡くなったのです」

❑ 肯定表現では，完了・非継続アスペクトの Vpf - JoVcHoと同形となる．一方，否定表現で
は，完了・非継続アスペクトのほうが否定辞 Mo - Vpf - JoVcHoとなるのに対し，ここで取
り上げた動名詞句 +述語動詞の Vpf - Jo + VcHoは，否定が Vpf - Jo +否定辞 Mo - VcHoと
なる．それぞれ否定辞の位置が異なることに注意を要する．
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✞
✝

☎
✆Vpf - T2FdTdo + ÙIo / VcHo

「～したばかりだ」

• =oHo9KoUd=oT2FdTdoÙIn
´nga ´thanta ´yontroo ´yin.
「私は今来たばかりです」
• ;d=oKcLZoT2FdTdoVcHn
¯khon ¯phentroo ˆree.
「彼はいらしたばかりです」

❑ Vpf - T2FdTdoの代わりに Vpf - 2FLZoが用いられることもある．✞
✝

☎
✆Vpf - No + ÙIo / VcHo

「～したばかりだ」

• Ho9Ko=oWZo:oOVoNoÙIn
´thanta ´nga ´lääka ¯tshaa-tse ´yin.
「今私は仕事が終わったばかりです」✞

✝
☎
✆Vnpf - MbZo + ÙIo / VcHo

「～している最中である」

• =oHo9Ko<?YoTHIoLRc=ZoMbZoÙIn
´nga ´thanta ¯kuntra ˆshanmüü ´yin.
「私は今仏像を作っている最中です」

■動名詞句 +存在・存続の述語動詞 UdHo / Ud<oVcHo / T6 q<o✞
✝

☎
✆Vnpf - U<o + UdHo / Ud<oVcHo / T6 q<o

—肯定の場合—
「～するものがある．～することがある．～することができる．～する状況にある」

• =Zo;?cHoV=oWoKIoGd<ZoJo>̀<o1>cHoU<oUdHn
ˆngää ¯kyheran la ¯phän ¯tho-ka ci ˆcheyaa ˆyöö.
「私はあなたに役に立つことをすることができる」
• L:ToTHI`o8qoU<oUdHn
¯kantri ˆshuyaa ˆyöö.
「お尋ねしたいことがあります」
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• <?dWo9MIoR`MoJdoRcoHI<oLSdoU<oUd<oVcHn
¯köntän ´shimpu ´shetraa ˆsoyaa ˆyoo ˆree.
「たいへんおいしい甘酒を作ることができます」
• \do,@IoV`IoJdo?cIo<̀Zo<FcVo<QZoJo<I=o1>Zn <FcVoLFdIoU<oT6 q<
¯okyän ´rinpo-cen kää ¯ter ˆpää-pa ¯nan cää, ¯ter `tön'yaa ˆduu.
「オギェン・リンポチェが埋蔵経典をお埋めになったので，埋蔵経典を掘り出すこと
ができるんです」

—否定の場合—
「～しようがない．～できない」

• HcoH=dZo<IZoÙIoM̀Io8 qoU<oMcHn
´ti `ngöönää ´yinmin ˆshuyaa ˆmää.
「それは本当かどうか申し上げようがありません」
• ;doV=o<A`Zo<̀oWZoVcHn 1>cHoU<oUd<oMoVcHn
¯khoran-nyii ki ˆlää ˆree. ˆcheyaa ˆyoo ˆmaree.
「（それは）彼ら二人の業というものです．どうしようもありません」
• <oOVHoM@WoIT̀oLVdoOTMoU<oM̀oT6 q<
ˆkhatsöö ´jäänää ¯lo `tshimyaa ˆmintuu.
「何度拝んでも満足するということがありません」✞

✝
☎
✆Vnpf - ,!o + UdHo / Ud<oVcHo / T6 q<o

—肯定の場合—
「～するものがある．～することがある．～することができる．～する状況にある」

• =Zo;?cHoV=oWoU"o<\@LZoT@b<o>̀<o8 qo,!oUdHn
ˆngää ¯kyheran la yaa `kyamcuu ci ´shukyu ˆyöö.
「私，あなたにお願いがあります」
• =VoTH`VoRLZoL%Io1>cHo,!oUdHn
´ngaa ´dää ´shaptän ´chekyu ˆyöö.
「私はここで法要をすることになっています」
• MVoH1>VoH2qIo<ÀZo:o<\Hd<o,!oUd<oVcHn H1>Vo;oFZoNoM=o<̀oVcHn
´maa ¯yarkun ¯nyikaa ¯trookyu ˆyoo ˆree. ¯yaaka `tää-tse ´manki ˆree.
「バターは夏も冬も作れます．夏は少し量が多いです」
• =oOVT`o\oIcoWdo?b=oLoM=oJdVoJbo2qo<\@co,!oT6q<
´ngantsöö ¯ani ´lo ¯chu-nga ´mangkoo ¯puku ¯kyekyu ˆduu.
「（何ということだろう）うちの若い尼さんたちの多くに子供が産まれようとして
いる」
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—否定の場合—
「～するべきでない．～してはいけない」

• ZoVbLoIZo0>`oWd<ZoWoGHo,!oUd<oMoVcHn
¯sa ˆrup ni `chiloo la ¯thääkyu ˆyoo ˆmaree.
「日が暮れてから外へ出てはいけません」
• ;?cHoV=o<`Zo,!IoIZoM?dHo?=oM?dHo,!oM̀oT6 q<
¯kyheran kää ´kyün nää ¯chöcan ¯chöökyu ˆmintuu.
「あなたは絶対にお酒を飲んではいけません」✞

✝
☎
✆Vnpf - H<dZo + UdHo / Ud<oVcHo / T6 q<o

「～する必要がある．～したい」

• =o9KHoMdoHcoÙIo<>̀<oM̀Io<>̀<o9KoH<dZoUdHn
´nga ¯täämo ti ˆyincii ˆmincii ¯ta-ko ˆyöö.
「私その催し物は絶対に見たいんです」✞

✝
☎
✆Vnpf - THdHo + UdHo / Ud<oVcHo / T6 q<o

「～したい」

• =o9ZoZVo?dZoM@WoT2FdoTHdHoUdHn
´nga ¯hlääsaa ¯chöncää ˆdrontöö ˆyöö.
「私はラサにお参りに行きたい」✞

✝
☎
✆Vnpf - )TZo + UdHo / Ud<oVcHo / T6 q<o

「～するつもりである．～する予定である」

• =oZ=oA`IoWZo:o1>cHo<<oT2Fdo)TZoUdHn
´nga ¯sanyin ´lääka ˆchekaa ˆdrotsii ˆyöö.
「私は明日仕事をしに行くつもりです」✞

✝
☎
✆Vnpf - M?d=o + UdHo / Ud<oVcHo / T6 q<o

「～した経験がある．～したことがある」

• ;d=oLdHoWoL<MHoM?d=oUd<oVcHn
¯khon ˆphöö la ´täänyon ˆyoo ˆree.
「彼はチベットにいたことがあります」
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■動名詞句 +体感・獲得の述語動詞✞
✝

☎
✆Vnpf - ,!o + Mo1=̂o

「～することができなかった．～しなかった」

• HoHcoV`=oG<oJoT;?cVo,!oMo1=̂on
´tha ´thari ¯thakpa ¯kyheekyu ´macun.
「（しまった）今日は紐を持ってこなかった」✞

✝
☎
✆Vnpf - Wd=o + Mo1=̂o

「～する暇がなかった」

• =oHoV̀=o;oW<oSoWd=oMo1=̂on
´nga ´thari `khalaa ´salon ´macun.
「私は今日ご飯を食べる暇がありませんでした」✞

✝
☎
✆Vnpf - H<dZo + 1=̂o

「～しなければならなくなった」

• ;oW<oLSZoOVoWoMoOVoWoT2FdoH<dZo1=̂on
`khalaa ˆsää ¯tshaala ¯hmatsaa la ´dro-ko ´chun.
「食事が終わるか終わらないかのうちに出なければならなくなった」

1.2.4 述語動詞を用いない動詞述語
動詞述語には，述語動詞を用いないで，命令や禁止，依頼，勧誘，祈願，意志などを表

す形式がある．

■命令，要求

《 a. 動詞が意志動詞の場合》
意志動詞の命令形を用いて，相手に対する命令，要求を表すことができる命令形単独

の表現と，終助詞をつけて表す形式とがある．

Vimp (vol)：「～しなさい」
• ;oW<oU<oJdoSdn　`khalaa ´yako ´so. 「ちゃんと食事しなさい」

Vimp (vol) + X̀<o：「～しなさい」
• HoAdWoX̀<　´tha ´nyöö shi. 「もう寝なさい」
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Vimp (vol) + Xd<o：「～しなさい」
• WZo:oU<oJdo1>`ZoXd<　´lääka ´yako ˆchii shoo. 「仕事をちゃんとしなさい」

Vimp (vol) + H=o：「～しなさいよ」
• Ko<̀Vo9KdZoH=on　¯phikää `töö taa. 「向こうを見てよ」

Vimp (vol) + \<o：「～しなさいね」
• Ho9KoWMoZ=o,!<Zo\<　´thanta ´lamsan ˆkyuu aa. 「今すぐ行きなさいね」

Vnpf (vol) + H<dZo：「～しなさい」
• @oTGb=oH<dZn　´cha `thun ko. 「お茶を飲みなさい」

《 b. 動詞が無意志動詞の場合》
無意志動詞は命令形を持たないが，名詞化接辞 Joと 1>cHoの命令形である 1>`Zoを付すこ

とによって，「～するようにしなさい」という命令表現を作ることができる．
Vnpf (non-vol) - Jo1>`Zo ：「～するようにしなさい」
• <?Ho?oHcoTHIZoL$ cHoJo1>`Zn　¯käca ˆthinträä ˆcee-pa ˆchii. 「そんな話は忘れなさい」
❑ Vnpf (vol) - Jo1>`ZoH=o「～しなさいよ」，Vnpf (vol) - Jo1>`Zo\<o「～しなさいね」などの
表現もできる．これをさらに丁寧な形式とするには， 1>`Zoを <I=oに変えれば良い．

■禁止

相手に禁止を要求する場合は，動詞命令形を使用せず，否定辞 Moに動詞非完了形を後
続させることによって禁止を表す．動詞非完了形の後に終助詞をつけて表す形式もある．
Mo - Vnpf (vol) ：「～するな」
• ;oW<oM=oJdoMoSn　`khalaa ´mangku ´masa. 「たくさん食べるな」

Mo - Vnpf (vol) + X̀<o ：「～するな」
• Ho9KoMoAWoX̀<　´thanta ´manyää shi. 「まだ寝るな」
Mo - Vnpf (vol) + H=o ：「～しないでよ」
• Ho9KoMo9KoH=on　´thanta ¯mata taa. 「まだ見ないでよ」
Mo - Vnpf (vol) + \<o ：「～しないでね」
• Ho9KoMoT2Fdo\<　´thanta ´mantro aa. 「まだ行かないでね」

■依頼

相手に対して依頼をする場合は，動詞非完了形に名詞化接辞 Vd<Zo と 1>cHo の命令形で
ある 1>`Zoを付すことによって「～してください」という表現を作る．「～しないでくださ
い」という否定の場合は，動詞非完了形の直前に否定辞の Moを付す．
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Vnpf (vol) - Vd<Zo1>`Zo ：「～して下さい」
• <?Ho?oHcoU<oJdo>̀<oAIoVd<Zo1>`Zn　¯käca ti ´yako ci ˆnyänroo ˆchii. 「その話をよく聞
いて下さい」

❑ 文末に終助詞をつけて Vnpf (vol) - Vd<Zo1>`ZoH=o「～して下さいよ」，Vnpf (vol) - Vd<Zo
1>`Zo\<o「～して下さいね」などという表現もできる．

Mo - Vnpf (vol) - Vd<Zo1>`Zo ：「～しないで下さい」
• <?Ho?oHcoTHIZoMoAIoVd<Zo1>`Zn　¯käca ˆthinträä ´manyän-roo ˆchii. 「そんな話は聞か
ないで下さい」

❑ 文末に終助詞をつけて Mo - Vnpf (vol) - Vd<Zo1>`ZoH=o「～しないで下さいよ」， Mo - Vnpf
(vol) - Vd<Zo1>`Zo\<o「～しないで下さいね」などという表現もできる．

❑ さらに丁寧な依頼の形式とするには， 1>`Zoを <I=oに変えれば良い．

■勧誘

相手とともに何かをしようと勧誘する際には，動詞非完了形に終助詞 Hdo を付す．ま
た，「～しないようにしよう」という否定表現では，動詞非完了形の直前に否定辞の Moを
付す．
Vnpf (vol) + Hdo：「（一緒に）～しよう」
• Ho=oOVoT2FdoHdn　´tha ´ngantso ´dro to. 「さあ行こう」

Mo - Vnpf (vol) + Hdo ：「～しないようにしよう」
• Ho9KoMoT2FdoHdn　´thanta ´mantro to. 「まだ行かないことにしよう」

■祈願

名詞化接辞 Joと Ud=oの命令形である Xd<oを付すことにより，ある事態が起こるように
という祈願を表す．「～にならないように」という否定表現の場合は，動詞非完了形の直
前に否定辞の Moを付す．この表現では無意志動詞が用いられる．
Vpf (non-vol) - JoXd<o ：「～になりますように」
• ÀoMoL<KIoJoXd<　´nyima ¯tän-pa shoo. 「お天気になりますように」

Mo - Vpf (non-vol) - JoXd<o ：「～になりませんように」
• ?VoJoMoLF=oLoXd<　¯chaapa ¯mata-nga shoo. 「雨が降りませんように」

■話し手の意志

動詞完了形に下記のような終助詞（本動詞が文法化することによって形成された終助
詞 H<dZoや Ud=o ， ?d<o なども含む）を付すことによって話し手が自ら進んでやろうとい
う意志を表す．最後に挙げた終助詞 2#oの例は，相手に「しようか」と尋ねるのに用いら
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れる．なお，「私が」に対応する部分は，行為者を明示する助詞を付けた形 =Zoとしなけ
ればならない．
Vpf (vol) + H<dZo：「私が～しましょう」
• =Zo0>`IoH<dZn　ˆngää `chin ko. 「私が行きましょう」

Vpf (vol) + <̀o ：「私が～しましょう」
• =ZoÙo<coLF=o<̀　ˆngää ´yiki ¯tan ki. 「私が手紙を出しましょう」

Vpf (vol) + Ud=o ：「私が～しましょう」
• U=oL<\@VoM@WoUd=on　´yangkyaa ´jää yon. 「また会いましょう」

Vpf (vol) + ?d<o：「私が～してもよい / しよう」
• =Zo0>`Io?d<　ˆngää `chin coo. 「私が行ってもいいですよ」

Vpf (vol) + 2#o ：「私が～しましょうか」
• =Zo0>`Io2#　ˆngää `chin kaa. 「私が行きましょうか」

1.2.5 推量表現 2
　ここでは各アスペクトの動詞述語に対応する推量表現について，推定，疑念，確信，
想定と異なる帰結，様態からの推量の順に例を挙げる．それぞれの推量表現の意味は
「1.1.5 推量表現 1」(p. 12)でまとめた通りである．
　非継続アスペクトに対応する推量表現では，ÙIoを使った表現が用いられる．一方，継
続アスペクトに対応する推量表現では UdHoを使った表現が用いられる．
　なお，付録 IIに，推量表現の各形式を表にまとめたので併せてご参照いただきたい．

■非完了・非継続アスペクトに対応する推量表現

《推定》

• ;doV=oLdHoWoT2Fdo<̀oÙIoT2Fd
¯khoran ˆphöö la ´droki ´yin-tro.
「彼はきっとチベットに行くでしょう」
• ;doV=oLdHoWoT2Fdo<̀oM̀IoTHIdTdn
¯khoran ˆphöö la ´droki ´män-troo.
「彼は恐らくチベットに行くでしょう」

《疑念》

• ;doV=oLdHoWoT2Fdo<̀oM̀Io7 #n
¯khoran ˆphöö la ´droki ´män-naa.
「彼はチベットに行くかなあ」
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• ;doV=oLdHoWoT2Fdo<̀o\oÙIn
¯khoran ˆphöö la ´droki ¯a-yin.
「彼はチベットに行くかなあ，いや行かないだろう」
• ;doV=oLdHoWoT2Fdo<̀o\oÙIo7 #n
¯khoran ˆphöö la ´droki ¯a-yinnaa.
「彼はチベットに行くかなあ，行かないだろうなあ」

《確信》

• ;doV=oLdHoWoT2Fdo<̀oÙIo<̀oVcHn
¯khoran ˆphöö la ´droki ´yinki ˆree.
「彼はきっとチベットに行く」

《想定と異なる帰結》

• ;doV=oLdHoWoT2Fdo<̀oÙIoJoVcHn
¯khoran ˆphöö la ´droki ´yin-pa ˆree.
「（そうか）彼はチベットに行くんだ」

《様態からの推量》

• ;doV=oLdHoWoT2Fdo<̀oÙIoJoTHIn
¯khoran ˆphöö la ´droki ´yin-pa ´dra.
「彼はどうやらチベットに行くようだ」

■非完了・継続アスペクトに対応する推量表現

《推定》

• ;doV=oLdHo<?Ho<k@=o<̀oUdHoT2Fd
¯khoran ˆphöökää ´canki ˆyöö-tro.
「彼はきっとチベット語を勉強しているでしょう」
• ;doV=oLdHo<?Ho<k@=o<̀oMcHoTHIdTdn
¯khoran ˆphöökää ´canki ˆmää-troo.
「彼は恐らくチベット語を勉強しているでしょう」

《疑念》

• ;doV=oLdHo<?Ho<k@=o<̀oMcHo7 #n
¯khoran ˆphöökää ´canki ˆmää-naa.
「彼はチベット語を勉強しているかなあ」
• ;doV=oLdHo<?Ho<k@=o<̀o\oUdHn
¯khoran ˆphöökää ´canki ¯a-yöö.
「彼はチベット語を勉強しているかなあ，いやしていないだろう」
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• ;doV=oLdHo<?Ho<k@=o<̀o\oUdHo7 #n
¯khoran ˆphöökää ´canki ¯a-yönaa.
「彼はチベット語を勉強しているかなあ，していないだろうなあ」

《確信》

• ;doV=oLdHo<?Ho<k@=o<̀oUdHo<̀oVcHn
¯khoran ˆphöökää ´canki ´yööki ˆree.
「彼はきっとチベット語を勉強している」

《想定と異なる帰結》

• ;doV=oLdHo<?Ho<k@=o<̀oUd<oÙIoJoVcHn
¯khoran ˆphöökää ´canki ˆyoo ´yin-pa ˆree.
「（そうか）彼はチベット語を勉強しているんだ」
• ;doV=oLdHo<?Ho<k@=o<̀oMcHoJoVcHn
¯khoran ˆphöökää ´canki ˆmää-pa ˆree.
「（そうか）彼はチベット語を勉強していないんだ」

《様態からの推量》

• ;doV=oLdHo<?Ho<k@=o<̀oUdHoJoTHIn
¯khoran ˆphöökää ´canki ˆyöö-pa ´dra.
「彼はどうやらチベット語を勉強しているようだ」
• ;doV=oLdHo<?Ho<k@=o<̀oUdHoJT`oLSdoT6q<
¯khoran ˆphöökää ´canki ˆyöö-pää ´so ˆduu.
「彼はどうやらチベット語を勉強しているようだ」

■完了・非継続アスペクトに対応する推量表現

《推定》

• ;doV=oLdHoWo0>`IoJoÙIoT2Fd
¯khoran ˆphöö la `chin-pa ´yin-tro.
「彼はきっとチベットに行ったでしょう」
• ;doV=oLdHoWo0>`IoJoM̀IoTHIdTdn
¯khoran ˆphöö la `chin-pa ´män-troo.
「彼は恐らくチベットに行ったでしょう」

《疑念》

• ;doV=oLdHoWo0>`IoJoM̀Io7 #n
¯khoran ˆphöö la `chin-pa ´män-naa.
「彼はチベットに行ったかなあ」
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• ;doV=oLdHoWo0>`IoJo\oÙIn
¯khoran ˆphöö la `chin-pa ¯a-yin.
「彼はチベットに行ったかなあ，いや行かなかっただろう」
• ;doV=oLdHoWo0>`IoJo\oÙIo7 #n
¯khoran ˆphöö la `chin-pa ¯a-yinnaa.
「彼はチベットに行ったかなあ，行かなかっただろうなあ」

《確信》

• ;doV=oLdHoWo0>`IoJoÙIo<̀oVcHn
¯khoran ˆphöö la `chin-pa ´yinki ˆree.
「彼はきっとチベットに行った」

《想定と異なる帰結》

• ;doV=oLdHoWo0>`IoJoÙIoJoVcHn
¯khoran ˆphöö la `chin-pa ´yin-pa ˆree.
「（そうか）彼はチベットに行ったんだ」
• ;doV=oLdHoWoMo0>`IoJoÙIoJoVcHn
¯khoran ˆphöö la `hmacin-pa ´yin-pa ˆree.
「（そうか）彼はチベットに行かなかったんだ」

《様態からの推量》

• ;doV=oLdHoWo0>`IoJoÙIoJoTHIn
¯khoran ˆphöö la `chin-pa ´yin-pa ´dra.
「彼はどうやらチベットに行ったようだ」
• ;doV=oLdHoWo0>`IoJT`oLSdoT6 q<
¯khoran ˆphöö la `chin-pää ´so ˆduu.
「彼はどうやらチベットに行ったようだ」

■完了・継続アスペクトに対応する推量表現

《推定》

• ;doV=oLdHoWo0>`IoUdHoT2Fd
¯khoran ˆphöö la `chin ˆyöö-tro.
「彼はきっともうチベットに行っているでしょう」
• ;doV=oLdHoWo0>`IoMcHoTHIdTdn
¯khoran ˆphöö la `chin ˆmää-troo.
「彼は恐らくもうチベットに行っているでしょう」
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《疑念》

• ;doV=oLdHoWo0>`IoMcHo7 #n
¯khoran ˆphöö la `chin ˆmää-naa.
「彼はもうチベットに行っているかなあ」
• ;doV=oLdHoWo0>`Io\oUdHn
¯khoran ˆphöö la `chin ¯a-yöö.
「彼はもうチベットに行っているかなあ，いやまだ行っていないだろう」
• ;doV=oLdHoWo0>`Io\oUdHo7#n
¯khoran ˆphöö la `chin ¯a-yönaa.
「彼はもうチベットに行っているかなあ，いやまだ行っていないだろうなあ」

《確信》

• ;doV=oLdHoWo0>`IoUdHo<̀oVcHn
¯khoran ˆphöö la `chin ´yööki ˆree.
「彼はきっともうチベットに行っている」

《想定と異なる帰結》

• ;doV=oLdHoWo0>`IoUd<oÙIoJoVcHn
¯khoran ˆphöö la `chin ˆyoo ´yin-pa ˆree.
「（そうか）彼はもうチベットに行っているんだ」

《様態からの推量》

• ;doV=oLdHoWo0>`IoUdHoJoTHIn
¯khoran ˆphöö la `chin ˆyöö-pa ´dra.
「彼はどうやらもうチベットに行っているようだ」
• ;doV=oLdHoWo0>`IoUdHoJT`oLSdoT6 q<
¯khoran ˆphöö la `chin ˆyöö-pää ´so ˆduu.
「彼はどうやらもうチベットに行っているようだ」
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2 本動詞
本動詞は，事物の動作，作用，状態，変化などを表す動詞で，本動詞（+接辞）+述語動
詞という形で動詞述語を形成する．命令の場合を除いて単独で文を終止することのでき
ない動詞である．

2.1 本動詞の分類
　動詞述語を形成する際，組み合わされる述語動詞によって，用いることのできる本動
詞が制限されることがある．それは行為者の意志によって遂行可能な行為を表すかどう
かという意味上の制約であり，これを分類基準にすると，本動詞は意志動詞と無意志動
詞に分けることができる．

【意志動詞】
行為者の意志によって遂行可能な行為を表す本動詞

So ´sa 「食べる」　 \HHo `trää 「与える」　 9Ko ¯ta 「見る」
WLo ˆlap 「言う」 <dIo ´khön 「着る」 LSdo ´so 「作る」
Ado ´nyo 「買う」 LD`o ´trhi 「書く」 HI`o ´trhi 「尋ねる」
T2Fdo ´dro 「行く」 Wd<o ˆloo 「帰る」 W=o ´lan 「起きる」
TPbWo ´dzüü 「入る」 TPU<o ˆdzaa 「登る」 LLo ˆphap 「降りる」

【無意志動詞】
行為者の意志とは関係ないところで生起する動作，作用，状態，変化などを表す本動詞

LwV<o `laa 「なくす」 XcZo `shen 「理解する」 L$ cHo ˆcee 「忘れる」
IdVo ´noo 「間違える」 HIIo ´trhän 「思い出す」 <do ´kho 「聞こえる」
9Kd<Zo `too 「飢える」 Io ´na 「病む，痛む」 HI<o ˆtrhaa 「治る」
X̀o ¯shi 「死ぬ」 LXWo ¯shää 「下痢する」 <RdIo ¯mön 「うらやむ」
T2Fdo ´dro 「なる」 Wd<o ˆloo　 「戻ってくる」 W=o ´lan　 「生じる」

意志動詞は，1）話し手の意志を表す述語の中で使うことができる，2）命令形を持つ，
などの特徴を持つ．これに対し，無意志動詞は話し手の意志を表す述語の中で使うこと
はできず，また命令形を持たない．
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無意志動詞は，名詞化接辞 Jo +本動詞 1>cHoを付すことにより，「～になるようにする」
という意味の意志動詞に変えることができる．

L$ cHo ˆcee 「忘れる」 （無意志動詞）
L$ cHoJo1>cHo ˆcee-pa ´che 「忘れるようにする」 （意志動詞）
MoL$ cHoJo1>cHo ˆmacee-pa ´che 「忘れないようにする」 （意志動詞）

2.2 意志動詞と無意志動詞の交替形式
　意志動詞と無意志動詞の間には，音韻的に対応関係の見られるものがある．なお，例
示した動詞は非完了形である．

【無気音 ⇔ 有気音】

意志動詞 無意志動詞
声調 高声調 高声調
気音の有無 無気音 有気音

意志動詞 無意志動詞
　 　 　<?dWo 　¯köö　沸かす T;dWo　¯khöö　沸く

H1)<o　`truu　乱す T<(<o　`trhuu　乱れる
<>Ho　`cää 　切る T?Ho　`chää 　切れる
RVo 　¯paa 　上げる TKVo　¯phaa 　上がる

【高声調 ⇔ 低声調】

意志動詞 無意志動詞
声調 高声調 低声調

意志動詞 無意志動詞
　 　 　 　<F`Wo 　¯nyir　崩す ÀWo　´nyir　崩れる

HLDWo　¯rää 　破る VWo　´rää 　破れる
LZV=o　¯lan 　起こす W=o　´lan 　起こる
ZbLo 　`sup　消す SbLo　ˆsup　消える
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【低声調・無気音 ⇔低声調・前鼻音つき有声音】

意志動詞 無意志動詞
声調 低声調 低声調
前鼻音の有無 なし 有り

意志動詞 無意志動詞
　 　<AYWo　´küü 　動かす T2qWo　´güü 　動く

<^!Vo　´kyuu　変える T!V̂o　´gyuu　変わる
<Ĥ`<o　ˆtrii 　整える T2F`<o　ˆdrii 　整う
<Ĥ`Wo　´trii 　まとめる T2F`Wo　´drii 　まとまる
L<MYo　´tu 　集める T6 qo 　´du 　集まる
<kHcWo　´tree 　結びつける TLDcWo　´dree 　結びつく

2.3 本動詞の形態変化
　本動詞の非完了形と完了形，および非完了形と命令形の間で，それぞれ発音上規則的
な形態変化が見られるものがある．ただし，このような形態変化が見られるのは，本辞
典収録の本動詞の１割程度にとどまる．

■意志動詞の非完了形，完了形

意志動詞の中には，以下に述べるような規則的な変化を示すものがある．

【規則変化 I 】
非完了形が短母音，開音節の場合，完了形においては，声調と母音が次のように規則

的に変化する．

非完了形 完了形
声調 母音 声調 母音
非降調 -a 降調 -ää
非降調 -i 降調 -ii
非降調 -u 降調 -üü
非降調 -e 降調 -ee
非降調 -o 降調 -öö
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非完了形 完了形 意味
　 　 　So 　´sa 　 LSZo　ˆsää 食べる

9Ko 　¯ta 　 L9KZo　`tää 見る
LD`o 　´trhi 　 LD`Zo 　ˆtrhii 書く
H1F`o　¯tri 　 H1F`Zo　`trii 巻く
+Wo 　¯ku 　 L+WZo　`küü 盗む
6 ,o 　´trhu　 6 ,Zo 　ˆtrhüü 掘る
$ co 　´ce 　 L$ cZo　ˆcee 替える
LSdo　´so 　 LSdZo　ˆsöö 作る
Ado 　´nyo　 AdZo 　ˆnyöö 買う
T@bo　´ju 　 T@bZo　ˆjüü つかむ
[do 　´mo 　 [dZo 　ˆmöö 耕す

—例外的なもの—

0>co 　¯che 　 0>co 　¯che 開く，開ける

【規則変化 II 】
非完了形の頭子音が，ch-, th-, tsh-で高声調の場合，対応する完了形の頭子音が無気音

に変わり，それぞれ c-, t-, ts-となる．ただし，この規則変化を示さず，非完了形が完了
形の発音と同化する人も多い．同一個人でも揺れを示す場合がある．

非完了形 完了形 意味
　 　T?=o　`chan L>=Zo　`can 触れる

TG<o　`thaa LF<Zo　`taa 挽く
TGb=o　`thun L5[=Zo　`tun 飲む
TOV=o　`tshon LNV=Zo　`tson 売る
TOWo　¯tshää LNWo 　¯tshää 探す
TOUMo　`tshem LNUMZo　`tsem 縫う

【規則変化 III】
非完了形の母音が，-on, -ööの場合，対応する完了形の母音がそれぞれ -an, -ää と変

化するものがある．この変化は比較的年配の人に見られる．大部分の人は，非完了形が
完了形の発音と同化している．
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非完了形 完了形 意味
　 　<Fd=o　¯ton LF=o 　¯tan 送る，出す

<\@d=o 　`kyon L<\@=Zo　`kyan 護る，治める
ZVd=o 　`lon LZV=Zo　`lan 立てる，起こす
<MdHo 　ˆtöö L<MHo 　ˆtää 居る
XdHo 　`shöö LXHo 　`shää 言う
<ZdHo　`söö LZHo 　`sää 殺す
\HdHo 　`tröö \HHo 　`trää 与える

【不規則変化】
形態変化はあるが，規則的でないものの例を挙げる．

非完了形 完了形 意味
　 　T<(o　¯trhu H1)Zo　`trüü 洗う

T2Fdo　´dro 0>`Io 　`chin 行く
1>cHo　´che 1>Zo 　ˆchää する

■無意志動詞の非完了形，完了形

無意志動詞には基本的に非完了形，完了形による形態変化はないと考えてよいが，ご
く一部に形態変化を示すものがある．

非完了形 完了形 意味
　 　M=o　´man M=Zo　ˆman 多い

Oo 　¯tsha OZo 　`tshää 熱い
ZVo 　¯la ZVZo 　`lää 薄い
T2Fdo　´dro 0>`Io 　`chin なる，過ぎる
1>cHo　´che 1>Zo 　ˆchää なる
So 　´sa LSZo　ˆsää ～の気分になる
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■命令形

本動詞単独で命令表現を作ることができるのは，意志動詞だけであり，無意志動詞に
は，原則として命令語幹はない．

【規則変化 I 】
非完了形が短母音で開音節の場合，下記のような母音変化が起こる．

非完了形 命令形
声調 母音 声調 母音
非降調 -a 降調 -öö
非降調 -i 降調 -ii
非降調 -u 降調 -üü
非降調 -e 降調 -ee
非降調 -o 降調 -öö

非完了形 命令形 意味
　 　9Ko 　¯ta 9KdZo 　`töö 見る

LD`o 　´trhi LD`Zo 　ˆtrhii 書く
+Wo 　¯ku +WZo 　`küü 盗む
$ co 　´ce $ cZo 　ˆcee 替える
LSdo　´so LSdZo　ˆsöö 作る
Ado 　´nyo AdZo 　ˆnyöö 買う

【規則変化 II 】
非完了形が閉音節，または長母音，鼻母音で，母音が -a, -ä, -anの場合，命令形の母音

が -oo, -öö, -onとなるものがある．

非完了形 命令形 意味
　 　T;DLo　`trhap T;DdLZo　`trhop 演ずる，踊る

LXVo　¯shaa <XdVo 　¯shoo 計量する
<>Ho　`cää >dHo 　`cöö 切る
AWo 　´nyää AdWo 　´nyöö 寝る，横になる
W=o 　ˆlan Wd=Zo 　ˆlon 起きる
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【不規則変化】
形態変化はあるが，規則的でないものの例を挙げる．

非完了形 命令形 意味
　 　T2Fdo　´dro ,!<Zo　ˆkyuu 行く

1>cHo　´che 1>`Zo 　ˆchii する
Ud=o　ˆyon Xd<o 　`shoo 来る
So 　´sa Sdo 　´so 食べる

2.4 複合動詞
　本動詞は，語形成の上から，単純動詞と複合動詞に分類される．単純動詞は，上述した
ような１音節からなる動詞である．これに対し，複合動詞は２音節以上からなる動詞で，
名詞（句）や形容詞，動詞が単純動詞と結びつくことによって作られる．以下，複合動詞
を構成する要素によって分け例示する．

■名詞（句）と動詞からなる複合動詞

この種の複合動詞において，後続する動詞は先行の名詞を動詞化するとともに，動詞
によっては受動的な意味や能動的な意味を付加することがある．

《 a. 名詞 +動詞》
〈 a-1. 名詞が動詞化される場合〉
名詞 + ,@<o （する） 　（カッコ内は動詞の代表的な意味。以下同じ）
• ;=oJo,@<o　¯khangpa ˆkyaa　「家を建てる」
• ;MZo<?Ho,@<o　`khamkää ˆkyaa　「カム方言を話す」
• ?<o,@<o　`chaa ˆkyaa　「筋肉痛になる」

名詞 + 1>cHo （する，なる）
• WZo:o1>cHo　´lääka ´che　「仕事をする，働く」
• I=oJo1>cHo　´nangpa ´che　「仏教徒になる」
• "HoJdo1>cHo　´kapu ´che　「老人になる」
名詞 + ?<Zo（なる）
• ;DMo+WIo?<Zo　¯trhamkün `chaa　「詐欺師や泥棒になる」
• M;ZoJo?<Zo　¯khääpa `chaa　「学者になる」
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• [o?<Zo　¯ma `chaa　「傷になる」
名詞 + XdVo （失う）
• H<To=boXdVo　´ka'ngu ¯shoo　「うれし泣きする」
• ?bo<\@dIoXdVo　¯chukyön ¯shoo　「水害になる」
• \o<Kd=oXdVo　¯aaton ¯shoo　「あくびが出る」

〈 a-2. 能動的，使役的な意味が付加される場合〉
名詞 + <F=o（送る）
• M<do<?dVo<F=o　´gokoo ¯tan　「騙す」
• UVo,@Zo<F=o　ˆyarkyää ¯tan　「発展させる」
• 0>co<X<Zo<F=o　`cheshaa ¯tan　「真二つにする」
名詞 + LSdo （作る）
• 2.oJoLSdo　´trhapa ´so　「僧侶にする」
• 8Fd<oHIoLSdo　¯nyoktra ´so　「面倒を起こす」
• T<WoLoLSdo　´gäwa ´so　「仲違いさせる」
名詞 + <?YWo （やらせる）
• ,@LoTHIco<?YWo　´kyamtre ¯küü　「喧嘩させる」
• RcHo<N=o<?YWo　´sheenan ¯küü　「怖がらせる」

〈 a-3. 受動的な意味が付加される場合〉
名詞 + V<o （得る）
• <\@dIoL$ dHoV<o　`kyöncöö ˆraa　「非難される」
• ?HoJoV<o　¯chääpa ˆraa　「処罰される」
• AcZoH<oV<o　ˆnyeetaa ˆraa　「ひっぱたかれる」
名詞 + <ScHo（受ける）
• M<do<?dVo<ScHo　´gokoo ˆsee　「騙される」
• ;oM?bo<ScHo　¯khamcu ˆsee　「訴えられる」
• L:ToL;=dIo<ScHo　¯kapkyön ˆsee　「叱られる」
名詞 + GcLZo（当たる）
• & d<oL*TZoGcLZo　ˆtoktsii `thee　「踏みつけられる」
• ?boWd<oGcLZo　`chuloo `thee　「洪水になる」
• ?=oIHoGcLZo　`changnää `thee　「二日酔いになる，アルコール中毒になる」
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《 b. 動名詞句（動詞-名詞化接辞）+動詞》

Vnpf (vol / non-vol) - U<o + 1>cHo 　「～することにする，～することはする」
• T2FdoU<o1>cHo　ˆdroyaa ´che　「行くことにする」
• <\@coU<o1>cHo　`kyeyaa ´che　「生まれるには生まれる」

Vnpf (vol) - U<o + V<o 　「～する機会を得る，～することができる」
• HJco?o9KoU<oV<o　¯peca `tayaa ˆraa　「経典を読むことができる」

Vnpf (vol) - ,!o + 1>cHo 　「～することにする」
• T2Fdo,!o1>cHo　´drokyu ´che　「行くことにする」

Vnpf (vol) - <<o + 1>cHo 　「～するふりをする，～したりなどする」
• T2Fdo<<o1>cHo　ˆdrokaa ´che　「行くふりをする」
• ScVo<<o1>cHo　ˆsekaa ´che　「言ったりなどする」

Vnpf (vol) - VcZo + 1>cHo 　「交替で～する，～し合う，互いに～する，順番に～する」
• 2]oWcIoVcZo1>cHo　¯lu `lenree ´che　「歌の掛け合いをする」
• TGMoVcZo1>cHo　`thamree ´che　「抱き合う」
• 1Vd<oVcZo1>cHo　`looree ´che　「順番に読む」

Vnpf (vol) - Vd<Zo + 1>cHo 　「一緒に～する，～する手助けをする」
• AdoVd<Zo1>cHo　ˆnyoroo ´che　「一緒に買い物する，買い物の手伝いをする」

Vnpf (vol) - <F`=o + THdHo 　「～したくなる」
• So<F`=oTHdHo　´sanyin ˆdöö　「食べたくなる」

Vnpf (non-vol) - <F`=o + THdHo 　「～しそうになる」
• T;?<o<F`=oTHdHo　¯kyhaanyin ˆdöö　「凍えそうになる」
• ?VoJo<F=o<F`=oTHdHo　¯chaapa ¯tannyin ˆdöö　「雨が降りそうになる」

Vnpf (vol / non-vol) - No + 1>cHo：「ほんの少し～する」
• ;oW<oSoNo1>cHo　`khalaa ´sa-tse ´che　「料理をほんの少し食べる」
• MoX̀oNo1>cHo　¯mashi-tse ´che　「何とか死なずに済む．やっと生き延びる」

❑ 否定辞を動詞に前置して「何とか～せずに済む」という意味になる．
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■形容詞と動詞からなる複合動詞
形容詞 + ?<Zo　「～になる」
• U<oJdo?<Zo　´yako `chaa　「良くなる」
形容詞 + 1>cHo 　「～になる」
• 0<̂oJdo1>cHo　¯chuku ´che　「裕福になる」

形容詞 + Ud=o 　「～になる」
• <\@`HoJdoUd=o　¯kipu ´yon　「楽しくなる」

形容詞 + LSdo 　「～にする」
• R`MoJdoLSdo　´shimpu ´so　「おいしくする」

■動詞と動詞からなる複合動詞
動詞と動詞からなる複合動詞は，後続する動詞が単独で，または助詞を介して結びつ

き，先行する動詞の意味を変化させる働きを持つ．これらの複合動詞には，移動 /方向 /
変化，継続状態，終了，準備 /用意 /放置，可能，許可，必要，使役 /放任，状態変化，頃
合い，やる気，値打ち，過度，などの意味を表すものがある．以下，意味別に例を挙げる．

《移動 /方向 /変化（話し手ないし目標地点から離れていく方向性を示すもの）》
Vpf (vol) + T2Fdo：「～して行く」
• ;?cVoT2Fdo　¯kyhee ´dro　「持って行く」
• LDdZoT2Fdo　ˆphöö ´dro　「逃げて行く」

Vpf (non-vol) + T2Fdo：「だんだん～になっていく」
• L$ cHoT2Fdo　ˆcee ´dro「忘れていく」
• X̀oT2Fdo　¯shi ´dro　「死んでいく」

Vnpf (non-vol) + VboT2Fdo：「（徐々に）～になっていく」
• 3[=oVboT2Fdo　´nyun-ru ´dro　「少なくなる」

《移動 /方向 /変化（話し手ないし目標地点に向かう方向性を示すもの）》
Vpf (vol) + Ud=o ：「～して来る」
• AdZoUd=o　ˆnyöö ´yon「買って来る」
• TPbWoUd=o　´dzüü ´yon　「入って来る」

Vpf (non-vol) + Ud=o ：「だんだん～になってくる」
• MGd=oUd=o　¯thon ´yon「見えてくる」
• HI<oUd=o　ˆtrhaa ´yon　「治ってくる」
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《継続状態》
Vpf (vol) + L<MHo：「ずっと～している，～し続ける」
• T;?MZoL<MHo　`kyham ˆtää　「うろつきまわっている」

• <dIoL<MHo　´khön ˆtää　「着ている」

Vnpf (vol) + <̀oL<MHo：「～し続ける」
• WLo<̀oL<MHo　´lapki ˆtää　「言い続ける」

Vpf (non-vol) + L<MHo：「～になっている， ～になり続ける」
• AMZoL<MHo　ˆnyam ˆtää「衰え続ける」
• TLVoL<MHo　´bar ˆtää　「燃えている」

《終了》
Vpf (vol) + OVo：「～し終わる，～してしまう」
• LSZoOVo　ˆsää ¯tshaa　「食べ終える」

Vpf (non-vol) + OVo ：「～してしまう, ～なってしまう」
• <?MoOVo　¯kam ¯tshaa　「痩せてしまう」

《準備 /用意 /放置》
Vpf (vol) + <R<o：「～しておく，～のままにする」
• RY=Zo<R<o　`pun ˆshaa　「積み上げておく」
• LSdZo<R<o　ˆsöö ˆshaa　「作っておく」
• <Ub<Zo<R<o　`yuu ˆshaa　「捨ておく」

《可能》
Vnpf (vol) + GbLo：「～することができる」
• 1<̂oGbLo　ˆchuu `thuu　「塗ることができる」

Vnpf (non-vol) + GbLo：「～し得る」
• IVoGbLo　´nar `thuu　「伸びうる」

Vnpf (vol) + XcZo ：「～することができる，～し方を知っている」
• <dIoXcZo　´khön `shen　「着ることができる」

Vnpf (vol) + 7 qZo：（主に否定表現で）「～できない」
• T2Fdo7 qZo<̀oMoVcHo　´dro ´nüüki ˆmaree　「行くことができない」
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Vnpf (vol) + KdHo ：（主に否定表現で）「～するに耐えない，～するに忍びない，～でき
ない」
• SoKdHo<̀oMoVcHo　´sa ¯phööki ˆmaree　「食べるにしのびない，食べられない」

《許可》
Vpf / Vnpf (vol) + ?d<o ：「～してよい，～しても構わない」
• 0>`Io?d<o　`chin `choo　「行ってよい」
• T2Fdo?d<o　´dro `choo　「行ってよい」

《必要》
Vnpf (vol) + H<dZo：「～しなければならない，～する必要がある」
• LSdoH<dZo　´so ´ko　「作らなければならない」

《使役 /放任》
Vnpf (vol / non-vol) -( Vbo ) L>b<o ：「～させる」（使役）
• LFLoVboL>b<o　`tap-ru `cuu　「植えさせる」
• <RdIoVboL>b<o　¯mön-ru `cuu　「うらやましがらせる」

Vnpf (non-vol) -( Vbo ) L>b<o ：「～なるままにする」（放任）
• IoVboL>b<o　´na-ru `cuu　「痛むままにする」

❑ Vboは省略されることが多い．

《状態変化》

Vnpf (non-vol) - Vbo<F=o：「～の状態にする」
• U<oVbo<F=o　ˆyaa-ru ¯tan　「良くする」

《頃合い》
Vnpf (vol) + VIo：「～する頃合いになる」
• T2FdoVIo　´dro ´rän　「行く頃合いになる」

Vnpf (non-vol) + VIo：「～する頃合いになる」
• OVZoVIo　`tshöö ´rän　「煮える頃合いになる」

《やる気》
Vnpf (vol) - <@̂`Ho ：「～する気になる」
• Ado<@̂`Ho　´nyo ˆkii　「買う気になる」
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《値打ち》
Vnpf (vol) + Wdo ：「～する値打ちがある」
• LZVLoWdo　`lap ´lo　「教える値打ちがある」

《過度》
Vnpf / Vpf (vol) + HI<Zo ：「～し過ぎる」
• SoHI<Zo　´sa ˆtrhaa　「食べ過ぎる」
• LSZoHI<Zo　ˆsää ˆtrhaa　「食べ過ぎる」

Vnpf (non-vol) + HI<Zo：「～なり過ぎる」
• M!=d<ZoHI<Zo　ˆgyok ˆtrhaa　「速過ぎる」

2.5 本動詞の敬語形式
ラサ方言の本動詞には尊敬語と謙譲語を表す形式がある．また，丁寧な表現のために

尊敬語や謙譲語の形式が用いられることもある．

■尊敬語

聞き手や話題に上がっている人に敬意を表す場合，聞き手や話題の人の動作や状態に
ついて，動詞の尊敬語形が用いられる．独自の尊敬語がある場合はそれを用いるが，な
い場合は動詞完了形 + <I=oの形で尊敬語を作る方法などがある．

【独自の尊敬語を用いる場合】

普通形 尊敬語 意味
　 　,@<o 　ˆkyaa <\@dIo 　¯kyön する

9Ko 　¯ta <S̀<Zo　ˆsii 見る
Ado 　´nyo <S̀<Zo　ˆsii 買う
So 　´sa M?dHo 　`chöö 食べる
So 　´sa LRcZo 　ˆshee 食べる
So 　´sa <I=o 　¯nan 食べる
TGb=o　`thun M?dHo 　`chöö 飲む
TGb=o　`thun LRcZo 　ˆshee 飲む
TGb=o　`thun <I=o 　¯nan 飲む
<dIo 　´khön M?dHo 　`chöö 着る
<dIo 　´khön LRcZo 　ˆshee 着る
<dIo 　´khön <I=o 　¯nan 着る



動詞概説 55 2　本動詞

WcIo 　`len LRcZo 　ˆshee 取る
<KcVo 　¯tee <I=o 　¯nan 与える
\HHo 　`trää <I=o 　¯nan 与える
1>cHo 　´che <I=o 　¯nan する
L]<o 　`luu L;=<o 　`kyaa 注ぐ
T2Fdo 　´dro GHo 　`thää 行く
T2Fdo 　´dro KcLZo 　`phee 行く
Ud=o 　´yon KcLZo 　`phee 来る
AIo 　´nyän <ZIo 　¯sän 聞く
AWo 　´nyää <S`Mo 　´sim 寝る
W=o 　ˆlan LRc=Zo　ˆshan 立つ
T;?cVo　¯kyhee L<NMo 　`nam 持つ
RdIo 　´shön ?̀LZo 　`chip 乗る
=bo 　´ngu L9qMo 　`shum 泣く
Io 　´na <FZ=o 　¯nyun 病む
<\@co 　¯kye T<(=o 　`trhun 生まれる
XcZo 　`shen M;?cIo 　`kyhen 知る
WLo 　ˆlap <Zb=o 　`sun 言う
L$ cHo　ˆcee L<FcWo 　`nyee 忘れる
H<To　´ka MAcZo 　`nyee 好きである
LZMo　`sam H<d=Zo　ˆkon 思う
"Zo 　ˆkää L2FcZo 　ˆtree 年を取る
X̀o 　¯shi <Xc<Zo　`shaa 死ぬ

【<I=oを用いる場合】
　独自の尊敬語を持たない動詞の中には，Vpf + <I=oの形で尊敬語を作るものがある．

普通形 尊敬語 意味
　 　LD`o 　´trhi LD`Zo<I=o 　ˆtrhii ¯nan 書く

<F=o　¯tan LF=o<I=o　¯tan ¯nan 送る
#o 　¯nga L#Zo<I=o　`ngää ¯nan 刈る
LSdo 　´so LSdZo<I=o　ˆsöö ¯nan 作る
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【複合動詞の場合】
　名詞 +動詞からなる複合動詞の場合，名詞だけ，あるいは名詞と動詞の両方を尊敬語
に変えて，尊敬語を作るものがある．

普通形 尊敬語 意味

<ÀHoAWo 　`nyii ´nyää MIWo<S`Mo 　¯nyää ˆsim 眠る
WZo:oOVo 　´lääka ¯tshaa 0><oWZo2)Lo 　`chaalää ¯tshaa 仕事が終わる
?=oTGb=o 　¯chan `thun M?dHo?=oM?dHo　¯chöcan `chöö 酒を飲む
)UHoMdo)Uo 　¯tseemo ¯tse <?Yo)UHo<I=o 　`kutsee ¯nan 遊ぶ
;o<?dMo 　¯kha `kom RWo<?dMo 　´shää `kom のどが渇く
,!HoT;D`Ho 　ˆkyüü `trhii <?Yo,!HoT;D`Ho 　`kukyüü `trhii 血筋を引く
LSdoL>dZo,@<o　ˆsopcöö ˆkyaa LSdoL>dZo<\@dIo 　ˆsopcöö ¯kyön 修理する

【複雑な尊敬語】
ラサ方言では尊敬語の表現が発達しており，上記で示した以外にも様々な尊敬語の形

式が用いられることがある．例えば， LSdo， L<MHo， X`oの尊敬語をそれぞれ敬意の高い
順に示せば次のようになる．

LSdo ´so「作る」の尊敬語　

⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐&

LSdZoJo<I=o ˆsöö-pa ¯nan

LSdoLo<I=o ˆsoo ¯nan

LSdZo<I=o ˆsöö ¯nan

L<MHo ˆtää「居る」の尊敬語　

⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐&

<?YoL8 q<Zo<I=o `kushuu ¯nan

L8 q<Zo<HIoT@<Zo ´shutän ˆjaa

L8 q<Zo ˆshuu

L8 q<Zo<I=o ˆshuu ¯nan

X`o ¯shi「死ぬ」の尊敬語　

⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐&

<?YoR`=oWoKcLZo ¯kushin la `phee

H<d=ZoJo*V<Zo ´kongpa ˆtsoo

<?Yo<Xc<Zo ¯ku `shaa

<Xc<Zo `shaa

2Fd=Zo ˆtrhon
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■謙譲語

話し手が自分の動作をへりくだって表現して相手に敬意を表す場合，ないしは話題の
人物の動作を低く表現して，その人物の動作が及ぶ相手に敬意を表す場合に，動詞の謙
譲語形が用いられる．

普通形 謙譲語 意味
　 　T2Fdo 　´dro <>Vo　¯caa 行く

Ud=o 　´yon <>Vo　¯caa 来る
1>cHo 　´che 8 qo 　´shu する
So 　´sa 8 qo 　´shu 食べる
TGb=o　`thun 8 qo 　´shu 飲む
WcIo 　`len 8 qo 　´shu 取る
ScVo 　´se 8 qo 　´shu 言う
WLo 　ˆlap 8 qo 　´shu 言う
<KcVo 　¯tee KbWo 　¯phüü 与える
\HHo 　`trää KbWo 　¯phüü 与える，渡す
Gb<o 　`thuu M@Wo　´jää 会う
<Ud<o　`yoo <ĤdIo 　´trön 着せる
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3 動詞の名詞化
動詞に名詞化接辞を結合することによって名詞化させ，動名詞句を作ることができる．
名詞化接辞には，下記に例を挙げるように様々な意味を表すものがある．名詞化された
句は，名詞句として用いられる他，他の名詞を修飾する連体修飾句となることもできる．
連体修飾句として用いる場合は，名詞化接辞の後に「～の」などの意を表す助詞 <̀o（-T`o）
を付して被修飾名詞の前に置く場合と，被修飾名詞の後ろに置く場合がある．動名詞句 +
述語動詞という形で動詞述語を形成することもできるが，これについては「1.2.3 動名詞
句 +述語動詞からなる動詞述語」(p. 28)を参照されたい．

✞
✝

☎
✆Vnpf - ,!o

「～すること．～するもの」

• <ZdWo<RIoLRcZo,!oMoL$cHoJo<I=oVd<Zo<I=on
¯söömän ´sheekyu ˆmacee-pa `nanroo ¯nan.
「お薬を飲むのを忘れないようにしてください」

—連体修飾の用法—

• TH`o;d=oWo<UVo,!T`oHcLoVcHn
´di ¯khon la ¯yaakyüü ˆthep ˆree.
「これは彼に貸す本です」（彼に貸す +の +本）
• 2Vd<oL8FIo9Ko<<oT2Fdo,!T̀o<?Ho?o1>ZoJo=Zo<doZd=on
¯loonyän `takaa ´drokyüü ¯käca ˆchää-pa ˆngää ´kho son.
「（彼らが）映画を見に行くという話をしていたのを私は耳にしました」
（映画を見に行く +の +話）✞

✝
☎
✆Vnpf - U<o

「～すること．～するもの」
❑ UZoという表記もある（発音は -yää）．

• =VoL:ToTHI`o8 qoU<o>̀<oUdHn
´ngaa ¯kantri ˆshuyaa ci ˆyöö.
「お尋ねすることがあります」
• =oZVdLo<k@d=o1>cHoU<oWoH<ToJdoMcHn
´nga `lopcon ˆcheyaa la ´kapo ˆmää.
「私は勉強するのが好きじゃありません」



動詞概説 59 3　動詞の名詞化

• =ZoHcLoT;?cVoU<oWbZoZd=on
ˆngää ˆthep `kyheeyaa ˆlää son.
「私は本を持ってくるのを忘れました」

—連体修飾の用法—

• LRdIoU<o<̀o%o>̀<o1>Zn %oHcoT;D`HoM;IoM`o>̀<oT6 q<oS<
ˆshön'yaa ki ¯ta ci cää, ¯ta ti ¯trhiinyän ´mi ci ˆduu saa.
「乗るための馬が一頭と，その馬を引く人が一人いたそうです」（乗るため +の +馬）✞

✝
☎
✆Vpf - Jo

「（すでに）～したこと．～していたこと」

• ;dZoGoM<oTGcIoJoMGd=o1=̂on
`khöö `thamaa `then-pa ¯thon cun.
「彼がタバコを吸っているのを見ました」
• HcoTHIZo;coJdoÙIoJoXcZoMo1=̂on
ˆthinträä ¯khepo ´yin-pa `shen ´macun.
「そんなに安いとは知らなかった」
• 2Vd<oL8FIo9Ko<<oT2Fdo,!T̀o<?Ho?o1>ZoJo=Zo<doZd=on
¯loonyän `takaa ´drokyüü ¯käca ˆchää-pa ˆngää ´kho son.
「（彼らが）映画を見に行くという話をしていたのを私は耳にしました」

—連体修飾の用法—

• T2FcWoLXHoHcoTHIZoWdoL,@HoWoZVcLZoJT̀oJbo2qZoTT`oXcZo<̀oVcHn
ˆdreeshää ˆthinträä ´lo ˆkyää la `lee-pää `puküü ´ää ¯shenki ˆree.
「そんな説明は八歳になった子供にも分かるぞ」（八歳になった +の +子供）
• <Ud<oJdVo,@oGb<o<Ado=ZoLSdZoJoHcoTGb=oVboL>b<oJoVcHn
¯yokoo ˆkyatuu ˆkongää ˆsöö-pa ti `thun-ru `cuu-pa ˆree.
「使用人には卵で作った中華麺を食べさせたのです」（中華麺 +卵で作った）✞

✝
☎
✆Vnpf - M;Io

「～する人．～するもの」

• So;=oWoT2FdoM;IoUdHoIn MAMo6 qoGHoHdn
´sakan la ´dronyän ´yööna, ¯nyamtoo `thää to.
「食堂へ行く人がいたら一緒に行きましょう」
• Ko<̀Vo<ZVoXd<o9KoM;IoHco=T`o2Fd<ZoJdoVcHn
¯phikää `sarshoo ¯tanyän ti ´ngää ´trhoko ˆree.
「あそこで新聞を読んでいる人は私の友達です」
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—連体修飾の用法—

• =oVZoXdHoWoL<MHoM;Io\o><oHcVoM=<o<`oÙIn
ˆngarää `shöö la ´täängän `acaa tee ¯ngaaki ´yin.
「私が階下に住んでいる奥さんにお願いしますよ」（階下に住む +奥さん）✞

✝
☎
✆Vnpf - Zo

「～する場所．～するところ．～する相手．～する対象」

• TH`oJVo;oW<oSoZoUd<oVcHoJZn
ˆdopaa `khalaa ´sasa ˆyoo ˆrepää?
「この辺に食事をするところはありますか？」
• H<ToJdo1>cHoZo　´kapo ´chesa　「好きな人（相手）」
cf. LboMdoHcVoH<ToJdo1>cHoM;Io　´phomo ´tee ´kapo ´chenyän　「その娘のことを好きな人」

—連体修飾の用法—

• NZoMo;doV=o<̀ZoL:To<I=oZT`oH<co0(<oZd<oJdoHcoH<coLXcZoLF=o1>Zn
`ngäämaa ¯khoran kää ¯ka ¯nansää ˆkitruu ¯soko ti ˆkeshee ¯tan cää
「以前彼が遺言を残したモンゴル人の弟子がゲシェの学位を取って」（彼が遺言を残
した相手 +の +モンゴル人の弟子）

• <ZcVo8FcHoZoLboMdVo8FcHoJoVcHn
¯see ¯nyeesa ´phomoo `nyee-pa ˆree.
「金は娘が見つけたのです（直訳：金を見つけたところの娘が見つけたのです）」（金
を見つけたところ +娘）✞

✝
☎
✆Vnpf - <K=Zo

「～する方法」

• =o;MZo<RZo<F=o<K=ZoWoHdo<N=o1>cHo<̀oUdHn
´nga `khamshää `tantan la ´thonan ´cheki ˆyöö.
「私はカム地方の歌の歌い方に興味があります」✞

✝
☎
✆Vnpf - 6 qZo

「～する時．～した時」

• 0>`oWd<ZoWoT2Fdo6 qZo6 q<oZVd<o$ coH<dZoU<oHcoZbIoJoWo\<
`chiloo la ˆdrotüü ˆthukloo ´ce ˆkoyaa ti ¯sün-pa la `aa.
「外に出かける時，服を着替えなければならないのは何て面倒なんでしょう」

❑ Vnpf - 6 qZoは副詞句として用いられることが多い．



動詞概説 61 4　助詞

4 助詞
ラサ方言で用いられる助詞のうち，動詞と関連して用いられる助詞を取り上げる．

4.1 格助詞
名詞（句）と動詞の関係を表す助詞としては， <̀Zo，Wo，IZo，WZo，H=oなどがある．✞
✝

☎
✆<̀Zo / -Zo

「～が．～は．～で．～によって．～のせいで」： 主として行為主体を明示したり，手
段，原因などを表すのに用いられる．

❑ <̀Zoは主として子音，長母音，あるいは鼻母音で終わる語の後に付く．綴り字の上では，
To以外の後置字，または再後置字を持つ語の後に付く．短母音で終わる語の後には，Zo
が付く．綴り字の上では，母音字または後置字 To で終わる語の後に付く（例えば， =o
´nga「私」→ =Zo ˆngää「私が」， \oMo ¯ama「母」→ \oMZo `amää「母が」のよう
になる．母音が中舌化し，声調が降調になる）．

《行為主体を明示》
行為主体を意味的に明示する <̀Zo は，動詞が意志動詞か無意志動詞かによって若干異

なる点があるので，それぞれ分けて説明する．

—意志動詞の場合—

<̀Zo は，意志動詞の場合，行為主体を特に明示する必要がある場合に用いられる．例
えば， LZVLo「教える」， \HHo「与える」などの授受の関係を表す動詞や <ZHo「殺す」，
<8 qo「殴る」などの対人動作を表す動詞の場合には，行為主体が誰なのかをはっきりさせ
る必要性が高いため， <̀Zoが使われることが多い．その他の意志動詞，例えば LSdo「作
る」， T2Fdo「行く」などの動詞の場合には，文脈上行為主体を明示する必要がある場合に
限って <̀Zoが用いられる．
• ZbZoLZVLZo1=̂o=Zn
`süü `lap ˆchungää?
「誰が教えてくれたの？（誰に教わったの？）」
• ;?cHoV=oOVZoNoMo=VoU"o;=oJoU<oJdo>̀<o\HHo1=̂on
¯kyheran-tsöö `ngäämaa ´ngaa yaa ¯khangpa ´yako ci `trää cun.
「あなた方は以前，私に良い住まいを与えてくれた」
• =oOVT`oJoKo;doOVZoLZHoZd=on
´ngantsöö ¯papa `khontsöö `sää son.
「うちの亭主は彼らが殺した（うちの亭主は彼らに殺された）」
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〈行為主体を明示した例〉
• =Zo;oW<oLSdZoH<dZn
ˆngää `khalaa ˆsöö ko.
「私が食事を作りましょう」
• =ZoT2Fdo<̀oM̀In
ˆngää ´droki ´män.
「（みんな行くのかもしれませんが）私は行きません」

〈行為主体を明示しない例〉
• ;do<ÀZo;oW<oLSdZn MAMo6 qoLSZn 2FdHo;d<o(HoL,@<ZoZd=oScVo<̀ZoS<
`khonyii `khalaa ˆsöö, ¯nyamtoo ˆsää, ˆtrhokoo ˆpää ˆkyaa son ˆsekii saa.
「彼らは食事を作って一緒に食べ，すっかり腹一杯になったそうです」
• Ho=oT2Fdo<̀oÙIn
´tha ´nga ´droki ´yin.
「じゃ，私は行きます」

❑ 「誰が」ということを殊更はっきりと示さなくても分かる発話では <̀Zoは用いない．

—無意志動詞の場合—

無意志動詞のうち， MGd=o 「見える，目にする」， <do 「聞こえる，耳にする」， L$ cHo
「忘れる」，XcZo「知る」， [o<do「理解する」などの知覚動詞の場合には行為主体を明示す
る助詞 <̀Zoが用いられることが多い．

• GoM<oTGcIoJo=oV=o<`ZoMGd=o1=̂on
`thamaa `then-pa ´ngaran kää ¯thon cun.
「タバコを吸っているのを私自身，目にしました」
• =ZoL:ToTHI`o>̀<o8 qo,!oL$ cHoX<
ˆngää ¯kantri ci ´shukyu ˆcee shaa.
「私，お尋ねするのを忘れていました」
• =ZoLVoMoGb<ZoHMoG`<oJdo>̀<o=doXcZo<̀oUdHn
ˆngää ¯lama ¯thutam ¯thiku ci ´ngo ¯shenki ˆyöö.
「私は占いのよく当たるラマを知っています」

《手段》

• ;dZo!=oJZo&d<oL*TZoLF=oJoVcHn
`khöö `kangpää ˆtoktsii ¯tan-pa ˆree.
「彼は足で踏んづけた」
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《原因》

• =oOVT`o2Fd=oJT`o2V=o<d<oU<oJdoHco?bZo;?cVo1>ZoX̀oJoVcHn
´ngantsöö ´trhongpää `langkoo ´yako ti `chüü ¯kyhee cää ¯shi-pa ˆree.
「お隣の立派な牡牛は水に流されて死んだ」✞

✝
☎
✆Wo / -Vo

「～に．～へ．～を．～は．～が．～については」：主として位置 /場所，方向，目的，
時，関連，動作の対象，感覚の対象，所有の主体，取得者などを表すのに用いられる．

❑ Woは主として，子音，長母音，あるいは鼻母音で終わる語の後に付く．綴り字の上では，
To以外の後置字，または再後置字を持つ語の後に付く．短母音で終わる語の後には， Vo
が付く．綴り字の上では，母音字または後置字 To で終わる語の後に付く（例えば， =o
´nga「私」→ =Vo ´ngaa「私に」，\oMo ¯ama「母」→ \oMVo ¯amaa「母に」のように
なる．母音が長母音化する．母音が uの場合は， Zbo ¯su「誰」→ ZbVo ¯soo「誰に」の
ように ooとなるので注意を要する．声調は非降調である）．

《位置 /場所》

• V`oẀT`oI=oWoÀo<6q<ZoWbZoX<
´rilii ´nan la ˆnyituu ˆlää shaa.
「電車の中に傘を忘れた」

《方向》

• <UZo=d<ZoWoGHoVd<Zo<I=on
`yää ˆngoo la `thääroo ¯nan.
「右の方に行って下さい」

《目的》

• HoVcZoLdHoWo9Ko<?dVoWoÙIn
ˆtharee ˆphöö la ¯takoo la ´yin.
「今回チベットには観光のために来ました」

《時》

• ?boOVHoL>boJVoKcLZoLZbVo<>Vo<̀oÙIn
`chotsöö ¯cupaa ¯phepsoo ¯caaki ´yin.
「十時にお迎えに伺います」
• =T`o<\@cZo<?VoSVoLo<ZbMoJT`oOUZoJo<ZbMoWoÙIn
´ngää ¯kyekaa ´dawa ¯sumpää ¯tshepa ¯sum la ´yin.
「私の誕生日は３月３日です」
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《関連》

• TH`Vo<d=o<oOHoVHn
´dää ´khon ˆkhatsää ˆrää?
「これは値段はいくらですか」
• HcT`oGd<oWoZcMZo;DWoMcHn
´tii `thoo la ¯semträä ˆmää.
「それについては心配ありません」

《動作の対象》

• ;?cHoV=oWo8 qoU<o>̀<oUdHn
¯kyheran la ˆshuyaa ci ˆyöö.
「あなたに申し上げることがあります」
• OV=oJoHcZo=VoM<do<?dVoLF=o1=̂on
¯tshongpa tii ´ngaa ´gokoo ¯tan cun.
「商人は私を騙した」
• ;dZo=oOVT`o%oHcoWoL9KZoZd=on
`khöö ´ngantsöö ¯ta ti la `tää son.
「彼はうちの馬をじっと見た」

《感覚の対象》

• =oLdHoJT`o;oW<oWoH<ToLoUdHn
´nga ´phöpää `khalaa la ˆkaa ˆyöö.
「私はチベット料理が好きです」

《所有の主体》

• =VoHcLoM=oJdoUdHn
´ngaa ˆthep ´mangku ˆyöö.
「私は本をたくさん持っている」
• =VoMdoBoUdHn
´nga ´motra ˆyöö.
「私は車を持っています」

《取得者》

• TH`o=oVVo8FcHoJoVcHn
´di ´ngaraa `nyee-pa ˆree.
「これは私自身が見つけたものです」
• =VoV<oMo1=̂on ;dVoV<oZd=on
´ngaa ˆraa ´macun. ¯khoo ˆraa son.
「私には手に入らなかった．彼は手に入った」
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✞
✝

☎
✆IZo

「～から．～が．～で．～を」：主として動作の起点，時の起点，出身，選択，出所，媒
介，手段，行為主体などを表すのに用いられる．

《動作の起点》

• =o,@o<VoIZoLWoUbWoWoT2Fdo<̀oÙIn
´nga ´kyakaa nää ´phääyüü la ´droki ´yin.
「私はインドからネパールへ行きます」

《時の起点》

• MH=oH<d=oIZoM<doRcoHI<oIo<`Zn
ˆdangkon nää ´go ´shetraa ˆnakii.
「夕べから頭がとても痛い」

《出身》

• =o9ZoZoIZoÙIn
´nga ¯hlääsa nää ´yin.
「私はラサの出身です」

《選択》

• M̀oHco!=HoI=oIZo;doV=o<Sb<ZoJdoV`=oXdZoVcHn
´mi ˆthikyää ´nan nää ¯khoran ´suku ´ringshöö ˆree.
「その人たちの中で彼が一番背が高いです」

《出所》

• ;dZo;DdMoIZoXoAdZoZd=on
`khöö ¯trhom nää ¯sha ˆnyöö son.
「彼は市場で肉を買った」

《媒介》

• =Zo;doV=o<̀o!=oJoIZoTGcIoNo1>ZoJoÙIn
ˆngää ¯khoran ki ¯kangpa nää `then-tse ˆchää-pa ´yin.
「私は彼の足をちょっと引っ張ってやった」

《手段》

• <IMo2)T`oI=oIZo0>`IoJoÙIn
¯namtrüü ´nan nää `chin-pa ´yin.
「飛行機で行きました」
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《行為主体》

• =VoI=oIZo%oU<oJdo>̀<oAdZo1=̂on
´ngaa ´nan nää ¯ta ´yako ci ˆnyöö cun.
「私に家の人が良い馬を買ってくれた」✞

✝
☎
✆WZo

「～より．～しか（ない）」：比較を表すのに用いられる．また，否定表現をともなって，
「～しかない」という限定の意味を表すこともできる．

《比較》

• TH`oWZo9Z<oJoH<dZoU<oM`oT6 q<
´di lää ¯hla-ka ˆkoyaa ˆmintuu.
「これよりいいものは必要ない」

《限定》

• UVoTLDd<o<UboMOVT`oAoHco<oOHo?coIT̀n MGdo<=oWZoUd<oMoVcHn
ˆyamtroo ¯yumtsöö ´nya ti ˆkhatsää ¯chenää, ¯tho ´khan lää ˆyoo ˆmaree.
「ヤムドク湖の魚はどんなに大きくても親指と中指をいっぱいに広げたときの長さし
かない」✞

✝
☎
✆H=o

「～と」：主として動作の相手方を表すのに用いられる．

• =o"IoW<ZoH=oL:ToMdWo1=̂on
´nga ´kän-laa tan ¯kamöö ´chun.
「私は先生とお話しした」

4.2 接続助詞
　節と節を関係づける機能を持つ助詞としては， 1>Zo， IZo， Io， IT`o， Hco， HcoWT`o，
N=oがある．✞
✝

☎
✆Vpf + 1>Zo

「～して．～してから．～したままで」： 1>Zoは先行する文の動詞完了形に接続して，動
作・状態の「順次成立」あるいは「継続」を表す．
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• WZo:o1>cHoM;IoHcZoMd<oMd<o;?cVoUd=o1>Zn <Ĥd<oNUT`o<A=oWoLR<oJoVcHn
´lääka ´chengän tii ˆmoomoo ¯kyhee ˆyon cää, ´troktsee ˆkan la ˆshaa-pa ˆree.
「従業員は饅頭を持ってきて，テーブルの上に置いた」
• =T`o,!oHco;?cHoV=oOVZo<=o1=̂oM=o1=̂o<FdVoIoT2F`<o<̀oMoVcHn =ZoL9KZo1>ZoL<MHo<̀oÙIn
´ngää ´kyu ti ¯kyheran-tsöö ´khangcun ´mangcun ¯torna ´driki ˆmaree. ˆngää
`tää cää ´tääki ´yin.
「私の財産をお前たちが好き放題散財してはまずい．私は監視しているつもりだ」✞

✝
☎
✆Vpf + IZo

「～して．～してから．～したままで」： IZoも 1>Zoと同様，先行する文の動詞完了形に
接続して，動作・状態の「順次成立」あるいは「継続」を表す． 1>Zoよりも使用頻度がや
や低い．

• U=o;dZoLd=oLboLRdIoIZo2qVoUdHoZVo0>`IoJoVcHn
´yan `khöö ´phungku ´shön ni ´khuu ´yöösaa `chin-pa ˆree.
「また，彼はロバに乗って，テントのあるところに行った」✞

✝
☎
✆Vpf - Io

「～であるなら．～するなら．～したら」： Ioは，先行する条件節の末尾の本動詞ないし
述語動詞に接続して，「仮定条件の順接」を表す．
ただし，先行する節の末尾が VcHo ， Ud<oVcHo である場合は， VcHo を ÙIo に， Ud<oVcHo

を UdHoに替えてから接続する．また，先行する節の末尾が「動詞完了形 - JoÙIo」ないし
「動詞完了形 - JoVcHo」である場合は，JoÙIoや JoVcHoを省略して，動詞完了形に直接接続
することができる．

• ;?cHoV=o2V`=o;VoGHoJoÙIoIn ;d=oM@WoJoUdHn
¯kyheran ¯lingkaa `thää-pa ´yinna, ¯khon ´jää-pa ˆyöö.
「ピクニックに行けば，あの方にお目にかかれるでしょう」
• "IoW<ZoGHoIoJ"oZco=ZoAdoVd<Zo8 qZo?d<
´kän-laa ¯thääna ¯paase ˆngää ˆnyoroo ˆshüü choo.
「先生がいらっしゃるなら，チケットは私が手配いたしましょう」✞

✝
☎
✆Vpf - IT`o

「～であるけれども．～しても」： IT`oは，先行する条件節の末尾の本動詞ないし述語動
詞に接続して，「仮定条件の逆接」を表す．
ただし，先行する節の末尾が VcHo ， Ud<oVcHo である場合は， VcHo を ÙIo に， Ud<oVcHo

を UdHoに替えてから接続する．また，先行する節の末尾が「動詞完了形 - JoÙIo」ないし
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「動詞完了形 - JoVcHo」である場合は，JoÙIoや JoVcHoを省略して，動詞完了形に直接接続
することができる．

• <Io,@o<oVco<R<oH<dZoUdHoIT`o<R<o<̀oÙIn
´khänkya ´khare ˆshaa-ko ´yöönää ´shaaki ´yin.
「どんな証文でも書きます（どんな証文を書く必要があっても書きます）」✞

✝
☎
✆Vpf + Hco

「～であるけれど．～であるが．～したけれども」： Hcoは，先行する条件節の末尾の本動
詞ないし述語動詞に接続して，「確定条件の逆接」を表す．

• LdHoWoH2qIo;o2F=oMdoUdHoHcn T;?<Zo:Lc=ZoGcLZoU<oHcoTHIZoUd<oMoVcHn
ˆphöö la ´kunka ´trhangmo ˆyöö ti, `kyhakran `theeyaa ˆthinträä ˆyoo ˆmaree.
「チベットは冬は寒いけれど，凍りつくようなことはありません」
• ;?cHoV=oOVZo=oMcHoJoLSdoU<o<`oHdIoH<oWo>̀<o1>cHo<̀oUd<oVcHoHcn V=o<o<T`o1>cHoGbLo<̀oUd<oMo
VcHn
¯kyheran-tsöö ´nga ˆmää-pa ˆsoyaa ki ˆthöntaa la `cik ´cheki ˆyoo ˆree ti, ´ran
´kha ´khää ´che ¯thuuki ˆyoo ˆmaree.
「お前たちは私を亡き者にするために何か仕組んでいるが，何もできやしない」✞

✝
☎
✆Vpf + HcoWT`o

「～であるけれど．～であるが．～したけれども」： HcoWT`oは， Hcoと同様，先行する条件
節の末尾の本動詞ないし述語動詞に接続して，などの「確定条件の逆接」を表す．

• <RIoWoT2FdoHoT2Fdo<̀oUd<oVcHoHcoWT`n M=o?coLoXVo,@<oWd<oT2Fdo<̀oUd<oVcHn
´shän la ´drota ´droki ˆyoo ˆree ti lää, ˆmang `chää `sharkyaa ˆloo ´droki ˆyoo
ˆree.
「よそに行くには行くけれど，大部分はまっすぐ帰ります」✞

✝
☎
✆Vpf + N=o

「～であるから．～をしたので」： N=oは，先行する理由・原因を表す節の末尾の本動詞
ないし述語動詞に接続して，「理由」「原因」を表す．
ただし，先行する節の末尾が VcHo ， Ud<oVcHo である場合は， VcHo を ÙIo に， Ud<oVcHo

を UdHoに替えてから接続する．また，先行する節の末尾が「動詞完了形 - JoÙIo」ないし
「動詞完了形 - JoVcHo」である場合は，JoÙIoや JoVcHoを省略して，動詞完了形に直接接続
することができる．
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• ;doV=oM̀o!=d=oJdoRcoJdo>̀<oUdHoN=on ;doV=oWoMoH<ToLo1>cHoM;IoM`oM=oJdoUd<oVcHn
¯khoran ´mi ´kyhongko ´shipu ci ˆyöö-tsan, ¯khoran la ˆmakaa ´chengän ´mi
´mangku ˆyoo ˆree.
「彼は大変なやり手だったので，彼を嫌う人がたくさんいた」
• ;doV=o<̀Zo<MY<oV`=o=IoOHo1>ZoN=on M̀oUd=oH2 qoUd=o1=̂oJoVcHn
¯khoran kää ´tukrin ˆngäntsää ˆchää-tsan, ´miyon ´kuyon ´chun-pa ˆree.
「彼はありったけの悪いことをしたので，とんでもないことになった」

4.3 終助詞
　文末の述語動詞に「疑問」「確認」「主張」などの意味を付加するのによく用いられる終
助詞を下記に挙げる．述語動詞によってそれぞれ三種の異なる形態を持つ．イントネー
ションも下がる（ ↘）ものと上がるもの（ ↗）がある．

A：ÙIo，VcHo，UdHo，Ud<oVcHo B：T6 q<o C：1=̂o，Zd=o，Ud=o

A B C

　 　 　疑問：～か？ JZo　-pää <Zo　-kää =Zo　-ngää ↘

確認：～でしょ？ Jo 　-pa <o -ka =o 　-nga ↘
（当然）～じゃないの
確認：～よね？ J"o 　-paa 2 #o 　-kaa ="o 　-ngaa ↗

確認：～よね？ H=o　-tan <=o　-kan ==o　-ngan ↗

主張：～よ H<o　-taa <<o　-kaa =<o　-ngaa ↘

これらの終助詞が各述語動詞とともに用いられた際の意味や発音については巻末にま
とめて掲載したので，詳細については付録 Iを参照していただきたい．
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:<o 73 1Vd<o

z:k
:<o ☞　L:<o (p. 75)

:Io ¯kän v. vol.
npf. pf. imp.

:Io :Io
¯kän ¯kän

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

⇒ Chi. ᓵ gǎn

(生地を) のす． 2Fd oR`Lo～ ˆtrhushii ¯kän 小麦粉の
生地をのす．Gb<oJo～ ¯thukpa ¯kän うどんをのす．
LdHoGb<o～ ˆphöötuu ¯kän チベットうどんの生地を
のす．

:Lo ☞　L:Lo (p. 77)

:Vo ☞　L:Vo (p. 77)

:Wo ☞　L:Wo 1 (p. 77)

1 q<o ☞　L1q<o (p. 78)

:cVo 1 * ¯kyee, ¯kyer v. vol.
npf. pf. imp.

:cVo :cVo :cVo
¯kyee, ¯kyer ¯kyee, ¯kyer ¯kyee, ¯kyer

pres. fut. pt. imp.

[ :cVo :cVo :cVo – ]

(～を) 立てる，真っ直ぐにする． MGcoLd=o～ ¯thepo

¯kyee親指を立てる｛頼みごと，謝罪をするときに両
手または片手の親指を｝．

:cVo 2 * ¯kyee, ¯kyer v. non-vol.
npf. pf. imp.

:cVo :cVo –
¯kyee, ¯kyer ¯kyee, ¯kyer –

pres. fut. pt. imp.

[ :cVo :cVo :cVo – ]

(～が)跳ね上がる． Ao<o～ ´nyaka ¯kyer 小さい天
秤が跳ね上がる．

:d<o ☞　L:<o (p. 75)，L:d<o (p. 78)

:dHo ☞　L:dHo (p. 79)

;=<o ☞　L;=<o 1 (p. 79)

;=d<o 1 `kyoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

;=d<o ;=d<o –
`kyoo `kyoo –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が) 曲がる． ;o～ ¯kha `kyoo 曲がる｛針金
などについて｝．思いがけない方向にそれる｛真っ
直ぐ歩いているつもりが｝．O<ZoOT<Zo～ `tshaktsii

`kyoo関節が曲がる．*MoX̀=o～ ´tsamshin `kyooろ
ばやらばの尻がいの棒が曲がる．
2．(テントなどが)傾ぐ． :o, !<o～ `karkyuu `kyoo

テントの支柱が傾ぐ．
3．びっこをひく． !=oJo～ ¯kangpa `kyooびっこ
をひく．

;=d<o 2 ☞　L;=<o 1 (p. 79)

1FMo ☞　L1FMo (p. 80)

1 )Zo ☞　T< (o (p. 105)

1Fd<o `troo v. non-vol.
npf. pf. imp.

1Fd<o 1Fd<o –
`troo `troo –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

気取る．格好つける．目立ちたがる．ひけらかす．

1Fd=Zo ☞　L1Fd=Zo (p. 80)

1FdMo ☞　L1FMo (p. 80)

1FdWo ☞　L1FdWo (p. 80)

1Vd<o 1 `loo v. vol.

npf. pf. imp.

1Vd<o 1Vd<o 1Vd<Zo
`loo `loo `loo

pres. fut. pt. imp.

[ 1Vd<o L1V<o L1V<Zo 1Vd<Zo ]

:



1Vd<o 74 H1 )<o

1．(～を) 読む． <Ĥ`<ZoÙ<o～ ˆtrik’yii `loo 規約書
を読む．<^+=oHcLo～ ˆtrumtee `loo 昔話の本を読む．
ÀIoHcLo～ ˆnyintep `loo 日誌を読む．O<ZoJVo～
¯tshakpaa `loo 新聞を読む．R`LoKDo～ ´shiptra `loo

詳細に読む．Ùo<co～ ´yiki `loo手紙を読む．ZVdLoHcLo
～ `loptep `loo教科書を読む．
2．(～を)読み上げる，読誦する｛声に出して読む行
為｝． L<Ĥ<Zo<FMo～ ´traktam `loo宣言文を読み上
げる．?dZo～ `chöö `loo 経典を読誦する．HJco?o～
¯peca `loo 経典を読誦する．M̀=oGdo～ ´mingto `loo

名簿を読み上げる．)TZoTLDZo～ `tsinträä `loo 占い
の結果を読み上げる．

1Vd<o 2 * `hloo v. non-vol.

npf. pf. imp.

1Vd<o 1Vd<o –
`hloo `hloo –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)読める． Ùo<co～ ´yiki `hloo文字が読める．

1Vd<Zo ☞　1Vd<o 1 (p. 73)

H:Vo ¯kaa v. non-vol.
npf. pf. imp.

H:Vo H:Vo –
¯kaa ¯kaa –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)白い．

H1F`o ¯tri, `trii v. vol.
npf. pf. imp.

H1F`o H1F`Zo H1F`Zo
¯tri, `trii `trii `trii

pres. fut. pt. imp.

[ H1F`o H1F`o H1F`Zo H1F`Zo ]

1．(～を～に Wo ) 巻く，巻きつける． :MoJ"oẀo～
¯kampaa-li ¯tri毛布を巻きつける．<?coH1F`Zo～ `ketrii
¯tri マフラーを巻く．<?c oWo～ ¯ke la ¯tri 首に巻きつ
ける．<?cHoH1F`Zo～ `ketrii ¯tri 腰布を巻く．<?cHoJVo
～ ¯kepaa ¯tri腰に巻く．腰に巻きつける．<\Ho<?dVo～
¯trakoo ¯tri お下げ髪を頭に巻きつける．M<doWo～

´go la ¯tri 頭に巻きつける．[oVZo～ `marää ¯tri包
帯を巻く．
2．(前掛けなど身体に巻き付けるものを) 身につけ
る． J=o;cLZo～ `pangkep ¯tri 前掛けを掛ける．
J=oVZo～ `pangrää ¯tri前掛けを掛ける．
3．(責任を) 負わせる． ;<o～ `khaa ¯tri 過失責任
を負わせる．責任を転嫁する．T<Io～ ´gän ¯tri 責
任を与える．責任を持たせる．T<Io;bVo～ ´gänkuu

¯tri責任を与える．
4．(税金などを) かける，課する．(罰，賠償金など
を) 科する． T!==Zo?Ho～ ˆgyangcää ¯tri 遅延に対
して罰を科する．<Kd=o～ ¯tong ¯tri殺人罪に対し賠償
金を科する．GdLo?o～ ¯thopca ¯tri 分担金を課する．
Sd<o;DWo～ ´sokträä ¯tri 物品税をかける．関税をか
ける．
5．(濡れ衣を) 着せる． ;oTK=Zo～ `khanpan ¯tri

人のせいにする．AcZo;<o～ ˆnyeekaa ¯tri 濡れ衣を
着せる．UoWo～ ´yala ¯tri濡れ衣を着せる．
6．(～へ W o 一撃を) くらわす． & d< o ,@< o～
ˆtongkyaa ¯tri 蹴飛ばす．R dV oWo～ ¯por la ¯tri 口
許をひっぱたく．SLo)Vo<A=oWo～ ´saptsaa ˆkan la

¯tri ほっぺたを叩く．SLo)VoWo～ ´saptsaa la ¯tri

ほっぺたを叩く．

H1F`Zo ☞　H1F`o (p. 74)

H1 )<o `truu v. vol.

npf. pf. imp.

H1)<o H1)<Zo H1)<Zo
`truu `truu `truu

pres. fut. pt. imp.

[ H1)<o H1)<o H1)<Zo H1)<Zo ]

1．(～を) 掻き回す，撹拌する，振る． ,@IoXd<o～
ˆkyänshoo `truu 宝くじを入れた容器を抽選のため
に振る．@o～ ´cha `truu 茶を掻き回す．Gb<o<\@oLo～
¯thukkyaa `truu (粥などを) しゃもじで掻き回す．
(人間関係を)引っ掻き回す．Gb<oJo～ ¯thukpa `truu

トゥクパを掻き回す．<Q<o～ ˆpaa `truu麻雀牌を掻
き回す．RdoMHd=o～ ´shonton `truu 撹拌器でヨーグ
ルトを撹拌する．UdZo～ ˆyöö `truu穀物を煎るため
に火にかけて掻き回す．ZVo=o～ ¯langa `truuフライ
パンを掻き回す．

:
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2．(～を)揺する，引く． ,@o9C=o～ ´kyacan `truu ➀

しだれ柳の木を揺する．➁ちょっかいを出す．<KVo
<Md=o～ ¯taaton `truuくるみの木を揺する．R dVoFd<o～
`portoo `truu掛け金を手前に引く．
3．(順序，規律などを) 乱す，混乱させる．(本の頁
の順番などを)乱す． <doV`Mo～ ˆkhurim `truu 順序
を乱す．秩序を乱す．?dZo;D`MZo～ `chöötrim `truu

寺院内の規律を乱す．HJco?o～ ¯peca `truu経典の頁
を乱す．1>oV`Mo～ ˆcharim `truu 行程を乱す．<kHc=Zo
～ ˆpan `truu列を乱す．<8 q=o～ ´shun `truu経典な
どの書籍の頁の順番を乱す．UbWo<Mc o～ ´yüüte `truu

村落を混乱させる．
4．(真偽を) ないまぜにする． LHcIoQWIo～ ´tintsün

`truu (裁判官が) 真実のことと偽りのことをないま
ぜにする．
5．(心を) 乱す，掻き乱す． H<d=ZoJo～ ´kongpa

`truu 怒らせる．<F`=oOTWo～ ¯nyingtsii `truu いやが
らせをする．<F`=ow]=o～ ¯nyinglun `truu心を苦しめ
る．Gb<Zo<X̀Zo～ `thuushii `truu 怒らせる．ZcMZo
～ `sem `truu心を乱す．
6．(～を)ろくろで削る． :oMoVbo～ ¯kama-ru `truu

大理石を削る｛ろくろ鉋を使って｝．X̀= o KdV o～
¯shingpoo `truu木の椀を作る｛ろくろ鉋を使って｝．
7．訓練する．教育する． 1VHoJo～ ¯läpa `truu➀頭
を使う．➁洗脳する．訓練する．教育する．

H1 )<Zo ☞　H1)<o (p. 74)

H1Fd<o `troo v. vol.
npf. pf. imp.

H1Fd<o H1Fd<Zo H1Fd<Zo
`troo `troo `troo

pres. fut. pt. imp.

[ H1Fd<o H1Fd<o H1Fd<Zo H1Fd<Zo ]

1．(～を) 掻き回す，撹拌する，振る． MHd=oMd o～
´dongmo `troo (ヨーグルトやミルクを)ドンモで撹
拌する．R<o～ ˆshaa `trooバター茶の表面に浮いた
バターを撹拌する｛バターや茶などに混ざった不純
物を取り除くため｝．Rdo～ ´sho `troo ヨーグルトを
撹拌する．TdoMo～ ´oma `trooミルクを撹拌する｛バ
ターを作るために｝．

2．(動物などを) 驚かす，びっくりさせる． +@=o～
¯kyan `trooチベットノロバを驚かす．%o～ ¯ta `troo
馬を驚かす．1>`Tbo～ ´chiu `troo小鳥を驚かす．ZcMZo
>Io～ ¯semcän `troo動物を驚かす．
3．(～を) 妨げる，乱す． <ÀHo～ `nyii `troo 驚か
せて眠りを妨げる．揺り起こす．MOMZo～ `tsham

`troo 結界の行を乱す．WZo:o～ ´lääka `troo 仕事
を妨げる．ZVdLo<k@d=o～ `lopcon `troo 勉強を妨げる．
<?YoM;?cI o<ÀHoH1Fd<Z oM o<I=o\< ¯ku-ki `nyii `troo
¯manan aa.「お願いだから起こさないでね」
4．(打楽器を)鳴らす． #o～ ¯nga `troo太鼓をこき
ざみに打つ．<QY<o?Wo～ ´pukcän `troo シンバルを
鳴らす．<UcVo;o～ ¯eka `troo 鈴を振る．Z̀Wo<FIo～
¯siinyän `trooにょうばちを鳴らす．
5．(財布を) 振る．金を使う． <Qo ;b< o～ ˆpakuu

`troo 金を使う｛見せびらかすように｝．札びらを
切る．

H1Fd<Zo ☞　H1Fd<o (p. 75)

H1FdWo ¯tröö v. vol.
npf. pf. imp.

H1FdWo H1FdWo H1FdWo
¯tröö ¯tröö ¯tröö

pres. fut. pt. imp.

[ H1FdWo H1FdWo H1FdWo H1FdWo ]

1．(楽器を振って) 演奏する． DoMoVbo～ ´tama-ru

¯tröö ダマルを鳴らす．HI`W oLb o～ ´trhiipu ¯tröö 鐘
を鳴らす．<QY<o?Wo～ ´pukcän ¯tröö シンバルを鳴
らす．<UcVo;o～ ¯eka ¯tröö 鈴を鳴らす．VdWoMd o～
´röömo ¯tröö 楽器を演奏する．Z̀Wo<FIo～ ¯siinyän

¯trööにょうばちを鳴らす．
2．彫り物をする． LoZdo～ ´phääso ¯tröö 象牙に彫
り物をする．

L:<o `kaa v. vol.
npf. pf. imp.

L:<o L:<o :<o, :d<o
`kaa `kaa `kaa, `koo

pres. fut. pt. imp.

[ T<d<o H<<o L:<o ;d<o ]

1．(車などを) 止める．(ブレーキを) かける． !=o

:
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<AoV`o～ ¯kan-kari `kaa自転車を止める．%o;o～ ¯taka
`kaa馬を止める．<Q<o<Q<o～ ˆpakpaa `kaaバイクを
止める．<QcoVc<o～ ˆperek `kaaブレーキをかける．Mdo
Bo～ ´motra `kaa車を止める．V`oẀo～ ´rili `kaa汽車
を止める．
2．(流れを)止める，せき止める． :oWo～ ¯kala `kaa
水道の水を止める．蛇口を止める．!oT<do～ ¯kanko

`kaa取水口の水を止める．?bo～ ¯chu `kaa水を止め
る．水をせき止める．?bo*T=o～ ¯chuntsin `kaa 貯水
池の水門を閉じる．wV=ZoJo～ ¯langpa `kaa 蒸気の
出を止める．
3．(～を) 防ぐ，食い止める． ?b oWd< o～ `chuloo

`kaa 洪水を防ぐ．<IdHoTOUo～ ¯nöötse `kaa 害を食
い止める．TO=o<o～ ¯tshangka `kaa 混雑を解消す
る．LRToOIo～ ´shatsän `kaa湿気を防ぐ．ZcVoLo～
¯sera `kaa呪術によって雹を止める．
4．(～を) 塞ぐ，閉じる，封じる． ;DdI o J o～
¯trhompa `kaa井戸を封じる．<No;b<o～ `nakuu `kaa
鼻をつまむ．LD<oKb<o～ ˆtrhaapuu `kaa岩穴を塞ぐ．
TLb oO=o～ ´butsan `kaa 虫の巣を塞ぐ．w]=oT2Fd o～
¯lungtro `kaa 空気孔を塞ぐ．w]=o<Z=o～ ¯lungsan

`kaa 熱い溶かしバターに浸した綿を体のつぼにつ
ける．WLoHd=o～ ´lapton `kaa 大根の室を閉じる．
< (LZo～ `sup `kaa ひびを塞ぐ．\o9Cd< o～ `amcoo

`kaa耳を塞ぐ．
5．(～を)密封する． ;o～ ¯kha `kaa 密封する．封
じる．醸造する．?=o;o～ ¯chan ¯kha `kaaチャンを
密封する．チャンを醸造する．
6．(～を)遮る，遮断する，封鎖する，不通にする．
;oJVo～ ¯khapaa `kaa 電話を不通にする．T2F`M o
T2)Wo～ ´drimtrüü `kaa交通を遮断する．MH=Zo～
ˆdan `kaa光を遮る．HM<oM̀o～ ¯maami `kaa兵隊の
行進を遮る．Sd<o～ ˆsoo `kaa 商品の流通を止める．
W<oVbo～ ´laru `kaa邪魔になる．障害になる．WMo:o
～ ˆlangkaa `kaa道を遮る．道路を封鎖する．9Z<Zo
Jo～ ¯hlakpa `kaa風を遮る．
7．避妊手術をする． <\@co<Ado～ ¯kyeko `kaa 避妊手術
をする．避妊する．
8．(～を)取り押さえる，押さえる． ;?`o～ ¯khi `kaa

犬が襲いかからないように押さえる．<Ad o;?` o～ ´kuki

`kaa 番犬を取り押さえる｛人に噛みつかないよう

に｝．Wb<o～ ˆluu `kaa 羊が勝手に歩き回らないよう
にする．
9．(～を) 妨げる． WZo:o～ ´lääka `kaa 仕事を妨
げる．
10．(～を) 拘留する，待たせる． MOI o <= o～
¯tshänkan `kaa一晩中拘留する．一晩中待たせる．
11．(～を)撤回させる． H<d=Zo8qo～ ´kongshu `kaa
休暇願いを差し止める．
12．(～を)書き留める，記録する． ?HoGdo～ ¯chääto
`kaa欠勤の記録をつける．GcMoGdo～ ¯themto `kaa居
住者を登録する．<MdMoTLdVo～ ´tompor `kaa 総額を
書き留める．T1>dVoGdo～ ´jooto `kaa 受け取り証を書
く．SVoOUZo～ ˆdatsee `kaa ➀月日を限る．➁月日を
書き留める．Xd<o2F=Zo～ `shoktran `kaa頁数を書き
留める．
13．(期限，時間などを)決める． ?boOVHo～ `chotsöö
`kaa時間を決める．OUZo2F=Zo～ `tshetran `kaa期日
を決める．期限を切る．SVoOUZo～ ˆdatsee `kaa ➀月
日を限る．➁月日を書き留める．

L:=o `kan v. vol.
npf. pf. imp.

L:=o L:=o L:=o
`kan `kan `kan

pres. fut. pt. imp.

[ T<c=Zo H<=o L:=o ;d=o ]

1．(～を)満たす，一杯にする． M?dHoMco～ ¯chööme
`kan 灯明皿を溶かしバターで満たす．I=o*Zo～
ˆnangtsää `kan 中味を一杯に詰める．KbH oHM o～
¯phüütam `kan 供物を入れる瓶に酒やお茶を満た
す．KbHoKdVo～ ¯phüüpoo `kan椀に供物を満たす．
2．(弓を)引く． <8 qo～ ´shu `kan弓を引く．

L:Io ¯kän v. vol.
npf. pf. imp.

L:Io L:Io L:Io
¯kän ¯kän ¯kän

pres. fut. pt. imp.

[ L:Io L:Io L:Io L:Io ]

1．(～を)押っ立てる，立てる，上に向ける，持ち上
げる，勃起させる．

:
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2．(～を) 押し付ける． !=oJo)T<oJVo～ ¯kangpa

¯tsikpaa ¯kän足を壁に押しつける｛足の裏を｝．

L:Lo `kap v. vol.
npf. pf. imp.

L:Lo L:Lo :Lo
`kap `kap `kap

pres. fut. pt. imp.

[ T<cLZo H<Lo L:Lo ;dLo ]

1．(～を) 覆う．(～で) 覆う． ;cLZo～ `khep `kap

覆いをする．<NdHo?Zo～ `nööcää `kap 容器を覆う．
HJDWoW<o～ `päälaa `kap 額に手をかざす｛光など
を遮るために｝．M̀<o～ `mii `kap目を覆う．<Rd<Zo
0>cHo～ ˆshoocee `kap 半身を覆う．VZo～ ˆrää `kap

布で覆う．W<oJo～ ´lakpa `kap 手で覆う．手で隠
す．Zo;b=o～ ¯sakun `kap地中の穴を覆う．
2．(～を) 隠す． <\@dI o～ ¯kyön `kap 欠点を隠す．
IdVoT< (Wo～ ´nontrüü `kap間違いを隠す．V=o<\@dIo～
´rangkyön `kap自分の欠点を隠す．
3．(鍋などを火に) かける．(鍋などをかまどに) 載
せる． H;=`WoGLo～ `kiitap `kap かまどの中央の穴
に鍋をかける．H;=`WoS=Zo～ `kiisan `kap 銅鍋を火
にかける．;DdoS=Zo～ `trhosan `kap銅鍋を火にかけ
る．GLoSbVo～ ¯thapsuu `kap焚き口から最も遠いか
まどの穴に鍋をかける．

L:Vo ¯kar v. vol.
npf. pf. imp.

L:Vo L:Vo :Vo
¯kar ¯kar ¯kar

pres. fut. pt. imp.

[ H<Vo H<Vo L:Vo ;dVo ]

1．隔てる．分ける． HM̀<ZoZbo～IZo `mik-su ¯kar
nää取り立てて．特に．
2．(～を～まで Wo ) 追い詰める．(急所を Wo ) 突
く． <IHoWo～ `nää la ¯kar急所を突く．)T<o;b<oWo
～ `tsikuu la ¯kar囲いの隅に追い詰める．
3．(弓に矢を)つがえる． <8 qo～ ´shu ¯kar弓をつが
える．

L:Wo 1 ¯kää v. vol.

npf. pf. imp.

L:Wo L:Wo :Wo
¯kää ¯kää ¯kää

pres. fut. pt. imp.

[ T<cWo H<Wo L:Wo ;dWo ]

1．(～を～に)載せる，担ぐ． ;Wo～ ¯khää ¯kää荷
駄を載せる．A<o& do～ ´nyakto ¯kää天秤の重りを載
せる．HdoJd o～ ´thopo ¯kää 荷物を載せる．KD<oX̀=o
～ ¯trhakshin ¯kää天秤棒を担ぐ．LWoHdo～ ´phääto

¯kää 羊毛の荷駄を載せる｛駄獣の背に｝．TLDd=oVzo～
´drongra ¯kää 野生のヤクの角を戸口の上に載せる
｛魔除けのため｝．MVo9K=o～ ˆmartan ¯kää人が肩に
担げる程度の大きさのバターを駄獣の背に載せる．
2．(～を～に Wo ) 掛ける，吊る，吊り下げる，掲げ
る． :oHVo～ ¯kataa ¯kää柱飾りのカターを掛ける．
<\@d<Zo～ `kyoo ¯kääおたま杓子を掛ける．,@WoHVo～
´kyäätaa ¯kää国旗を掲げる．,@WoMOIo～ ´kyäntsän
¯kää 幢を吊り下げる｛寺院内の梁から｝．<Ad o1>=o～
´kocan ¯kää表札を掛ける．G=o<o～ ¯thangka ¯kää

タンカを掛ける．)T<o9McLZoWo～ `tsingtep la ¯kää

壁面に掛ける．Wb<oM<do～ ´longko ¯kää 羊の頭を掲
げる．
3．(税を)課する．(課税)する． ;DWo～ ¯trhää ¯kää

課税する．?=o;DWo～ ¯changträä ¯kää酒税を課する．
4．(罰などを) 科する．(処罰) する．(罰金などを)
科する． T!==Zo?Ho～ ˆgyangcää ¯kää 遅延に対し
て罰を科する．AcZo?Ho～ ˆnyecää ¯kää罰を科する．
<Kd=o～ ¯tong ¯kää殺人罪に対し賠償金を科する．
5．(責任，損害などを)負わせる． ;<o～ `khaa ¯kää
過失責任を負わせる．AcZo;<o～ ˆnyeekaa ¯kää濡れ
衣を着せる．<Kd=o!=d=o～ ¯tongkyon ¯kää丸損させる．
6．(信頼を) 置く． Gb<ZoLVd o～ ¯thuulo ¯kää 信頼
する．Gb<ZoLVdZo～ `thuulöö ¯kää 信頼する．LVdZo～
`löö ¯kää信頼する．信用する．

L:Wo 2 ☞　T;Wo (p. 95)

L1 qo ¯ku v. vol.
npf. pf. imp.

L1qo L1qZo L1qZo
¯ku `küü `küü

:



L1 q<o 78 L:d<o

pres. fut. pt. imp.

[ L1qo L1qo L1qZo L1qZo ]

(薬などを)煮る，煮出す．

L1 q<o `kuu, ˆguu v. vol.
npf. pf. imp.

L1q<o, T2q<Zo L1q<o 1q<o
`kuu, ˆguu `kuu `kuu

pres. fut. pt. imp.

[ T2q<Zo H2q<o L1q<o ;b<o ]

1．(～を) 曲げる，たわめる． <l!<oMo～ ¯nyungma

`kuu竹を曲げる．MPb<o2qo～ ´dzuku `kuu指を曲げ
る．Ro<?YHo～ ˆshaküü `kuu鉛の針金を曲げる．<8 qo
～ ´shu `kuu 弓を曲げる．弓を作るために材料を
曲げる．UWo<o～ ´yänka `kuu 枝を曲げる．X̀=o～
¯shing `kuu木を曲げる．
2．(～を)無理やり改造する，無理やり改宗させる．
9C<Zo～ `caa `kuu ➀鉄を曲げる．➁［稀］強情な
人間の考え方を無理やり変えさせる．I=oJo;o?coWo～
´nangpa ¯khace la `kuu仏教徒をイスラム教徒に無
理やり改宗させる．M̀o～ ´mi `kuu［稀］人の考え方
を無理やり変えさせる．LZMoLVd o～ ¯samlo `kuu 考
えを無理やり変えさせる．
3．(本来ある性質を) 引き出す，元に戻す． ;o～
¯kha `kuu➀衣服の端を折り込む．➁持ち味を引き
出す．HIdHo～ ˆtrhöö `kuu温める｛冷えた体などを温
めること｝．ZcMZo～ `sem `kuu ➀気を引く．➁正
気に戻らせる．元の良い性質に引き戻す．
4．(～を) 呼ぶ，招く． LVo～ ¯la `kuu 魂を呼ぶ．
<U=o～ ¯yan `kuu幸運を招く．
5．(人の気を) 引く． LboMdo～ ´phomo `kuu 女の気
を引く．ZcMZo～ `sem `kuu ➀気を引く．➁正気に
戻らせる．元の良い性質に引き戻す．

L1 qZo ☞　L1qo (p. 77)

L:d<o `koo v. vol.
npf. pf. imp.

L:d<o L:d<o :d<o
`koo `koo `koo

pres. fut. pt. imp.

[ T<d<o H<d<o L:d<o ;d<o ]

1．(植物などを) 抜く，引き抜く． 2q= oW oKb< o～
´khun ˆlapuu `koo 人参を引き抜く｛畑から｝．3[=o
Mo～ ´nyungma `koo かぶを引き抜く．JHo;=o～
`pääkan `koo菜種を引き抜く．R dTdoOWo～ ¯pootsää

`koo ほうれん草を引き抜く．0<̂Zo){o～ ¯chuktsa

`koo 牧草を引き抜く．<RIo){o～ ¯mäntsa `koo 薬草
を引き抜く．WoKb<o～ ˆlapuu `koo大根を引き抜く．
2．(～を)掘る，掘り出す． 2FdoMo～ ´trhoma `kooト
マを掘る．LoHMo～ ´patam `koo落花生を掘る．Rd<o
;d<o～ ˆshookoo `koo じゃがいもを掘る．X̀=o)o～
¯shingtsa `koo木の根を掘る．Zo～ ¯sa `koo地面を
掘る．
3．(野菜，果物，木の実，キノコなどを)採る，摘む，
もぐ． 1qo9qo～ ¯kushu `kooりんごをもぐ．1)oMo1)o～
¯trumaa-tru `kooトマトをもぐ．H:VoXo～ ¯kasha

`koo白いキノコを採る．;MoLbo～ ¯khampu `koo桃
をもぐ．桃を採る．<=oLbo～ ˆkhampuu `kooさやえ
んどうを摘み取る．?bVo?bVo～ ¯chucuu `kooルバー
ブを採る．TLDZoLbo～ ´drääpu `koo果実をもぐ．
4．(花や芽などを)摘む． ;bVoM=o～ `khumaa `koo

たんぽぽを摘む．6 q<o){o～ ´thuktsa `koo 毒草を摘
む．SxoJdo～ ´sapo `kooイラクサの新芽を摘む．
5．(毛，羽，歯，釘，楔などを) 抜く，引き抜く．
<\HoH:Vo～ ¯trakaa `koo 白髪を抜く．9C<Zo<ScVo～
¯caksee `koo 釘を抜く．RYo～ ¯pu `koo 毛を抜く．
KbVoJo～ ¯phuupa `koo杭を抜く．M̀<oRYo～ ¯mikpu

`koo眉毛を抜く．Zdo～ ¯so `koo歯を抜く．
6．(身体の一部などを) 摘出する，取り去る，中絶
する． 3}o:L`Wo～ ´nyaprii `koo (犬が) ふくらはぎを
食いちぎる．Jbo2q o～ ¯puku `koo 胎児を中絶する．
Lb o<NdH o～ ˆphunöö `koo 子宮を摘出する．TLDd= oVzo
～ ´drongra `koo野生のヤクの角をもぎ取る．9QoLo
～ ´paa `koo瘤を取る．Xo～ ¯sha `koo肉をえぐり
取る．Xo<\HIo～ ¯shaträn `koo 腫瘍を取る．XoVdo～
¯sharo `kooかさぶたを取る．
7．(～を) はがす，取り出す，外す． :d o UdW o～
¯koyöö `koo絆創膏をはがす．I<o)To～ ´naktsi `koo
黒色の塗料をはがす．J<ZoOTWo～ ¯paktsii `koo 皮
についた脂肪を取る．JHoJo～ ¯pääpa `koo 蛭を取
る｛足などに吸いついたものを｝．<k@VoÙ<o～ ˆcayii

:
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`koo 貼り紙をはぎ取る．UboLo～ ´yoo `koo 柄を外
す．w]=o<Ĥdo～ ¯lungtro `koo扇風機の羽を外す．

L:dHo `köö v. vol.
npf. pf. imp.

L:dHo L:dHo :dHo
`köö `köö `köö

pres. fut. pt. imp.

[ T<dHo H<dHo L:dHo ;dHo ]

1．(～を～で) 書く，著す，記す． 1qV o%<Z o～
`kurtaa `köö ばつ印を書く．H:Vo?<o～ `karcaa

`köö目録を書く．T;DLo<8 q=o～ ¯trhapshun `köö脚
本を書く．ÀIoGdo～ ´nyinto `köö 日記をつける．Gdo
～ ¯tho `köö メモを書く．JVo1>=o～ `parcan `köö

跋文を書く．LbIoGdo～ ´phönto `köö借金の借用書を
書く．T1>dVoTPTIo～ ´jontsin `köö受領証を書く．
2．(～を～に)記録する，記入する，書き込む． ;?`Mo
6 qH o～ `khimtüü `köö 戸数を記録する．?HoGd o～
¯chääto `köö欠勤の記録をつける．M̀=oGdo～ ´mingto
`köö名簿に記入する．Ùo<co～ ´yiki `köö文字に記録
する．ZoH/>Ho～ `sacää `köö 地形を記録する．Zd=o
Gd o～ ¯songto `köö 支出記録をつける．\=oÙ<o～
`angyii `köö数字を記入する．
3．(～を)描く．(模様を)つける．(線を)ひく． V`o
Mdo～ ´rimu `köö絵を描く．ZoL1Fo～ ¯saptra `köö地
図を描く．ZoG`<o～ `satii `köö地面に線を引く．
4．署名する．押印する． HM o0 (< o～ ˆthamtruu

`köö 印鑑を押す．M̀= o%<Zo～ ˆmingtaa `köö 署
名する．ZoÙ<o～ `sayii `köö署名する．
5．(案や計画などを)立てる． T?Vo<R`o～ ¯chaashi

`köö 計画を立てる．@bZo<R`o～ ´chüüshi `köö 案を
立てる．
6．(章を)作る． ZoL>Ho～ `sapcää `köö章を作る．
章立てする．

L;=<o 1 `kyaa v. vol.
npf. pf. imp.

L;=<o L;=<Zo ;=<o, ;=d<o
`kyaa `kyaa `kyaa, `kyoo

pres. fut. pt. imp.

[ T!=d<o L;=<o L;=<Zo ;?d<o ]

non-hum.　☞　L]<o (p. 254)
1．［hum.］(～を) 差し上げる，与える，差し出す，
ご馳走する． H:VoKbHo～ `karpüü `kyaa 乳製品の
初物を捧げる．H1)MoO<o～ `trumtsaa `kyaa肉入り
の粥を差し上げる．2Fd oZdo0>c oMVo～ ´trhoso ¯chemaa

`kyaa トソチェマーを差し出す．,@o;d<o～ ˆkyakoo

`kyaa 寄せ鍋料理をご馳走する．<ZdWo@o～ ¯sööca

`kyaa お茶を出す．<ZdWoOT<Zo～ `süütsii `kyaa 食
事を差し上げる．
2．［hum.］(飲み物を) 注ぐ． <AdV o?=o～ ´korcan

`kyaa 車座になって酒を注ぐ．?=o～ ¯chan `kyaa

チャンを注ぐ．?LoRdo～ ¯chapsho `kyaaミルクを与
える．M?dHo?=o～ ¯chöcan `kyaa チャンを注ぐ．@o
～ ´cha `kyaaお茶を注ぐ．
3．(～を) 持ち上げる，掲げる． <Ad oUdWo～ ´koyöö

`kyaa のれんを持ち上げる．KcLZoL8 q o～ ¯phepshu

`kyaa松明を掲げる．
4．(～を) 量る．(～単位で) 量る．(秤に Wo ) かけ
る．(～単位で Wo ) 量る． ;Wo～ ¯khää `kyaaケー
単位で量る．,@oGbVoWo～ ´kyatuu la `kyaa 秤に掛
ける．,@oMVo～ ´kyamaa `kyaa 天秤に掛ける．Ao
<Vo～ ´nyakaa `kyaa 小さい天秤で量る．GbVoZD=o
Wo～ ¯thuusan la `kyaa 貴金属用の小さい秤で量
る．\@`o,@Vo～ ¯cikyaa `kyaaキログラム単位で量る．
LWo<AdVo～ ´phääkoo `kyaa 羊毛の塊を量る．ZD=oWo
～ ¯san la `kyaa 天秤で量る．<ZdWoMVo～ ¯söömaa

`kyaaバターを量る．
5．(身体の一部を)上に上げる． M<do～ ´go `kyaa頭
を持ち上げる．頭を上げる．#oMo～ ¯ngama `kyaa

(ヤクや馬が) 尻尾を持ち上げる．% `=oJo～ ¯tingka

`kyaa爪先立つ｛“かかとを持ち上げる”の意｝．W<o
Jo～ ´lakpa `kyaa手を挙げる．

L;=<o 2 `kyaa v. non-vol.
npf. pf. imp.

L;=<o L;=<Zo –
`kyaa `kyaa –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(心が) 浮き立って不安定になる． ZcMZ o～ `sem

`kyaa心配する．不安になる．

:
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L;=<Zo ☞　L;=<o 1 (p. 79)，L;=<o 2 (p. 79)

L1FMo ¯tram, `tram v. vol.
npf. pf. imp.

L1FMo L1FMo 1FMo, 1FdMo
¯tram, `tram ¯tram, `tram `tram, `trom

pres. fut. pt. imp.

[ T2FcMZo H2FMo L1FMo ;DdMZo ]

1．(～を)並べる，展示する． ;DdMo～ ¯trhom ¯tram

露店に品物を並べる．,@oSZo～ ˆkyasää ¯tram 中華
料理を並べる．M?dHo*Zo～ `chöötsää ¯tram仏具を
並べる．GdIoH=dZo～ `thönngöö ¯tram産物を展示す
る．OWo<McVo～ ¯tshäätee ¯tram 料理の皿を並べる．
OV=oSd<o～ `tshongsoo ¯tram商品を並べる．Xdo?Zo～
`shopcää ¯tramさいころ遊びの道具を並べる．
2．(～を)広げる｛たくさんのものを一面に並べる｝．
;o～ ¯kha ¯tram散らばらせる．広げる．T;D=oT< (o～
¯trhantru ¯tram 洗濯物を広げる｛乾かすために｝．
>oW<o～ `calaa ¯tram 品物を広げる．HMVoWbHo～
`malüü ¯tram羊など家畜の糞の肥料を広げる．)UHo
?Zo～ `tsecää ¯tramおもちゃを広げる．
3．(～を) 広げる｛閉じたり畳んだりしてあるもの
を開く｝． <dZo<?Yo～ ´khiku ¯tram巨大な絹地に描い
た仏画を広げる．G=o<o～ ¯thangka ¯tramタンカを
広げる．<k@=oHcLo～ ˆcangtep ¯tramノートを広げる．
OT<oMPVHo～ `tshingtsöö ¯tram 辞書を広げる．Xo～
¯sha ¯tram肉を広げる．
4．(～を)広める． H1Fd<o<FMo～ ¯troktam ¯tramデ
マを広める．<?Ho?o～ ¯käca ¯tram噂を広める．6 q<o
, !Io～ ´thukkyün ¯tram害毒を広める．
5．(～を)配る，配布する． TdZoGdo～ ´ööto ¯tram投
票用紙を配る．Ù<o?o～ ´yikca ¯tram文書を配布す
る．Xd<oH=bWo～ ¯shoongüü ¯tram紙幣を配る．
6．(縄張りを)巡らす． G<o,@o～ ¯thakkya ¯tram縄
張りを巡らす．

L1 )o ☞　T< (o (p. 105)

L1 )Zo ☞　T< (o (p. 105)

L1Fd=Zo `tron v. vol.

npf. pf. imp.

L1Fd=Zo L1Fd=Zo 1Fd=Zo
`tron `tron `tron

pres. fut. pt. imp.

[ H2Fd=o H2Fd=o L1Fd=Zo H2Fd=Zo ]

(～を)殺す． <?YoZDd<o～ `kusoo `tron殺す．

L1FdWo ¯tröö v. vol.
npf. pf. imp.

L1FdWo L1FdWo 1FdWo
¯tröö ¯tröö ¯tröö

pres. fut. pt. imp.

[ T2FdWo H2FdWo L1FdWo ;DdWo ]

1．(結んであるものを) 解く． <?cHoV<Zo～ `keraa

¯tröö 帯を解く．M6 qHoJo～ ´drüpa ¯tröö 結びを解
く．結び目を解く．[ oVZo～ `marää ¯tröö 包帯を
解く．
2．(～を) 外す． 1FoUc o～ ¯traye ¯tröö ネクタイを
外す．<\HoJ̀=o～ ¯trapin ¯tröö 髪留めのピンを外す．
<Ĥd<oWb=o～ ´troolun ¯tröö ボタン掛けの輪からボタ
ンを外す．<>bZoKbVo～ ¯cüüpuu ¯tröö ねじを外す．
GLo?̀o～ ¯thapci ¯tröö ボタンを外す．J=o<HIo～
¯pangtän ¯tröö前掛けを外す．M̀<oXcWo～ ¯mikshee

¯tröö 眼鏡を外す．XcWo& d<o～ `shertoo ¯tröö 電球を
外す．
3．(分からないことを)解明する． & d<o～ ˆtoo ¯tröö
はっきりさせる｛人前で事情などを｝．

L1V<o ☞　1Vd<o 1 (p. 73)

L1V<Zo ☞　1Vd<o 1 (p. 73)

+Wo ¯ku v. vol.

npf. pf. imp.

+Wo, L+Wo L+WZo +WZo
¯ku `küü `küü

pres. fut. pt. imp.

[ +Wo L+Wo L+WZo +WZo ]

(～を)盗む．盗みを働く． +WIoMo～ `kumaa ¯ku盗
む．盗みを働く．H=bWo～ ¯ngüü ¯ku 金を盗む．>o
W<o～ `calaa ¯ku品物を盗む．9Kdo?Zo～ `topcää ¯ku

食べ物を盗む．

:
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+WZo ☞　+Wo (p. 80)

! do ¯ko, `köö v. vol.
npf. pf. imp.

!do, L!do L!dZo !dZo
¯ko, `köö `köö `köö

pres. fut. pt. imp.

[ !do L!do L!dZo !dZo ]

1．(～を) 彫る，刻む，彫刻する． <K<oZc=o<=̂oT1(<o
～ ¯taksen `kyhungtruu ¯ko 虎，獅子，鳳凰及び
龍を彫る．& d oV`=o～ ˆturin ¯ko 石碑に碑文を刻む．
JVoX̀=o～ ¯parshin ¯ko 版木に文字を彫る．LoZdo～
´phääso ¯ko 象牙に彫刻する．V`oMdo～ ´rimu ¯ko 模
様を彫る．X̀=oJVo～ ¯shingpaa ¯ko木版を彫る．
2．(～を)掘る，掘ってはがす． ;DdIoJo～ ¯trhompa

¯ko 井戸を掘る．R=o～ ¯pang ¯ko 芝を掘ってはが
す．Zo～ ¯sa ¯ko地面を掘る．
3．(いたずらを) する． L8FZo～ `nyää ¯ko からか
う．いたずらをする．

! dZo ☞　!do (p. 81)

+@d=o ☞　L+@=o (p. 89)

+@d=Zo ☞　L+@=o (p. 89)

9?Y<Zo `kuu, `kuk v. non-vol.

npf. pf. imp.

9?Y<Zo 9?Y<Zo –
`kuu, `kuk `kuu, `kuk –

pres. fut. pt. imp.

[ 9?Y<Zo 9?Y<Zo 9?Y<Zo – ]

1．愚かである．
2．唖である．

<?Mo `kam v. non-vol.
npf. pf. imp.

<?Mo <?Mo –
`kam `kam –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が)乾く，乾燥する． ;D<o～ `trhaa `kam血が
乾く．脱水症状になる．?boTLbVo～ ¯chumpur `kam

水脹れが乾く．<U<oXo～ ¯yaksha `kamヤクの肉が

乾燥する．
2．(喉が)渇く． M̀HoJo～ ´mikpa `kam喉が渇く．
3．(～が)干上がる，涸れる． Kbo?bo～ ¯phucu `kam

上流の水が涸れる．MOVo～ ¯tsho `kam 湖が干上が
る．R`=o;o～ ´shingka `kam 畑が干上がる．ZcVo～
¯see `kam畑の水分が蒸発して乾燥する．
4．(乳が) 出なくなる． TdoMo～ ´oma `kam 乳が出
なくなる．乳が上がる．
5．(草木や花が) 枯れる． 9C=oMo～ ¯cangma `kam

柳が枯れる．9C=oX̀=o～ ¯cangshin `kam柳の木が枯
れる．McoFd<o～ ˆmetoo `kam花が枯れる．){o～ ¯tsa

`kam草が枯れる．X̀=o～ ¯shing `kam木が枯れる．
X̀=oWdo～ ¯shinglo `kam木の葉が枯れる．
6．(身体が) 痩せる． ～Vbo<F=o `kam-ru ¯tan 痩せ
させる．<Sb<ZoJdo～ ´suku `kam 体が痩せる．Xo～
¯sha `kam体が痩せる．(痩せて)肉が落ちる．
7．(運が)悪くなる． LZdHoLHco～ ¯sote `kam運が悪
くなる．

<?MZo ☞　L<?Mo (p. 89)

<?Y=o * `kum, `kung v. vol.

npf. pf. imp.

<?Y=o, L<?Y=o L<?Y=Zo <?Y=Zo
`kum, `kung `kum, `kung `kum, `kung

pres. fut. pt. imp.

[ <?Y=o L<?Y=o L<?Y=Zo <?Y=Zo ]

(～を) 隠す，秘匿する． ;DWo～ ¯trhää `kum 脱税
する．

<?Y=Zo ☞　<?Y=o (p. 81)

<?YHo ☞　L<?Yo (p. 89)

<?YMo `kum v. vol.

npf. pf. imp.

<?YMo, L<?YMo L<?YMZo <?YMZo
`kum `kum `kum

pres. fut. pt. imp.

[ <?YMo L<?YMo L<?YMZo <?YMZo ]

1．(～を) 縮める，引っ込める，すぼめる． !=oJo
～ ¯kangpa `kum 足を縮める．!=oW<o～ `kanglaa

`kum 手足を縮める．W<oJo～ ´lakpa `kum 手を

:
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引っ込める．<Xd< oJ o～ ¯shokpa `kum 翼をすぼ
める．
2．握りこぶしをつくる． <QVoLo～ ´para `kum握り
こぶしを作る．MbVoMPV<o～ ˆmurtsoo `kum 握りこ
ぶしを作る．
3．(～を)短くする． ?o;o～ ¯chaka `kum裾を短く
する．0 ôJo～ ¯chupa `kum チベット服の裾を短く
する．Mbo<Ĥo～ ˆmukyüü `kum裾を縮める．
4．(言葉や笑いなどを) こらえる，飲み込む，控え
る． <?Ho?o～ ¯käca `kum 言葉を飲み込む．話を
控える．<HoMd o～ ´käämo `kum 笑いを噛み殺す．
LXHoNo～No1>cHo `shää-tse `kum-tse ´che言いかけた
り止めたりする．LZMoT?Vo～ ¯samcaa `kum 意見
を述べないで引っ込める．
5．(小便などを)我慢する．
6．(～を)秘匿する，隠す． H/>o;DWo～ ¯caträä `kum
脱税する．

<?YMZo ☞　<?YMo (p. 81)

<?YVo ¯kuu v. vol.

npf. pf. imp.

<?YVo, L<?YVo L<?YVo <?YVo
¯kuu ¯kuu ¯kuu

pres. fut. pt. imp.

[ <?YVo L<?YVo L<?YVo <?YVo ]

1．(～に Wo 伝言，手紙などを) 託す． ;oWIo～
¯khalän ¯kuu 伝言を託す．伝言する．Ùo<co～ ´yiki

¯kuu手紙を託す．Ù<oWIo～ ´yiklän ¯kuu手紙の返
事を託す．WIo～ ´län ¯kuu 返答を託す．伝言を託
す．<Z=oÙ<o～ `sangyii ¯kuu密書を託す．
2．(～に Wo 物を) 託す，持たせる． H=bWo～ ¯ngüü

¯kuuお金を託す．#IoJo～ ¯nyänpa ¯kuu贈り物を
託送する．>oW<o～ `calaa ¯kuu 品物を託す．<Kd=o
JVo～ ¯tongpaa ¯kuu 空のまま託す．JVo～ ¯par

¯kuu 写真を託す．W<o%<Zo～ ˆlaktaa ¯kuu 土産物
を託す．
3．(～に Wo 物を) 背負わせる． ;bVoJdo～ ¯khurpu

¯kuu荷物を背負わせる．<AWoJVo～ ´kääpaa ¯kuu背
負わせる．?boLIo<AWoJVo～ ¯chupän ´kääpaa ¯kuu

水がめを背負わせる．SdMo～ ´som ¯kuu桶を背負わ

せる．ZVcWoJdo～ ¯leepo ¯kuu背負い籠を背負わせる．
4．(～に Wo 責任，損害などを) 負わせる． ;<o
～ `khaa ¯kuu 過失責任を負わせる．;bVo～ ¯khur

¯kuu 責任を負わせる．T<Io～ ´gän ¯kuu責任を負
わせる．T<Io;bVo～ ´gänkuu ¯kuu責任を負わせる．
<MY<o!=d=o～ ´tokkyon ¯kuu 損を負わせる．KMoAcZo～
`phamnyee ¯kuu損害を負わせる．
5．(～に Wo 仕事を) 与える，任せる． <NVoT<Io～
¯tsonkän ¯kuu 主任を任せる．WZoT<Io～ ´länkän

¯kuu任務を持たせる．任務を与える．
6．(～を～で Wo ) 送る． MOVoGd<oWo～ `tshotoo la

¯kuu船便で送る．
7．(～に Wo～を)抱えさせる． J=oJVo～ ¯pangkaa
¯kuu胸に抱えさせる．

<?YWo ¯küü v. vol.

npf. pf. imp.

<?YWo, L<?YWo L<?YWo <?YWo
¯küü ¯küü ¯küü

pres. fut. pt. imp.

[ <?YWo L<?YWo L<?YWo <?YWo ]

1．(～が <̀Zo ～に Wo ～を) やらせる，させる．
<Ud<o～ `yoo ¯küü 下働きさせる．働かせる．仕事
をさせる．<Ud<oJd o～ ¯yoko ¯küü 使用人を働かせ
る．WZo:o～ ´lääka ¯küü仕事をやらせる．
2．(～が <̀Zo ～に Wo 義務や労役などを) 課する，
させる． ;WoMo～ ¯khääma ¯küü 荷駄運搬用の家
畜を徴集する．;DWo～ ¯trhää ¯küü 人や家畜を義務
的労役に就かせる．義務を課する．租税を徴収す
る．LF=oGb=o～ ¯tangtun ¯küü雑役をさせる．HM<o
;DWo～ ¯makträä ¯küü兵役を課する．TboW<o～ ˆulaa

¯küü人や家畜を徴用して義務的労役を課する．WZo
;DWo～ ´lääträä ¯küü労役をさせる．
3．(～が <̀Z o ～に Wo ～を) 促す，指示する，奨
励する．音頭を取る． T<d o～ ´go ¯küü 開始を促
す．@bZo～ ˆchüü ¯küü対策を指示する．H=oLV=Zo～
ˆthanglan ¯küü志願を奨励する．THdIoJo～ ´dönpa

¯küü経文の唱和を促す．<RZo～ ˆshää ¯küü歌の音
頭を取る．WZo<RZo～ ˆlääshää ¯küü労働歌を歌う
ように促す．
4．(～が問題・争いごとなどを) 起こす，起こさせ

:
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る． 8Fd< oHIo～ ¯nyoktra ¯küü 問題を起こす．S`=o
T< (<o～ ˆsingtruu ¯küü争乱を起こさせる．
5．(～が <̀Zo ～に Wo ～を) 催促する，せっつく．
OVoOVo～ ¯tshaatsaa ¯küü 終わるまで追い立てる．
OUo<Ud<o～ `tsheyoo ¯küü 一生の奉公を要求する．
OUMoLboLo～ `tshimpoo ¯küü 仕立て屋をせっつく．
U=oU=o～ ´yangyan ¯küüたびたび催促する．
6．(～が <̀Zo ～を) 心配させる，脅す，怖がらせ
る． <\H<o<N=o～ ¯traanan ¯küü 怖がらせる．T@`<Zo
<\H<o～ ˆjiktraa ¯küü 恐怖心を起こさせる．T@`<Zo
<N=o～ ´jingnan ¯küü 恐怖感を起こさせる．Oo9qVo
～ ¯tshapshuu ¯küü心配させる．気を揉ませる．脅
す．脅しをかける．*T<o*T<o～ ˆtsiktsii ¯küü 脅しを
かける．RcHo<N=o～ ´sheenan ¯küü恐怖心を起こさせ
る．怖がらせる．ZcMZo;DWo～ ¯semträä ¯küü心配さ
せる．
7．(～が <̀Z o ～を) 忙しくさせる． LDcW o L o～
´trhewa ¯küü 急がせる．忙しくさせる．LDcWoTObLo
～ ˆtrhetsup ¯küü あわただしくさせる．LDcWoS`=o～
ˆtrhisin ¯küüてんやわんやの状態にする．
8．(～が <̀Zo～に Wo～を)欲しがらせる． =dMoZdo～
´ngomso ¯küü見せびらかして欲しがらせる．
9．(～が <̀Zo ～に Wo ～を)思い出させる． HIIo<Zdo
～ ´trhänso ¯küü思い出させる．
10．(～の状態を) 引き起こす． ?dLo～ `chop ¯küü

笑わせる．からかう．\`oNToWbo2q o～ ¯itsi ´luku ¯küü

くすぐる．

<?YZo ☞　L<?Yo (p. 89)

<?cMo ☞　L<?Mo (p. 89)

<?do 1 ¯ko, `köö v. vol.
npf. pf. imp.

<?do, L<?do L<?dZo <?dZo
¯ko, `köö `köö `köö

pres. fut. pt. imp.

[ <?do L<?do L<?dZo <?dZo ]

1．(～を～に) 任命する．地位に就ける．地位に
据える． L:T oLVdI o～ ¯kalön ¯ko 大臣に任命す
る．;D`MZoHJdI o～ ¯trhimpön ¯ko 裁判官に任命す
る．TGbZoM̀o～ ¯thüümi ¯ko 代表に任命する．HdIo

<>dHo～ ˆthöncöö ¯ko 領事に任命する．<8 q=oOLo～
ˆshungtsap ¯ko 政府代表に任命する．ZD`H oTPTIo～
¯sintsin ¯ko大統領に任命する．
2．(～を～の職に)つける． 0<̂Zo*To～ ¯chuktsi ¯ko

牧童にする．OUo<Ud<o～ `tsheyoo ¯ko 一生の奉公人
にする．
3．(～を～の座に Wo )就ける． ,@Wo;D`oWo～ ´kyäätri

la ¯ko王位に就ける．

<?do 2 ¯ko, `köö v. non-vol.
npf. pf. imp.

<?do, L<?do L<?dZo –
¯ko, `köö `köö –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(運命・業などで <̀Zo / Wo )定められている．運命に
なっている． OUoN dIoWZoWo～ ¯tshengön ˆlää la ¯ko

前世から定められている．WZo<̀Zo～ ˆlää ki ¯ko 業
によって定められる．

<?d=o 1 `kon v. vol.
npf. pf. imp.

<?d=o, L<?d=o L<?d=Zo <?d=Zo
`kon `kon `kon

pres. fut. pt. imp.

[ <?d=o L<?d=o L<?d=Zo <?d=Zo ]

1．(家畜を)連れ戻す． 0<̂ZoV`<Zo～ `chukrii `kon

家畜類を連れ戻す．<U<o～ `yaa `konヤクを山から
連れ戻す．VoWb<o～ ˆraluu `kon 山羊と羊を連れ戻
す．ZcMZo>Io～ ¯semcän `kon家畜を連れ戻す．
2．(人を)呼び戻す，呼び寄せる． 2VoJo～ ¯lapa `kon
雇い人を呼び寄せる．OUMoLboLo～ `tshimpoo `kon仕
立て屋を呼び寄せる．LSdoVd<Zo～ ˆsoroo `kon 製作
の助っ人を呼ぶ．<Ud<oJd o～ ¯yoko `kon 使用人を
呼び戻す．WMoLSdoLo～ ˆlamsoo `kon道路工夫を集
める．
3．(愛人・売春婦などを)連れ込む，囲う，呼び寄せ
る． LboMd o～ ´phomo `kon 娘を呼び戻す．女を呼
ぶ｛売春婦として｝．女を囲う｛愛人として｝．<R=o
TOV=oMo～ ´shangtso-ma `kon売春婦を呼び込む．
4．(人々を) 招集する． M= oOV<Z o～ ˆmangtsoo

:
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`kon 民衆を呼び集める．M̀oHM=Zo～ ˆmiman `kon

市民を招集する．9Zo<Mc o～ ¯hlate `kon 寺の関係者を
招集する．
5．(囲いを) 巡らす．(～を) 柵で囲う． 9C<ZoV`o～
¯caari `kon 外壁を巡らす．塀を巡らす．?b oMPVHo
～ `chuntsöö `kon 貯水池の堤防を築く．GLo& d o～
¯thapto `kon かまどの石を丸く並べる．0<̂ZoVo～
¯chukra `kon 家畜用の囲いを張り巡らす．<UbWo;o
～ ¯yüüka `kon農作業用の広場を囲う．
6．(期待に) 応える． VcoLo～ ´rewa `kon 期待に応
える．

<?d=o 2 ☞　L<?=o (p. 89)

<?d=Zo ☞　<?d=o 1 (p. 83)，L<?=o (p. 89)

<?dIo ¯kön v. vol.
npf. pf. imp.

<?dIo, L<?dIo L<?dIo <?dIo
¯kön ¯kön ¯kön

pres. fut. pt. imp.

[ <?dIo L<?dIo L<?dIo <?dIo ]

(～を～に Wo ) 掛ける． <H=o<A=oWo～ ´tan ˆkan

la ¯kön 棚に掛ける．<ScVo;T`o<A=oWoR|oMdo～ ´sekää

ˆkan la ´shamo ¯kön 釘に帽子を掛ける．ZDLoMHTo
～ ¯tramta ¯kön手綱を掛ける．

<?dMo `kom v. non-vol.
npf. pf. imp.

<?dMo <?dMZo –
`kom `kom –

pres. fut. pt. imp.

[ <?dMo <?dMo <?dMZo – ]

(喉が)渇く． ;o～ ¯kha `kom喉が渇く．

<?dMZo ☞　<?dMo (p. 84)，L<?Mo (p. 89)

<?dVo ¯koo v. vol.
npf. pf. imp.

<?dVo, L<?dVo L<?dVo <?dVo
¯koo, ¯kor ¯koo, ¯kor ¯koo, ¯kor

pres. fut. pt. imp.

[ <?dVo L<?dVo L<?dVo <?dVo ]

1．(～を) 回る，巡る．うろつき回る． <?dV o L o

～ ¯kora ¯koo 回る．;DdM o～ ¯trhom ¯koo 市場
をあちこち覗きながら歩く．<=Z o H:V o F̀ o Zc o～
´khangkaa ¯tisi ¯kooカイラス山の周りを回る．2V`=o
<?dVo～ ¯lingkoo ¯koo 環状道路を回る．,@Wo;MZo～
ˆkyänkam ¯koo 各国を巡る．やたらにうろつき回
る．GcMoJo～ ¯thempa ¯koo 門付けする．<IZo～
`nää ¯koo 聖地を巡る．UbWo;MZo～ ˆyünkam ¯koo

国中を訪れる．TPMoLb o2V`= o～M;Io ´dzsampu-lin
¯koongän世界中を巡り歩く者．
2．(～を) 回す，回転させる，ねじり上げる． 1q oVbo
Ud<o<o～ ¯kuru ´yoka ¯koo 紡錘を回す．H1)<oT;dVo
～ ¯truukoo ¯koo ろくろを回す．T;dVoWdo～ ¯kholo

¯koo 車輪を回す．<>bZoV`Wo～ ¯cüürii ¯koo ねじり
上げる．K=o～ ¯phang ¯koo紡ぎ車を回す．0>coTG<o
～ `chetaa ¯koo 粉挽きの水車を回す．V=oTG<o～
ˆrangtaa ¯koo石臼を回す．
3．(家畜を) 歩き回らせる，｛脱穀のために穀物の上
を｝． 0<̂ZoT?<o～ `chukcaa ¯koo 家畜を使って脱
穀する．<U<oL><o～ `yakcaa ¯koo脱穀のためヤク
に穀物の上を歩き回らせる．
4．(～を) 順送りに他人に回す． KdVoJo～ ¯phoopa

¯koo お椀に入れた飲み物を回し飲みする｛大勢の
人が｝．
5．(～を) ぐるりと囲む，取り囲む． 9C<Zo V̀ o～
¯caari ¯koo外壁を巡らす．%o<ô～ ¯takyu ¯koo馬の
群れを取り囲む．MGTo～ ¯tha ¯kor周囲を取り囲む．
MGToLR`o～ ¯thapshi ¯koo四方を取り囲む．
6．迂回する．遠回りする．遠回しに言う．遠回し
に事を運ぶ． <?Ho?o～ ¯käca ¯koo 遠回しに言う．
WMo:o～ ˆlangkaa ¯koo 回り道をする．WZo:o～
´lääka ¯koo遠回しに事を運ぶ．
7．裏に回る． 9K<o<Ado～ ¯taako ¯koo裏門を回る．裏
の手を使う．
8．(剣などを) 振り回す． VWo2F` o～ ´räätri ¯koo 長
剣を振り回す．
9．(～の)向きを変える． ;o～ ¯kha ¯koo向きを元
に戻す．向きを変える．個別に訪ねる．%o;o～ ¯taka
¯koo馬の向きを変える．
10．(～の) 気を紛らわせる． M<do～ ´go ¯koo 気を
紛らわせる．なだめる．騙す．あやす．

:
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11．(さいころを)振る，転がす．(さいころを入れた
椀を)振る． Xdo～ ¯sho ¯kooさいころを振る．XdoKdVo
～ ¯shopoo ¯kooさいころを入れた椀を振る．XdoM̀<o
～ `shumii ¯kooさいころを振る．
12．(～を) 計算する．見積もる．予定を立てる．
GdIoOHo～ `thöntsää ¯kor 生産高を計算する．)TZo
～ `tsii ¯koo 見積もる．)TZoTLDZo～ `tsinträä ¯koo

占う．)TZo<R`o～ ¯tsiishi ¯koo 予算を立てる．予定
する．計画する．ZbMo)TZo～ `sumtsii ¯koo 三倍に
する．

<?dWo ¯köö v. vol.
npf. pf. imp.

<?dWo, L<?dWo L<?dWo <?dWo
¯köö ¯köö ¯köö

pres. fut. pt. imp.

[ <?dWo L<?dWo L<?dWo <?dWo ]

1．(湯，スープ，お茶などを) 沸かす． ?bo～ ¯chu

¯köö湯を沸かす．@o～ ´cha ¯kööお茶を沸かす．G=o
～ ¯than ¯köö スープを作る．GLoS=Zo～ `thapsan

¯köö銅鍋の湯を沸かす．
2．(～を)煮る，煮立てる． <?dWo9MIo～ ¯köntän ¯köö
甘酒を作る．甘酒を煮る．Gb<oJo～ ¯thukpa ¯köö

トゥクパを作る．JoF`o～ ¯pati ¯köö 紅茶の茶葉を
煮立てる．\@`Io～ ¯ping ¯köö 膠を煮立てる．K̀=o～
¯phing ¯köö春雨を煮立てる．
3．(粥・麺などを)作る． 2qo)ToV`oGb<o～ ´khutsi ˆrituu
¯köö クツィリトゥを作る．H2q oGb<o～ ˆkutuu ¯köö

グトゥを作る．)MoGb<o～ `tsamtuu ¯köö ツァンバ
粥を作る．
4．(油などを)熱する，加熱する． <NYMo～ ¯num ¯köö
油を沸かす．<NYMoI<o～ `numnaa ¯köö菜種油を熱す
る．<NYMo<N<o～ `numnaa ¯köö アスファルトを加熱
する．
5．(騒ぎなどを) 激しくする，激化させる． <McL o
S`=o～ ˆtepsin ¯köö 大騒ぎを起こさせる．S`=o?o～
´singca ¯köö 騒ぎを激化させる．S`=o?=o～ ´sincan

¯köö騒ぎを起こさせる．
6．(人間関係を) 引っ掻き回す． Gb< o <\@o L o～
¯thukkyaa ¯köö 引っ掻き回して人間関係を険悪に
させる．

<?dZo ☞　<?do 1 (p. 83)

<\@LZo ☞　<\@dLo (p. 88)

<\@Wo ☞　L<\@Wo (p. 90)

<\@`Ho * `kip v. non-vol.

npf. pf. imp.

<\@`Ho <\@`Ho –
`kip `kip –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

hon.　☞　\Hdo (p. 232)
(～が)楽しい． ～T<doOb<Zo ¯kinku `tshuu楽しみに
していることが始まる．～Vbo<F=o `kip-ru ¯tanだん
だん楽しくする．

<\!<o `kyuu v. vol.

npf. pf. imp.

<\!<o, L<\!<o L<\!<Zo <\!<Zo
`kyuu, `kyuk `kyuu, `kyuk `kyuu, `kyuk

pres. fut. pt. imp.

[ <\!<o L<\!<o L<\!<Zo <\!<Zo ]

(～を)吐く． <\!<oJo～ ¯kyukpa `kyuu吐く．;D<o～
`trhaa `kyuu血を吐く．M;D`ZoJo～ ¯trhipa `kyuu胆
汁を吐く．?=o～ ¯chan `kyuu チャンを吐く．T@bo
Wd=oMcHoJVo～ ´julon ˆmää-paa `kyuu 消化する間
もなく吐く．<RIo～ ¯män `kyuu 薬を吐く．UVo～
´yaa `kyuu吐く．

<\!<Zo ☞　<\!<o (p. 85)

<\!Vo 1 ¯kyuu v. non-vol.

npf. pf. imp.

<\!Vo <\!Vo –
¯kyuu ¯kyuu –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が)酸っぱくなる｛腐るなどして｝． ;oW<o～
`khalaa ¯kyuu 食べ物が古くなって酸っぱくなる．
@o～ ´cha ¯kyuu 茶が古くなって酸っぱくなる．Rdo
～ ´sho ¯kyuu ヨーグルトが酸っぱくなる．TdoMo～
´oma ¯kyuu ミルクが古くなって酸っぱくなる．\o
NToTdoMo～X< ¯a-tsi ´oma ¯kyuu shaa.「あら，ミルク

:
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が酸っぱくなってる」
2．(～が) 酸っぱい． ～HI<Zo ¯kyuu ˆtrhaa 酸っぱ
過ぎる．～VboT2Fd o ¯kyuu-ru ´dro 酸っぱくなる．～
Vbo<F=o ¯kyuu-ru ¯tan酸っぱくする．

<\!Vo 2 ¯kyur, ¯kyuu v. vol.

npf. pf. imp.

<\!Vo, L<\!Vo L<\!Vo <\!Vo
¯kyur, ¯kyuu ¯kyur, ¯kyuu ¯kyur, ¯kyuu

pres. fut. pt. imp.

[ <\!Vo L<\!Vo L<\!Vo <\!Vo ]

(～を)捨てる，放棄する． Kb=oJdo～ ¯phungpo ¯kyur
死体を捨てる．0>coTKDdZo～ `chentröö ¯kyur開きかけ
た状態で放置する．HL=o?o～ ¯ongca ¯kyur 権力を
放棄する．WZoHdIo～ ´läätön ¯kyur任務を放棄する．

<\!Vo 3 ¯kyur, ¯kyuu v. non-vol.

npf. pf. imp.

<\!Vo, L<\!Vo L<\!Vo –
¯kyur, ¯kyuu ¯kyur, ¯kyuu –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(角，毛，歯などが) 生え替わる，抜け落ちる． ;bo
Wbo～ ¯khulu ¯kyur にこ毛が抜け落ちる．9C=oWdo～
¯canglo ¯kyur柳の葉が落ちる．RYo～ ¯pu ¯kyur毛が
抜けて生え替わる｛犬などについて｝．Vzo>do～ ´raco

¯kyur角が生え替わる．WdoMo～ ´loma ¯kyur葉が落
ちる．

<\@co 1 ¯kye, `kyee v. non-vol.

npf. pf. imp.

<\@co <\@cZo –
¯kye, `kyee ¯kye, `kyee –

pres. fut. pt. imp.

[ <\@co <\@co <\@cZo – ]

hon.　☞　T< (=o (p. 106)，L9KMZo (p. 186)
1．(～が)生まれる． MGToMo～ ¯thama ¯kyeとうと
う生まれる．Jbo2qo～ ¯puku ¯kye➀子供が生まれる．
➁子供を生む．出産する．Lbo～ ´phu ¯kye 息子が
生まれる．LcTbo～ ´phiu ¯kye 子牛が生まれる．MOUo
Mo～ ¯tshema ¯kye 双子が生まれる．\oUdo～ ¯ayoo

¯kye子犬が生まれる．

2．(～に Wo )生まれる． THIcoWo～ ´dre la ¯kye鬼に
生まれる．
3．(植物・毛などが)生える． <\Ho～ ¯tra ¯kye髪が生
える．LoRYo～ ´phääpu ¯kye体毛が生える．McoFd<o～
ˆmetoo ¯kye 花が生える．){o～ ¯tsa ¯kye 草が生え
る．X̀=o<Md=o～ ¯shington ¯kye樹木が生える．ZcIoMdo
～ ¯senmo ¯kye 爪が生える．Zdo～ ¯so ¯kye 歯が生
える．[MoRYo～ ¯hampu ¯kyeかびが生える．
4．(感情・感覚が) 芽生える，生じる．(感情・感覚
を)抱く． H<To<N=o～ ´kanan ¯kye喜びの気持ちが
生まれる．T!=dHoJo～ ´gyöpa ¯kye 後悔の念が生ず
る．<F`=o$ co～ ¯nyingce ¯kye慈悲心が芽生える．HHo
Jo～ ´thäpa ¯kye 信仰心が生まれる．<I<oZcMZo～
`naksem ¯kye 意地悪い心が芽生える．HJTo～ ¯pa

¯kye 勇気が出る．RcHo<N=o～ ´sheenan ¯kye 恐怖心
が生まれる．VcoLo～ ´rewa ¯kye 希望が生まれる．
XoOo～ ¯shatsa ¯kye 愛情が芽生える．LZMoObWo～
¯samtsüü ¯kye見解が生まれる．
5．(～が) 育つ． WdoFd<o～ ˆlotoo ¯kye 作物が育つ．
作物が成育する．
6．(実が) なる． X̀=oFd<o～ `shingtoo ¯kye 果実が
なる．
7．(芽・穂などが)出る． M?coLo～ ¯chee ¯kye芽が
出る．<FcoMo～ ¯nyima ¯kye穂が出る．
8．(錆などが)出る． 9C<Zo<UTo～ ¯cak’ya ¯kye鉄
錆が出る．
9．(唾などが)出る． T2FMo?bo～ ´dramcu ¯kye生つ
ばが出る．
10．(力などが)出る． KdoHIdHo～ `photröö ¯kye消化
力が出てくる．LVdo<KdLZo～ `lotop ¯kye 気力が出てく
る．ZcMZo9q<Zo～ `semshuu ¯kye気力が出る．意欲
が出てくる．
11．(出来物などが)できる． 2FdoG`<o～ ˆtrhutii ¯kye

そばかすができる．GdVoJo～ ¯thoopa ¯kye 吹き出
物が出る．LHoGdVoLo～ ´phääto-ra ¯kye にきびが
出る．<Rc oLo～ ¯män ¯kye ほくろができる．OoGdVo～
¯tshatoo ¯kyeあせもが出る．Xo<\HIo～ ¯shaträn ¯kye
腫瘍ができる．

<\@co 2 ¯kye, `kyee v. vol.

:
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npf. pf. imp.

<\@co <\@cZo <\@cZo
¯kye, `kyee ¯kye, `kyee `kyee

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～を) 生む． Jbo2q o～ ¯puku ¯kye ➀子供が生まれ
る．➁子供を生む．出産する．

<\@c=Zo * `kyan v. non-vol.

npf. pf. imp.

<\@c=Zo <\@c=Zo –
`kyan `kyan –

pres. fut. pt. imp.

[ <\@c=Zo <\@c=Zo <\@c=Zo – ]

恥じ入る． ;o～ ¯kha `kyanばつの悪い思いをする．

<\@cHo `kyee v. vol.

npf. pf. imp.

<\@cHo, L<\@cHo L<\@cHo <\@cHo
`kyee `kyee `kyee

pres. fut. pt. imp.

[ <\@cHo L<\@cHo L<\@cHo <\@cHo ]

(意欲，精神力などを)出す，奮い起こす． <F`=o<KdLZo
～ `nyingtop `kyee 精神力を奮い起こす．ZcMZ o
9q<Zo～ `semshuu `kyee意欲を出す．頑張る．

<\@cWo ☞　L<\@Wo (p. 90)

<\@cZo ☞　<\@co 1 (p. 86)，<\@co 2 (p. 86)

<\@do ¯kyo v. non-vol.

npf. pf. imp.

<\@do <\@do –
¯kyo ¯kyo –

pres. fut. pt. imp.

[ <\@do <\@do <\@do – ]

1．(～が)貧しい．
2．(～が)悲しい． ÙHo～ ˆyii ¯kyo淋しがる．悲し
がる．ZcMZo～ `sem ¯kyo悲しむ．

<\@d<o `kyoo v. vol.

npf. pf. imp.

<\@d<o, L<\@d<o L<\@d<Zo <\@d<Zo
`kyoo `kyoo `kyoo

pres. fut. pt. imp.

[ <\@d<o L<\@d<o L<\@d<Zo <\@d<Zo ]

1．(～を～に Wo )曲げる． KVo～ ¯phaa `kyooあっ
ちに曲げる．ObVo～ ¯tshuu `kyoo こっちに曲げる．
<UZo0>d<ZoWo～ `yääcoo la `kyoo 右側に曲げる．
<UdIo0>d<ZoWo～ `yöncoo la `kyoo左側に曲げる．
2．(道を～で IZo )曲がる． WMo:oKoIZo～ ˆlangkaa
`phinää `kyoo道を向こうで曲がる．
3．(～を)反らす． M<do～ ´go `kyoo頭を反らす．

<\@d<Zo ☞　<\@d<o (p. 87)

<\@d=o `kyon, `kyan v. vol.

npf. pf. imp.

<\@d=o, L<\@=o L<\@=Zo <\@d=Zo
`kyon, `kyan `kyan `kyon

pres. fut. pt. imp.

[ <\@d=o L<\@=o L<\@=Zo <\@d=Zo ]

1．(～を)守る． Gb<Zo$ cZoL<\@=o `thucee `kyan慈悲
により守る．1>MZoL)UZo～ ˆchamtsee `kyon愛情こ
めて守る．
2．(国を) 治める，統治する． ,@WoZD`H o～ ˆkyääsii

`kyon国を統治する．国を治める．政務を執る．政
権を担当する．国を守る．?LoZD`Ho～ `chapsii `kyon

国を治める．?dZ oZD`H o～ `chüüsii `kyon 政教両面
から統治する．I=oZD`Ho～ ˆnangsii ¯kyon 内政を執
る．ZD`Ho～ `sii ¯kyon 政治を行う．国を治める．統
治する．

<\@d=Zo ☞　<\@d=o (p. 87)

<\@dHo `kyöö ［文］ v. vol.

npf. pf. imp.

<\@dHo, L<\@dHo L<\@dHo <\@dHo
`kyöö `kyöö `kyöö

pres. fut. pt. imp.

[ <\@dHo L<\@dHo L<\@dHo <\@dHo ]

進む．(部隊が) 進駐する． HJb=o;<o～ `pungkaa

`kyöö部隊が進駐する．HJb=o<Mco～ ¯pungte `kyöö部
隊が進む．

<\@dIo 1 ¯kyön hon.

:
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npf. pf. imp.

<\@dIo, L<\@dIo L<\@dIo <\@dIo
¯kyön ¯kyön ¯kyön

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

non-hon.　☞　,@<o 1 (p. 125)，,@<o 2 (p. 129)
❑用法は ,@<oを参照．ただし場合によっては共起す
る単語も敬語形にする必要がある．

<\@dIo 2 ¯kyön v. vol.

npf. pf. imp.

<\@dIo, L<\@dIo L<\@dIo <\@dIo
¯kyön ¯kyön ¯kyön

pres. fut. pt. imp.

[ <\@dIo L<\@dIo L<\@dIo <\@dIo ]

1．(～を)かまどに載せる．火にかける． ;d<oMoMcT`o
<A=oWo～ ¯khooma ´mee ˆkan la ¯kyön 土鍋を火に
載せる．Md<o0( o～ ´mootru ¯kyön せいろを火にか
ける．
2．(～を馬に) 乗せる．(～を) 載せる． %o,@LoWo～
`takyap la ¯kyön 馬の背に載せる．% oWo～ ¯ta la

¯kyön (～を)馬に乗せる．

<\@dLo `kyop, `kyap v. vol.

npf. pf. imp.

<\@dLo, L<\@Lo L<\@LZo <\@LZo, <\@dLZo
`kyop, `kyap `kyap `kyap, `kyop

pres. fut. pt. imp.

[ <\@dLo L<\@Lo L<\@LZo <\@dLZo ]

(～を～から IZo ) 守る，助ける． M̀oZDd<o～ ˆmisoo

`kyop人命を守る．Mbo<co～ ´muki `kyop飢饉から守
る．McoIZo～ ´me nää `kyop 火の中から助け出す．
ZDd<oL<\@Lo `soo `kyap命を助ける．

<\@dLZo ☞　<\@dLo (p. 88)

<\@dVo 1 ¯kyoo v. vol.

npf. pf. imp.

<\@dVo, L<\@dVo L<\@dVo <\@dVo
¯kyoo ¯kyoo ¯kyoo

pres. fut. pt. imp.

[ <\@dVo L<\@dVo L<\@dVo <\@dVo ]

(～を～で IZo )支える． IHoJo～ ´näpa ¯kyoo病人
を支える．<Rd<ZoIZo～ ˆshoo nää ¯kyoo 脇を支え
る．側面から支える．<Sb<ZoJdo～ ´suku ¯kyoo体を
支える．UVo～ ´yaa ¯kyoo 支える．<UZo<UdIoIZo
～ ¯yääyön nää ¯kyoo 左右から支える．W<oJoIZo
～ ´lakpa nää ¯kyoo手で支える．

<\@dVo 2 ¯kyoo v. vol.

npf. pf. imp.

<\@dVo, L<\@dVo L<\@dVo <\@dVo
¯kyoo ¯kyoo ¯kyoo

pres. fut. pt. imp.

[ <\@dVo L<\@Vo L<\@Vo <\@dVo ]

(～を) 繰り返す，反復する，繰り返し唱える，暗唱
する． H2q oSVo～ ´kunta ¯kyoo 九九を繰り返し唱え
る．N<Zo～ `ngaa ¯kyoo呪文を繰り返し唱える．?bo
, !<o, !<o～ ¯chu ˆkyukkyuu ¯kyoo川が流れるように
とうとうと暗唱する．THdIoJo～ ´dönpa ¯kyoo繰り
返し経文を唱える．HJco?o～ ¯peca ¯kyoo 経文を繰
り返し唱える｛暗記するために音読すること｝．<RIo
<8 q=o～ ¯mänshun ¯kyoo 薬の調合法を繰り返し唱
える．\oVoJoNo～ ¯ara-patsa ¯kyoo文珠菩薩を礼賛
する真言を繰り返す．

<\@dWo ☞　L<\@Wo (p. 90)

<\H=o `tran v. non-vol.
npf. pf. imp.

<\H=o <\H=Zo –
`tran `tran –

pres. fut. pt. imp.

[ <\H=o <\H=o <\H=Zo – ]

(～が)腫れる，膨張する，ふくれる，盛り上がる，勃
起する． !=oJo～ ¯kangpa `tran足が腫れる．T2FMo
Jo～ ´drampa `tran頬が腫れる．M@co～ ´je `tran陰
茎が勃起する．M̀<o～ `mii `tran目が腫れる．M̀HoJo
～ ´mikpa `tran 喉が腫れる．扁桃腺が腫れる．[o
～ ¯ma `tran 傷が腫れる．O<ZoOT<Zo～ `tshaktsii

`tran 関節が腫れる．Zdo8F`Wo～ `sunyii `tran 歯茎が
腫れる．

<\H=Zo ☞　<\H=o (p. 88)

<\Hd<o `troo v. vol.

:
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npf. pf. imp.

<\Hd<o, L<\Hd<o L<\Hd<Zo <\Hd<Zo
`troo `troo `troo

pres. fut. pt. imp.

[ <\Hd<o L<\Hd<o L<\Hd<Zo <\Hd<Zo ]

1．(～を) 撹拌する，掻き回す． MVo～ ´maa `troo

バターを作るためにミルクを撹拌する．Rdo～ ´sho

`troo ヨーグルトを撹拌する．TdoMo～ ´oma `trooミ
ルクを撹拌する．
2．(打楽器を) 振って鳴らす． DoMoVbo～ ´tama-ru

`troo ダマルを振る．HI`W oLb o～ ´trhiipu `troo 鈴を
振る．

<\Hd<Zo ☞　<\Hd<o (p. 88)

L+Wo ☞　+Wo (p. 80)

L+WZo ☞　+Wo (p. 80)

L! do ☞　!do (p. 81)

L! dZo ☞　!do (p. 81)

L+@=o `kyan v. vol.

npf. pf. imp.

L+@=o L+@=Zo +@d=Zo
`kyan `kyan `kyan

pres. fut. pt. imp.

[ +@d=o L+@=o L+@=Zo +@d=Zo ]

1．(～を)伸ばす． !=oJo～ ¯kangpa `kyan足を伸
ばす．!=oW<o～ `kanglaa `kyan 手足を伸ばす．9Cc o
～ ¯ce `kyan 舌を出す．THId=oJdo～ ´drongko `kyan

真っ直ぐに伸ばす．<UZoW<o～ `yäälaa `kyan右手
をあげる．W<oJo～ ´lakpa `kyan➀手を伸ばす．➁

けちる．➂手を出す．殴る．
2．厚かましくする．厚かましく持ち去る． <MY<oW<o
～ ˆtuklaa `kyan 他人の物を無断で使用する．W<o
JoV`=oJdo～ ´lakpa ´ringku `kyan 厚かましくする．
人のものを持ち去る．W<oV`=o～ ˆlakrin `kyan手を
伸ばす．厚かましく人の物を持ち去る．厚かましく
する．
3．(翼を) 広げる． <Xd<oJo～ ¯shokpa `kyan 翼を
広げる．

L+@=Zo ☞　L+@=o (p. 89)

L<?=o `kan v. vol.
npf. pf. imp.

L<?=o L<?=Zo <?d=Zo
`kan `kan `kon

pres. fut. pt. imp.

[ <?d=o L<?=o L<?=Zo <?d=Zo ]

(望みを) かなえる． Gb<ZoT6 qIo～ ¯thungtün `kan

望みをかなえる．Gb<ZoTHdHo～ `thungtöö `kan 望
みをかなえる．Gb<ZoVco～ ¯thuure `kan 希望をかな
える．

L<?=Zo ☞　L<?=o (p. 89)

L<?Mo `kam v. vol.
npf. pf. imp.

L<?Mo L<?MZo <?MZo
`kam `kam `kam

pres. fut. pt. imp.

[ <?cMo L<?Mo L<?MZo <?dMZo ]

(～を日に Wo ) 干す．(～を) 乾かす． T;D=oT< ( o～
¯trhantru `kam洗濯物を乾かす．9C`oLo～ ¯coo `kam

ウシ科の家畜の糞を干す．AWo?Zo～ ˆnyääcää `kam
寝具を干す．ÀoMVo～ ´nyimaa `kam日に干す．Gd<o
;Vo～ ¯thookaa `kam屋上に干す．JVo～ ¯par `kam
写真を乾かす．<RIo){o～ ¯mäntsa `kam薬草を干す．
Xo～ ¯sha `kam肉を干す．ZcVoXo～ ¯sesha `kamキ
ノコを干す．

L<?MZo ☞　L<?Mo (p. 89)

L<?Yo ¯ku v. vol.

npf. pf. imp.

L<?Yo L<?YZo <?YZo
¯ku `küü `küü

pres. fut. pt. imp.

[ <?YHo L<?Yo L<?YZo <?YZo ]

(～を)塗る，塗布する． :do<NYMo～ ¯konum ¯ku革に
油を塗る．<\Ho<NYMo～ ¯tranum ¯ku整髪油を塗る．1<̂o
<RIo～ ´chuumän ¯ku塗り薬を塗る．

L<?Y=o ☞　<?Y=o (p. 81)

L<?Y=Zo ☞　<?Y=o (p. 81)

L<?YMo ☞　<?YMo (p. 81)

:
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L<?YMZo ☞　<?YMo (p. 81)

L<?YVo ☞　<?YVo (p. 82)

L<?YWo ☞　<?YWo (p. 82)

L<?YZo ☞　L<?Yo (p. 89)

L<?do ☞　<?do 1 (p. 83)，<?do 2 (p. 83)

L<?d=o ☞　<?d=o 1 (p. 83)

L<?d=Zo ☞　<?d=o 1 (p. 83)

L<?dIo ☞　<?dIo (p. 84)

L<?dVo ☞　<?dVo (p. 84)

L<?dWo ☞　<?dWo (p. 85)

L<?dZo ☞　<?do 1 (p. 83)，<?do 2 (p. 83)

L<\@=o ☞　<\@d=o (p. 87)

L<\@=Zo ☞　<\@d=o (p. 87)

L<\@Lo ☞　<\@dLo (p. 88)

L<\@LZo ☞　<\@dLo (p. 88)

L<\@Vo ☞　<\@dVo 2 (p. 88)

L<\@Wo ¯kyää v. vol.

npf. pf. imp.

L<\@Wo L<\@Wo <\@Wo, <\@dWo
¯kyää ¯kyää ¯kyää, ¯kyöö

pres. fut. pt. imp.

[ <\@cWo L<\@Wo L<\@Wo <\@dWo ]

1．(～を～に) 届ける，納める． <?YVoMo～ ¯kurma

¯kyää託送品を届ける．<\@LZo%cIo～ ¯kyaptän ¯kyää

贈り物を届ける．<\@`IoJo～ ¯kinpa ¯kyää借りた物の
代替品を届ける．<\@dIoMcHo～ `kyönmee ¯kyää無疵で
届ける．;DWo～ ¯trhää ¯kyää 租税を納める．<kH<o～
ˆtraa ¯kyää郵便物を届ける．OV=oSd<o～ `tshongsoo

¯kyää商品を届ける．Rd<Zo@o～ ´shooca ¯kyää朝茶
を届ける．<UVo2Vo～ ¯yaala ¯kyää借り賃を届ける．
借り賃を納める．
2．(～を～に) 運ぶ，持っていく． <H o<F`<Z o～
ˆkhäänyii ¯kyää ごみを運ぶ．G oR< o～ `thapaa

¯kyää皿を運ぶ．IHoJo～ ´näpa ¯kyää病人を運ぶ．

HM<o,@<Zo～ `makkyaa ¯kyää兵糧を運ぶ．OWo<McVo
～ ¯tshäätee ¯kyää料理の皿を運ぶ．Vdo～ ´ro ¯kyää

死骸を運ぶ．Zo& do～ ¯sato ¯kyää土と石を運ぶ．
3．(～を～に Wo ) 連れていく，行かせる． LboL>dWo
;=oWo～ ´phucöö-kan la ¯kyää 保育園に行かせる．
LNVIoWo～ ¯tsön la ¯kyää牢獄に入れる．V`o9McLZoWo～
ˆrintep la ¯kyää (家畜などを) 山の斜面に連れてい
く．V`oMoG=oWo～ ´rima-tan la ¯kyää (家畜などを)山
ほど険しくなく平原ほどなだらかでないところに連
れていく．<ZdoL>dWo～ ¯sopcöö ¯kyää 寄宿させる．
寄宿先に送る．
4．(～を～に) 送り届ける． [dIo0<̂Zo～ `möncuu

¯kyää耕作用の家畜を送り届ける．
5．(～を～に)伝える． <Z=oL&o～ ¯sangta ¯kyää秘
密の指令を伝える．<Z=oTKD`Io～ ¯sangtrin ¯kyää秘
密の知らせを伝える．<ZVoT!V̂o～ ¯sankyuu ¯kyää
ニュースを伝える．
6．(秘密などを～に) 漏らす． <Z=o,@o～ ¯sangkya

¯kyää極秘のことを漏らす．<Z=o<FMo～ ¯sangtam

¯kyää秘密の話を漏らす．<Z=oLo～ ¯sangwa ¯kyää
秘密を漏らす．
7．(～を～に)渡す．手放す． HL=o～ ¯on ¯kyää権
力を人手に渡す．V=oZo～ ´rangsa ¯kyää 本拠地を
手放す．
8．(命を) 捨てる． V=oZDd<o～ ˆrangsoo ¯kyää 自分
の命を省みない．ZDd<o～ `soo ¯kyää命を捨てる．
9．最後まで持ち続ける．やり遂げる．やり抜く．
M@b<o2q o～ ´juku ¯kyää 終りまでやり抜く．<FZ<Zo～
`nyuk ¯kyää持続力を最後まで持ち続ける．MGTo～
¯tha ¯kyääやり遂げる．MGVo～ ¯thar ¯kyää最後ま
でやり遂げる．<8 q<o～ ˆshuk ¯kyääやり遂げる．完
成させる．<8 q<o2qo～ ´shuku ¯kyää成し遂げる．最
後まで全うする．<8 q<oTPVo～ ´shuktsaa ¯kyää 残
りを続ける．
10．(夜を) 徹する． IMo～ ´nam ¯kyää 徹夜する．
MOIo～ ¯tshän ¯kyää徹夜する．
11．(人生を) 生きる．(月日を) 過ごす． À oM o～
´nyima ¯kyää 日を送る．暮らす．M̀ oOUo～ ´mitse

¯kyää 生活する．暮らす．人生を送る．OUo9Z< o
～ `tshelaa ¯kyää 寿命の残りを生きる．TOVoL o～

:
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¯tshowa ¯kyää生活する．情を交わす．
12．(～に害などを) 及ぼす． <IdHo～ `nöö ¯kyää

害を及ぼす．<IdHoJo～ ¯nöpa ¯kyää 害を及ぼす．
<IdHoTOUo～ ¯nöötse ¯kyää害を及ぼす．Kb<Zo<IdHo～
`phuknöö ¯kyää禍根を残す．
13．(キスを)する． ;o～ ¯kha ¯kyääキスする．

L<\!<o ☞　<\!<o (p. 85)

L<\!<Zo ☞　<\!<o (p. 85)

L<\!Vo ☞　<\!Vo 2 (p. 86)，<\!Vo 3 (p. 86)

L<\@cHo ☞　<\@cHo (p. 87)

L<\@d<o ☞　<\@d<o (p. 87)

L<\@d<Zo ☞　<\@d<o (p. 87)

L<\@dHo ☞　<\@dHo (p. 87)

L<\@dIo ☞　<\@dIo 1 (p. 87)，<\@dIo 2 (p. 88)

L<\@dVo ☞　<\@dVo 1 (p. 88)，<\@dVo 2 (p. 88)

L<\Hd<o ☞　<\Hd<o (p. 88)

L<\Hd<Zo ☞　<\Hd<o (p. 88)

:
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z;k
;o ¯kha v. non-vol.

npf. pf. imp.

;o ;o –
¯kha ¯kha –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．におう．(～のにおいが) する． <\!V o HI` o～
¯kyuutri ¯kha 酸っぱいにおいが漂う．<Ad< o HI` o～
´koktri ¯kha にんにくのにおいがする．OWWoHI` o～
¯ngüütri ¯kha 汗のにおいがする．HI` oMo～ ´trhima

¯khaにおう．<NYMoHI`o～ ¯numtri ¯kha油のにおいがす
る．HMVoHI`o～ ¯matri ¯kha血のにおいがする．TOT<o
HI` o～ ¯tshiktri ¯kha 焦げたにおいがする．*ZoHI` o～
´tsäätri ¯kha火薬のにおいがする．R<oHI`o～ ´shaktri
¯khaバターのにおいがする．TdoHI`o～ ´otri ¯kha乳臭
いにおいがする．
2．(～の味が) する． ;oF`<o～ `khatii ¯kha 苦い味
がする．LDdoLo<\!VoMdo～ ´trhoo ¯kyuumu ¯kha酸っぱ
い味がする．LDd oLo;oF`<o～ ´trhoo `khatii ¯kha 苦い
味がする．LDdoLoM=VoMdo～ ´trhoo ¯ngaamo ¯kha甘い
味がする．

;<o `khaa v. non-vol.
npf. pf. imp.

;<o ;<o –
`khaa `khaa –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が) 難しい，たいへんである，困難である．
～Vbo<F=o `khaa-ru ¯tan難しくする．
2．疲れる． H:ToWZo～ `kalää `khaa 疲れる．苦
労する．大変だと思う．H:ToWZo<̀Zo～ `kalää kii

`khaa 疲れる．H:ToWZo～IZo\VoL% cI o <̀ o M̀ oT6 q<
`kalää `khaa ni ¯ar ¯tän ki ˆmintuu.「疲れて耐えら
れない」

;Zo `khää v. non-vol.

npf. pf. imp.

;Zo ;Zo –
`khää `khää –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

▼ (塩味が強過ぎる)． 9E<ZoOxo～ ´jaatsa `khää塩が
多過ぎる．Oxo～ ¯tsha `khää塩が多過ぎる．塩辛い．
Oxo;bo～ ¯tshaku `khää塩辛過ぎる．

;b<o 1 `khuu v. non-vol.
npf. pf. imp.

;b<o ;b<Zo –
`khuu `khuu –

pres. fut. pt. imp.

[ ;b<o ;b<o ;b<Zo – ]

1．(色，味などが) 引き出される，活かされる． ;o
Hd< o～ `khatoo `khuu 色が冴える．MHd< o～ ˆdoo

`khuu 本来の色が戻る．LDd oLo～ ´trhoo `khuu 味が
引き出される．OVZo～ `tshöö `khuu色が引き出され
る．RWoMH=Zo～ ˆshäntan `khuu血色が良くなる．
XoMHd<o～ `shantoo `khuu顔色が良くなる．ZoL>bHo
UbWoL>bHo～ `sacüü ˆyüücüü `khuu地味や土地の豊
かさが引き出される．
2．(眠気を) 催す． <ÀHo～ `nyii `khuu 眠くなる．
眠る．MIWo～ ¯nyää `khuu眠る．
3．(天気がある状態に) なる，戻る． IMoM;To～
´namka `khuu 曇り空が晴れる．MbIoJo～ ´münpa

`khuu暗闇になる．LRTo～ ´sha `khuu湿気をよぶ．
4．(幸運などが)訪れる．(良いことが)起こる． 9MLo
～ ˆdap `khuu倍儲かる．<U=o～ ¯yan `khuu幸運
が訪れる．幸運が戻る．Xdo～ ¯sho `khuu さいころ
の良い目が出る．
5．(心などが)立ち直る．(意識が)戻る． ;o～ ¯kha
`khuu 失われた長所が戻る．持ち味が出る．w]=o～
¯lun `khuu➀怒りが収まる．➁生気が戻る｛栄養を
取ることによって｝．ZcMZo～ `sem `khuu 正気に戻
る．思い直す．改心する．LZMoJo～ ¯sampa `khuu

良心を取り戻す．
6．(身体がある状態に)なる． HIdHo～ ˆtrhöö `khuu

温かくなる｛冷えた体などが温まること｝．LZ̀Wo～
¯sii `khuu冷えてくる．

;
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;b<o 2 ☞　L1q<o (p. 78)

;b<Zo ☞　;b<o 1 (p. 92)

;bVo ☞　T;bVo (p. 95)

;c=o * `khan v. non-vol.
npf. pf. imp.

;c=o ;c=Zo –
`khan `khan –

pres. fut. pt. imp.

[ ;c=o ;c=o ;c=Zo – ]

1．(～で)一杯になる．(～が)一杯になる，満杯にな
る． 1VHo9O<Zo～ `läpaa `khan 耳垢で一杯になる．
<?YoM2FdIo～ ¯kuntrön `khan 客で一杯になる．9Mc oM̀<o
～ ˆdimii `khan ねじがいっぱいに巻かれる．<NYMo
HIc<o～ `numtraa `khan 油汚れで一杯になる．Kbo～
¯phu `khan空気が一杯に詰まる｛タイヤや風船など
について｝．L=oMPVHo～ ˆphangtsöö `khan倉庫が一
杯になる．M̀<o<\@<o～ `mikkyaa `khan目やにが一杯
出る．M̀<o?bo～ ¯mikcu `khan涙が一杯たまる．)Mo
;b<o～ `tsamkuu `khan 麦こがしを入れる袋が一杯
になる．TdoMo～ ´oma `khan乳が張る．
2．(～で <̀Zo ) 一杯になる． \H`I oJZo～ `trinpää

`khan雲で一杯になる．
3．～だらけになる．～まみれになる． TH<oVWo～
´dakrää `khan 泥まみれになる．[ o$ cZo～ `macee

`khan傷跡だらけである．
4．(希望が) かなう，かなえられる． THdH oJ o～
´döpa `khan望みがかなえられる．満足する．THdHo
LVd o～ ´döölo `khan 欲望が満たされる．LVd o～ ¯lo

`khan望みがかなう．
5．(～が) 満ちている，充満している． <Kd=oLZMo～
¯tongsam `khan 空想に満ちている．6 q oLo～ ´thoo

`khan煙が充満する．<M<o<M<o～ ˆtaktaa `khan溢れ
んばかりに満ちている．\HdoAMZo～ `tronyam `khan

楽しげな様子に満ちている．

;c=Zo ☞　;c=o (p. 93)

;cLZo `khep v. non-vol.
npf. pf. imp.

;cLZo ;cLZo –
`khep `khep –

pres. fut. pt. imp.

[ ;cLZo ;cLZo ;cLZo – ]

1．(～が)行き渡る，足りる． WbHo～ ˆlüü `khep肥
料が足りる．
2．(～が)覆われる，覆い尽くせる．

;cWo ☞　T;cWo (p. 96)

;d<o ☞　L:<o (p. 75)，L:d<o (p. 78)

;d=o ☞　L:=o (p. 76)

;dHo ☞　L:dHo (p. 79)

;dLo ☞　L:Lo (p. 77)

;dMo `khom v. non-vol.
npf. pf. imp.

;dMo ;dMo –
`khom `khom –

pres. fut. pt. imp.

[ ;dMo ;dMo ;dMo – ]

暇がある． 6 qZoOVHo～ ˆthüütsöö `khom時間的に余
裕がある．暇がある．

;dVo ☞　L:Vo (p. 77)

;dWo ☞　L:Wo 1 (p. 77)，T;dWo 1 (p. 99)

;?Lo `kyhap v. non-vol.
npf. pf. imp.

;?Lo ;?Lo –
`kyhap `kyhap –

pres. fut. pt. imp.

[ ;?Lo ;?Lo ;?Lo – ]

1．(噂，評判などが) 広まる． 1qI o W o～ ¯kün

la `kyhap (噂などが) 世間に広まる．H1Fd< o<FM o
～ ¯troktam `kyhap デマが広まる．<?H o2F<Z o～
`käätraa `kyhap有名になる．評判になる．Ud=ZoWo
～ ˆyon la `kyhap 皆に広まる．Ud=ZoZbo～ ˆyon-su

`kyhap全てに広まる．
2．(病気などが) 蔓延する． T<dZoIHo～ ˆgöönää

`kyhap 伝 染 病 が 広 がる ．?M o =I o ～L<MH o
¯chamngän `kyhap ˆtää 悪性の風邪が流行ってい
る．?MoJo～L<MHo ¯champa `kyhap ˆtää 風邪が流
行っている．0<̂ZoIHo～ `chuknää `kyhap 家畜に

;
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病気が蔓延する．
3．言い尽くせる．言い切れる．十分に説明で
きる．

;?cVo ☞　T;?cVo 1 (p. 101)，T;?cVo 2 (p. 102)

;?d<o 1 `kyhoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

;?d<o ;?d<o –
`kyhoo `kyhoo –

pres. fut. pt. imp.

[ ;?d<o ;?d<o ;?d<o – ]

1．耐えられる．持ちこたえられる． H:T o =W o
～ ¯kangää `kyhoo 苦労に耐えられる．2F=oSb<o～
ˆtrhangsuu `kyhoo 寒さに耐えられる．AcZo.W=o～
ˆnyeetun `kyhoo 虐待に耐えられる．<MY<oLNWo～
´tungngää `kyhoo苦しみに耐えられる．<MY<oVbZo～
ˆtukrüü `kyhoo 頑張れる．IoOo～ ´natsa `kyhoo

病気に耐えられる．IHo～ ˆnää `kyhoo 精神的苦
痛に耐えられる．我慢できる．WZoT<Io～ ´länkän

`kyhoo 任務に耐えられる．ZcMZo;DWo～ ¯semträä

`kyhoo苦しみに耐えられる．
2．持つことができる．持ち上げることができ
る．持ち運べる． Hd oJd o?cI oJd o～ ´thopo ¯chenpo

`kyhoo 大きな荷物を持ち上げられる．～JoT6q< o
<Zn `kyhoo-pa ˆdukää.「持てそうですか」
3．＜Mo;?d<o の形で＞ (～の状態に) 落ち着かない，
耐えられない． <\@`HoMo～ `kip `hmakyoo 快適過ぎ
て落ち着かない．快適であるにも関わらず不平不満
を言う．

;?d<o 2 ☞　L;=<o 1 (p. 79)

;D`Ho ☞　T;D`Ho 1 (p. 104)，T;D`Ho 2 (p. 105)

< (Zo ☞　T< (o (p. 105)

;DcWo ¯trhee v. non-vol.
npf. pf. imp.

;DcWo ;DcWo –
¯trhee ¯trhee –

pres. fut. pt. imp.

[ ;DcWo ;DcWo ;DcWo – ]

1．恥ずかしく思う．

2．失望する． Rco～ ´she ¯trhee失望する．

;Ddo ☞　;DdZo (p. 94)

;Dd<o `trhoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

;Dd<o ;Dd<o –
`trhoo `trhoo –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)焼ける．(～に)火が通る． ;oSZo～ `khapsää
`trhoo カプセーが揚がる．IZ o UdZ o～ ˆnääyöö

`trhoo 大麦が煎り上がる．L< o WcL o～ ˆphaalee

`trhoo パンが焼ける．Rd<o;d<o～ ˆshookoo `trhoo

じゃがいもが焼ける．UdZo～ ˆyöö `trhoo 穀物を
煎って火が通る．ZoK<o～ `sapaa `trhoo 煉瓦が焼
き上がる．ZDIoMo～ ¯tränma `trhoo 豆に火が通る．
ZDc<oSIo～ ¯trasän `trhoo薄焼きパンが焼ける．

;DdMZo ☞　L1FMo (p. 80)

;DdWo ☞　L1FdWo (p. 80)

;DdZo `trhöö, ¯trho v. non-vol.
npf. pf. imp.

;DdZo, ;Ddo ;DdZo –
`trhöö, ¯trho `trhöö –

pres. fut. pt. imp.

[ ;Ddo ;Ddo ;DdZo – ]

(～が) 怒る． 1]o～ ¯lu `trhöö 龍神が怒る．1]oL6qHo
～ `luptüü `trhöö龍魔が怒る．1]oMdo～ ¯lumo `trhöö
龍神が怒る．<IZo?b=o～ ¯nääcun `trhööネーチュン
寺の護法神が怒る．VLo5[o～ ˆrap tu `trhööひどく怒
る．< (=oMo～ ¯sungma `trhöö護法神が怒る．

M;Zo `khää v. non-vol.
npf. pf. imp.

M;Zo M;Zo –
`khää `khää –

pres. fut. pt. imp.

[ M;Zo M;Zo M;Zo – ]

1．(～が)上手である，うまい，得意である．(～に)
長けている
2．＜名詞 (句)+ <̀oGd<oWoM;Zo の形で＞ ～について
優れている．～を専門にする． ?dZo<̀oGd<oWo～ `chöö

;
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ki `thoo la `khää仏法について優れている．

M;?cIo `kyhen v. non-vol. hon.
npf. pf. imp.

M;?cIo M;?cIo –
`kyhen `kyhen –

pres. fut. pt. imp.

[ M;?cIo M;?cIo M;?cIo M;?cIo ]

non-hon.　☞　XcZo (p. 334)
1．(～は <̀Z o / ø ～を) 知っている，理解する，
心得る，覚える．(～は <̀Z o / ø ～が) 分かる．
;D`MZoWb<Zo～ `trhimluu `kyhen 法規を理解する．
GHo<K=Zo～ `thäätan `kyhen 処世術を心得ている．
IHoLLo～ ˆnääpap `kyhen 病状が分かる．<IZo
Wb<Z o～ `nääluu `kyhen 事情を知る．事情が分
かる．KcLZoWMo～ ¯pheelam `kyhen 道が分かる．
0><oWZo～ `chaalää `kyhen 仕事が分かる．LV=oHdVo
～ ¯langtoo `kyhen 是非の選択を心得る．<Zb=o～
`sun `kyhen 言葉を理解する．弁が立つ．～AIoJo
`kyhen ´nyän-pa知る値打ちのある．
2．＜ Vnpf + XcZo の形で＞ (～は <̀Zo / ø ～するこ
とが)できる．(～は <̀Zo / ø～する方法を)知ってい
る． LD` o～ ´trhi `kyhen 書くことができる．書き方
を知っている．<R<o～ ˆshaa `kyhen置くことがで
きる．置き方を知っている．LSdo～ ´so `kyhen作る
ことができる．作り方を知っている．

T;Vo ¯khar v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;Vo T;Vo –
¯khar ¯khar –

pres. fut. pt. imp.

[ T;Vo T;Vo T;Vo – ]

1．(～に Wo )挟まる．(～に Wo ) 引っかかる． <AcTbo
;b=oWo～ ´kikun la ¯khar 窓に引っかかる．<Ad oWo～
´ko la ¯khar扉の間に挟まる．& doWo～ ´to la ¯khar石
に引っかかる．X̀=oWo～ ¯shing la ¯khar木に引っか
かる．ZdT`o<Zc=oWo～ ¯söö ¯sing la ¯khar歯の間に挟
まる．
2．(～が) 遮られる，行く手をふさがれる． Md oBo
～ ´motra ¯khar 車が遮られる．WMo:o～ ˆlangkaa

¯khar道が遮られる．

3．(酷い目に)遭う． \oZbo～ ¯asu ¯khar困る．苦労
する．ひどい目に遭う．手を焼く．

T;Wo ¯khää v. vol.
npf. pf. imp.

T;Wo T;Wo T;Wo
¯khää ¯khää ¯khää

pres. fut. pt. imp.

[ T;Wo L:Wo L:Wo T;dWo ]

(～を)紡ぐ (長く伸ばして)．(紡ぎ車で)紡ぐ． <?YHo
J o～ ¯kupa ¯khää 糸を紡ぐ．RYIoHd< o～ `püntoo

¯khää 毛糸を紡ぐ．横糸を紡ぐ．K= o～ ¯phang

¯khää 紡ぎ車で紡ぐ．LWo<?YHo～ ˆphääküü ¯khää

羊毛の糸を紡ぐ．LWo～ ´phää ¯khää羊毛を紡ぐ．

T;bMo `khum v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;bMo T;bMZo –
`khum `khum –

pres. fut. pt. imp.

[ T;bMo T;bMo T;bMZo – ]

1．(～が)縮む，縮こまる． :doLo～ ¯koo `khum 革
が縮む．!=oW<o～ `kanglaa `khum 手足が縮こま
る．?o～ ¯cha `khum 衣服のサイズが縮む．M@co～
´je `khum陰茎が縮む．<KdHoGb=o～ ¯töötun `khum上
着が縮む．TLboHMVo～ ´bumaa `khum みみずが縮
こまる．VZo～ ˆrää `khum布が縮む．
2．(筋肉などが) ひきつる，けいれんする． ) o～
¯tsa `khum筋がひきつる．筋がけいれんする．
3．(しわが) 寄る． <AcVoMo～ ¯nyema `khum しわ
が寄る．
4．怖じ気づく．身がすくむ｛恐怖で｝． <F`= o) o～
¯nyingtsa `khum 恐怖で心臓が縮む思いをする．
びっくり仰天して肝をつぶす．J̀oNTo～ ¯pitsi `khum

怖がって身がすくむ．HJTo～ ¯pa `khum 怖じ気づ
く．LVo～ ¯la `khum恐怖で縮み上がる．<Sb<ZoJdo～
´suku `khum恐縮して身がすくむ．

T;bMZo ☞　T;bMo (p. 95)

T;bVo ¯khur, ¯khuu v. vol.
npf. pf. imp.

T;bVo ;bVo ;bVo
¯khur, ¯khuu ¯khur, ¯khuu ¯khur, ¯khuu

;
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pres. fut. pt. imp.

[ T;bVo T;bVo ;bVo ;bVo ]

1．(～を背中に Wo )背負う． ;?d<oOHo～ `kyhoktsää
¯khuu持てるだけの量を背負う．;DcZoJdo～ ¯trheepo

¯khuu 荷物を背負う．<AWoJVo～ ´kääpaa ¯khur 背
負う．?boLIo<AWoJVo～ ¯chupän ¯kääpaa ¯khuu 水
がめを背負う．?boSdMo～ ¯chusom ¯khuu水桶を背負
う．ZVcWoJdo～ ¯leepo ¯khuu背負い籠を背負う．
2．(～を) 持参する． ,@<Zo～ ˆkyaa ¯khuu 食料を
持参する．
3．(苦しみ，損失などを) 背負い込む． !=d= o～
´kyhon ¯khur 承知の上で損を背負い込む．損を
甘受する．!=d=o2qIo～ ´kyhonkün ¯khur 承知で損失
を背負う．<MY<oLNWo～ ´tungngää ¯khur苦しむ．
4．(責任などを)負う． ;<o～ `khaa ¯khuu過失責
任を負う．T<Io～ ´gän ¯khur 責任を持つ．責任を
負う．
5．(法律などを) 甘受する．守る． ;D`MZo～ `trhim

¯khuu 法律を甘受する．<Ĥ`<Z o;D`MZ o～ ˆtriktrim

¯khur 規律を守る．<Ĥ`<ZoWMo～ ´triklam ¯khur 規
律を守る．H/>o;DWo～ ¯caträä ¯khur税金を負担する．
UbWo;D`MZo～ ˆyüütrim ¯khur地方の法律を守る．

T;c=o * `khin v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;c=o T;c=Zo –
`khin `khin –

pres. fut. pt. imp.

[ T;c=o T;c=o T;c=Zo – ]

固まる．凝固する． \HoOTWo～ ¯patsii `khin蜜ろうが
固まる．K̀<oK̀<o～ `phikpii `khin 煮こごりができ
る．煮こごりが固まる．MVo;bo～ ´maaku `khin 溶
かしバターが固まる．R<oOTo～ ´shaktsi `khin 脂肪
が固まる．Rdo～ ´sho `khinヨーグルトが固まる．Wo
J̀Io～ ´lääpin `khinレーピンが固まる．

T;c=Zo ☞　T;c=o (p. 96)

T;cWo ¯khee v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;cWo ;cWo –
¯khee ¯khee –

pres. fut. pt. imp.

[ T;cWo T;cWo ;cWo – ]

1．(～の時に)当たる，なる，合致する．(～に)巡り
合わせる． <?<o～ `kaa ¯khee厄年に当たる．<?LZo
～ `kap ¯khee 偶然時期が一致する．巡り合わせ
る．<\@cZo<?Vo～ ¯kyekaa ¯khee 誕生日に当たる．<do
<?LZo～ ˆkhokap ¯khee チャンスに巡り合う．À o
TPTIo～ ´nyintsin ¯khee 日食に当たる．À oWd< o～
ˆnyiloo ¯khee 夏至 (または冬至)に当たる．F<oF<o
～ `taktaa ¯khee ぴったり合致する．(位置が) ぴっ
たり来る．IMo0>cH o～ ˆnamcee ¯khee 夜中になる．
IMo<RHo～ ˆnammää ¯khee真夜中過ぎから夜明けま
での時間帯に当たる．<IMo<=o～ ¯namkan ¯khee

晦日に当たる．KbVoLbo～ ¯phuupu ¯khee木曜日に当
たる．M̀=o2Fd<Zo～ ˆmingroo ¯khee 同じ名前の仲間
に巡り合わせる．
2．(～の場所に Wo / ø ) 当たる，行き当たる．(～
を)通る． ;DdMoWMo～ ¯trhomlam ¯khee大通りに行
き当たる．2F`LoI<o～ ˆtrhimnaa ¯khee 陰に当たる．
陰になる．MGToMOMZo～ `thantsam ¯khee 辺境に
行き当たる．<IHoGd<o5[o～ `näätoo-tu ¯khee 急所
に当たる．<IHoWo～ `nää la ¯khee 急所に当たる．
LLZoOb<Zo～ ˆphaptsuu ¯khee 駅を通る．OoKd<o～
`tshapoo ¯khee 道中での食事を (～で) することに
なる．Ob<Zo～ `tshuu ¯khee 停留所に行き当たる．
WMoRdVo～ ´lamshoo ¯khee途中に当たる．ZoOb<Zo～
`satsuu ¯khee宿場に当たる．
3．(たまたま～に) なる．(たまたま～で) ある．
;o<FH o～ `khaptää ¯khee たまたま相手になる．
H2q=oMAMo～ ˆkongnyam ¯khee たまたま同い年で
ある．同い年に当たる．H2q=oSVo～ ´konta ¯khee た
またま同い年である．同い年に当たる．ÀZoL)U<Zo
～ ˆnyitsaa ¯khee たまたま二重になる．<Kc=oTd<o～
`teng’oo ¯khee たまたま上と下になる．<Kc=oXdHo～
`tengshöö ¯khee たまたま上と下になる．LVo<Zc=o
～ ˆpharsan ¯kheeたまたま暇である．WdoSVo～ ´lönta
¯khee同い年に当たる．X<oVd<Zo～ `shakroo ¯khee

たまたま同じ宿坊の住人になる．
4．(～の出来事に) 出くわす，(～の) 羽目になる．
G<oRdVoTLDcWoT6 ,Ho～ ¯thakshoo ˆdrengtrüü ¯khee連
座する羽目になる．<No, !<o～ `nakyuu ¯khee手痛い

;
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打撃に遭う．MoSo:oMcHo～ ´masa `kamee ¯khee食べ
ざるを得ない羽目になる．
5．(～の方角に W o / ø ) 面する． ; o0>d<Z o W o
～ `khapcoo la ¯khee 面する．面している．NZo
M<d o1>= oW o～ ¯nyänko ´chan la ¯khee 枕が北に
当たる．7 qL o L9Ko～ ´nupta ¯khee 西向きに面す
る．1>= oL9Ko～ ´changta ¯khee 北に面する．1>= o
7 qL oWo～ ˆchangnup la ¯khee 北西に当たる．1>=o
<Nc o～ ´changne ¯khee 北端に面する．1>=o0>d<ZoWo
～ ˆchangcoo la ¯khee 北方に面する．1>=oXVo～
´changshaa ¯khee 北東に面する．XV o0>d<Z oW o～
`sharcoo la ¯khee 東方に当たる．東方に面する．
XVo1>=o～ ¯shaacan ¯khee 東北に当たる．東北に面
する．XVo9Zdo～ ¯shaalo ¯khee東南に当たる．東南に
面する．9Zdo;o0>d<ZoWo～ ¯hlo `khapcoo la ¯khee南に
当たる．
6．＜ Vnpf - , ! oT;cWo の形で＞ (～する) 羽目にな
る．～せざるを得なくなる． ZVd=o<<oT2Fdo, !o～<̀oVcHn
`lonkaa ´drokyu ¯kheeki ˆree.「物乞いに行く羽目
になる」
7．＜ Vnpf - VcZoT;cWo の形で＞ (～する順番に) 当
たる，なる． <MdHoVcZo～ ˆtööree ¯khee居残る順番に
当たる．L<MHoVcZo～ ˆtääree ¯khee当直になる．L<MYo
VcZo～ ˆturee ¯khee交替で集める順番に当たる．
8．＜ Vnpf - A<oT;cWo の形で＞ (～する時，場に)巡
り合わせる． <?Ho?oHcoXdHoA<o～ ¯käca ti `shöönyaa

¯kheeその話をするべき時に巡り合わせる．T2FdoA<o
～ ˆdronyaa ¯khee行くべき時に丁度巡り合わせる．
L<MHoA<o～ ˆtäänyaa ¯kheeいるべき時に丁度居合わ
せる．SoA<o～ ˆsanyaa ¯khee 食べるべき時に丁度
巡り合わせる．
9．＜ Vnpf - AcZoT;cWo の形で＞ (まずいことに～す
る) 巡り合わせになる．(悪いものを)～してしまう．
(～して)まずいことになる．(～して)ばつが悪い．
1>ZoAcZo～ ˆchäänyee ¯khee過去の過ちの報いに巡り
合わせる．SoAcZo～ ˆsanyee ¯khee食中りする．
10．＜ Vnpf - GWoT;cWo の形で＞ (～し過ぎに) な
る． OoGWo～ ¯tshatää ¯khee 強過ぎる．SoGWo～
´satää ¯khee食べ過ぎになる．
11．＜2V<ZoT;cWo の形で＞ (～に) 対抗できる，敵

う．(～を) できる，やれる． 2V<Zo～ `laa ¯khee 対
抗できる．敵う．できる．やれる．M̀oHco2V<Zo～ ´mi

ti `laa ¯khee その人には敵う．その人には対抗でき
る．OV=oHco2V<Zo～ ¯tshon ti `laa ¯kheeその商売なら
できる．WZo:oHco2V<Zo～ ´lääka ti `laa ¯kheeその仕
事ならやれる．ZcMZo>IoHco2V<Zo～ ¯semcän ti `laa

¯kheeその動物には対抗できる．Ho;?dIoIZo2V<Zo～<̀o
M̀oT6q< ´tha ¯kyhön nää `laa ¯kheeki ˆmintuu.「も
うまったく敵わないよ」KVoI=oIZo2V<Zo～<̀oMcHoJo
THIn ¯phanan nää `laa ¯kheeki ˆmää-pa ´dra.「向こ
う側の者には手に負えなかったようです」
12．＜LVdZoT;cWo の形で＞ 信頼する． LVdZo～ `löö

¯khee信頼する．
13．＜<FI oT;cW o の形で＞ 確定する．決まる．
<FIo～ ¯tän ¯khee確定する．決まる．
14．(～の状態に) なる． <IH oT<< o～ `nänkaa

¯khee重要になる．KMo;o～ ¯phamka ¯khee損する．

T;dHo `khöö v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;dHo T;dHo –
`khöö `khöö –

pres. fut. pt. imp.

[ T;dHo T;dHo T;dHo – ]

1．(～が)記されている．書かれている． :cVo%<Zo
～ `kertaa `khöö 点検済みの印が記されている．
<MdM oTLdV o～ ´tompor `khöö 総額が記入されてい
る．H/>HoM?Io～ ¯cääcän `khöö 注が付いている．
M̀=o～ ´ming `khöö 名前が記されている．M̀=o%<Zo
～ ˆmingtaa `khöö 署名してある．S`IoGdo～ ´simto

`khöö記録される．記録されている．SbVoGdo～ ´surto
`khöö別記してある．V<ZoV`Mo～ ˆrakrim `khöö概
略が書かれている．ZoÙ<o～ `sayii `khöö 署名して
ある．
2．(印が) 押されている． GMo:o～ ¯thamka `khöö

印鑑が押されている．GcWoNUo～ ¯theetse `khöö 押印
されている．HMo0 (<o～ ˆthamtruu `khöö 印鑑が押
されている．VzoHMo～ ´ratam `khöö角に焼き印が押
されている．
3．(～に Wo ) 記されている．書かれている． Gd o
<8 q=oWo～ ¯thoshun la `khöö 元帳に記入されてい

;
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る．O<ZoJVoI=oWo～ ¯tshakpaa ´nan la `khöö新聞
に書かれている．Ù<oGd<oWo～ ˆyiktoo la `khöö書面
に書いてある．
4．(～に) 記されている．書かれている． <Io,@o
～ ´khänkya `khöö 証文に記されている．ÀI oGd o
～ ´nyinto `khöö 日記に記されている．Gdo～ ¯tho

`khöö メモに記されている．1=̂ o Gd o～ ´chungto

`khöö収入の帳簿に書かれている．M̀=oGdo～ ´mingto
`khöö名簿に記されている．)TZo;Do～ ¯tsiitra `khöö

帳簿に記されている．ZoL1Fo～ ¯saptra `khöö 地図
に記入されている．
5．(文字で Wo ) 記されている． Ù o<cVo～ ´yikee

`khöö文字に書かれている．
6．列ができる． L8 q<Zo2FWo～ ´shukträä `khöö座
席の列ができる．

T;dIo ¯khön v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;dIo T;dIo –
¯khön ¯khön –

pres. fut. pt. imp.

[ T;dIo T;dIo T;dIo – ]

1．(～が～に Wo ) 引っかかる． !=oJo～ ¯kangpa

¯khön 足が引っかかる．<?cHoV<Zo～ `keraa ¯khön

帯が引っかかる．～Ud=o ¯khön ´yon 引っかかって
くる．<Ad oWo～ ´ko la ¯khön 戸に引っかかる．9C<Zo
<ScVoWo～ ¯caksee la ¯khön 釘に引っかかる．<McVo
Mdo～ ´termo ¯khön 爪に引っかけられる．<Nc o～ ¯ne

¯khön 先端が引っかかる．0 ôJ o～ ¯chupa ¯khön

チベット服が引っかかる．OUVoMoWo～ `tshemaa la

¯khönとげに引っかかる．
2．(心が) 引っかかる． Rc o～ ´she ¯khön 恨みを
持つ．

T;dLo `khop v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;dLo T;dLo –
`khop `khop –

pres. fut. pt. imp.

[ T;dLo T;dLo T;dLo – ]

(～が)かじかむ，ぎこちない．(動きが)鈍い．(機能
が) 悪い． !=oJo～ ¯kangpa `khop 足がかじかむ．

T2FdZo～ ˆdröö `khop 側対歩が乱れる．<Sb<ZoJdo～
´suku `khop 身体の動きがぎこちなくなる．W<oJo
～ ´lakpa `khop手がかじかむ．

T;dVo ¯khoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;dVo T;dVo –
¯khoo ¯khoo –

pres. fut. pt. imp.

[ T;dVo T;dVo T;dVo – ]

1．(～が) 回る． T;dVoWd o～ ¯kholo ¯khoo 車輪が
回る．<Ĥd o<Xd<o～ ˆtroshoo ¯khoo 水車の羽が回る．
?b oT;dVo～ ¯chukoo ¯khoo 水車が回る．0>c oTG<o～
`chetaa ¯khoo 粉挽きの水車が回る．MoE`o～ ´mani

¯khooマニ車が回る．UZo& do～ ´yääto ¯khoo石臼の
上の石が回る．V=oTG<o～ ˆrangtaa ¯khoo 石臼が
回る．
2．(機械などが) 動く． T0 (W oT;dV o～ ¯trhüükoo

¯khoo機械が動く．
3．(～が～から IZ o ) 戻る，戻ってくる． 2V`= o
<?dV o～ ¯lingkoo ¯khoo 環状道路を一周して元の
場所に戻る｛礼拝のため｝．I= o<?dV o～ ´nangkoo

¯khoo 礼拝のため内回りをして元の場所に戻る．
<IZo<?dV o～ ¯nääkoo ¯khoo 巡礼から戻る．<IZo
～ `nää ¯khoo 聖地巡りをして戻ってくる．KdVoJo
～ ¯phoopa ¯khoo お椀が戻ってくる．0>d<ZoIZo～
`choo nää ¯khoo 地方から帰ってくる．LD<o?o～
´trhakca ¯khooこだまする．OV=o～ ¯tshon ¯khoo➀

商売から帰ってくる．➁商売がうまく行く．
4．(～が)寄ってくる． 1]o～ ¯lu ¯khoo 龍神が寄っ
てくる．6 q<o<kH=o～ ´thukpan ¯khoo 蚊が寄ってく
る．KdoR`Mo～ ¯phushim ¯khoo 牡猫が寄ってくる．
1>o"dHo～ ˆchaköö ¯khoo 禿鷹が寄ってくる．<kH=oLbo
～ ´pangku ¯khoo 蠅がたかる．M̀o～ ´mi ¯khoo 人
が寄ってくる．Mdo;?`o～ ´muki ¯khoo雌犬が寄ってく
る．Xo<kH=o～ ¯shatran ¯khoo金蠅が寄ってくる．X̀o
THIco～ ¯shintre ¯khoo死鬼が寄ってくる．
5．(順番が) 回ってくる． \@` oJo～ ¯cipa ¯khoo 代
表の番が回ってくる．V=oMOMZoWo～ ˆrangtsam

la ¯khoo自分の番が回ってくる．VcZo<?dVo～ ´reekoo

¯khoo順番が回ってくる．VcZoMdZo～ ˆreemöö ¯khoo

;
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順番が回ってくる．WZo:o～ ´lääka ¯khoo仕事の番
が回ってくる．WZo<Nc o～ ´lääne ¯khoo 役員の番が
回ってくる．WZoHJdIo～ ´lääpön ¯khoo監督の番が
回ってくる．WZoVcZo～ ˆlääree ¯khoo当番になる．
6．(時が)経過する． <SToT;dVo～ ´sakoo ¯khoo一
週間が過ぎる．Wdo～ ´lo ¯khoo一年が経過する．
7．(～の) 巡り合わせになる．(結果として～が) 巡
ってくる． , ! oTLDZo～ ˆkyumträä ¯khoo 因果が巡
る．=IoTLDZo～ ˆngänträä ¯khoo 悪事を働いたつ
けが回ってくる．L<o?<Zo～ ˆphakcaa ¯khoo 前世
からの習性や前世の行いの習性が蘇る．)TZoTLDZo
～ `tsinträä ¯khoo占いの結果が現れる．WoUd<Zo～
ˆlayoo ¯khoo 天罰が当たる．WIo?<Zo～ ˆläncaa

¯khoo 宿命が巡ってくる．WZ o TLDZ o～ ˆlänträä

¯khoo因果は巡る．
8．(～を) 想起する．思い巡らす．(～の) 気持ちに
なる． <I<oZcMZo～ `naksem ¯khoo 意地悪を考
える．KIoZcMZo～ `phänsem ¯khoo 他人のために
役立ちたいという気持ちが出てくる．Kb<ZoLZMo
～ `phuksam ¯khoo 将来を思う．Vc o<Kd=o～ ´reton

¯khoo空想する．VcoLo～ ´rewa ¯khoo希望が生まれ
る．LZMo=Io～ ¯samngän ¯khoo 悪い考えを持つ．
LZMoLVdo～ ¯samlo ¯khoo思う．思い浮かべる．思い
を巡らせる．考える．LZMo<R`<o～ `samshii ¯khoo

考慮する．LZMoXcZo～ `samshee ¯khoo分別が出て
くる．
9．(～が) 生じる． ;o?b o～ ¯khacu ¯khoo 唾がた
まる．?b oZcV o～ ¯chusee ¯khoo リンパ液が出る．
<AcVoMo～ ¯nyema ¯khoo しわができる．M̀<o<\@<o～
`mikkyaa ¯khoo 目やにが出る．M̀<o?b o～ ¯mikcu

¯khoo 涙が浮かぶ．LRTo～ ´sha ¯khoo しけっぽく
なる．
10．(気象の変化が) 現れる． 2F`LoI<o～ ˆtrhimnaa

¯khoo日が陰る．影が寄ってくる．\H`IoJo～ ¯trinpa

¯khoo 雲が出てくる．<RY<oJo～ ¯mukpa ¯khoo霧が
かかる．S`Wo?bo～ ´siicu ¯khoo露が付く．
11．(水などが) たまる． wV=Zo?bo～ ¯langcu ¯khoo

蒸留水がたまる．
12．(汚れ，垢，錆などが) 付く，付着する． 9C<Zo
<UT o～ ¯cak’ya ¯khoo 鉄錆が付く．?b o HIc< o～

`chutraa ¯khoo 水垢が付着する．@oHIc<o～ ˆchatraa

¯khoo 茶渋が付く．GWoLo～ ¯thala ¯khooほこりが
付く．6 qoHIc<o～ ˆthutraa ¯khooすすが付く．HIc<oJo～
´trhakpa ¯khoo垢が出る．TLboKDo～ ´butra ¯khoo細
菌が付く．<UTo～ ¯ya ¯khoo 緑青が出る．ZdoHIc<o～
`sotraa ¯khoo歯垢が付く．
13．(子供を) 身ごもる．妊娠する． Jbo2q o～ ¯puku

¯khoo 妊娠する．1>` o0 (<o～ ˆchipruu ¯khoo 私生児
を妊娠する．<Sb<ZoJdo～ ´suku ¯khoo妊娠する．Wdo
L<KZHo～ ´lopte ¯khoo年子を妊娠する．
14．(頭が) くらくらする． M<d o UbV o～ ´guyüü

¯khoo 頭がくらくらする．LS`oUbVo～ ´siyoo ¯khoo

酔ってわけが分からなくなる．M<doUbVo～M;IoTHIo
>̀<o1>cHo<̀Zn ´guyüü ¯khoonyän re ci ˆchekii.「頭が
くらくらするみたい．何だか頭がくらくらする」
15．(つきが)回ってくる． 0><oXdo～ ¯chaasho ¯khoo
さいころの賭け事でつきが回ってくる．OV= o～
¯tshon ¯khoo ➀商売から帰ってくる．➁ 商売が
うまく行く．
16．夢中になる． M<do～ ´go ¯khoo その気になる．
夢中になる．騙される．うつつをぬかす．気が紛れ
る．気が晴れる．迷う．騙される．

T;dWo 1 ¯khöö v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;dWo ;dWo –
¯khöö ¯khöö –

pres. fut. pt. imp.

[ T;dWo T;dWo ;dWo – ]

1．(～が) 沸く，沸き立つ． ?bo～ ¯chu ¯khöö 湯が
沸く．?boWd=oWd=o～ ¯chu ˆlon–lon ¯khöö湯がふつふ
つ沸く．@o～ ´cha ¯khöö お茶が沸く．GLoS=Zo～
`thapsan ¯khöö銅鍋の湯が沸く．LdHo@o～ ´phööca

¯khöö チベット茶が沸く．<RIo～ ¯män ¯khöö 薬湯
が煮立つ．TdoMo～ ´oma ¯khööミルクが煮立つ．
2．(～が) 煮立つ． H;=`Wo;Dd o～ ¯kiitro ¯khöö 大鍋が
煮立つ．H;=`WoS=Zo～ `kiisan ¯khöö 銅鍋が煮立つ．
2Fd oGb<o～ ˆtrhotuu ¯khöö 押し麦の粥が煮立つ．Gb<o
Jo～ ¯thukpa ¯khöö 粥が煮立つ．Gb<oJoWd=oWd=o～
¯thukpa ˆlon-lon ¯khöö粥がふつふつ煮立つ．
3．(騒ぎ，争いごとなどが) 激しくなる． T< (< o

;
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S`= o～ `trhuksin ¯khöö 争乱が激しくなる．<McL o
S`= o～ ˆtepsin ¯khöö 大騒ぎが起こる．HMVoTPT=o
～ `mantsin ¯khöö 血みどろの戦いの最中である．
S`=oT< (<o～ ˆsingtruu ¯khöö騒乱が激しい．S`=o?o～
´singca ¯khöö騒ぎが激しくなる．
4．興奮する．衝動に駆られる．無性に～したくな
る．むずむずする． T2FMo?bo～ ´dramcu ¯khöö 生
つばがたまる．欲しくてたまらなくなる．KD<oHd<o
～ `trhatoo ¯khöö 嫉妬心に駆られる．HMVoHHo～
`martää ¯khöö 無性に肉が食べたくなる．So0 (<o～
ˆsapraa ¯khöö 衝動にかられる．W<oMG̀Wo～ ´laktii

¯khöö衝動が起こる．W<oJo～ ´lakpa ¯khöö衝動に
かられる．ZcMZo～ `sem ¯khöö 興奮する．ZcMZo)o
～ ¯semtsa ¯khöö➀活発になる．➁興奮する．
5．(～が) 盛り上がる．活発になる．(心が) 浮き立
つ． <?Ho?o～ ¯käca ¯khöö 話が盛り上がる．H<To
ZcMZo～ ˆkasem ¯khöö 喜びで心が浮き立つ．ZcMZo
)o～ ¯semtsa ¯khöö ➀活発になる．➁興奮する．
\Vo<RZo～ `arshää ¯khöö土木の作業歌を歌って盛
り上がる．
6．激しく～する．盛んに～する． TK<oTO<o～
`phaktsaa ¯khöö激しく跳びはねる．\`<o<Ĥo～ ¯iktra
¯khööしゃっくりが盛んに出る．

T;dWo 2 ☞　T;Wo (p. 95)

T;?<o `kyhaa v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;?<o T;?<Zo –
`kyhaa `kyhaa –

pres. fut. pt. imp.

[ T;?<o T;?<o T;?<Zo – ]

(～が) 凍える．寒く感じる． != oJ o～ ¯kangpa

`kyhaa 足が凍える．<Hd= o～ ´ton `kyhaa 顔が凍
える．<Sb<ZoJdo～ ´suku `kyhaa身体が凍える．W<o
Jo～ ´lakpa `kyhaa手が凍える．

T;?<Zo ☞　T;?<o (p. 100)

T;?Mo `kyham v. vol.
npf. pf. imp.

T;?Mo T;?MZo T;?MZo
`kyham `kyham `kyham

pres. fut. pt. imp.

[ T;?Mo T;?Mo T;?MZo T;?dMZo ]

(～を Wo )うろつく，目的もなく歩き回る，さまよう，
放浪する． ;?`o～ ¯khi `kyham犬がうろつく．;DdMoWo
～ ¯trhom la `kyham 市場をうろつく．<oZo<oWo～
´khasa ´kha la `kyham そこら中をうろつく．ÀIo
MOIoMcHoJVo～ ´nyintsän ˆmää-paa `kyham夜昼と
なくうろつく．'MoXcZo～ `namshee `kyham 魂が
さまよう．Jbo2q o～ ¯puku `kyham 子供がうろつく．
KVoObVo～ ¯phaa-tsuu `kyhamあちこちうろつく．

T;?MZo ☞　T;?Mo (p. 100)

T;?Vo ¯kyhar v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;?Vo T;?Vo –
¯kyhar ¯kyhar –

pres. fut. pt. imp.

[ T;?Vo T;?Vo T;?Vo – ]

1．(～が) 離散する． LdH oV`<ZoRYIoSVo～ ˆphöörii

¯pünta ¯kyharチベット族同胞が離散する．
2．(～が～を) 離れる，離れてさまよう． UbW o
～ ´yüü ¯kyhar 国を離れてさまよう．V=oUbW o～
´rangyüü ¯kyhar自国から離れる．
3．(デマ，噂などが) 飛ぶ． H1Fd<o<FMo～ ¯troktam

¯kyhar デマが飛ぶ．<?H o? o～ ¯käca ¯kyhar 噂が
飛ぶ．
4．(～が)散逸する． Ùo<co～ ´yiki ¯kyhar文書が散
逸する．9ZZo～ ¯hlu ¯kyhar部品が散失する．

T;?`Vo ¯khir v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;?`Vo T;?`Vo –
¯khir ¯khir –

pres. fut. pt. imp.

[ T;?`Vo T;?`Vo T;?`Vo – ]

1．(～が)渦巻く． 1VHo;D<o～ `läätraa ¯khirびっく
りする｛“脳味噌と血液が渦巻く” の意｝．MOVoT;dVo
～ ¯tshonkoo ¯khir (波が)渦巻く．
2．(車輪などが) くるくる回る． <?dV oL o～ ¯kora

¯khir くるくる回る．<6 q<Zo～ ˆtuu ¯khir 傘がくる
くる回る．

;
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3．大急ぎで行く． , !<oXVo～ ´kyukshaa ¯khir大急
ぎで行く．

T;?`Wo * ¯khir, ¯khii v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;?`Wo T;?`Wo –
¯khir, ¯khii ¯khir, ¯khii –

pres. fut. pt. imp.

[ T;?`Wo T;?`Wo T;?`Wo – ]

1．(～が)渦巻く． ?bo～ ¯chu ¯khir ➀水が渦巻く．
➁水がたまる．6 qoR<o～ ˆthushaa ¯khii霧が渦巻く．
2．(～が)たまる． ;D<o～ `trhaa ¯khir血がたまる．
<>̀IoJo～ ¯cinpa ¯khirおしっこが水たまりのように
たまる．?bo～ ¯chu ¯khir➀水が渦巻く．➁水がたま
る．?bo<F`<Zo～ `chunyii ¯khir 汚水がたまる．TH<o
L<o～ ˆdakpaa ¯khir泥がたまる．
3．(～が) たくさん集まる，集まってごった返す．
<Q<o<Q<o～ ˆpakpaa ¯khir バイクがたくさん集まる．
M̀o～ ´mi ¯khir 人が大勢集まる．M̀oKb=o～ ´mipun

¯khir 人込みでごった返す．MdoBo～ ´motra ¯khir 車
がたくさん集まる．

T<<̂o `kyhuk, `kyhuu v. non-vol.
npf. pf. imp.

T<<̂o T<<̂Zo –
`kyhuk, `kyhuu `kyhuk, `kyhuu –

pres. fut. pt. imp.

[ T<<̂o T<<̂o T<<̂Zo – ]

1．(閃光などが) 走る． 2Vd<o～ `loo `kyhuk 稲妻が
走る．TdHo～ ˆöö `kyhukピカッと光が走る｛稲妻な
どについて｝．
2．(～が)すばやく動く． Ao～ ´nya `kyhuk魚がす
ばやく動く．

T<<̂Zo ☞　T<<̂o (p. 101)

T<Ĥo 1 `kyhüü v. vol.
npf. pf. imp.

T<Ĥo T<Ĥo T<Ĥo
`kyhüü `kyhüü `kyhüü

pres. fut. pt. imp.

[ T<Ĥo T<Ĥo T<Ĥo T<Ĥo ]

(～が <̀Z o ～に W o ) しがみつく． J= o JV o～

¯pangpaa `kyhüü 胸にしがみつく．Jbo2qZo\oMVo～
`puküü ¯amaa `kyhüü子供が母親にしがみつく．

T<Ĥo 2 `kyhüü v. non-vol.
npf. pf. imp.

T<Ĥo T<Ĥo –
`kyhüü `kyhüü –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が～に Wo ) 巻き付く，絡み付く． G<oT<Ĥo
～ `thakkyüü `kyhüü蔓草が巻き付く．G<oT<ĤoMco
Fd<o～ `thakkyüü ˆmetoo `kyhüü朝顔が絡み付く．
G<oJVo～ ¯thakpaa `kyhüü紐に巻き付く．McoFd<o～
ˆmetoo `kyhüüつる草の花が這う．X̀=oWo～ ¯shing

la `kyhüü木に巻きつく．
2．(電気などが) 伝って広がる．(火が) 燃え移る．
2Vd<o～ `loo `kyhüü 感電する．静電気が発生する．
Mco～ ´me `kyhüü火が燃え移る．

T<V̂o ¯kyhur v. non-vol.
npf. pf. imp.

T<V̂o T<V̂o –
¯kyhur ¯kyhur –

pres. fut. pt. imp.

[ T<V̂o T<V̂o T<V̂o – ]

(任期，任務などが)終わる，満了する．勤め上げる．
<?YoOLo～ `kutsap ¯kyhur 代表の任期が終わる．<do
<IZo～ ˆkhonää ¯kyhur 任期が終わる．地位が変
わる．T<do;D`Ho～ ˆgutrii ¯kyhur 長としての任期が
終わる．\@` o;?Lo～ `cikyap ¯kyhur 代表の任期が終
わる．*V=oHJdIo～ ´tsongpön ¯kyhur 県知事の任期
が終わる．WZo:o～ ´lääka ¯kyhur 任期が終わる．
WZo;b=Zo～ ˆlääkun ¯kyhur事務所の任務が終わる．
WZoT<Io～ ´länkän ¯kyhur任務が終わる．WZoVcZo
～ ˆlääree ¯kyhur当番が終わる．

T;?cVo 1 ¯kyhee, ¯khii v. vol.
npf. pf. imp.

T;?cVo ;?cVo ;?cVo
¯kyhee, ¯khii ¯kyhee, ¯khii ¯kyhee, ¯khii

pres. fut. pt. imp.

[ T;?cVo T;?cVo ;?cVo ;?cVo ]

;
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hon.　☞　L<NMo 1 (p. 224)
1．(～を) 持っていく，携帯する．(～を～に載せ
て Wo /手に持って Wo /口にくわえて Wo ) 運ぶ．
H:Vo9qLZ o～ `kashup ¯kyhee 茶碗入れを携帯す
る．H1)MoMHTo～ ¯trumta ¯kyhee ピストルを携帯
する．< (Z o?Zo～ `trhüücää ¯kyhee 洗面道具を携
帯する．M<d oW o～ ´go la ¯kyhee 頭にのせて持っ
ていく．,@<Z o～ ˆkyaa ¯kyhee 食料を持ってい
く．M@`= oJVo～ ´jingpaa ¯kyhee うなじにのせて
いく．Hd oJd o～ ´thopo ¯kyhee 荷物を持っていく．
J=oJVo～ ¯pangkaa ¯kyhee 胸に抱える．HJb=oJVo
～ ¯pungpaa ¯kyhee 担ぐ．\@` o<Nb<oWo～ `citsuu la

¯kyhee頭の天辺で運ぶ．W<oJVo～ ´lakpaa ¯kyhee

手に持つ．
2．(～を背中に Wo ) 背負う． H:VoZVcWo～ ¯kaalee

¯kyhee 背負い籠を背負う．,@Lo;b< o～ ˆkyapkuu

¯kyhee背荷物を背負う．<AWoJVo～ ´kääpaa ¯kyhee
背負う．Kb=oJdo～ ¯phungpo ¯kyhee 死体を背負う．
ZVcWo<d<o～ `leekoo ¯kyhee背負い籠を背負う．
3．(責任などを)持つ，負う． T<Io;bVo～ ´gänkuu

¯kyhee 責任を持つ．T<Io～ ´gän ¯kyhee 責任を持
つ．WZoT<Io～ ´länkän ¯kyhee任務を持つ．
4．(信心を) 持つ． ?dZoZcMZo～ `chöösem ¯kyhee

信心を持つ．
5．(法律，規律などを) 守る，遵守する． ;D`MZo～
`trhim ¯kyhee 法律に従う．法律を甘受する．<Ĥ`<o
TPb<Zo～ ˆtriktsuu ¯kyhee集団の規律を守る．<Ĥ`<Zo
;D`MZo～ ˆtriktrim ¯kyhee 規律を守る．<Ĥ`<ZoWMo～
´triklam ¯kyhee規律を守る．UbWo;D`MZo～ ˆyüütrim

¯kyhee地方の法律を守る．
6．(罰，被害などを) 甘受する，受ける． <\@dIoL$ dHo
～ `kyöncöö ¯kyhee 批判を甘んじて受ける．!=d= o
～ ´kyhon ¯kyhee 承知の上で損を背負い込む．損
を甘受する．T!==Zo?Ho～ ˆgyangcää ¯kyhee 遅延
に対して課される罰を受ける．AcZo?Ho～ ˆnyeecää

¯kyhee罰を受ける．<MY<o!=d=o～ ´tokkyon ¯kyhee 損
を負う．<NoZbIo～ ¯napsüü ¯kyhee 思い知る．KMo
AcZo～ `phamnyee ¯kyhee 損害に甘んじる．M̀o;o～
´mika ¯kyhee 噂に甘んじる．UoWo～ ´yala ¯kyhee

甘んじて濡れ衣を受ける．
7．(権力や名を) 騙る，利用する． ;oWo～ ¯kha la

¯kyhee 口にくわえる．人の名を利用する．=doZdo～
´ngoso ¯kyhee 他人の手柄を自分の手柄のように
言い立てる．\@` oM̀=o～ ¯ciming ¯kyhee 公の名を騙
る．HL=o9q<Zo～ `ongshuu ¯kyhee 権勢を笠に着
る．M̀=o～ ´ming ¯kyhee名前を利用する．ZD`Ho<8 q=o
;oWo～ ¯sishun ¯kha la ¯kyhee政府を利用する．
8．(苦しみなどを) 耐える，我慢する． GbL oOVH o
～ `thuptsöö ¯kyhee いじめに耐える．<MY<o;bVo～
´tuukur ¯kyhee 我慢する．<Id= o～ ¯noo ¯kyhee

良心の呵責に心を痛める．MIV o<>dH o～ `narcöö

¯kyhee 虐待に遭う．M?o=Io～ ´nyangän ¯kyhee 喪
に服す．悲しむ．
9．(～を) 負担する． H/>o;DWo～ ¯caträä ¯kyhee 税
金を負担する．LboWdIo～ ´pholön ¯kyhee借金を負担
する．
10．(～の気持ちを) 持つ． 0>d<ZoRcIo～ ¯chooshen

¯kyhee いつもえこひいきをする．0>d<Z o 9ZZ= o～
`choolun ¯kyhee身びいきの気持ちを持つ．

T;?cVo 2 ¯kyhee, ¯khii v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;?cVo ;?cVo –
¯kyhee, ¯khii ¯kyhee, ¯khii –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

hon.　☞　L<NMo 2 (p. 225)
1．(～が水に <̀Zo ) 流される．(～が風に <̀Zo ) 飛
ばされる．(～が霜などに <̀Zo ) やられる． ?bZo～
`chüü ¯kyhee水に流される．水に浮かぶ．LoMdZo～
ˆphamöö ¯kyhee 霜にやられる．ZHo<̀Zo～ `sää ki

¯kyhee霜にやられる．9Z<ZoJZo～ ¯hlakpaa ¯kyhee
風に飛ばされる．
2．(風邪などを) うつされる． ?M o =I o ～
¯chamngän ¯kyhee 悪性の風邪をよそからもらっ
てくる．?MoJo～ ¯champa ¯kyhee よそから風邪を
もらってくる．
3．(血筋を)引く． Ko, !Ho～ `phakyüü ¯kyhee父の
血筋を引く．
4．(平常心が) 失われる． LVo～ ¯la ¯kyhee たまげ
る．びっくり仰天する．w]=o<̀Zo～ ¯lun ki ¯kyhee逆
上する．

;
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T;?d<o `kyhoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;?d<o T;?d<Zo –
`kyhoo `kyhoo –

pres. fut. pt. imp.

[ T;?d<o T;?d<o T;?d<Zo – ]

1．(～が) 曲がる，ゆがむ，斜めになる． :oLo～
¯kaa `kyhoo 柱が曲がる．)T<oJo～ ¯tsikpa `kyhoo

壁がゆがむ．WMo:o～ ˆlangkaa `kyhoo道が曲がる．
X̀=o<Md=o～ ¯shington `kyhoo立ち木が曲がる．
2．(～が) 不正になる． WZo:o～ ´lääka `kyhoo 不
正を働く．
3．(～が) 不安定になる． ZcMZo～ `sem `kyhoo 精
神的に不安定である．情緒不安定である．不安定で
ある．

T;?d<Zo ☞　T;?d<o (p. 103)

T;?d=o `kyhon v. vol.
npf. pf. imp.

T;?d=o T;?d=Zo T;?d=Zo
`kyhon `kyhon `kyhon

pres. fut. pt. imp.

[ T;?d=o T;?d=o T;?d=Zo – ]

持続する．(時間を) 持たせる． À o M o～ ´nyima

`kyhon 暇をつぶす．À o M oTHIo Jd o M o T;?d=Z oJ o1>Zn
´nyima rapo `hmakyon-pa cää,「暇つぶしができな
くて」

T;?d=Zo ☞　T;?d=o (p. 103)

T;?dMo `kyhom v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;?dMo T;?dMZo –
`kyhom `kyhom –

pres. fut. pt. imp.

[ T;?dMo T;?dMo T;?dMZo – ]

1．(水などの表面が) ゆらゆらする，ゆれる． ?b o
～ ¯chu `kyhom 水の表面がゆらゆらする．@o～
´cha `kyhom お茶の表面がゆらゆらする．<NYMo～
¯num `kyhom 油の表面がゆらゆらする．MOVo～
¯tsho `kyhom湖面がゆれる．

2．(頭が) くらくらする．脳震盪を起こす．めまい
がする． 1VHo;D<o～ `läätraa `kyhom脳震盪を起こ
す．何が何だかわけが分からない．1VHoJo～ ¯läpa

`kyhom 脳震盪を起こす．めまいがする．わけが分
からなくなる．頭がふらふらして目がくらむ．

T;?dMZo ☞　T;?Mo (p. 100)，T;?dMo (p. 103)

T;?dVo ¯kyhoo, ¯kyhor v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;?dVo T;?dVo –
¯kyhoo, ¯kyhor ¯kyhoo, ¯kyhor –

pres. fut. pt. imp.

[ T;?dVo T;?dVo T;?dVo – ]

(～が)ふらふらする． <dMoJo～ ´khompa ¯kyhooふ
らふら歩く．<Sb<ZoJdo～ ´suku ¯kyhoo 身体がふら
ふらする．

T;?dWo ¯kyhöö v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;?dWo T;?dWo –
¯kyhöö ¯kyhöö –

pres. fut. pt. imp.

[ T;?dWo T;?dWo T;?dWo – ]

1．(～を) 全うする，やり遂げられる． ;b=Z o～
`khun ¯kyhöö ➀根拠が証明される．➁ (人生，仕
事などが) やり遂げられる．(人生を) 全うする．全
うできる．M@b<o～ ˆjuu ¯kyhöö 全うする．M@b<o2q o
～ ´juku ¯kyhöö終了する．MGTo～ ¯tha ¯kyhöö最
後までやり遂げられる．全うする．Kb<Zo～ `phuu

¯kyhöö 全うできる．M̀oOUo～ ´mitse ¯kyhöö ➀人生
を全うする．➁生活していくことができる．暮らし
ていくことができる．<8 q<o2q o～ ´shuku ¯kyhöö や
り抜く．WZo:o～ ´lääka ¯kyhöö 仕事を全うする．
ZVdLo<k@d=o～ `lopcon ¯kyhöö学業を全うする．
2．(時間を) 過ごす． À oM o～ ´nyima ¯kyhöö 日
が送れる．生活できる．暇をつぶす．6 qZ oOVH o～
ˆthüütsöö ¯kyhöö暇をつぶす．
3．(生活が) できる，やっていける，成り立つ． M̀o
OUo～ ´mitse ¯kyhöö ➀人生を全うする．➁生活し
ていくことができる．暮らしていくことができる．
TOVoLo～ ¯tshowa ¯kyhöö生活が成り立つ．

;
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4．(返答が)届く． WIo～ ´län ¯kyhöö返答が届く．
5．(試験に)合格する． Ù<oOHo～ ˆyiktsää ¯kyhöö

試験に受かる．
6．(害が)及ぶ． <IdHoJo～ ¯nöpa ¯kyhöö害が及ぶ．

T;DLo `trhap v. vol.
npf. pf. imp.

T;DLo T;DLZo T;DdLZo
`trhap `trhap `trhop

pres. fut. pt. imp.

[ T;DLo T;DLo T;DLZo T;DdLZo ]

1．(～を)演じる．踊る． <Vo～ ´khar `trhapカル
舞踊を踊る．#dIoJo～ ¯ngönpa `trhap狩人を演ずる．
LWoLSTo～ ´phääsa `trhap 王妃ペーサの物語を演
ずる．LDd o<RZo～ ˆtrhoshää `trhap歌い踊る．TLDZo
H:Vo～ ´drääkaa `trhapほかいをする．ほかいびと
を演ずる．恥も外聞もなく踊ったり歌ったりする．
おべっかを使う．お追従を言う．RLZoLDdo～ ´shaaro

`trhap踊りを踊る．SVdZo<Vo～ ´döökaa `trhap歌舞
を演ずる．演技をする．Zc=o<co～ ¯sengke `trhap獅
子を演じる．9ZoMdo～ ¯hlamo `trhap歌舞劇を演ずる．
女神の役を演ずる．\o>co9ZoMdo～ ¯ace ¯hlamo `trhap

歌舞劇を演ずる．
2．(～の) 振る舞いをする．(～を) やってのける．
J<oZVo～ ¯pakla `trhap不良の振る舞いをする．K̀<o
K̀<o～ `phikpii `trhap落ち着きがなく浮わついた行
動を取る．UoMcHo～ ˆyamee `trhap 大胆不敵なこと
をやらかす．
3．(追従や嘘を)言う． \HcWoWHo～ `päälää `trhapお
べっかを使う．

T;DLZo ☞　T;DLo (p. 104)

T;D`o ¯trhi, `trhii v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;D`o T;D`Zo –
¯trhi, `trhii `trhii –

pres. fut. pt. imp.

[ T;D`o T;D`o T;D`Zo – ]

1．(義務，責任などを) 課せられる． ;<o～ `khaa

¯trhi 過失責任がかかる．T<Io;bVo～ ´gänkuu ¯trhi

責任を課せられる．責任がかかる．T<Io～ ´gän

¯trhi 責任がかかる．<RdIo;DWo～ ´shönträä ¯trhi 若
い者に義務が課せられる．WZoT<Io～ ´länkän ¯trhi

任務を課せられる．
2．(税金などを) 課せられる． ;= o ;DW o ～
¯khangträä ¯trhi 家屋税が課せられる．家屋税
がかかる．;DW o～ ¯trhää ¯trhi 課税される．?= o
;DW o～ ¯changträä ¯trhi 酒税が課せられる．H/>o
;DWo～ ¯caträä ¯trhi 税金を課せられる．HM<o;DWo
～ ¯makträä ¯trhi 兵役が課せられる．OV= o;DWo～
¯tshongträä ¯trhi 商業税を課せられる．Sd<o;DWo～
´sokträä ¯trhi物品税を課せられる．関税がかかる．
3．(罰，罰金などを) 課せられる． T!==Zo?H o～
ˆgyangcää ¯trhi遅延に対して罰を課される．?Ho～
`chää ¯trhi罰金を科せられる．<Kd=o～ ¯tong ¯trhi殺
人罪に対する賠償金を課せられる．
4．(損害を)被る． <Kd=o!=d=o～ ¯tongkyon ¯trhi 丸損
を被る．
5．余計なおせっかいをする． @bZo～ ˆchüü ¯trhi余
計なおせっかいをする．@bZo<Fd<Zo～ ˆchüütoo ¯trhi
余計な干渉をする．余計な世話を焼く．おせっかい
を焼く．口出しする．
6．濡れ衣を着せられる． AcZo;<o～ ˆnyeekaa ¯trhi

濡れ衣を着せられる．UoWo～ ´yala ¯trhi濡れ衣を着
せられる．

T;D`<Zo `trhik, `trhii v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;D`<Zo T;D`<Zo –
`trhik, `trhii `trhik, `trhii –

pres. fut. pt. imp.

[ T;D`<Zo T;D`<Zo T;D`<Zo – ]

(雲，霧などが)立ち込める，垂れ込める．(煙などが)
充満する． ?Vo\H`Io～ ¯chartrin `trhik雨雲が垂れ込
める．?bo\H`Io～ ¯chutrin `trhii雨雲が覆う．6 qoR<o～
ˆthushaa `trhik 霧が立ち込める．炊煙が立ち込め
る．\H`IoJo～ ¯trinpa `trhik雲が立ち込める．雲が垂
れ込める．<RY<oJo～ ¯mukpa `trhik霧が立ち込める．

T;D`Ho 1 `trhii v. vol.
npf. pf. imp.

T;D`Ho ;D`Ho ;D`Ho
`trhii `trhii `trhii

;
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pres. fut. pt. imp.

[ T;D`Ho T;D`Ho ;D`Ho ;D`Ho ]

1．(～が <̀Zo ～を～に Wo ) 連れていく，引き連れ
る． <?Ho<^!Vo～ ¯kääkyuu `trhii 通訳を連れていく．
T;dVo～ ¯khor `trhii取り巻きを引き連れる．AdoVd<Zo
～ ˆnyoroo `trhii 買い物のお供を連れていく．%o～
¯ta `trhii馬を連れていく．<No～ ¯na `trhii先導する．
HJ=oJd o～ ¯pangpo `trhii 証人を連れていく．LVo
<?dVoWo～ ´phaakoo la `trhiiパルコル巡りの礼拝に連
れていく．OLo～ `tshap `trhii代わりを連れていく．
Vd<ZoJo～ ´rokpa `trhii 連れを連れていく．WZo:Vo
～ ´lääkaa `trhii仕事に連れていく．
2．(～が <̀Zo ～を) 教える．(～に <̀Zo ～を) 教わ
る．(～が <̀Zo 授業を) する．(～が <̀Zo 演出を) す
る． T;DLo<8 q=o～ ¯trhapshun `trhii 脚本を演出す
る．<doHdIo～ ´khotön `trhii 意味を教える．T<do～
´go `trhii 指導する．M̀oHM=Zo～ ˆmiman `trhii 市
民を指導する．OHoMo～ ¯tshääma `trhii 論理学を
教える．OIoV`<o～ `tshänrii `trhii 科学を教える．
ZbMo%<Zo～ `sumtaa `trhii文法を教える．ZVdLoOIo～
¯loptsän `trhii授業をする．教科を教える．
3．(電気，水道などを)引く．(～から IZo水などを)
引く． :oWo～ ¯kala `trhii 水道を引く．2Vd<o<?YHo～
`looküü `trhii電線を引く．2Vd<o～ `loo `trhii電気を
引く．MoUbVoIZo～ ´mayuu nää `trhii主要な灌漑水
路から (水を)引く．UbVo?bo～ ´yoocu `trhii灌漑水路
を引く．
4．(お茶などを)運ぶ． <ZdWo@o～ ¯sööca `trhiiお茶
を運ぶ．

T;D`Ho 2 `trhii v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;D`Ho ;D`Ho –
`trhii `trhii –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(血筋などを) 引く． , !Ho～ ˆkyüü `trhii 血筋を
引く．遺伝する．Ko, !Ho～ `phakyüü `trhii父の血筋
を引く．V`<Zo～ ˆrik `trhii血筋を引く．
2．(熱を) 併発する．(～熱が) 出る． 2Vd o OH o～
`lotsää `trhii 肺炎で熱が出る．, ! oOHo～ ˆkyutsää

`trhii腸炎になる．M?̀IoOHo～ `chimtsää `trhii肝炎
で発熱する．OoLo～ ¯tshawa `trhii熱を併発する．

T;D`Wo ¯trhii v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;D`Wo T;D`Wo –
¯trhii ¯trhii –

pres. fut. pt. imp.

[ T;D`Wo T;D`Wo T;D`Wo – ]

(～が) 絡み付く，絡む． 9Kc oLo<?c oWo～ ¯tewa ¯ke la

¯trhiiへその緒が首に巻き付く．

T;D`Zo ☞　T;D`o (p. 104)

T<(o ¯trhu, ¯tru, `trhüü v. vol.
npf. pf. imp.

T< ( o , L1) o ,
T< (Ho

L1)Zo, T< (Zo < (Zo, 1)Zo

¯trhu, ¯tru,　
`trhüü

`trüü, `trhüü `trhüü, `trüü

pres. fut. pt. imp.

[ T< (Ho L1)o L1)Zo < (Zo ]

hon.　☞　LZ̀Wo 1 (p. 358)
1．(～を) 洗う，洗濯する，濯ぐ，消毒する．
H:VoUdWo～ ¯kayöö ¯trhu 茶碗を洗う．!=oZb<o～
`kangsuu ¯trhu 靴下を洗う．<\Ho～ ¯tra ¯trhu 髪を
洗う．T;D=oT< ( o～ ¯trhantru ¯trhu 洗濯物を洗う．
6 q<oZVd<o～ ˆthukloo ¯trhu 衣服を洗う．<HIo～ ´tän

¯trhu 敷物を洗う．0>`ZoVZo～ `chiirää ¯trhu 雑巾を
濯ぐ．[ o～ ¯ma ¯trhu 傷口を消毒する．RWoLo～
´shala ¯trhu 床を拭く．<Sb<ZoJdo～ ´suku ¯trhu 体
を洗う．
2．(米などを)とぐ． TLDZo～ ˆdrää ¯trhu米をとぐ．
3．(歯を)磨く． Zdo～ ¯so ¯trhu歯を磨く．
4．(写真を)現像液で洗う．(フィルム，写真を)現像
する． JVo～ ¯par ¯trhu写真を現像する．\@`IoXd<o～
`pinshoo ¯trhuフィルムを現像する．
5．洗脳する． 1VHoJo～ ¯läpa ¯trhu洗脳する．訓練
する．

T<(<o `trhuu v. non-vol.

;
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npf. pf. imp.

T< (<o T< (<Zo –
`trhuu `trhuu –

pres. fut. pt. imp.

[ T< (<o T< (<o T< (<Zo – ]

1．(～が) 乱れる．(順番が) おかしくなる． <doV`Mo
～ ˆkhurim `trhuu 順序が乱れる．秩序が乱れる．
2F=Zo:o～ ´trhangka `trhuu 数が分からなくなる．
M<do<8 q<o～ ˆgoshuu `trhuu 上下の秩序が乱れる．
<Ĥ`< o<K=Z o～ ˆtriktan `trhuu 配置が乱れる．<Ĥ`< o
TPb<Zo～ ˆtriktsuu `trhuu 組織が乱れる．T?Vo<R`o
～ ¯chaashi `trhuu 計画が乱れる．HJco?o～ ¯peca

`trhuu 経典のページの順序が乱れる．)TZo～ `tsii

`trhuu 計算が乱れる．Ù<o?o～ ´yikca `trhuu 書類
が乱れる．
2．(～の間で) 争いごとになる，もめる． 2Fd< oM o
～ ˆtrhoomaa `trhuu 蟻が喧嘩する．2Fd<Z o Md o～
´trhoomo `trhuu 女友達が争う．I=oM̀o～ ´nangmi

`trhuu 家族が争う．I=oO<Zo～ ˆnangtsaa `trhuu

内輪もめする．
3．(騒ぎなどが) 激しくなる． S`= o? o～ ´singca

`trhuu騒ぎが激しくなる．
4．(政策などが) 混乱する． ZD`H o @bZ o～ `siicüü

`trhuu政策が混乱する．
5．(血流，脈，息などが)乱れる．(風邪が)ひどくな
る． ;D<o～ `trhaa `trhuu血圧が乱れる．M2qWo2Vdo～
´güülo `trhuu咳込む．M2qWo?Mo～ ´güncam `trhuu
風邪がひどくなる．HLbo1VHo～ `ulää `trhuu脳震盪を
起こす．)o～ ¯tsa `trhuu脈が乱れる．
6．(心が) 乱れる．怒る． <?Yow]=o～ ¯kulun `trhuu

怒る．気分を害する．気を悪くする．Gb<Zo<X̀Zo～
`thuushii `trhuu怒る．ZcMZo～ `sem `trhuu心が乱
れる．精神状態が不安定になる．
7．(雲などが)わき上がる． \H`IoJo～ ¯trinpa `trhuu
雲がわき上がる．

T< (<Zo ☞　T< (<o (p. 105)

T< (=o `trhun v. non-vol. hon.
npf. pf. imp.

T< (=o T< (=Zo –
`trhun `trhun –

pres. fut. pt. imp.

[ T< (=o T< (=o T< (=Zo – ]

non-hon.　☞　<\@co 1 (p. 86)
1．(～が)生まれる． <?Yo<\@co～ ¯kukye `trhun転生者
が生まれる．転生する．<?Yo～ ¯ku `trhun 生まれる．
\ +Wo<?Yo～ ¯trüüku `trhun 化身が生まれる．<S`Mo;?` o
～ ´simki `trhun犬が生まれる．U=oZD`Ho～ ˆyangsii

`trhun活仏が生まれる．9ZoZDZo～ `hlasää `trhun王
子が生まれる．\oQo～ ¯awa `trhun子供が生まれる．
2．(～の気持ちが) 生じる．(～の気持ちに) なる，
なり始める． 9Kd<Zo#Mo～ `toongam `trhun がつ
がつした様子になり始める．Gb<ZoHd<Zo～ `thutoo

`trhun 疑い始める．疑う．Gb<Z oL)Uo～ ¯thuktse

`trhun情が生まれる．Gb<ZoOo～ ¯thuutsa `trhun羞
恥心が芽生える．Gb<ZoTPUMZo～ ¯thungtsan `trhun

遠慮する．R dLZoJo～ ¯popa `trhun 尊大な気持ち
になり出す．いい気になり出す．誇り高い気持ちに
なる．
3．(～が) できる，生える． \@I oGdV o～ ¯cäntoo

`trhun物もらいができる．HLboH:Vo～ ¯ukaa `trhun
白髪が生える．9QoL o～ ´paa `trhun 瘤ができる．
MPUZo:d=o～ ´dzeekon `trhun えくぼができる．S`Wo
Jo～ ´siipa `trhun玉の汗が出る．露がつく．

T< (=Zo ☞　T< (=o (p. 106)

T< (Ho ☞　T< (o (p. 105)

T< (Wo ¯trhüü v. non-vol.
npf. pf. imp.

T< (Wo T< (Wo –
¯trhüü ¯trhüü –

pres. fut. pt. imp.

[ T< (Wo T< (Wo T< (Wo – ]

1．錯覚する．勘違いする．狂う． <N=oLo～ ¯nawa

¯trhüü 錯覚する．勘違いして思い上がる．M̀<o～
`mii ¯trhüü錯覚する．目が眩む．目が回る．ÙHo～
ˆyii ¯trhüü 錯覚する．ZcMZo～ `sem ¯trhüü 錯覚す
る．幻覚が起きる．
2．間違える． =dZoTPTIo～ ´ngöntsin ¯trhüü 誤っ
て承認する．Zo?o～ ¯saca ¯trhüü 場所を間違える．
迷う．

;
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T< (Zo ☞　T< (o (p. 105)

T;Dd<o 1 `trhoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;Dd<o T;Dd<Zo –
`trhoo `trhoo –

pres. fut. pt. imp.

[ T;Dd<o T;Dd<o T;Dd<Zo – ]

1．捻挫する．関節の具合が悪い． != oOT<Z o～
`kangtsii `trhoo 足首を捻挫する．<?c oOT<Zo～ `kitsii

`trhoo頚椎がずれる．JbZoOT<Zo～ `piitsii `trhoo 膝
の関節がゆるむ．膝の関節がずれる．OT<Zo～ `tshii

`trhoo関節の具合が悪い．関節がずれる．
2．(お腹の) 具合が悪い． 2FdH o ;d< o～ ˆtrhokoo

`trhoo腹の具合が悪い．腹がごろごろ鳴る．
3．(耳が) 聞こえない．よく聞こえない． \o9Cd<o～
`amcoo `trhoo 耳がよく聞こえない．耳の具合が
悪い．

T;Dd<o 2 `trhoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;Dd<o T;Dd<o –
`trhoo `trhoo –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

撹拌が仕上がる． TdoMo～ ´oma `trhooミルクの撹拌
が仕上がる．

T;Dd<Zo ☞　T;Dd<o 1 (p. 107)

T;DdLZo ☞　T;DLo (p. 104)

T;DdWo ¯trhöö v. non-vol.
npf. pf. imp.

T;DdWo T;DdWo –
¯trhöö ¯trhöö –

pres. fut. pt. imp.

[ T;DdWo T;DdWo T;DdWo – ]

1．(～が) 解き放たれる．(許可が) 下りる． L:To
～ ¯ka ¯trhöö 許可が下りる．H<d=ZoJo～ ´kongpa

¯trhöö 許可が下りる．H<d=Zo8 qo～ ´kongshu ¯trhöö

休暇願いが通る．
2．(事情などが) 露わになる． & d< o～ ˆtoo ¯trhöö

はっきりする｛人前で事情などが｝．
3．(楽器などが) 鳴る． DoMoVbo～ ´tama-ru ¯trhöö

ダマルが鳴る．

;
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z<k
<=o ´khan v. non-vol.

npf. pf. imp.

<=o <=o –
´khan ´khan –

pres. fut. pt. imp.

[ <=o <=o <=o – ]

＜Ao<=o の形で＞一杯になる．満ちる｛主に月につ
いて｝． Ao～ ´nya ´khan (月が) 満ちる．SVoLoAo～
´dawa ´nya ´khan満月になる．

<Lo ˆkhap v. vol.
npf. pf. imp.

<Lo <Lo <Lo
ˆkhap ˆkhap ˆkhap

pres. fut. pt. imp.

[ <Lo <Lo <Lo <dLo ]

(～に W o ) 隠れる，潜伏する． ;b< o;=d< o W o～
`khukyoo la ˆkhap 隅っこに隠れる．<Ad o,@LoWo～
ˆkokyap la ˆkhap 扉の背後に隠れる．<AdT`o,@LoWo～
´köö ˆkyap la ˆkhap戸の後ろに隠れる．AWoZT`oI=o
Wo～ ´nyääsää ´nan la ˆkhap 寝床の中に隠れる．
<HIo;D`T̀oTd<oWo～ ´täntrii ˆoo la ˆkhap台座の下に隠
れる．)T<o;b<oWo～ `tsikuu la ˆkhap 囲いの隅に隠
れる．

<Vo * ´khar v. non-vol.
npf. pf. imp.

<Vo <Vo –
´khar, ´khaa ´khar, ´khaa –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(色，液体などが)濃い．
2．(酒などが)強い．

<Zo ˆkhää v. non-vol.
npf. pf. imp.

<Zo <Zo –
ˆkhää ˆkhää –

pres. fut. pt. imp.

[ T<Zo T<Zo <Zo – ]

1．(硬い物が) ひび割れる，裂ける． H:VoUdWo～
¯kayöö ˆkhää 茶碗がひび割れる．& d o～ ´to ˆkhää

石がひび割れる．J=oWcLo～ `panglee ˆkhää 板が
ひび割れる．)T<oJo～ ¯tsikpa ˆkhää 壁がひび割れ
る．*o;d<o～ ˆtsakoo ˆkhää素焼きの容器がひび割れ
る．X̀=o～ ¯shing ˆkhää 木がひび割れる．XcWo<Ad o～
¯sheeko ˆkhääガラスがひび割れる．Zo～ ¯sa ˆkhää
地面がひび割れる．地面が裂ける．ZcVo:o～ ¯seka

ˆkhääひびが入る．
2．(唇，皮膚などが)ひび割れる，ささくれる． MZo
M?b o～ ´mäncu ˆkhää 下唇がひび割れる．UZoM?b o
～ ´yäncu ˆkhää上唇がひび割れる．ZcIo<\@`o～ ¯sintsi
ˆkhääささくれる．

2 q<o ˆkhuu v. non-vol.
npf. pf. imp.

2q<o 2q<o –
ˆkhuu ˆkhuu –

pres. fut. pt. imp.

[ 2q<o 2q<o 2q<o – ]

(～が) 曲がる． ;Lo～ `khap ˆkhuu 針が曲がる．
, !< oJ o～ ˆkyukpaa ˆkhuu 棒が曲がる．<l!< oM o～
¯nyungma ˆkhuu 竹が曲がる．<Sb<ZoJdo～ ´suku

ˆkhuu 体が曲がる．UWo<o～ ´yänka ˆkhuu 枝が曲
がる．X̀=o～ ¯shing ˆkhuu木が曲がる．

2 qHo ˆkhüü v. non-vol.
npf. pf. imp.

2qHo 2qHo –
ˆkhüü ˆkhüü –

pres. fut. pt. imp.

[ 2qHo 2qHo 2qHo – ]

衰える．悪くなる． HL=oJd o～ ¯ongpo ˆkhüü 感
覚器官が衰える．w]=o%o～ ¯lungta ˆkhüü 運がなく
なる．

<do ´kho v. non-vol.
npf. pf. imp.

<do <do –
´kho ´kho –

<
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pres. fut. pt. imp.

[ <do <do <do – ]

hon.　☞　<ZIo 2 (p. 353)
1．(～が <̀Zo ～を) 耳にする．(～が) 聞こえる．
<?Ho?o～ ¯käca ´kho ➀話を耳にする．話を聞く．
話が聞こえる．➁話が分かる．<Ĥo～ ´tra ´kho 音
が聞こえる．AIoJ o～ ´nyänpa ´kho 立ち聞きし
て耳にする．<FM oLS= o～ `tamsan ´kho 吉報を
耳にする．1>o<?Ho～ ˆchakää ´kho 鶏の声が聞こえ
る．<RZo～ ˆshää ´kho 歌を聞く．歌が聞こえる．
Ud=ZoWo～ ˆyon la ´kho 皆に聞こえる．XdLoXdLo～
`shopshoo ´khoひそひそ話が聞こえる．<ZVoT!V̂o
～ ¯sankyuu ´khoニュースを耳にする．ニュースを
聞く．\o9Cd<o～ `amcoo ´kho聴力がある．聞く．聞
こえる．
2．(～に <̀Zo ～が)分かる．(～が <̀Zo ～を)理解す
る． <?Ho?o～ ¯käca ´kho ➀話を耳にする．話を聞
く．話が聞こえる．➁話が分かる．L&o～ ´ta ´kho

合図が分かる．<IZoLLo～ `nääpap ´kho 形勢を聞
く．<IZoObWo～ ¯näätsüü ´kho事情を聞く．OT<oHdIo
～ ¯tshiktön ´kho 言葉の意味を理解する．[o～ ¯ha

´kho分かる．

<do?dHo ´kho `chöö v. non-vol.

役立つ．有効である．

<d<o 1 ˆkhoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

<d<o <d<o –
ˆkhoo ˆkhoo –

pres. fut. pt. imp.

[ <d<o <d<o <d<o – ]

1．(～が) 取れる，抜ける，はがれる． <\@d o<k@Vo～
¯kyopcaa ˆkhoo糊付けがはがれる．<Ĥdo～ ´tro ˆkhoo
羽が抜ける．GLo?̀o～ ¯thapci ˆkhoo ボタンが取れ
る．KbVoJo～ ¯phuupa ˆkhoo 杭が抜ける．RWoLo
～ ´shala ˆkhoo 漆喰がはげる．Wb=o～ ´lung ˆkhoo

取っ手が取れる．取っ手が外れる．Zo～ ¯sa ˆkhoo

土がはがれる．ZcIoMdo～ ¯senmo ˆkhoo 爪がはがれ
る．Zdo～ ¯so ˆkhoo歯が抜ける．
2．(痰などが)切れる． 2Vdo～ ¯lo ˆkhoo痰が切れる．

WbHoJo～ ´lüüpa ˆkhoo痰が切れる．

<d<o 2 ˆkhuu v. vol.
npf. pf. imp.

<d<o <d<o <d<o
ˆkhuu ˆkhuu ˆkhuu

pres. fut. pt. imp.

[ <d<o <d<o <d<o – ]

這う． <d<oJdo～ ´khapu ˆkhuu這う．

<d<o 3 ˆkhoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

<d<o <d<o –
ˆkhoo ˆkhoo –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(刀，身体などが)鈍る． 2F`o～ ´trhi ˆkhoo刀が鈍る．
<Sb<ZoJdo～ ´suku ˆkhoo身体が鈍る．

<dIo 1 ´khön v. vol.
npf. pf. imp.

<dIo <dIo <dIo
´khön ´khön ´khön

pres. fut. pt. imp.

[ !=dIo !=dIo !=dIo !=dIo ]

hon.　☞　M?dHo (p. 157)，LRcZo 1 (p. 298)
1．(～を) 着る． ;o<dIo～ ¯khakön ´khön 外套を
着る．;DL o～ `trhap ´khön 鎧を着る．T;DL o?Z o
～ `trhapcää ´khön 舞台衣装を着ける．<dZ oZVd< o
～ ˆkhööloo ´khön 衣服を着る．2. o?Zo～ ˆtrhacää

´khön僧衣を着る．H2qIo?Zo～ ˆküncää ´khön冬服
を着る．T<IoT@`o～ ´gänci ´khönランニングシャツ
を着る．<KdHoGb=o～ ¯töötun ´khön 上着を着る．6 q<o
ZVd<o～ ˆthukloo ´khön服を着る．Ld=oLbo<S`<o9O<Zo～
´phungku ˆsikpaa ´khön他人の権勢を笠に着る｛“
ロバがヒョウの皮を被る” の意．見かけ倒しである
ことの喩え．“虎の威を借る狐”｝．[VoJdo～ ¯harpo

´khön派手なものを着る．
2．(～を) はく． <dZoGb=o～ ´khutun ´khön ズボン
をはく．I=oHdVo～ ´nangtoo ´khön ズボン下をは
く．J<ZoHdV o～ ¯paktoo ´khön 皮ズボンをはく．
KdoHdVo～ ¯photoo ´khön ズボンをはく．LdHoHdVo～

<
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´phöötoo ´khönチベット式の股引きをはく．[Lo～
`hap ´khönパンツをはく．
3．(～を) 被る． J<ZoR|o～ ¯paksha ´khön 皮の帽
子を被る．0>`=oR|o～ ¯chingsha ´khön フェルトの帽
子を被る．H1>VoR|o～ ¯yaasha ´khön 夏用の帽子を
被る．){oR|o～ ¯tsasha ´khön麻や麦わらで作った帽
子を被る．OVoR|o～ ¯tshaasha ´khön 子羊の毛皮の
帽子を被る．QoR|o～ ´wosha ´khön 狐の毛皮で作っ
た帽子を被る．R|oMdo～ ´shamo ´khön 帽子を被る．
Z=oVZo～ `sangrää ´khön薄いネットをまとう．薄
いネットを被る．LZ̀Wo<ULo～ `siiyap ´khön 日除
けの帽子を被る．
4．(眼鏡を)かける． M̀<oXcWo～ ¯mikshee ´khön眼
鏡をかける．
5．(～を首に) 掛ける． <?c o H1F`Z o～ `ketrii ´khön

マフラーを掛ける．マフラーを着用する．;oH1F`Zo
～ `khatrii ´khön (首に) マフラーを掛ける．; o
LF<Zo～ `khataa ´khön (首に) カターを掛ける．
KDc= oLo～ ¯trhanga ´khön 数珠を掛ける．MOVIo<(= o
～ `tshönsun ´khön武器除けの護符を首に掛ける．
<S` o V̀Wo～ ´sirii ´khön 丸いめのうを首に掛ける．
V<oG<o～ ˆraktaa ´khön 真鍮のネックレスを首に
掛ける．真鍮の鎖を腕にはめる．Zd<oHVo～ ¯soktaa

´khön モンゴル式のカターを自分の首に掛ける．
< (=oM6 qHo～ `sungtüü ´khön 厄除けのリボンを首に
掛ける．
6．(手や指に～を) はめる． <Ĥd<o<6 qLo～ ˆtrootun

´khön 腕輪をはめる．9C`LZoMdo～ ¯coomo ´khön 指
貫きをはめる．?boOVHo～ `chotsöö ´khön 時計をは
める．OT<Zo;cLZo～ `tshiikoo ´khön 指輪をする．
MPb<oH1F`Zo～ ˆdzuktrii ´khön渦巻き状の金の指輪を
はめる．Xo1FHo～ `shapträä ´khön指輪をする．ZDLo
～ `trap ´khönくつわをはめる．
7．(袖に手を) 通す．(鐙に足を) 通す． Kb oGb= o～
¯phutun ´khön 袖に手を通す．袖を肩にかける．
UdLo～ ˆyap ´khön鐙に足を通す．
8．(履き物，靴下などを) 履く． != o Zb< o～
`kangsuu ´khön 靴下を履く．?b o9ZMo～ ¯chulam

´khön 雨靴を履く．T@bV oF o～ ´jurta ´khön 革靴
を履く．& d<oJoSHoSHo～ ´tokpa ˆsääsää ´khön靴底
がすり減るまで履く．SdIoJo～ ´sonpa ´khön布靴を

履く．UboV`=o～ ˆyurin ´khön 長靴を履く．9ZMo<d<o
SHoSHo～ `hangkoo ˆsääsää ´khön靴がすり減るま
で履く．\boMboZbo～ ¯umu-su ´khön靴下を履く．
9．(布団などを) 掛ける． AW o<SIo～ ´nyääsän

´khön (自分に) 毛布を掛ける．Kdo;cLZo～ `phokee

´khön 掛け布団を掛ける．ZVcTbo～ ¯liu ´khön 粗い毛
で作った上掛け毛布を被る．
10．(～を)つける． ;oVZo～ `kharää ´khönマスク
をする．M<doVZo～ ˆgorää ´khön仕事をするときに
頭を布で覆う．JbZo9qLZo～ `piishup ´khön 膝当て
を着ける．TL<o～ ˆbaa ´khön仮面を付ける．
11．(面の皮を)重ねる．(恥知らずなことを)する．
<Hd=o9O<Zo～ ˆtongpaa ´khön恥知らずなことを平気
でする｛“面の皮を重ねてつける”の意｝．<Hd=o9O<Zo
H2qoL)U<Zo～ ˆtongpaa ˆkutsaa ´khön極めて恥知ら
ずなことを平気でする｛“九枚重ねの面の皮を被る”
の意｝．

<dIo 2 ´khön v. non-vol.
npf. pf. imp.

<dIo <dIo –
´khön ´khön –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～に) 覆われている．(～が) ついている． <?d<Zo
9O<Zo～ `koopaa ´khön 外皮で覆われる．LoOxo～
´phatsa ´khön 塩分で地表が白くなる．Zd oHIc< o～
`sotraa ´khön歯垢が付いている．

<dLo ☞　<Lo (p. 108)

<dMZo ˆkhom v. non-vol.
npf. pf. imp.

<dMZo <dMZo –
ˆkhom ˆkhom –

pres. fut. pt. imp.

[ <dMZo <dMZo <dMZo – ]

1．(～に) 慣れる． <?Ho～ `kää ˆkhom 言葉に慣れ
る．言語に慣れる．<?Ho?o～ ¯käca ˆkhom 言葉に
慣れる．話に慣れる．WMo:o～ ˆlangkaa ˆkhom 道
に慣れる．WZo:o～ ´lääka ˆkhom 仕事に慣れる．
Wb<ZoZDdWo～ ´loksöö ˆkhom 習慣に慣れる．<X̀Zo:o

<
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～ ¯shiika ˆkhom性質に慣れる．ZVdLo<k@d=o～ `lopcon

ˆkhom勉強に慣れる．
2．(～が)習性になる． LS=o～ ´san ˆkhom善いこ
とが習性になる．

<dZo ☞　T<dZo (p. 118)

!=Vo ´kyhar v. non-vol.
npf. pf. imp.

!=Vo !=Vo –
´kyhar ´kyhar –

pres. fut. pt. imp.

[ !=Vo !=Vo !=Vo – ]

1．(～が) 散逸する，ばらばらになる，離散する．
HcLo～ ˆthep ´kyhar本が散逸する．LdHoV`<ZoRYIoSVo～
ˆphöörii ¯pünta ´kyharチベット民族同胞が離散す
る．Ùo<co～ ´yiki ´kyhar 手紙が散逸する．Ù<o?o～
´yikca ´kyhar文書が散逸する．
2．さまよう．放浪する． H|o0(< oWo～ ˆthatruu la

´kyhar 孤児になってさ迷う．0>`oWo～ ¯chi la ´kyhar

放浪する．
3．(～が) 広がる，広まる． H1Fd<o<FMo～ ¯troktam

´kyharデマが広まる．<?Ho?o～ ¯käca ´kyhar噂が飛
ぶ．噂が広がる．
4．(弾丸などが)それる． MHcTbo～ ´diu ´kyhar弾丸
がそれる．
5．(～の状態に Wo )なる．

!V̂o ´kyhur v. non-vol.
npf. pf. imp.

!V̂o !V̂o –
´kyhur ´kyhur –

pres. fut. pt. imp.

[ T!V̂o T!V̂o !V̂o – ]

(～に Wo / ø )なる． MGd=oTPVWo～ ¯thongtsöö ´kyhur
見間違いをする．HJToGWo～ ¯patää ´kyhur自信過
剰になる．HJToGWoWo～ ¯patää la ´kyhur自信過剰
になる．M?d<o5[o～Jo `choo-tu ´kyhur-pa最高の．

!=cZo ˆkyhee v. non-vol.
npf. pf. imp.

!=cZo !=cZo –
ˆkyhee ˆkyhee –

pres. fut. pt. imp.

[ T!=cZo T!=cZo !=cZo – ]

分かれる．分離する． MGTo<ÀZoZbo～ ¯tha ¯nyii-su

ˆkyhee両極端に分かれる．

!=dIo ☞　<dIo 1 (p. 109)

2F<o ˆtrhaa v. non-vol.
npf. pf. imp.

2F<o 2F<o –
ˆtrhaa ˆtrhaa –

pres. fut. pt. imp.

[ 2F<o 2F<o 2F<o – ]

1．(音が) 鳴る，出る． T1 (<o<?Ho～ ˆdrukää ˆtrhaa

雷が鳴る．T1 (<o<Ĥo～ ´druktra ˆtrhaa雷が鳴る．雷
鳴がとどろく．
2．(口を)きく． ;o～ ¯kha ˆtrhaa口をきく．RWo～
´shää ˆtrhaa口をきく．

2F<Zo ˆtrhaa v. non-vol.
npf. pf. imp.

2F<Zo 2F<Zo –
ˆtrhaa ˆtrhaa –

pres. fut. pt. imp.

[ 2F<Zo 2F<Zo 2F<Zo – ]

(話が) 広まる，流布する，広がる． Ud=ZoWo～ ˆyon

la ˆtrhaa皆に言われる．

2F=o ´trhan v. non-vol.
npf. pf. imp.

2F=o 2F=o –
´trhan ´trhan –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

冷える．寒くなる． HLbVoF̀o～ ¯uti ´trhanアイロン
が冷える．

2FMo 1 * ´trham v. non-vol.
npf. pf. imp.

2FMo 2FMo –
´trham ´trham –

pres. fut. pt. imp.

[ 2FMo 2FMo 2FMo – ]

<
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1．(～が) 散らばる，ばらばらになる，散る． ;o～
¯kha ´trham (人や動物などが) 散らばる．>oW<o～
`calaa ´trham 品物が散らばる．& d o～ ´to ´trham 石
が散らばる．
2．(細菌などが) 繁殖する．(病気が) 伝染する．
T<dZoIHo～ ˆgöönää ´trham 伝染病が流行る．IHo
TLbo～ ´nänpu ´trham細菌が繁殖する．IHoUMZo～
ˆnääyam ´trham伝染病が流行る．

2FMo 2 `trham v. vol.
npf. pf. imp.

2FMo 2FMo 2FMo
`trham `trham `trham

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(呪いの言葉，陰口などを)言う． Mb<oX̀o～ ´mukshi

`trham呪いの言葉を言う．陰口を叩く．

2 )=o ´trhun v. non-vol.

npf. pf. imp.

2)=o 2)=o –
´trhun ´trhun –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)利口である．

2 )Lo 1 ˆtrhup v. non-vol. hon.

npf. pf. imp.

2)Lo 2)Lo –
ˆtrhup ˆtrhup –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

non-hon.　☞　OVo (p. 274)
1．(～が) 終わる．(用事が) 済む． L:T oMdW o～
¯kamöö ˆtrhup話が終わる．<?YoHdIo～ ¯kutön ˆtrhup
用事が済む．L<\@VoLSdo～ ¯kyarso ˆtrhup 修復作業
が終わる．< (=oZo～ ¯trhunsa ˆtrhup 結婚式が終わ
る．<IZoM@Wo～ ¯näncää ˆtrhup 聖地巡りが終わ
る．0><o%<Zo～ `chaataa ˆtrhup 認可の決定が下
りる．0><o<Q<o～ `chaapaa ˆtrhup 麻雀が終わる．
0>`V oTLbW o～ ¯chinpüü ˆtrhup 返済が終わる．[dI o
THcLZo～ `möntep ˆtrhup 耕作と種まきが終わる．

<RIoL>dZo～ `mäncöö ˆtrhup 治療が終わる．<ZdWo
OT<Zo～ `süütsii ˆtrhup食事が終わる．
2．～し終える．～してしまう． KcLZ o<K=Z o～
`pheetan ˆtrhup 独り立ちしてしまう．0>`V o Wd< o
～ `chiloo ˆtrhup 引き返してしまう．Z̀W oOV= o～
¯siitson ˆtrhup小売りしたものが売り切れる．<ZWo
% d<Zo～ `säätoo ˆtrhup はっきり分かってしまう．
<ZWoLXHo～ `sääshää ˆtrhup明快に説明し終わる．
3．＜ Vpf + 2)Lo の形で＞ (～し) 終える． LD`Zo～
ˆtrhii ˆtrhup書き終える．LSdZo～ ˆsöö ˆtrhup作り
終える．

2 )Lo 2 ☞　T2)Lo (p. 121)

2Fd=Zo ˆtrhon v. non-vol. hon.
npf. pf. imp.

2Fd=Zo 2Fd=Zo –
ˆtrhon ˆtrhon –

pres. fut. pt. imp.

[ T2Fd=Zo T2Fd=Zo 2Fd=Zo – ]

non-hon.　☞　X̀o 1 (p. 333)
(～が)死ぬ，亡くなる． M̀o～ ´mi ˆtrhon人が死ぬ．
<S`Mo;?`o～ ´simki ˆtrhon犬が死ぬ．

2FdWo ´trhöö v. non-vol.
npf. pf. imp.

2FdWo 2FdWo –
´trhöö ´trhöö –

pres. fut. pt. imp.

[ 2FdWo 2FdWo 2FdWo – ]

1．(～が) 終わる，おひらきになる． ;DdM o OV<Z o
～ `trhomtsoo ´trhöö 市が終わる．2Vd< o L8FI o～
¯loonyän ´trhöö 映画が終わる．?dZoVo～ ¯chööra

´trhöö 問答修行が終わる．<KdIoMdo～ ¯tönmo ´trhöö

宴会が終わる．OV<Zo～ `tshoo ´trhöö僧侶の集会が
終わる．OV<Zo～ `tshoo ´trhöö 死ぬ｛“肉体が終わ
りになる” の意｝．OV<ZoT6 q o～ ¯tshongtu ´trhöö 会
議が終わる．TPTIo2. o～ ´dzintra ´trhöö 授業が終わ
る．WZo:o～ ´lääka ´trhöö 仕事が終わる．Wdo<ZVo
～ ´löösaa ´trhöö正月が終わる．
2．(～が) 外れる，解ける． 1FdLo～ `trop ´trhöö ス
ナップが外れる．<?cH oV<Zo～ `keraa ´trhöö 帯が

<
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解ける．;o<Ĥd<o～ `khatroo ´trhöö 袋の口紐が解け
る．<Ĥd<o;o～ ´trooka ´trhöö 紐が解ける．GLo?̀o～
¯thapci ´trhöö ボタンが外れる．M6 qHoJo～ ´drüpa

´trhöö 結びが解ける．結び目が解ける．J= oG`< o
～ `pangtii ´trhöö 前掛けの紐が解ける．RYIoHd< o
～ `püntoo ´trhöö毛糸が解ける．
3．(～を) 渡る，越える，通過する． <N= oJd o～
¯tsangko ´trhöö大河を渡り終える．Ob<Zo～ `tshuu
´trhöö停留所を通り過ぎる．Wo<?cHo～ ˆlakee ´trhöö

峠の中腹を越える．

2Vo ¯la v. vol.

npf. pf. imp.

2Vo 2VZo 2VZo, 2VdZo
¯la `lää `lää, `löö

pres. fut. pt. imp.

[ 2Vo 2Vo 2VZo 2VdZo ]

1．(人を) 雇う． :doJo～ ¯kopa ¯la 舟頭を雇う．2Vo
Jo～ ¯lapa ¯la 人を雇う．ÀIo0>cHo～ ˆnyepcee ¯la 半
日雇う．0<̂Zo*To～ ¯chuktsi ¯la 牧童を雇う．LWoMo
～ ´phääma ¯la羊毛紡ぎの作業をする人を雇う．Lbo
*ToLo～ ˆphutsää ¯la 子守を雇う．M̀o～ ´mi ¯la 人を
雇う．M̀o2VoLo～ ˆmilaa ¯la雇い人を雇う．OUMoLboLo～
`tshimpoo ¯la仕立て屋を雇う．X̀=oLSdo～ ¯shingso

¯la大工を雇う．
2．(牛馬などを)賃借りする． ;Wo%o～ ¯khääta ¯la

駄馬を賃借りする．2V=o<d<o～ `langkoo ¯la 牛を賃
借りする．LRdIo%o～ ´shönta ¯la 乗馬用の馬を賃借
りする．LRdIoHIcWo～ ´shöntree ¯la乗用の騾馬を賃借
りする．
3．(部屋などを)借りる． M2FdIo;=o～ ´drönkan ¯la

ホテルに部屋を借りる．

2VZo ☞　2Vo (p. 113)

2Vc=o `len, ¯len v. vol.

npf. pf. imp.

2Vc=o 2Vc=Zo 2Vc=Zo
`len, ¯len `len `len

pres. fut. pt. imp.

[ 2Vc=o 2Vc=o 2Vc=Zo 2Vc=Zo ]

話題にする．話す． <?Ho?o～ ¯käca `len 話題にす

る．WLo, !o～, !oM=oJdo ´lapkyu ¯lenkyu ´mangku 問
題の多い．

2Vc=Zo ☞　2Vc=o (p. 113)

2VdHo 1 `löö v. vol.

npf. pf. imp.

2VdHo 2VdHo 2VdHo
`löö `löö `löö

pres. fut. pt. imp.

[ 2VdHo 2VdHo 2VdHo 2VdHo ]

1．(手を) 放す．(動物などを) 放す．(綱，道具など
を) 放す． :doG<o～ `kotaa `löö とも綱を放す．約
束を反故にする．信頼を裏切る．見放す．見捨て
る．<?MoJo～ ¯kampa `löö やっとこを放す．;?` o～
¯khi `löö 犬を放す．M!=d<ZoJdo～ ´gyoko `löö すぐ
に放す．<Ad o0<̂Zo～ ˆkocuu `löö 家畜を放す．1>`Tbo～
´chiu `löö小鳥を放す．<QWoJo～ ˆpääpan `löö蛙を
放す．<QcoVc<o～ ˆperek `löö ブレーキを放す．W<oJo
～ ´lakpa `löö 手を放す．ZDLoMHTo～ ¯tramta `löö

手綱を放す．
2．(～を)逃してやる，釈放する． +WIoMo～ `kumaa

`löö 泥棒を逃がす．GVoJVo～ ¯tharpaa `löö 見逃
す．I<o>Io～ ´nakcän `löö 犯人を釈放する．犯人
を見逃してやる．NToNTo～ ¯tsitsi `löö ねずみを逃が
す．LNVIoJo～ ¯tsönpa `löö 囚人を釈放する．囚人
を出獄させる．OUoGVo～ ¯tshetaa `löö捕まえた生き
物を逃がす．
3．(～を)解く． G<oMGbHo～ `thaktüü `löö結び目を
解く．<NoG<o～ `nataa `löö 家畜の鼻綱を解く．[cHo
～ `mää `lööしりがいを解く．
4．(水，電流などを)流す．放水する．(酸素などを)
送る． :oWo～ ¯kala `löö 水道の水を出す．2Vd<o～
`loo `löö 電気を流す．?bo;b=o～ ¯chukun `löö 排水
口を開く．?bo～ ¯chu `löö 放水する．約束を破る．
9K<o?bo～ ¯takcu `löö 裏山から流れ出る水を放水す
る．*T=o～ ´tsing `löö 池の水を放水する．R`=o?bo～
´shingcu `löö 灌漑水を流す．U=ow]=o～ ´yanglun

`löö酸素を送る．
5．(～を) 下に下ろす．(前髪などを)垂らす． GboLo
～ ¯thula `löö たくし上げた裾を下ろす．<Nc oTPVo～
¯neptsaa `löö房を下げる．KboGb=o～ ¯phutun `löö袖
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を長く垂らす．KdIoTPVo～ ¯phöntsaa `löö房飾りを
下げる．0><oKb=o～ ¯chaapun `löö袖を長く伸ばす．
(HoM<do～ ´pänko `löö前髪を垂らす．Mbo;o～ ´muka
`löö衣服のへりを下ろす．PVoPVo～ ´tsatsaa `lööぞ
ろぞろ下げる．
6．(～を)ゆるめる． <?YHoJo～ ¯kupa `löö糸をゆる
める．賄賂を贈る．%o;o～ ¯taka `löö馬の手綱をゆ
るめる．MPV<oVbMo～ ´dzoorum `löö げんこつをゆ
るめる．ZcVoLo～ ¯sera `löö 雹を止める呪術をゆる
める．
7．(～を) 手放す，放棄する． HM<oZo～ ¯maksa

`löö 陣地を放棄する．V=oZo～ ´rangsa `löö本拠地
を手放す．
8．(空気などを)抜く． Kbo～ ¯phu `löö空気を抜く．
9．(禁止などを)解く．解禁する．(～を)許可する．
L:<o,@o～ ¯kakkya `löö禁止令を解く．T2F`MoT2)Wo～
´drimtrüü `löö通行を許可する．V`o,@o～ ´rikya `löö

山の狩猟禁止を解禁する．Xo;D`MZo～ `shatrim `löö

生肉販売禁止令を解禁する．
10．(～を) やりっぱなしにする． <?H o JV o～
¯kääpaa `lööレコードをかけっぱなしにする．
11．(～を) 走らせる．(～が) 疾走する． M!=d<Z o
ZbM o～ ´gyoksum `löö かけっこする．, !< o M o～
´kyungma `löö競走馬を走らせる｛人が乗らずに｝．
, !<oXVo～ ´kyukshaa `löö走る．<Q<o<Q<o～ ˆpakpaa
`lööバイクを運転する．<QVo:o～ ´parka `löö四肢が
地面を同時に離れるように速く走らせる｛馬につい
て｝．M̀o, !<o～ ˆmikyuu `löö長距離の徒競争をする．
RLZoTLdWo～ ´shampöö `lööかけっこする．走る．
12．(～を) 追跡する，追い立てる． HcH o XV o～
´theeshaa `löö 追跡する．OoTHcHo～ `tshantee `löö

［俗］厳しく取り立てる．<8 q< oTHcH o～ ˆshungtee

`löö追跡する．
13．(暴力を) ふるう．(暴力行為に) 及ぶ．争う．
取っ組み合いをする． 9?d<o.W=o～ `koktun `löö［俗］
密かに暴力をふるう．T<<oLNTVo～ ´gaktsii `löö 扼
殺する．絞め殺す．T2FMo9C<o～ ˆdramcaa `löö［俗］
びんたを張る．I=o.W=o～ ˆnangtun `löö 内部攻撃
をする．HJb= oSbVo～ ¯pungsuu `löö 肩で小突く．
HLb<ZoLNTVo～ ¯uktsii `löö 扼殺する．HMVoTPT=o～

`mantsin `löö血みどろの戦いをする．MOIo<F̀Lo～
`tshäntip `löö 夜襲する．VbLo,@<o～ ˆrupkyaa `löö

集団襲撃する．W<oTPT=o～ ˆlangtsin `löö 素手で戦
う．\LoF=o～ ¯aptan `löö 取っ組み合いの相撲を
する．
14．(交尾させるために家畜を) 放す． Ko2V= o～
¯phalan `löö 交尾のため種牛を放す｛発情した牝
牛のところへ｝．K<o<ZcLo～ `phaksep `löö 交尾の
ため種豚を放す｛発情した牝のところへ｝．Kdo;?` o～
¯phuki `löö 交尾のため牡犬を放す｛発情した牝犬
のところへ｝．Lo2V=o～ ´phalan `löö交尾のため牡牛
と牝牛を放す．Lo0<̂Zo～ ˆphacuu `löö交尾のため
牝牛を放す｛発情した牡牛のところへ｝．Ld=o<ZcLo～
ˆphongsep `löö交尾のため種ろばを放す｛発情した
牝ろばのところへ｝．Wb<oGb<o～ ˆluktuu `löö種羊を
放す．<ZcLo～ `sep `löö 交尾のため種馬を放す｛発
情した牝馬のところへ｝．
15．(～を)する． ;oL&o～ ¯khaptaa `lööおしゃべ
りをする．T;?<Zo9qVo～ ¯kyhakshur `löö スケート
をする．<do, ! o～ ´khokyu `löö 暗示する．,@<oVcZo～
ˆkyakree `löö 喧嘩する．N d< oT;DdW o～ ¯ngongtröö

`löö 中味をひっくり返して探す．M@`= o L<?dV o～
´jingkoo `löö 肩を組む．肩を抱く．相手の肩に手
を回す．ÀoLZDc<Zo～ ˆnyiptraa `löö日に当たる．日
に晒す．ÀIoT;?d=Zo～ ˆnyinkyon `löö 丸々一日続
ける．<FMo,@<o～ `tamkyaa `löö 諺合戦をする．
% o,!< o～ `takyuu `löö 競馬をする．\H=oT;?MZo～
`pangkyam `löö 放浪する．0>d<ZoRcIo～ ¯chooshen

`lööえこひいきする．TK<o?cIo～ ¯phakcen `löö旋
回しながら踊る跳舞を踊る．TKDcHo, !<o～ `trheekyuu
`löö 横断する．HLb<ZoJHo～ `ukpää `löö お金を使
う．TLd<o<Ĥ`Wo～ ´boktrii `löö 包み隠す．PVVo%<Zo
～ ˆtshortaa `löö 恥をさらす．だらしない様子を
見せる．MPbLo)TZo～ ˆdzuptsii `löö 指で計算する．
UVo, !< oMVo, !< o～ ˆyaakyuu ˆmaakyuu `löö 行っ
たり来たりする．W<oVbLo～ ˆlakrup `löö 大勢で手
伝う．X̀<o<^+<o～ `shiitruu `löö しらみ取りをする．
[LoOUMo～ `haptsem `löö 仕付け縫いをする．[Vo
<d=o～ ¯harkon `löö法外な値段をつける．[dWo,!<Zo
～ `höökyuu `löö 粗忽にする．\d<o<Zd<o～ `oksoo

`löö人に見つからないようにためる．

<
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2VdHo 2 `löö v. non-vol.

npf. pf. imp.

2VdHo 2VdHo –
`löö `löö –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が)起こる． <McLoS`=o～ ˆtepsin `löö［俗］大
騒ぎが起こる．
2．(よだれ，目やに，鼻水などが) 垂れる．(涙な
どを) 流す． ;o?b o～ ¯khacu `löö よだれが出る．
T2FMo?bo～ ´dramcu `löö よだれを垂らす．M̀<o<\@<o
～ `mikkyaa `löö目やにが垂れる．M̀<o?bo～ ¯mikcu
`löö 涙を流す．RWo?b o～ ´shääcu `löö よだれを垂
らす．
3．力を無くす． M@`=oJo～ ´jingpa `löö ➀うつむ
く．➁言い負かされる．<Hd=o～ ´ton `löö ➀顔の
形が崩れる｛年を取るなどして｝．顔がたるむ．➁

がっくりする｛落胆して頭が下がってしまう｝．泣き
べそをかく．
4．(寒さなどが)ゆるむ． HIdHo～ ˆtrhöö `löö (季節な
どが)暖かくなる．H/>`HoHIdHo～ `ciitröö `löö春めく．

2VdZo ☞　2Vo (p. 113)

H<<o ☞　L:<o (p. 75)

H<=o ☞　L:=o (p. 76)

H<Lo ☞　L:Lo (p. 77)

H<To ´ka v. non-vol.
npf. pf. imp.

H<To H<To –
´ka ´ka –

pres. fut. pt. imp.

[ H<To H<To H<To – ]

hon.　☞　MAcZo 2 (p. 169)
1．＜WoH<Toの形で＞ (～が Wo )好きである．(～を
Wo )好む． 2Vd<oL8FIoWo～ ¯loonyän la ´ka 映画が好
きである．?=oWo～ ¯chan la ´ka チャンが好きであ
る．<RZoWo～ ˆshää la ´ka歌が好きである．
2．喜ぶ．良い．好ましい．ましな． ～IZoL,@Wo
´ka nää ´kyää喜びのあまり卒倒する．～LoWn ˆkaa

la.「何て嬉しいんでしょう」

H<Vo ☞　L:Vo (p. 77)

H<Wo ☞　L:Wo 1 (p. 77)

H2 q<o ☞　L1q<o (p. 78)

H<d<o ☞　L:d<o (p. 78)

H<d=Zo 1 ˆkon v. vol. hon.
npf. pf. imp.

H<d=Zo H<d=Zo H<d=Zo
ˆkon ˆkon ˆkon

pres. fut. pt. imp.

[ H<d=Zo H<d=Zo H<d=Zo H<d=Zo ]

non-hon.　☞　LZMo 1 (p. 357)
考える． Gb<ZoWo～ `thuu la ˆkon考える．

H<d=Zo 2 ˆkon v. non-vol. hon.
npf. pf. imp.

H<d=Zo H<d=Zo –
ˆkon ˆkon –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

non-hon.　☞　LZMo 2 (p. 357)
(～の想いを)抱く．(～しようと)思う．

H<dHo ☞　L:dHo (p. 79)，L<Ho (p. 116)

H<dZo ´ko v. non-vol.
npf. pf. imp.

H<dZo H<dZo –
´ko ´ko –

pres. fut. pt. imp.

[ H<dZo H<dZo H<dZo – ]

1．(～が)必要である，欲しい． JHoX<o～ `pääshaa
´koお金が必要である．お金が欲しい．
2．＜ Vnpf + H<dZo の形で＞ (～する) 必要がある．
(～せ)ねばならない． <?YVo～ ¯kuu ´ko託送しなけれ
ばならない．託送する必要がある．T2Fd o～ ´dro ´ko

行く必要がある．1>cHo～ ´che ´ko しなければならな
い．する必要がある．LSdo～ ´so ´ko 作る必要があ
る．XcZo～ `shen ´ko知る必要がある．
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H2FMo ☞　L1FMo (p. 80)

H2Fd=o ☞　L1Fd=Zo (p. 80)

H2Fd=Zo ☞　L1Fd=Zo (p. 80)

H2FdWo ☞　L1FdWo (p. 80)

L<Ho ˆkää v. vol.
npf. pf. imp.

L<Ho L<Ho L<Ho
ˆkää ˆkää ˆkää

pres. fut. pt. imp.

[ H<dHo L<Ho L<Ho H<dHo ]

笑う． <HoMdo;Do;Do～ ´käämo ¯trhatra ˆkää 大笑い
する．物笑いにする．<HoMdo～ ´käämo ˆkää 笑う．
<HoMdo?b=o?b=o～ ´käämo ¯chüncün ˆkääかすかに笑
う．<HoMdo?cIoJdo～ ´käämo ¯chenpo ˆkää 大笑いす
る．<HoMdoHLDcoJdo～ ´käämo ¯repo ˆkääいやらしく笑
う．[o[o<HoMdo～ ¯haha ´käämo ˆkääハハと笑う．

L<do ´ko, ˆköö v. vol.
npf. pf. imp.

L<do, L<dHo L<dZo L<dZo
´ko, ˆköö ˆköö ˆköö

pres. fut. pt. imp.

[ L<dHo L<do L<dZo L<dZo ]

1．(～を)分ける，分配する． <?WoLo～ ¯kala ´ko分
け前を分配する．H=bWo～ ¯ngüü ´koお金を分ける．
M=o3[=o～ ´mangnyun ´ko 分配する．MVo～ ´maa

´ko バターを分ける．Vbo;<o～ ˆrukaa ´ko 部隊を分
ける．
2．(～に)分ける． ;<o～ `khaa ´ko部門に分ける．
OVo;<o～ `tshokaa ´koグループに分ける．LR`o2V`=o～
ˆshilin ´ko 一頭を四分の一ずつに分ける｛動物を解
体するとき｝．

L<dHo ☞　L<do (p. 116)

L<dMo ☞　T<Mo 2 (p. 117)

L<dMZo ☞　T<Mo 2 (p. 117)

L<dZo ☞　L<do (p. 116)

L2F=o ˆtran v. vol.

npf. pf. imp.

L2F=o L2F=Zo L2Fd=Zo
ˆtran ˆtran ˆtron

pres. fut. pt. imp.

[ L2F=o L2F=o L2F=Zo L2Fd=Zo ]

1．(呪文の回数などを) 数える．(呪文などを) 何度
も唱える． N<Zo～ `ngaa ˆtran呪文を数える．0><o
TKDc=o～ ¯changtran ˆtran数珠の玉の数を数える．Mo
E`o～ ´mani ˆtran 数珠をくりながらオムマニペメフ
ムという真言を唱える．\oVoJoNo～ ¯ara-patsa ˆtran
文珠菩薩を礼賛する真言を唱えた回数を数える．
2．(苦しみなどを) 数え上げる． <MY< o LNW o～
´tungää ˆtran苦しみを数え立てる．
3．(根拠などを)列挙して明らかにする，言い張る．
;b=ZoWb=o～ ¯khunglun ˆtran 出所を明らかにする．
根拠を述べる．

L2F=Zo ☞　L2F=o (p. 116)

L2FHo ˆträä v. vol.
npf. pf. imp.

L2FHo L2FHo
ˆträä ˆträä

pres. fut. pt. imp.

[ L2FHo L2FHo L2FHo L2FdHo ]

(牙や爪を)むき出す． M?co<McVo～ ¯chetee ˆträä牙を
むき爪を立てる．

L2FcZo ˆtree v. non-vol. hon.
npf. pf. imp.

L2FcZo L2FcZo –
ˆtree ˆtree –

pres. fut. pt. imp.

[ L2FcZo L2FcZo L2FcZo – ]

non-hon.　☞　"Zo (p. 125)
1．老け込む． ～T2Fdo ˆtree ´dro老け込んでいく．～
<I=o ˆtree ¯nan老け込む．～M!=d<ZoJdo ˆtree ´gyoko
老けるのが速い．～MHd<o;oJdo ˆtrentoo ¯khapo高齢
らしい．いかにも高齢の．
2．痩せる．衰える． <?YoXo～ ¯kusha ˆtree 体が痩
せる．RWoVZo～ ˆshäärää ˆtree顔が痩せる．顔が老
ける．

<
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L2Fd=Zo ☞　L2F=o (p. 116)

L2FdHo ☞　L2FHo (p. 116)

M2 qo ´gu v. non-vol.
npf. pf. imp.

M2qo M2qo –
´gu ´gu –

pres. fut. pt. imp.

[ M2qo M2qo M2qo – ]

気に入る． RYZo:o～ ¯püüka ´gu 品質が気に入る．
RYZoOHo～ `püütsää ´gu品質が気に入る．\@IoRYZo～
`cänpüü ´gu (貴人が)見本を見て気に入る．LVdoWo～
¯lo la ´gu 気に入る．ÙHo～ ˆyii ´gu 喜ぶ．ÙHoWo～
ˆyii la ´gu 気に入る．ZcMZoWo～ `sem la ´gu 気に
入る．

M!=d<Zo ˆgyoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

M!=d<Zo M!=d<Zo –
ˆgyoo ˆgyoo –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)速い，急ぐ．

T<<o ˆgaa v. non-vol.
npf. pf. imp.

T<<o T<<Zo –
ˆgaa ˆgaa –

pres. fut. pt. imp.

[ T<<o T<<o T<<Zo – ]

1．(～が) 詰まる．(～で <̀Zo ) 塞がる． 1VHo9O<Zo
<̀Zo～ `läpaa ki ˆgaa耳垢で塞がる．<?Ho～ `kää ˆgaa
声が詰まる．声がかすれる．;LoM̀<o～ `khamii ˆgaa
針の目が詰まる．<No;b<o～ `nakuu ˆgaa鼻が詰まる．
HLb<Zo～ `uu ˆgaa息が詰まる．M̀<o～ `mii ˆgaa 目
やにで目が塞がる．M̀HoJo～ ´mikpa ˆgaa 喉がむせ
る．UbVoLbo～ ´yoopu ˆgaa灌漑水路が詰まる．X=Zo
～ `shan ˆgaa鼻が詰まる．
2．(～が)出なくなる，止まる． ;D<o～ `trhaa ˆgaa

血が止まる．<>̀IoJo～ ¯cinpa ˆgaa小便が出なくな
る．H=o<o～ ´thangka ˆgaa食欲がなくなる．LNV<o
Jo～ ¯tsokpa ˆgaa 便秘する．) o～ ¯tsa ˆgaa 便秘

する．
3．(道路が)渋滞する，封鎖される． MdoBo～ ´motra

ˆgaa➀車が渋滞する．➁車が止まる．So<Ado～ ´sako
ˆgaa蓄財の手段が断たれる．WMo:o～ ˆlangkaa ˆgaa
道が塞がる．道が塞がれる．
4．(車などが) 止まる． MdoBo～ ´motra ˆgaa ➀車
が渋滞する．➁車が止まる．wV=ZoT;dVo～ ¯langkoo

ˆgaaトラックが止まる．

T<<Zo ☞　T<<o (p. 117)

T<Mo 1 ˆgam v. vol.
npf. pf. imp.

T<Mo T<MZo T<MZo, T<dMZo
ˆgam ˆgam ˆgam, ˆgom

pres. fut. pt. imp.

[ T<Mo T<Mo T<MZo T<dMZo ]

(ツァンバ，砂糖など粉状のものを) 食べる．(粉薬
を) 飲む．｛水分を加えずに｝． GbIo<>̀<o～ ¯thün

`cik ˆgam 一回に服用する薬の量を飲む｛粉末状の
薬について｝．& doGo～ ´tota ˆgamタバコを噛む．0V̂o
R`Lo～ `chuushii ˆgam 粉チーズを食べる．1>c oMo:o
Vo～ ´chema ¯kara ˆgam 砂糖を食べる．)MoJo～
¯tsampa ˆgam ツァンバを食べる｛お茶を加えずに
粉のまま口に入れる｝．

T<Mo 2 ˆgam v. vol.
npf. pf. imp.

T<Mo T<MZo T<MZo
ˆgam ˆgam ˆgam

pres. fut. pt. imp.

[ T<dMo L<dMo L<dMZo L<dMZo ]

(～を) 跨ぐ．(～の上を <̀o<A=oWo ) 跨ぐ． GcMoJo～
¯thempa ˆgam敷居を跨ぐ．HcLo<A=oWo～ ˆthep ˆkan

la ˆgam 本を跨ぐ．M̀T`o<A=oWo～ ´mii ˆkan la ˆgam

人を跨ぐ．

T<MZo ☞　T<Mo 1 (p. 117)，T<Mo 2 (p. 117)

T<Wo ´gää v. non-vol.
npf. pf. imp.

T<Wo T<Wo –
´gää ´gää –

<
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pres. fut. pt. imp.

[ T<Wo T<Wo T<Wo – ]

1．(～に H=o / ø ) 違反する，背く． L:To;D`MZo～
`katrim ´gää法律に背く．;D`MZo～ `trhim ´gää法律
に違反する．;D`MZoH=o～ `trhim tan ´gää 法律に違
反する．)oHdIo～ ¯tsatön ´gää原則に反する．
2．(約束，誓いなどを H=o / ø )破る． ;ZoWcIoH=o～
¯khäälen tan ´gää約束を破る．HMoL>To～ ´thamca
´gää 誓約に反する．HMoL>ToH=o～ ´thamca tan

´gää誓いを破る．
3．怒る． H<d=ZoJo～ ´kongpa ´gää怒る．

T<Zo ☞　<Zo (p. 108)

T2 q<Zo ☞　L1q<o (p. 78)

T2 qWo * ´güü, ´gir v. non-vol.
npf. pf. imp.

T2qWo T2qWo –
´güü, ´gir ´güü, ´gir –

pres. fut. pt. imp.

[ T2qWo T2qWo T2qWo – ]

(～が)動く，動いてしまう，ずれる，揺れる． ;=oJo
～ ¯khangpa ´güü家が揺れる．Zo～ ¯sa ´güü大地
が動く．大地が揺れる．～No ´güü-tse ちょっと動
くこと．

T<c=Zo ☞　L:=o (p. 76)

T<cLZo ☞　L:Lo (p. 77)

T<cWo ☞　L:Wo 1 (p. 77)

T<do ☞　T<dZo (p. 118)

T<d<o ☞　L:<o (p. 75)，L:d<o (p. 78)

T<dHo ☞　L:dHo (p. 79)

T<dMo ☞　T<Mo 2 (p. 117)

T<dMZo ☞　T<Mo 1 (p. 117)

T<dVo ´goo v. non-vol.
npf. pf. imp.

T<dVo T<dVo –
´goo ´goo –

pres. fut. pt. imp.

[ T<dVo T<dVo T<dVo – ]

1．(時間が) かかる． 6 qZoOVHo～ ˆthüütsöö ´goo 時
間がかかる．UbIoV`=o～ ˆyünrin ´goo長期間かかる．
UbIoV`=oJdo～ ´yün ´ringku ´goo 長く時間がかかる．
Wdo～ ´lo ´goo一年かかる．
2．(～が) 遅れる． TOMZo8 qo～ ¯tshamshu ´goo挨
拶が遅れる．

T<dZo ˆgöö v. non-vol.
npf. pf. imp.

T<dZo T<dZo –
ˆgöö ˆgöö –

pres. fut. pt. imp.

[ T<do T<do <dZo – ]

1．(病気などが)移る，伝染する． 2Vdo～ ¯lo ˆgöö咳
が移る．2VdoIHo～ `lonää ˆgöö肺病が移る．T<dZoIHo
～ ˆgöönää ˆgöö 伝染病が移る．?MoJo～ ¯champa

ˆgöö 風邪が移る．I oO o～ ´natsa ˆgöö 病気が移
る．IHoUMZo～ ˆnääyam ˆgöö 伝染病にかかる．
J<ZoIHo～ `paknää ˆgöö皮膚病が移る．M̀<oIHo～
`mingnää ˆgöö 眼病が移る．V`MZo～ ˆrim ˆgöö イ
ンフルエンザにかかる．Vdo2F`Lo～ ˆrutrip ˆgöö 死体
のけがれが移る．9qoLo～ ¯shoo ˆgööとびひが移る．
Z̀LoL̀o～ ¯sipi ˆgöö 麻疹が移る．LZcoMd<o～ `semoo

ˆgöö梅毒が移る．9ZoT1(Mo～ ¯hlantrum ˆgöö天然痘
が移る．
2．(におい，色などが) 移る． HI` o=Io～ ´trhingän

ˆgöö 悪臭が移る．R<oHI` o～ ´shaktri ˆgöö バターの
においが移る．Ẁo;D` o～ ´litri ˆgöö 橙色が移る．ZcVo
Jdo～ ¯seepo ˆgöö黄色い色が移る．
3．(やり方などが)移る，伝わる．影響を受ける．血
筋を引く． <\@dIo～ ¯kyön ˆgöö 欠点が移る．<dMZo
<X̀Zo～ ˆkhumshii ˆgöö 習慣が伝わる．<I<oZcMZo
～ `naksem ˆgöö 意地悪い心が移る．\@dH o =I o～
¯cööngän ˆgöö 悪い振る舞いが伝染する．\@dH oJo
～ ¯cöpa ˆgöö 立ち居振る舞いが移る．1>cHo<K=Zo～
ˆchetan ˆgöö やり方が伝染する．V`<Zo～ ˆrik ˆgöö

血筋を引く．9q<Zo+@cIo～ ¯shukkyen ˆgöö 影響を受
ける．
4．(～が) 付着する． <\@dLoVWo～ ¯kyoprää ˆgöö 椀

<



T!==o 119 T2F=o

の外側に汚れが付く．HIc<oJo～ ´trhakpa ˆgöö 汚れ
が付着する．垢が付く．TH<oL<o～ ˆdakpaa ˆgöö

泥が付く．TH<oVWo～ ´dakrää ˆgöö はねた泥が他
人の服に触れてくっつく．1>o<\@<o～ ˆchakyaa ˆgöö

鳥の糞がくっつく．T1>Vo)To～ ´jartsi ˆgöö糊が付く．
LNV<oJo9qVo9qVo～ ¯tsokpa ¯shushuu ˆgöö うんこが
少しくっつく．)To～ ¯tsi ˆgöö 油性の塗料がくっつ
く．R<oOTo～ ´shaktsi ˆgöö油脂が付着する．油汚れ
が付着する．

T!==o ˆgyan v. non-vol.
npf. pf. imp.

T!==o T!==Zo –
ˆgyan ˆgyan –

pres. fut. pt. imp.

[ T!==o T!==o T!==Zo – ]

1．(時間が) 延びる．(～が) 延期になる． < (= oZ o
～ ¯trhunsa ˆgyan 結婚が延期になる．2q= oZc= o～
ˆkhungsan ˆgyan 休暇が延びる．?=oZo～ ¯chansa

ˆgyan結婚式が延びる．6 qZoOVHo～ ˆthüütsöö ˆgyan

時期が延びる．時間が延長になる．<IZo<?LZo～
`nääkap ˆgyan 暫くの間延期になる．OV<ZoT6 q o～
¯tshongtu ˆgyan会議が延びる．MPHo<Ado～ ´dzääko

ˆgyan 儀式が延びる．UbIoV`=o～ ˆyünrin ˆgyan 長
期間延期になる．ZVd=o?=o～ ¯loncan ˆgyan婚約が延
びる．
2．(距離が) 離れる． LVoG<o～ ˆphartaa ˆgyan 距
離が離れる．

T!==Zo ☞　T!==o (p. 119)

T!V̂o 1 ´gyur, ´gyuu v. non-vol.
npf. pf. imp.

T!V̂o T!V̂o –
´gyur, ´gyuu ´gyur, ´gyuu –

pres. fut. pt. imp.

[ T!V̂o T!V̂o T!V̂o – ]

1．(～が) 変わる． <?H o～ `kää ´gyur 声が変わ
る．; oHd< o～ `khatoo ´gyur 色が変わる．<dMZ o
ZDdWo～ ´khomsöö ´gyur 慣習が変わる．9Ko<K=Zo～
`tatan ´gyur 見方が変わる．6 qZ oOVHo～ ˆthüütsöö

´gyur 時代が変わる．<Hd=o<X̀Zo～ ˆtongshii ´gyur

顔色が変わる．表情が変わる．顔つきが変わる．

MHd< o～ ˆdoo ´gyur 色が変わる．<IM o <X̀Z o～
`namshii ´gyur 気候が変わる．天気が変わる．'Mo
T!V̂o～ ¯namkyuu ´gyur 態度が変わる．UbWo9Ed=Zo
～ ˆyüncon ´gyur 景色が変わる．WZo:o～ ´lääka

´gyur 仕事が変わる．<X̀Zo:o～ ¯shiika ´gyur 性質
が変わる．ZoH1>`LZo～ `sayip ´gyur 地形が変わる．
ZcMZo～ `sem ´gyur 心が変わる．LZMoLVdo～ ¯samlo

´gyur考えが変わる．
2．(～に Wo / ø )なる． T<WoSVVo～ ´gäntaa ´gyur

矛盾になる．反対になる．IV oT!== o～ ˆnankyan

´gyur 延期になる．Vco<Kd=o6qo～ ´reton-tu ´gyur 空想
に変わる．
3．(状態などが)悪くなる． 9K<o)o～ ¯taktsa ´gyur

後ろ楯を失う．0><oMdo～ ¯chaamo ´gyur占いの卦が
悪くなる．
4．(関節，筋などが)ずれる，ねじれる，つれる，ひ
きつった状態になる． 3}o～ ´nya ´gyurふくらはぎ
がつれる．JbZoOT<Zo～ `piitsii ´gyur 膝の関節がず
れる．)o～ ¯tsa ´gyur筋肉がつれる．OT<Zo～ `tshii

´gyur関節がねじれる．

T!V̂o 2 ☞　!V̂o (p. 111)

T!=cWo ´gyee v. non-vol.
npf. pf. imp.

T!=cWo T!=cWo –
´gyee ´gyee –

pres. fut. pt. imp.

[ T!=cWo T!=cWo T!=cWo – ]

(～が)倒れる． <Md=oJdo～ ´tongpo ´gyee木が倒れる．
M̀o～ ´mi ´gyee 人が倒れる．WdoFd<o～ ˆlotoo ´gyee

作物が倒れる．X̀=o<Md=o～ ¯shington ´gyee立ち木が
倒れる．ZDd<oX̀=o～ ¯sooshin ´gyee大黒柱が倒れる．

T!=cZo ☞　!=cZo (p. 111)

T!=d<o ☞　L;=<o 1 (p. 79)

T2F=o ˆdran v. non-vol.
npf. pf. imp.

T2F=o T2F=Zo –
ˆdran ˆdran –

pres. fut. pt. imp.

[ T2F=o T2F=o T2F=Zo – ]

<
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1．(お腹などが)ふくれる．満腹になる． 2FdHo;d<o～
ˆtrhokoo ˆdranお腹がふくれる．満腹になる．
2．(～が)膨張する，大きくなる，ふくらむ． \o;bT`o
HcoMoIZoT2F=Zo1>Zn ¯aküü ´ti ˆminää ˆdran cää,「ア
クのあそこが大きくなって」

T2F=Zo ☞　T2F=o (p. 119)

T2FIo ´drän v. vol.
npf. pf. imp.

T2FIo T2FIo T2FIo
´drän ´drän ´drän

pres. fut. pt. imp.

[ T2FIo T2FIo T2FIo T2FIo ]

比べる．競争する． %o, !<o～ `takyuu ´drän競馬を
する．WbZo<KdLZo～ ˆlüütop ´drän体力を比べる．

T2FZo ˆdrää v. non-vol.
npf. pf. imp.

T2FZo T2FZo –
ˆdrää ˆdrää –

pres. fut. pt. imp.

[ T2FZo T2FZo T2FZo – ]

恨みを持つ．憎む． Rc o～ ´she ˆdrää 心底恨みを
持つ．

T2F`<o ˆdrii v. non-vol.
npf. pf. imp.

T2F`<o T2F`<Zo –
ˆdrii ˆdrii –

pres. fut. pt. imp.

[ T2F`<o T2F`<o T2F`<Zo – ]

1．(準備などが) 整う．(～が) 揃う． ;D`<Z oZc o～
`trhik-se ˆdriiきちんと整う．?oW<o～ `chalaa ˆdrii

部品が整う．MGdoHMIo～ ¯thomän ˆdrii高さが整う．
HJb= o<H=o～ ¯pungtan ˆdrii 肩が並ぶ．KcLZoLZb o
～ ¯phepsu ˆdrii 出迎えの支度が整う．HM̀<Zo% cIo
～ ¯miktän ˆdrii 将来のための資金ができる．OWo
<McVo～ ¯tshäätee ˆdrii 料理の皿が並ぶ．<S`Mo?Zo～
ˆsimcää ˆdrii掛け布団の準備が整う．
2．(～が) うまくいく．(条件などが) 整う．(和解
などが) 成立する． <?YoHdI o～ ¯kutön ˆdrii 用事が
うまく行く．<\@`Ho<MY<o～ `kiituu ˆdrii 生活がほどほ

どになる．?̀=Zo～ `chin ˆdrii 条約が整う．MGTo
T6 qMo～ ¯thantum ˆdrii 最終的な調停が整う．MGbIo
+@cI o～ ¯thünkyen ˆdrii 生活条件が整う．I=o<Ĥ`< o
～ ˆnangtrii ˆdrii 和解がうまく行く．I= o T6 qM o
～ ˆnangtum ˆdrii 内部で和解が成立する．OV= o
～ ¯tshon ˆdrii 取り引きが成立する．SZ o<dZ o～
ˆsääköö ˆdrii衣食に問題がない．
3．(～が)折り合う． <?Ho?o～ ¯käca ˆdrii話が折り
合う．<d=o～ ´khon ˆdrii 値段が折り合う．2Vo～ ¯la

ˆdrii 賃金の折り合いがつく．賃金が決まる．2Vo?o
～ ¯laca ˆdrii 賃金が決まる．賃金の折り合いがつ
く．2VoKd<Zo～ `lapoo ˆdrii給料が決まる．LWo<d=o～
´phääkon ˆdrii羊毛の値段がまとまる．
4．(～が) うまく合う，ぴったり合う，うまくはま
る． :oL;=<o～ `kakyaa ˆdrii 柱の土台石が安定す
る．?o～ ¯cha ˆdrii 対称的である．対になる．?dWo
～ ¯chöö ˆdriiつじつまが合う．順調にいく．うまく
いく．@oMHd=o～ ´chanton ˆdrii茶の攪拌器の木の合
わせ目がぴったり合わさる．TL̀<Zo<ZdVo～ ´biksoo

ˆdrii穴を開ける場所に錐が合う．9ZZo～ ¯hlu ˆdrii部
品がうまく接合する．
5．(～が)済む．(結論が)出る． ;oM?bo～ ¯khamcu

ˆdrii 訴訟の決着がつく．MGTo<MdMo～ `thatom ˆdrii

結論が出る．)TZo\HdHo～ `tsiitröö ˆdrii 引き継ぎが済
む．)TZoLXcVo～ `tsipshaa ˆdrii点検が済む．
6．(列に) 並ぶ． 2FWo～ ´trhää ˆdrii 席順に並ぶ．
<kHc=Zo～ ˆpan ˆdrii並ぶ．
7．(値段が)適正である． <d=oOHo～ ˆkhontsää ˆdrii
値段が適正である．

T2F`<Zo ☞　T2F`<o (p. 120)

T2F`Lo ˆdrip v. non-vol.
npf. pf. imp.

T2F`Lo T2F`Lo –
ˆdrip ˆdrip –

pres. fut. pt. imp.

[ T2F`Lo T2F`Lo T2F`Lo – ]

覆われる．(目が)白内障になる． M̀<o～ `mii ˆdrip

白内障になる．

T2F`Mo 1 ˆdrim v. vol.

<
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npf. pf. imp.

T2F`Mo T2F`MZo T2F`MZo
ˆdrim ˆdrim ˆdrim

pres. fut. pt. imp.

[ T2F`Mo T2F`Mo T2F`MZo T2F`MZo ]

1．(～に) 通う． ?dZoVo～ ¯chööra ˆdrim 問答修
行場に通う．問答修行場で修行を続ける．ZVdL o2. o
～ ¯laptra ˆdrim学校に通う．通学する．\Vo;=o～
¯arkan ˆdrim居酒屋通いをする．
2．(～を) 通過する，経由する，経る． H2q o～ ´ku

ˆdrim 冬至以降の厳寒期の最中にある．1>= oG= o
～ ´changtan ˆdrim チャンタン高原を経由する．
チャンタン高原を歩き回る．LD<o9qVo～ ´trhakshuu

ˆdrim岩の谷を通過する．V`o)Uo～ ´ritsi ˆdrim尾根を
歩く．Wb=o<Kd=o～ ´lungton ˆdrim 人家や人跡などの
人気のない地域を通る．Wb=o9qVo～ ´lungshuu ˆdrim
谷間を通る．ZoOb<Zo～ `satsuu ˆdrim 宿場を経由
する．
3．(～に) 住む，暮らす． HLcI o <IZ o～ `ennää

ˆdrim閑静なところに住む．M̀oUbWo～ ´miyüü ˆdrim
よその土地で暮らす．
4．修行する． V`o;DdHo～ ˆritröö ˆdrim山中の庵で修
行する．

T2F`Mo 2 ˆdrim v. non-vol.
npf. pf. imp.

T2F`Mo T2F`MZo –
ˆdrim ˆdrim –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(人々の手から手へと) 渡る． W<oJo～ ´lakpa

ˆdrim手から手へ渡る．大勢の手を経る．
2．(～の地位を)経る． MGdoZo～ ¯thosa ˆdrim高い
地位についた経験がある．

T2F`MZo ☞　T2F`Mo 1 (p. 120)，T2F`Mo 2 (p. 121)

T2F`Wo ´drii v. non-vol.
npf. pf. imp.

T2F`Wo T2F`Wo –
´drii ´drii –

pres. fut. pt. imp.

[ T2F`Wo T2F`Wo T2F`Wo – ]

1．(～が)まとまる，ぐるになる． & d<o～ ˆtoo ´drii

まとまる．& d<oWo～ ˆtoo la ´drii 一つにまとまる．
0>d<ZoWo～ `choo la ´drii 一方にくっつく．TKVo\@=o
～ ¯pharcan ´drii悪がぐるになる．SVo～ ´da ´drii結
合する．合併する．一緒になる．LZMoLVd o～ ¯samlo

´drii考えがまとまる．
2．(～が)終わる，完了する． M@b<o～ ˆjuu ´drii完
了する．<KdIo<8q<o～ `tönshuu ´drii 晩秋が終わる．
<KdIoWd<o～ `tönloo ´drii 作物の取り入れ後，作物の
根と畑の土を掘り返す作業が終了する．0>` oTHcLZo
～ `chintep ´drii 遅まきが終わる．H1>V o<8 q< o～
`yarshuu ´drii 晩夏が終わる．<8 q< o2q o～ ´shuku

´drii 尾が丸まる．終わる．WZo<8 q< o～ ˆlääshuu

´drii仕事が完了する．Wb<o<8 q<o～ ˆlukshuu ´drii羊
の群れの追い込みが完了する．ZVdLoM@b<o～ `lomcuu

´drii授業が終わる．
3．(～が)巻き上がる． Xd<oLbo～ ¯shuku ´drii 紙が
巻き上がる．

T2 )Lo ˆdrup v. non-vol.

npf. pf. imp.

T2)Lo T2)Lo –
ˆdrup ˆdrup –

pres. fut. pt. imp.

[ T2)Lo T2)Lo 2)Lo – ]

1．(～が) 実現する，成就する，完成する． HM̀<Zo
UbWo～ ¯mik’yüü ˆdrup 目的が達っせられる．WZo
HdIo～ ´läätön ˆdrup任務が実現する．HdIo～n ´thön
ˆdrup.「成就しますよう！」｛くしゃみをした人に対
して発する言葉．OUoV`=onの類似表現の一つ｝．
2．(望みや願い事が)かなう，かなえられる． Gb<Zo
THdH o～ `thungtöö ˆdrup 望みがかなう．Gb<ZoVc o
～ ¯thuure ˆdrup 希望がかなえられる．THdHoJo～
´döpa ˆdrup望みがかなう．THdHoLVdo～ ´döölo ˆdrup
欲望がかなえられる．Kb<ZoVco～ ¯phukre ˆdrup 理
想が成し遂げられる．VcoTHdHo～ ˆrentöö ˆdrup願望
が実現する．VcoLo～ ´rewa ˆdrup 希望が実現する．
望みが実現する．LZMoHdIo～ ¯samtön ˆdrup願い事
がかなう．思いがかなう．

<
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T2FcMZo ☞　L1FMo (p. 80)

T2Fdo 1 ´dro v. vol.
npf. pf. imp.

T2Fdo 0>`Io , !<Zo
´dro `chin ˆkyuu

pres. fut. pt. imp.

[ T2Fdo T2Fdo 0>`Io Zd=o ]

hon.　☞　GHo 1 (p. 188)，KcLZo 1 (p. 234)
hum.　☞　<>Vo (p. 149)
1．(～に Wo ) 行く，進む．(～で Wo ) 行く． !=o
$ cIoMVo～ ¯kangcen-maa ´dro はだしで行く．!=o
G=oLo1>ZoIZo～ ¯kangta-nga ˆchää ni ´dro 徒歩で
行く．!=oG=oLVo～ ¯kangta-ngaa ´dro 徒歩で行
く．!=oG=oWo～ ¯kangtan la ´dro 徒歩で行く．2) o
*T=ZoWo～ ˆtrhutsin la ´dro船で行く．Ado?o,@<o<<o～
´nyopca ˆkyaakaa ´dro買い物に行く．<IMo2)T`oI=o
Wo～ ¯namtrüü ´nan la ´dro 飛行機で行く．MdoBT`o
I=oWo～ ´moträä ´nan la ´dro車で行く．<Nb<oW<o
;=oWo～ `tsuklaa-kan la ´dro経堂へ行く．大昭寺へ
行く．)UoWo～ ¯tse la ´droポタラ宮殿に行く．U=oZco
～ ´yangse ´droしばしば行く．UbWo1>dWo～ ´yüücüü

´dro 亡命する．WMo:o～ ˆlangkaa ´dro 道を行く．
進む．<Z=o\@dHoWo～ `sangcöö la ´droトイレに行く．
～;oWoMdVo ´droka ¯hlamoo行く間際に．0>`Io?d<o?d<o
`chin `choocooいつでも行ける．
2．(～として Wo / ø ) 行く．(～に Wo / ø ) 行く．
MIToMVo～ ¯namaa ´dro 嫁に行く．KcLZo<Hd=oWo
～ ¯phepton la ´dro 先触れの使者として行く．L<o
<Ud<oWo～ ˆphaayoo la ´dro花嫁の付き添いに行く．
M<oJVo～ ¯makpaa ´dro 婿に行く．OLo～ `tshap

´dro 代わりとして行く．OLoWo～ `tshap la ´dro代
わりとして行く．
3．(～のために Wo / ø ) 行く．(～に Wo / ø ) 行
く． ;=o<ZdWoWo～ ¯khangsöö la ´dro 新築祝いに
行く．>Mo>MoWo～ ¯camcan la ´dro 散歩に行く．
?dZo<?dVoWo～ ¯chöökoo la ´dro加持祈願巡りに行く．
<AcIoTKDHoWo～ `nyänträä la ´dro 親族との面会に
行く．<AcIoWd<oWo～ `nyänloo la ´dro 里帰りする．
9KoR`LoWo～ `taship la ´dro 視察に行く．<IZo<?dVo～
¯nääkoo ´dro 巡礼に行く．<IZo<?dVoWo～ ¯nääkoo

la ´dro巡礼に行く．<IZoM@WoWo～ ¯näncää la ´dro
聖地巡りに行く．Lo*ToLo～ ˆphatsää ´dro 牛飼いに
行く．)UHoMdVo～ ¯tseemoo ´dro 遊びに行く．TOMo
THI`V o～ ¯tshamträä ´dro ご機嫌伺いに行く．Td= o
< (=o～ ˆongsun ´dro畑の見回りに行く．<U<oTLD=o
～ `yakran ´dro ヤクの放牧に行く．VMoTHc<Zo～
ˆramtee ´dro 加勢に行く．LZbo<\@cWo～ ¯sukyää ´dro

送迎に行く．
4．＜ Vpf + T2Fd o の形で＞ ～していく｛一つの動
作と並行して｝． ;?cVo～ ¯kyhee ´dro 持っていく．
;D`Ho～ `trhii ´dro 連れていく．Jbo2q oLZ]ZoIZo;D`Ho～
¯puku `lüü ni `trhii ´dro子供を誘拐する．

T2Fdo 2 ´dro v. non-vol.
npf. pf. imp.

T2Fdo 0>`Io –
´dro `chin –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

hon.　☞　GHo 2 (p. 188)
1．(～に Wo / ø ) なる． <\@<oW=o～ ¯kyaklan ´dro

癖になる．T<WoTPVWo～ ´gäntsöö ´dro 違反にな
る．T<dVoT!==Zo～ ˆgonkyan ´dro 遅延する．T!V̂o
Lo～ ´gyuuwa ´dro 変化する．<Kd=oSHo～ `tongsää

´dro無駄になる．TGbZoXdVo～ ¯thüüshoo ´dro滞る．
L&Lo<Z̀<o～ ˆtapsii ´dro 面倒なことになる．L&Lo
<Z̀<oWo～ ˆtapsii la ´dro 面倒なことになる．MIWo
GWo～ ¯nyäätää ´dro 寝過ごす．<RIoWo～ ¯män la

´dro 薬になる．)o<X<Zo～ `tsakshaa ´dro 真っ二
つになる．)UoKbHo～ `tsepüü ´dro 最高になる．SHo
<\@dIo～ ´sääkyön ´dro 摩耗する．SZo6q<o～ ˆsäätuu

´dro 食中りになる．VbWo<\@dIo～ ´rüükyön ´dro 腐っ
て悪くなる．LwV<o<FdVo～ ¯laatoo ´dro 紛失する．
W=oWo～ ´lan la ´dro 癖になる．ZDd<oGd<o～ `sootoo

´dro死刑になる．
2．＜ Vnpf - VboT2Fdo の形で＞ ～になる (一つの状態
が徐々に変化して)． MGdoVbo～ ¯tho-ru ´dro だんだ
ん高くなる．IoOoHI<oVbo～ ´natsa ˆtrhaa-ru ´dro病
気が治っていく．IoOo<MY<oVbo～ ´natsa ˆtuu-ru ´dro

病気が悪化していく．LdH o<?HoHI<oVb o～ ˆphöökää

ˆtrhaa-ru ´dro チベット語がうまくなる．HL=oXcHo

<
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?coVbo～ `ongshee ¯che-ru ´dro権力が強くなる．M̀<o
9q<ZoU<oVbo～ `mikshuu ˆyaa-ru ´dro視力が良くな
る．U<oVbo～ ˆyaa-ru ´droだんだん良くなる．
3．＜ Vpf + T2Fd o の形で＞ (徐々に)～していく．
L2FcZ o～ ˆtree ´dro 老け込んでいく．L$ cH o～ ˆcee

´dro 忘れていく．M?o=Io<̀ZoX̀o～ ´nyangän ki ¯shi

´dro 悲しみのために死ぬ．*V<Zo～ ˆtsoo ´dro なく
なっていく．UWo～ ´yää ´dro消えていく．LwV<o～
`laa ´dro 失われていく．W=oOVo"Zo～ ´langtso ˆkää

´dro若さが衰えていく．X̀o～ ¯shi ´dro死んでいく．
M̀oV`Wo～U<o<̀o<?Ho?o ´mi ´rii ˆdroyaa ki ¯käca驚くべ
き話｛“人がびっくりして倒れてしまうほどの話”の
意｝．<?coMOMZoHcVoZVcLo6 qZo;do<UdWo～<̀oVcHn `kentsam
tää `leetüü ¯kho ¯yöö ´droki ˆree.「肝心なときにな
ると彼はいなくなってしまう」
4．(～が) 徐々に進行する． ;?LoR cW o～ ¯kyhapee

´dro 普及する．広まる．ÀI o Vc o <d= o TKcW o ～
´nyinri ´khongpee ´dro 毎日向上する．HVo,@Zo～
ˆtharkyää ´dro 発展していく．HJWoT1>dVoAMZo,WHo
～ ¯päncoo ˆnyamküü ´dro経済力が衰える．HJWo
T1>dVoUVo,@Zo～ ¯päncoo ˆyarkyää ´dro経済が発展し
ていく．経済力が強くなる．TOVoWd=Zo～ `tsharlon

´dro成長していく．UVo,@Zo～ ˆyarkyää ´dro発展す
る．発展していく．繁栄する．LZVHo<\@dIo～ ¯lääkyön

´dro 悪に染まって悪くなっていく．UVo,@Zo～LR`Io
Jo ˆyarkyää ´dro ´shin-pa 発展途上の．UVo,@Zo～
LR`I oJT` o<A=o ˆyarkyää ´dro ´shin-pää ˆkan 発展
途上．
5．(～が) 可能である， 使える． <V̂ o M̀H o
～ `kyhurmii ´dro 丸呑みできる．!V̂ o M̀H o～
ˆkyhurmii ´dro 丸呑みできる．=<oWo～ ˆngaa la

´dro 暗唱できるようになる．?boLXWo～ ¯chupshää

´dro 濯ぐことができる．MG`WoL$ cZo～ `thiicii ´dro

靴底の張り替えが可能である．JVoZVd< o～ `parloo

´dro写真の焼き増しができる．M̀Ho<V̂o～ ´mikkyuu
´dro丸呑みできる．)oR dZo～ `tsapöö ´dro移植でき
る．)WLo&Vo～ ¯tsuptaa ´droきめの粗い砥石で研げ
る．OoWo～ ¯tshala ´dro はんだ付けが可能である．
8 qoH<o～ ˆshutaa ´dro校正が可能である．9Z<ZoT0>Vo
～ ¯hlakcaa ´dro風選できる．
6．(～に) 差が出る，違いが出る．(～が) 分かれ

る． ;?HoJVo～ ¯kyhääpaa ´dro 違いになる．?c o
?b= o～ ¯checun ´dro 大きさがばらつく．GdL oXdV o
～ ¯thopshoo ´dro 勝敗が分かれる．MGd oHMI o～
¯thomän ´dro 高さの差が出る．MGdoWdZo～ `tholöö

´dro高さの違いが出る．KDo<QdMo～ ¯phapom ´dro太
さの差が出る．M=o3[=o～ ´mangnyun ´dro 量に差
が出る．HMVoWdZo～ `maalöö ´dro 赤みの程度の違
いが出る．)T=oR`Lo～ `tsingship ´dro 粒の粗さと細
かさにばらつきが出る．)T=oWdZo～ `tsinglöö ´dro粒
の大きさが不揃いになる．U<oAcZo～ ˆyaanyee ´dro

優劣による差別になる．U=o9E`Ho～ ˆyangcii ´dro 重
さのバランスが崩れる．V`=oGb=o～ ´ringtun ´dro長
短の差が出る．V`=oWdZo～ ˆringlöö ´dro 長さ加減が
ばらつく．[oZd=o[coL<o～ ¯hason `hepaa ´dro 吹っ
掛けて差が出る｛値段の交渉などで｝．
7．(時間，月日などが) 過ぎる，過ぎ去る． ÀoMo～
´nyima ´dro ➀日が経つ．➁日が傾く．6 qZoOVHo～
ˆthüütsöö ´dro 時が過ぎ去る．M̀oOUo～ ´mitse ´dro

人生が過ぎていく．Wdo～ ´lo ´dro一年が過ぎる．Wdo
XZo～ ˆloshää ´dro 数年が過ぎる．Z̀o;?`Mo;oXZo～
¯sikim `khashää ´dro 数秒が過ぎる．T<To?cIo0>`Io
IZo ´gacen `chin ni暫くして．
8．(～が) 売れる，さばける，出る． ,@o Sd< o～
ˆkyasoo ´dro インド製品がさばける．OV=oSd< o～
`tshongsoo ´dro商品が売れる．U<oJdo～ ´yako ´dro
良く売れる．
9．(費用が) かかる．(～を) 要する．(～が) 必要で
ある． T2Fd o<Ad o～ ´drööko ´dro 経費がかかる．T2Fd o
Zd=o～ ´droson ´dro 費用がかかる．H=bWo～ ¯ngüü

´dro お金がかかる．HM<o2FdIo～ ¯maktrön ´dro 軍
事費がかかる．<8 q= o2FdI o～ ´shungtrön ´dro 公費
がかかる．SHo2FdIo～ ´säätrön ´dro 費用がかかる．
SZo2FdIo～ ´säätrön ´dro 食費がかかる．ZdIo;Wo～
¯sönkää ´dro種子一ケーが必要である．
10．(川が) 流れる．(風が) 通る． M;T o w]= o～
¯khalun ´dro 風が通る．, !<o?bo～ ´kyukcu ´dro 川
が流れる．
11．(煙，蒸気などが)上がる，出る． 6 qoLo0ôV`ZoZoWo
～ ´thoo `churii ¯sa la ´dro煙がもくもくと上がる．
wV=ZoJo0ôV`ZoZoWo～ ¯langpa `churii ¯sa la ´dro蒸気
がもくもくと上がる．ZdWo6 q<o～ `söötuu ´dro 炭を

<



T2Fd=Zo 124 "Wo

燃やしたとき一酸化炭素が出る．
12．(電話が) 通じる，かかる．(手紙や電報が) 届
く． ;oJVo～ ¯khapaa ´dro 電話が通じる．FVo～
¯tar ´dro電報が届く．Ùo<co～ ´yiki ´dro手紙が届く．
13．(～が)貫通する． 9K<oTL̀<Zo～ `takpii ´droの
み (鑿)で穴が開く．貫通する．MOVIo～ ¯tshön ´dro

武器が貫通する．
14．(刃物が)切れる． 2F`o～ ´trhi ´dro刀で切れる．
@cMoNUo～ ´chemtse ´dro ハサミが切れる．ハサミで
切れる．
15．(縁戚に Wo ) 当たる． <AcIoOIo～ ¯nyäntsän

´dro親戚に当たる．<AcIoOIoWo～ ¯nyäntsän la ´dro,
¯nyentsän la ´dro親戚に当たる．RYIo<\@o～ `pinkyaa
´dro きょうだいに当たる．RYIo<\@oWo～ `pinkyaa la

´droきょうだいに当たる．RYIoM?cHo～ `püncee ´dro
きょうだいに当たる．
16．気に入る．気持ちに沿う． Gb<Z o THdH o
～ `thungtöö ´dro 気に入る．Gb<Z o THdH o W o～
`thungtöö la ´dro気に入る．Gb<Zo<N=o～ ¯thuunan

´dro気に入る．<N=oLo～ ¯nawa ´dro気に入る．<N=o
LVo～ ¯nawaa ´dro 気に入る．\@Io<N=o～ ¯cännan

´dro気に入る．\@IoWMo～ ¯cänlam ´droお気に入り
になる．LVdoWo～ ¯lo la ´dro 気に入る．M̀<oWo～ `mii

la ´dro 気に入る．ZcMZoWo～ `sem la ´dro 気に入
る．'oLVoM̀o～Lo<̀o<?Ho?o ¯nawaa ˆmintroo ki ¯käca
聞きたくない話．<N=oLVo0>`IoMoZd=on ¯nawaa `chin
´mason.「気に入らなかった」
17．(～の側に Wo ) 付く． 0>d<Zo<ÀZoWo～ `choo

¯nyii la ´dro 両方に付く．0>d<ZoWo～ `choo la ´dro

一方の側に付く．地方へ旅に出る．
18．(ばらばらに) なる．離れる． ;oTGdVoH2q oTGdVo
～ ¯khatoo ´kutoo ´droばらばらな分裂状態になる．
;oTGdVo～ ¯khatoo ´dro ばらばらになる．;oTGdVoUo
LDWo～ ¯khatoo ´yaträä ´droばらばらになる．;oLDWo
～ ¯khaträä ´dro離別する．
19．(～が)通用する． GLZoT0 (Wo～ ¯thaptrüü ´dro
手練手管が通じる．
20．うまくいく．順調にいく． @bZo～ ˆchüü ´dro

対策がうまく行く．w]=o%o～ ¯lungta ´dro運が向く．
WMoT2Fdo～ ´lamtro ´dro成功する．うまく行く．WMo

Wo～ ´lam la ´dro成功する．うまく行く．WMo9Zd=Zo
～ ˆlamlon ´droうまく行く．
21．(～が)仕上がる． <N=o< (Zo～ `tsangtrüü ´dro

念入りに洗い上がる．<N=o0><Zo～ `tsangcaa ´dro

掃除がきちんと仕上がる．
22．＜ MGVo0>`Io の形で＞ 究極に達する． MGVo0>`Io
¯thar `chin全うする．MGVo0>`IoJo ¯thar `chin-pa精
通した．完璧な．徹底した．
23．(～に) 入る． )TZo<do～ ¯tsiiku ´dro 員数に入
る．<RIoHL=oWo～ ´shänwan la ´dro他者の支配下
に入る．

T2Fd=Zo ☞　2Fd=Zo (p. 112)

T2FdWo ☞　L1FdWo (p. 80)

"o ☞　"Zo (p. 125)

"Wo 1 ´kää v. vol.
npf. pf. imp.

"Wo, L"Wo L"Wo "Wo, "dWo
´kää ´kää ´kää, ´köö

pres. fut. pt. imp.

[ "Wo L"Wo L"Wo "dWo ]

1．(川や道などを)渡る． ?bo～ ¯chu ´kää川を渡る．
?boVLo～ `churap ´kää浅瀬を渡る．?boW<o～ `chulaa
´kää 支流を渡る．<N=oJdo～ ¯tsangko ´kää 大河を
渡る．*Lo～ ˆtsap ´kää泥んこ道を渡る．<8 q=o?bo～
´shungcu ´kää本流を越える．
2．(山，峠などを) 越える．(難所を) 通過する．
T<<o<Ad o～ ´gaako ´kää 検問所を通過する．GbVoWMo
～ ¯thurlam ´kää 下り坂の道を越える．TKD=oWMo
～ ¯trhanglam ´kää 隘路を通り抜ける．1>c o G= o～
´chetan ´kää 砂漠を越える．1>c oWo～ ´chela ´kää 砂
丘を越える．LNIoT<<o～ `tsänkaa ´kää難所を越え
る．*oVd=o～ ˆtsaron ´kää両側が岩山の谷を越える．
Wo～ ´la ´kää峠を越える．

"Wo 2 ´kää v. non-vol.
npf. pf. imp.

"Wo, L"Wo L"Wo –
´kää ´kää –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]
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1．(基準，限度を WZo / H=o / ø ) 越える． 2F=Zo
OHo～ ˆtrhangtsää ´kää 定数を越える．AWoOVHoH=o
～ ˆnyäätsöö tan ´kää 限度を越えて寝る．9Kd oOVHo
H=o～ `totsöö tan ´kää 食べる限度を越える．TGb=o
OVHoH=o～ `thuntsöö tan ´kää飲む限度を越える．Io
OVHo～ ˆnatsöö ´kää年頃が過ぎる．OHoH=o～ `tshää

tan ´kää基準を越える．OHo<R`oWZo～ ¯tshääshi lää

´kää基準を越える．OHoWZo～ `tshää lää ´kää基準
を越える．限度を越える．SoOVHoH=o～ ˆsatsöö tan

´kää食べる限度を越える．
2．(想像を)越える． LZMoUbWoWZo～ ¯samyüü lää

´kää思考の範囲を越える．想像を越える．LZMoOVHo
WZo～Jo `samtsöö laa ´kää-pa推測以上の．想像以
上の．
3．日が暮れる｛太陽が峠を越えて｝． ÀoMoWoWo～
´nyima ´la la ´kää日が山の端に隠れる．

"Wo 3 ´kää v. vol.
npf. pf. imp.

"Wo, L"Wo L"Wo "Wo
´kää ´kää ´kää

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

水浴びする． ?bo～ ¯chu ´kää 水浴びする．<N=o?bo
～ ¯tsangcu ´kää大河で水浴びする．

"Zo ˆkää v. non-vol.
npf. pf. imp.

"Zo "Zo –
ˆkää ˆkää –

pres. fut. pt. imp.

[ "o "o "Zo – ]

hon.　☞　L2FcZo (p. 116)
老いる．老ける．やつれる．衰える．憔悴する． Io
Zd o～ ´naso ˆkää 年を取る．W=oOVo～T2Fd o ´langtso
ˆkää ´dro 若さが衰えていく．Wdo～ ´lo ˆkää 年を取
る．～M!=d<ZoJdo ˆkää ´gyoko老いるのが速い．

,WHo ˆküü v. non-vol.

npf. pf. imp.

,WHo ,WHo –
ˆküü ˆküü –

pres. fut. pt. imp.

[ ,WHo ,WHo ,WHo – ]

(～が) 悪くなる，衰える，没落する． 9Kd o <dZ o～
`toköö ˆküü生活が悪くなる．HJWoT1>dVo～ ¯päncoo
ˆküü 経済が衰える．M̀oO=o～ ´mitsan ˆküü 家が没
落する．W=oOVo～T2Fd o ´langtso ˆküü ´dro 若さが衰
える．WbZo～ ˆlüü ˆküü体力が衰える．Zo?o～ ¯saca

ˆküü土地柄が悪くなる．

" dHo ˆköö v. non-vol.
npf. pf. imp.

"dHo "dHo –
ˆköö ˆköö –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)有能である．

" dWo ☞　"Wo 1 (p. 124)

,@o ☞　,@Zo (p. 130)

,@<o 1 ˆkyaa, ˆkyap v. vol.

npf. pf. imp.

,@< o , L,@< o ,
,@Lo

L,@Lo ,@dLo

ˆkyaa, ˆkyap ˆkyap ˆkyop
pres. fut. pt. imp.

[ ,@<o L,@<o L,@Lo ,@dLo ]

hon.　☞　<\@dIo 1 (p. 87)
1．(～を) する． ;oM?bo～ ¯khamcu ˆkyaa 訴訟す
る．;o)VHo～ `khatsöö ˆkyaa 口論をする．2Vd o～ ¯lo

ˆkyaa 咳をする．=Wo<Zd o～ ´ngääso ˆkyaa 休む．
?=oZo～ ¯chansa ˆkyaa結婚する．M"o>=o～ ´maacan
ˆkyaa 麻雀をする．Md o～ ´mo ˆkyaa 占いをする．
HM<o～ `maa ˆkyaa 戦争する．<RdIoWMo～ ¯molam

ˆkyaa 祈願する．OT<ZoLbLo～ `tshikpuu ˆkyaa捻挫
する．Wb=oL<KIo～ ´lungtän ˆkyaa 予言する．LXZo
～ `shää ˆkyaa屠殺する．
2．(～を) 打つ，打ち込む，打って穴を開ける．(注
射を) 打つ． :doTLb<Zo～ `konpuu ˆkyaa 革縫製用
の錐で穴を開ける．;Lo～ `khap ˆkyaa 注射する．
注射を打つ．% `=o9C<Zo～ `tingcaa ˆkyaa蹄鉄を打ち
付ける．GdoLo～ ¯thoo ˆkyaa 金槌で打つ．MGco<ScVo

<
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～ ¯thesee ˆkyaa 鋲を打つ．LVo<\@` o～ ´parki ˆkyaa

楔を打つ．<ScVo～ ´ser ˆkyaa 釘を打つ．X̀=oKbVo～
¯shingpuu ˆkyaa杭を打つ．
3．(～を)撃つ，打つ，叩く．(～で)切りつける． 2F`o
～ ´trhi ˆkyaa剣で切りつける．刀を使う．刀を突き
刺す．Gd<oMHTo～ ¯thongta ˆkyaa 礼砲を撃つ．9M`=o
MHTo～ ´dingta ˆkyaa ぱちんこで撃つ．T0 (WoMHTo
～ ¯trhünta ˆkyaa鉄砲を撃つ．LdHoMHTo～ ´phönta

ˆkyaaチベット式火縄銃を撃つ．<Q<o<Q<o～ ˆpakpaa
ˆkyaa機関銃を撃つ．Mco<@̂d<Zo～ ˆmerkyoo ˆkyaa ➀

大砲を撃つ．➁［俗］（男性が）性交して射精する．
McoMHTo～ ´menta ˆkyaa鉄砲を撃つ．TbVo& do～ ´kurto
ˆkyaa投石用の紐を使って石を投げる．
4．(～を) 建てる，築く．(柱などを) 立てる．(テン
トを) 張る，設営する． :o<\@dV o～ ¯kakyoo ˆkyaa

支柱を立てる．;=oJo～ ¯khangpa ˆkyaa 家を建て
る．2qVo～ ´khuu ˆkyaa テントを張る．"Io<Zdo;=o
～ ´känso-kan ˆkyaa 養老院を建てる．?b oV<Zo～
`churaa ˆkyaa 堤防を築く．)T<oJo～ ¯tsikpa ˆkyaa

壁を作る．So;=o～ ´sakan ˆkyaa 食堂を建てる．
\VoJdo～ ¯aapo ˆkyaa建築する．
5．(～を)結ぶ，縛る，締める．(条約を)締結する．
1FoUco～ ¯traye ˆkyaaネクタイを締める．<?cHoV<Zo～
`keraa ˆkyaa 帯を締める．;o<Ĥd<o～ `khatroo ˆkyaa

袋の口紐を結ぶ．?̀=Zo～ `chin ˆkyaa 条約を結ぶ．
M6 qHoJo～ ´drüpa ˆkyaa結びをこしらえる．結び目
を作る．<RIo;b<o;o<Ĥd<o～ `mänkuu `khatroo ˆkyaa

薬袋の口を締める．){oG<o～ `tsataa ˆkyaa 麻縄で
縛る．
6．(～を) 閉じる，封をする，封じる．(扉を) 閉め
る． T;DLoUdWo～ ¯trhapyöö ˆkyaa 舞台の幕を閉じ
る．,@Wo<Ado～ ´kyääko ˆkyaa正門を閉める．<AcTbo;b=o
～ ´kikun ˆkyaa窓を閉める．<Ado～ ´ko ˆkyaa戸を閉
める．<AdoGcWo～ ´kotee ˆkyaa 差し押さえのために封
印をする．Ù<o<?d<Zo;o～ ˆyiikoo ¯kha ˆkyaa封筒の
封をする．XcWoUdWo～ ¯sheeyöö ˆkyaaカーテンを閉
める．
7．(留め金，ボタンなどを) 掛ける．(眼鏡を) かけ
る． <Ad o9C<Zo～ ˆkoncaa ˆkyaa 錠前を掛ける．<Ĥd<o
Wb=o～ ´troolun ˆkyaa ボタン掛けの輪にボタンを掛
ける．TKDcHoG=o～ ¯trheetan ˆkyaa 横長の仏画の掛

け絵を掛ける．M̀<oXcWo～ ¯mikshee ˆkyaa眼鏡をか
ける．W<o9C<Zo～ ˆlakcaa ˆkyaa手錠を掛ける．
8．(調味料，香辛料などを)入れる，加える，添加す
る．(茶の葉などを) 入れる． @o～ ´cha ˆkyaa 茶の
葉を入れる．6 q<o～ ˆthuu ˆkyaa毒を入れる．MVo～
´maa ˆkyaa バターを入れる．Oxo～ ¯tsha ˆkyaa 塩
を入れる．塩を加える．OToWbo～ ¯tshilu ˆkyaa 脂肪
を料理に入れる．<UcVoMo～ ¯ema ˆkyaa山椒を入れ
る｛食べ物の中に｝．Xo<RIo～ ¯shamän ˆkyaa香辛料
を入れる．Z̀oJIo～ ¯sipän ˆkyaa 唐辛子を入れる．
LZbVo)Mo～ ¯surtsam ˆkyaa 薫香供養の麦こがしを
火中に入れる．
9．(水，肥料などを)やる，入れる，まく，散布する．
(種などを)まく． ?bo～ ¯chu ˆkyaa (植物などに)水
をやる．水をまく．水を加える．?boWbHo～ `chulüü

ˆkyaa 水と肥料をまく．TLb o<RIo～ ´bumän ˆkyaa

殺虫剤をまく．<RIo～ ¯män ˆkyaa 薬を散布する．
R`=o<RIo～ ´shingmän ˆkyaa 農薬をまく．VoWbHo～
ˆralüü ˆkyaa 山羊の糞の肥料をまく．WbHo～ ˆlüü

ˆkyaa 肥料をまく．WbHo:ALo:ALo～ ˆlüü `hyapyap

ˆkyap 肥料を少量散布する．ZdI oLS=o～ `sönsan

ˆkyaa優良な種子をまく．
10．(～を) 付着させる，付ける． H:V o,@I o～
¯karkyän ˆkyaa バターの花飾りを付ける．[ o<RIo
～ ¯mamän ˆkyaa 傷薬をつける．Oxo?b o～ ¯tshacu

ˆkyaa塩水をつける．UZoLScHo～ ´yääse ˆkyaa祝意
を表すために酒の容器の口の三方に少量のバターを
つける．ÙoNTo～ ´yiitsi ˆkyaa石鹸をつける．
11．(～を)越える，渡る． ?boVLo～ `churap ˆkyaa

浅瀬を渡る．1>=oG=o～ ´changtan ˆkyaaチャンタン
高原を越える．1>c oWo～ ´chela ˆkyaa 砂丘を越える．
V`o1]=o～ ´rilun ˆkyaa 野山を越える．V`o～ ´ri ˆkyaa

山を越える．V`oSbVo～ ´risuu ˆkyaa山の端を越える．
Wo1]=o～ ˆlalun ˆkyaa野山を越える．Wo～ ´la ˆkyaa

峠を越える．WoH=o1]=o～ ´la taa ¯lung ˆkyaa峠や谷
を越える．Wb=o<Kd=o～ ´lungton ˆkyaa 人家や人跡な
どの人気のない地域を越える．
12．(道具などを) 使う． ;dTdoNUo～ ¯khootse ˆkyaa

箸を使う．<do<Ud<o～ ˆkhuyoo ˆkyaa 火掻き棒を使
う．@oO<Zo～ ˆchatsaa ˆkyaa 茶こしを使う．@cMo
NUo～ ´chemtse ˆkyaa ハサミで切る．ハサミを使
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う．T@dVo～ ´joo ˆkyaa つるはしを使う．GbVoMo～
¯thumaa ˆkyaaスプーンを使う．ZcIo<5[Lo～ `setup
ˆkyaa爪切りを使う．
13．(～を) 作る．(包みなどを) 作る． 2) o2q o～
´trhuku ˆkyaa 糸玉を作る．@o;b o～ ´chaku ˆkyaa

茶を煮出した汁を作る．GLo～ `thap ˆkyaa かまど
を作る．GbMoF`o～ ¯thumti ˆkyaa 贈り物の小さな包
みを作る．HdoJdo～ ´thopo ˆkyaa荷物を作る．JdoF`o～
¯puti ˆkyaa 経典の包を作る．R dZo～ `pöö ˆkyaa 線
香を作る．\H`o～ ¯pi ˆkyaa初乳のチーズを作る．K<o
1F`I o～ ¯phaktrin ˆkyaa 豚肉の缶詰めを作る．0V̂ o
<?Mo～ ¯chukom ˆkyaa 干しチーズを作る．LdHoXd<o
～ ˆphööshoo ˆkyaaチベット紙を作る．
14．(～で) 突く，突き刺す． ;L o <N<Z o ～
`khaptsaa ˆkyaa 針で突く．<FZ= oLb o～ ¯nyungku

ˆkyaa 錐を突き刺す．M6 q=o～ ´dung ˆkyaa 槍で突
く．HJb=oSbVo～ ¯pungsuu ˆkyaa肩で小突く．VWo2F`o
～ ´räätri ˆkyaa長剣を突き刺す．
15．(給料を) 支払う． H=bW o Kd<Z o～ `ngüüpoo

ˆkyaa 給料を支払う．Kd<Z o～ `phoo ˆkyaa 給料
を支払う．T1 (oKd<Zo～ ˆdrupoo ˆkyaa麦の現物で給
与を支払う．)MoKd<Zo～ `tsampoo ˆkyaa麦こがし
で給与を支払う．
16．(～を)書く，記録する．(～に)記入する． ÀIo
Gdo～ ´nyinto ˆkyaa 日記をつける．Gdo～ ¯tho ˆkyaa

メモする．1=̂oGdo～ ´chungto ˆkyaa 領収書を書く．
M̀=oGdo～ ´mingto ˆkyaa 名簿に登録する．OUZo2F=Zo
～ `tshetran ˆkyaa日付を記入する．
17．(～の印を) 付ける．(～の線を) 引く．押印す
る． :cVo%<Zo～ `kertaa ˆkyaa 点検済みの印をつ
ける．1VHo:dVo～ ¯lääkoo ˆkyaa 零点をつける．G`<o
～ `thii ˆkyaa線を引く．GcWoNUo～ ¯theetse ˆkyaa押
印する．M̀<o%<Zo～ `miktaa ˆkyaa 目印を付ける．
M̀=oTHd<Zo～ ˆmingtoo ˆkyaa あだ名をつける．Vzo
HMo～ ´ratam ˆkyaa角に焼き印を押す．
18．(～の単位で)計る，測る，量る．(測量を)する．
1q=o;Dc o～ ¯kungtre ˆkyaa メートル単位で測る．1q=o
Wco～ ¯kungli ˆkyaa キロメートル単位で測る．G`<o
OHo～ `thiktsää ˆkyaa測量する．THdMoJo～ ´dompa
ˆkyaa 尋単位で測る．\@` o;Dc o～ ¯citri ˆkyaa メートル
単位で測る．TLdoT@Wo～ ´boncää ˆkyaa 升で量る．

TLdoXVo～ ´boshaa ˆkyaa升の表面をならして量る．
OHo～ `tshää ˆkyaa (重さなどを) 量る．(長さなど
を)測る．Rc=oOHo～ ˆshangtsää ˆkyaa幅の広さを測
る．WMoOHo～ ˆlamtsää ˆkyaa道路の距離を測る．
19．(計算を)する． ;d<o)TZo～ `khoktsii ˆkyaa暗算
する．心積もりにする．L<do)TZo～ ˆköötsii ˆkyaa割
り算をする．T2FdoZd=o)TZo～ ´droson `tsii ˆkyaa出費
を計算する．N dIo)TZo～ `ngöntsii ˆkyaa予算を立て
る．<MdMo)TZo～ ˆtomtsii ˆkyaa 合計する．R dMo)TZo～
`pomtsii ˆkyaa概算する．\@`oTLdVo～ ¯cinpoo ˆkyaa

総量を合計する．<N=o)TZo～ `tsangtsii ˆkyaa 清算
する．)TZo<\@dVo～ ¯tsiikyoo ˆkyaa 検算する．)TZo～
`tsii ˆkyaa計算する．占いをする．
20．(商売を) する． ;DMoOV=o～ ¯trhamtson ˆkyaa

詐欺まがいの商売をする．<AcVoOV=o～ ´kertson ˆkyaa

私的商売をする．<AdoOV=o～ ´kotson ˆkyaa行商する．
@oOV=o～ ´chatson ˆkyaa茶を取り引きする商売をす
る．L$ coOV=o～ ´cetson ˆkyaa物々交換する．9MLoOV=o
～ ˆdaptson ˆkyaa儲けが倍になる商売をする．I<o
OV=o～ ´naktson ˆkyaa闇取り引きをする．I=oOV=o～
´nangtson ˆkyaa売り出す前に商人の仲間内で商品
の取り引きをする．KMoOV=o～ `phamtson ˆkyaa 損
になる商売をする．LVoOV=o～ ´phartson ˆkyaa 仲
買いする．OV=o<?dVo～ ¯tshongkoo ˆkyaa旅商いをす
る．行商をする．OV=o～ ¯tshon ˆkyaa商売をする．
21．(～を)言う．(～の言葉を)発する． 9?d<oWLo～
`koklap ˆkyaa 陰口を言う．,@LoLXHo～ ˆkyapshää

ˆkyaa 陰口を言う．<>̀<oWLo～ `ciklap ˆkyaa 独り
言を言う．<ÀHoWLo～ `nyiilap ˆkyaa 寝言を言う．
<No9qo～ ¯nashu ˆkyaa鼻先でふんと言う．HMbo9qZo～
`mushüü ˆkyaa 聞こえよがしの悪口を言う．HMdHo
Md o～ ¯momo ˆkyaa 呪いの言葉を言う．Wd<o<?Ho～
ˆlookää ˆkyaa 隠語を使う．LXHo<\@dVo～ ¯shääkyoo

ˆkyaa言い直す．繰り返し言う．
22．(～の言葉を)話す．(～語を)話す． ;MZo<?Ho～
`khamkää ˆkyaaカム方言を話す．,@o<?Ho～ ˆkyakää
ˆkyaa 中国語を話す．9Cco<?Ho～ `cekää ˆkyaa 舌足ら
ずな発音をする．舌足らずな言葉で話す．KWo<?Ho～
`phääkää ˆkyaa 口語を話す．LdHo<?Ho～ ˆphöökää

ˆkyaaチベット語を話す．HLbZo<?Ho～ `üükää ˆkyaa

中央地方の言葉を話す．TLDd<o<?Ho～ ˆdrookää ˆkyaa
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牧民の言葉を話す．<N=o<?Ho～ `tsangkää ˆkyaa

ツァン方言を話す．Ù<o<?Ho～ ˆyiikää ˆkyaa文語調
で話す．UbWo<?Ho～ ˆyüükää ˆkyaa方言を話す．
23．わめく．声を上げる．騒ぐ． <?Ho～ `kää ˆkyaa
叫ぶ．呼ぶ．呼びかける．声をかける．声を上げ
る．騒ぐ．吠える．声がする．音がする．さえず
る．いななく．<?Ho>dVo～ ¯kääcoo ˆkyaa騒ぐ．わめ
く．<?HoHLDc oJdo～ `kää ¯repo ˆkyaa いやらしい声で
騒ぐ．<?HoWd<o～ `kääloo ˆkyaa 大声を立てる．=Vo
<?Ho～ ˆngarkää ˆkyaa 猛々しい声を出す．=bo<?Ho～
ˆngukää ˆkyaa泣き声を出す．=boXVo～ ´ngupshaa

ˆkyaa 泣きわめく．<>d=o<?Ho～ `congkää ˆkyaa う
めき声を出す．X̀o<?Ho～ `shikää ˆkyaa断末魔の声を
上げる．
24．(値段を) つける． <d=o～ ´khon ˆkyaa 値段を
つける．<d=oOHo～ ˆkhontsää ˆkyaa 値段をつける．
@o<d=o～ ´chakon ˆkyaa 茶の値段をつける．Oxo<d=o
～ ¯tshakon ˆkyaa 塩の値段をつける．V`I o<d= o～
´rinkon ˆkyaa 値段をつける．[Vo<d= o～ ¯harkon

ˆkyaa法外な値段をつける．
25．(～を) 置く，しつらえる． :oL;=<o～ `kakyaa

ˆkyaa 柱の土台石を置く．+WLoL;=<o～ `kupkyaa

ˆkyaa椅子を置く．;D`o～ ¯trhi ˆkyaa台座をしつらえ
る．;D` o9Cd<o～ `trhicoo ˆkyaa 台座の前に置くテーブ
ルをしつらえる．<Ao%Zo～ ˆkaptää ˆkyaa 荷駄用の
鞍を置く．>d<oNUo～ ¯coktse ˆkyaa テーブルを置く．
GLo& d o～ ¯thapto ˆkyaa かまどの石を置く．\HoLo～
¯trawa ˆkyaa火打ち石の上にほくち草を置く．
26．(～を) 敷く，広げる．(布などを) 掛ける． <Ao
<HIo～ ´katän ˆkyaa鞍の下に敷物を敷く．NZo9qLZo
～ `ngääshup ˆkyaa 枕カバーを掛ける．9Cd<o;cLZo
～ `cookep ˆkyaaテーブルクロスを掛ける．<HIo～
´tän ˆkyaa敷物を敷く．敷物を広げる．O<ZoVZo～
`tshakrää ˆkyaa濾し布を敷く．
27．(～色に) 染める． <\HoW oOVZo～ ¯tra la `tshöö

ˆkyaa髪の毛を染める．,@o<RY<o～ ˆkyamuu ˆkyaa焦
げ茶色に染める．LWoOVZo～ ˆphäätsöö ˆkyaa 羊毛
の染色をする．OVZo～ `tshöö ˆkyaa着色する．染め
る．OVZoI<o～ `tshöönaa ˆkyaa 黒い染料で染める．
OVZo<ZVo～ ¯tshöösaa ˆkyaa合成染料で染める．
28．(～を) あてがう，かう，身につける． NZoM<do

～ ¯nyänko ˆkyaa枕をする．NZo～ `nyää ˆkyaa枕
をする．NZoTLdWo～ ¯nyänpöö ˆkyaa 柔らかい枕を
する．NZoV̀Wo～ ¯nyäärii ˆkyaa俵型の枕をする．7 qo
;cLZo～ ˆnukep ˆkyaa 乳当てを着ける．HM<o%<Zo
～ `maktaa ˆkyaa軍隊の記章をつける．
29．(宝石を)はめ込む． JHoMoVo:o～ ¯pääma-raka

ˆkyaa ルビーをはめ込む．KoWMo～ ¯phalam ˆkyaa

ダイヤモンドをはめ込む．KDo～ ¯trha ˆkyaa 宝石
をはめ込む．LoZdo～ ´phääso ˆkyaa 象牙をはめ込
む．1 ôVbo～ ´chiru ˆkyaa 珊瑚をはめ込む．MVo<Ho
～ ˆmarkää ˆkyaaエメラルドをはめ込む．<S`o～ ´si
ˆkyaa めのうをはめ込む．<Ubo～ ¯yu ˆkyaa トルコ
石をはめ込む．\coMo;DoZ̀T`o～ ¯ema ¯trhasii ˆkyaa偽
の宝石をはめ込む．
30．(ふるいに) かける． ;DdWoMo～ ¯trhööma ˆkyaa

ふるいにかける．;DdWoO<Zo～ `trhöötsaa ˆkyaaふる
いにかける．9C<ZoO<Zo～ `caktsaa ˆkyaa鉄製のふ
るいにかける．HVoO<Zo～ ˆthartsaa ˆkyaa 布製の
ふるいにかける．O<Zo～ `tshaa ˆkyaa ふるいにか
ける．OTbo～ ¯tshau ˆkyaaふるいにかける．R`LoMo～
´shima ˆkyaaふるいにかける．VZoO<Zo～ ˆräätsaa
ˆkyaa木綿の布で作ったふるいにかける．ZoO<Zo～
¯sa `tshaa ˆkyaa土をふるいにかける．
31．(火を) 付ける．点火する．(火に) かける． Mco
;?cMo～ ´mekyem ˆkyaa 十能で灰を掻き出し火を起
こす．Mco～ ´me ˆkyaa 放火する．点火する．火を
つける．火を焚く．McoXcWo～ ´meshee ˆkyaa虫眼鏡
で火を起こす．老眼鏡をかける．Md<o0 ( o～ ´mootru

ˆkyaaせいろを火にかける．*ZoMco～ ´tsääme ˆkyaa
火薬に点火する．
32．(電話を) かける．(電報を) 打つ． ; oJV o～
¯khapaa ˆkyaa 電話をかける．FVo～ ¯tar ˆkyaa 電
報を打つ．
33．噛みつく． ;?` o<ZbLo～ `khisup ˆkyaa 犬に噛
みつかれる．T@Lo;?` o～ ´japki ˆkyaa 隠れていた犬
が突然出てきて噛みつく．T@Lo;?`ZoZdo～ ˆjapkii ¯so

ˆkyaa 隠れていた犬に突然出てきて噛みつかれる．
9MHo～ ˆdää ˆkyaaよく噛む．反すうする．MZoM?bVo
Zdo～ ´mäncoo ¯so ˆkyaa下唇を噛む．Zdo～ ¯so ˆkyaa
噛む．噛みつく．ZdoU<oJdo～ ¯so ´yako ˆkyaa よく
噛む．
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34．(馬に) 乗る． %o$cIoRdIo～ ¯ta ´censhön ˆkyaa

裸馬に乗る．
35．(馬を牧草地などに)放つ． %o～ ¯ta ˆkyaa馬を
放つ｛牧草地などに｝．

,@<o 2 ˆkyaa, ˆkyap v. non-vol.

npf. pf. imp.

,@< o , L,@< o ,
,@Lo

L,@Lo –

ˆkyaa, ˆkyap ˆkyap –
pres. fut. pt. imp.

[ ,@<o ,@<o L,@Lo – ]

hon.　☞　<\@dIo 1 (p. 87)
1．(病気に) なる．(炎症を) 起こす． M;D`Z oJ o～
¯trhiipa ˆkyaa ➀胆嚢炎になる．➁ 黄疸が出る．
?=oIHo～ `changnää ˆkyaa 二日酔いになる．アル
コール中毒になる．?MoIHo～ `chamnää ˆkyaa 風
邪をひく．<AIo;o～ ¯nyänka ˆkyaa炎症が起こる．
IHoWd<o～ ˆnääloo ˆkyaa病気が再発する．MPUoIHo～
ˆdzenää ˆkyaa癩病を病む．<STo～ ´sa ˆkyaa中風
になる．Wo6 q<o～ ˆlatuu ˆkyaa 高山病にかかる．9Zo
T1 (Mo～ ¯hlantrum ˆkyaa天然痘にかかる．
2．(痛みを) 感じる．痛む． <?cH o <ScV o～ ¯kesee

ˆkyaa 腰が痛い．<\@c oSb< o～ `kyesuu ˆkyaa 陣痛で
お腹が痛む．2FdH o;d<o<>bZoV`Wo～ ˆtrhokoo ¯cüürii

ˆkyaa お腹が絞るように痛む．, ! o<ScVo～ ´kyusee

ˆkyaa 激しい腹痛がする．?<o～ `chaa ˆkyaa 筋肉
痛になる．IoSb<o～ ˆnasuu ˆkyaa 刺すような痛み
がする．OoXVo～ ¯tshapshaa ˆkyaa ひりひり痛む．
Sb<o～ ˆsuu ˆkyaa刺すような痛みがある．Sb<o<ScVo
～ ´suksee ˆkyaa 刺すような痛みを感じる．<ScVo
～ ´ser ˆkyaa 差し込みが起こる．差し込みが来る．
<ScVoSb<o～ ˆsersuu ˆkyaa 差し込みが起こる．VbZo
Sb<o～ ˆrüüsuu ˆkyaa関節に痛みを感じる．
3．(風が)吹く．(～の天候に)なる． <=Zo～ ˆkhan
ˆkyaa 雪が降る．?VoG`<Zo～ `chartii ˆkyaa 雨粒が
落ちてくる．GIoJo～ ¯thänpa ˆkyaa干ばつになる．
GWow]=o～ ¯thäälun ˆkyaa 砂嵐が起こる．砂ぼこり
が立つ．Gd<o～ `thoo ˆkyaa 雷が落ちる．HIdHo9Z<Zo
～ ˆtrhöölaa ˆkyaa 暖かい季節風が吹く．LboUb<o～
ˆphuyuu ˆkyaa吹雪く．ZHo～ `sää ˆkyaa霜が降り

る．9Z<ZoJo～ ¯hlakpa ˆkyaa風が吹く．
4．(光が) 差す，当たる．(光を) 放つ． MH=Zo～
ˆdan ˆkyaa 光が当たる．McoTdHo～ ˆmeöö ˆkyaa 炎
の光が出る．SVoL1F<o～ ˆdaptraa ˆkyaa 月の光が差
す．SVoTdHo～ ˆdaöö ˆkyaa 月の光が差す．TdHo～ ˆöö

ˆkyaa光る．<ZcVoMH=Zo～ `sentan ˆkyaa金色の光
が輝く．
5．(虫が) 付く，わく． :doWo～ ¯kopla ˆkyaa 肉や
皮，毛などに虫がわく．;?` oX̀<o～ `khishii ˆkyaa 蚤
がたかる．TLbo～ ´bu ˆkyaa 虫が付く．虫がわく．
TLb<oMo～ ´bungma ˆkyaa 衣類に虫が付く．TLDZo
TLbo～ ´dränpu ˆkyaa 稲の害虫が発生する．Mb<oJo
～ ´mukpa ˆkyaa虫が付く．){oTLbo～ ¯tsanpu ˆkyaa
草に虫が付く．XoTLbo～ ¯shanpu ˆkyaa蛆虫がわく．
X̀<o～ `shii ˆkyaa虱がわく．
6．(～が)出る｛身体の変化について｝． <?d<Zo9O<Zo
～ `koopaa ˆkyaa ふけが出る．T<<oHI` o～ ´gaktri

ˆkyaa げっぷが出る．<No;D<o～ `natraa ˆkyaa 鼻血
が出る．J<ZoOTWo～ ¯paktsii ˆkyaa 皮脂が出る．
M̀<o<\@<o～ `mikkyaa ˆkyaa 目やにが出る．OoLo～
¯tshawa ˆkyaa 熱が出る．[Lo<kH`Ho～ ¯haptri ˆkyaa

くしゃみをする．くしゃみが出る．
7．(錆などが) 出る．(煙などが) 出る． 9C<Zo<UTo
～ ¯cak’ya ˆkyaa鉄錆が出る．6 qoLo～ ´thoo ˆkyaa煙
が出る．McoO<o～ ˆmetsaa ˆkyaa火花が出る．LNTo
～ ¯tsa ˆkyaa錆が出る．S=Zo<UTo～ ´sangya ˆkyaa
緑青が出る．S=ZoWo#do～ ˆsan la ¯ngo ˆkyaa銅に緑
青が出る．<UTo～ ¯ya ˆkyaa 緑青が出る．[oU=oWo
#do～ ¯hayan la ¯ngo ˆkyaaアルミにさびが出る．

,@<Zo ˆkyaa v. non-vol.

npf. pf. imp.

,@<Zo, L,@<o L,@<Zo –
ˆkyaa ˆkyaa –

pres. fut. pt. imp.

[ ,@<Zo L,@<o L,@<Zo – ]

満腹する．いっぱいになって飽きる． <?H o? o～
¯käca ˆkyaa 聞き飽きる｛話を聞くのはもうたく
さんという意味｝．2FdHo;d<o～ ˆtrhokoo ˆkyaa腹一杯
になる．～WZoZVoJdo ˆkyaa ˆlää ¯hlapo (人，動物が)
満腹になりやすい．

<
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,@=Zo ☞　L,@=o 1 (p. 140)

,@Lo ☞　,@<o 1 (p. 125)，,@<o 2 (p. 129)

,@Wo ´kyää v. non-vol.

npf. pf. imp.

,@Wo ,@Wo –
´kyää ´kyää –

pres. fut. pt. imp.

[ ,@Wo ,@Wo ,@Wo – ]

勝つ． MGVoGb<o～ `thartuu ´kyää 最終的に勝つ．
)VHoJo～ ¯tsöpa ´kyää口論に勝つ．

,@Zo ˆkyää v. non-vol.

npf. pf. imp.

,@Zo ,@Zo –
ˆkyää ˆkyää –

pres. fut. pt. imp.

[ ,@o ,@o ,@Zo – ]

1．(～が)盛んになる，栄える，発展する． <?YoLZdHo
～ `kopsöö ˆkyää 福運が盛んになる．<\@cZo<KdLZo～
`kyeetop ˆkyää 発育が盛んになる．<KdLZoT1>dV o～
¯tomcoo ˆkyää財力が豊かになる．L<KIoJo～ ¯tänpa
ˆkyää 仏陀の教えが栄える．THdHo?<Zo～ ˆdööcaa

ˆkyää 欲情が盛んになる．IdVoZD`Ho～ ˆnorsii ˆkyää

財政的に発展する．KdoHIdHo～ `photröö ˆkyää消化力
が盛んになる．TKcWo<KdLZo～ `pheetop ˆkyää増殖力
が盛んになる．
2．(～が) 繁茂する，成長する，勢いよく生える．
2)MoJo～ ´trhumpa ˆkyää たくさん枝分かれする．
2 ô2q o～ ´nyuku ˆkyää 芽が勢いよく生える．)UoMd o
～ ¯tsemo ˆkyää 木の先端が繁る．WdoFd<o～ ˆlotoo

ˆkyää作物がよく稔る．WdoMo～ ´loma ˆkyää葉が繁
茂する．葉が茂る．
3．(～が) 増す，増える．(力が) 高まる． <?Yow]=o～
¯kulun ˆkyää怒りが増す．<\HoWdo～ ¯tralo ˆkyää毛髪
が増える．<KdLZo9q<Zo～ `topshuu ˆkyää勢力が盛ん
になる．体力がつく．LVdo<KdLZo～ `lotop ˆkyää気力が
高まる．HL=oG=o～ ¯ongtan ˆkyää権勢が強くなる．
HMVoMH=Zo～ `mantan ˆkyää 赤みが増して色つや
がよくなる｛顔色などについて｝．w]=o%o～ ¯lungta

ˆkyää 幸運が増す．XoXcHo～ `shapshee ˆkyää 肥え

る．XcHo～ `shee ˆkyää (家畜の) 体力が増す．ZcMZo
9q<Zo～ `semshuu ˆkyää気力が高まる．
4．(～が) 腫れる，肥大する，張る．(炎症が) ひど
くなる． 9Cc o0(< o～ `citruu ˆkyää 扁桃腺が腫れ
る．M?̀I oJ o～ ¯chimpa ˆkyää 肝臓が肥大する．
M?cV oJ o～ ¯cheepa ˆkyää 脾臓が肥大する．<AIo
;o～ ¯nyänka ˆkyää 炎症がひどくなる．<AIoOHo
～ `nyäntsää ˆkyää 炎症がひどくなる．\@IoGdVo～
¯cäntoo ˆkyää 物もらいが腫れて大きくなる．TdoMo
～ ´oma ˆkyää乳が張る．
5．(～が)増水する． ?VoRdHo～ `chaashöö ˆkyää雨
量が増える．?bo～ ¯chu ˆkyää 増水する．川が増水
する．Kbo?bo～ ¯phucu ˆkyää 上流の水が増水する．
H1>Vo?bo～ ¯yarcu ˆkyää河川の夏の水量が多くなる．
<N=oJdo～ ¯tsangko ˆkyää川が増水する．<UboMOVo～
¯yumtso ˆkyääヤムドー湖の水かさが増す．
6．(熱が) 出る，上がる．発熱する． <?Yo OH o～
`kutsää ˆkyää 発熱する．M;D`Z o OH o～ `trhiitsää

ˆkyää 胆嚢炎による熱が出る．2Vd o OH o～ `lotsää

ˆkyää肺炎で熱が出る．OoLo～ ¯tshawa ˆkyää熱が
上がる．ひどく暑くなる．OoOHo～ `tshatsää ˆkyää

温度が上がる．
7．(血圧などが) 上がる．(脈拍が) 多くなる． 1VHo
;D< o～ `läätraa ˆkyää 血圧が上がる．<?Yo ;D< o～
`kutraa ˆkyää血圧が高くなる．TKVo)o～ ¯phartsa

ˆkyää脈拍数が多くなる．
8．(つぼみ，穂などが)ふくらむ． 2Fdo<Fco～ ´trhonye

ˆkyää小麦の穂がふくらむ．G`Tbo～ ¯thiu ˆkyääつぼ
みがふくらむ．
9．悟りを開く． Z=Zo～ `san ˆkyää悟りを開く．

, !o ☞　L, !o (p. 141)

, !<o 1 ˆkyuu v. vol.

npf. pf. imp.

, !<o , !<Zo , !<Zo
ˆkyuu ˆkyuu ˆkyuu

pres. fut. pt. imp.

[ , !<o , !<o , !<Zo , !<Zo ]

1．(人が) 行く，走る． , !<oWMoWo～ ´kyuklam la

ˆkyuu 競馬コースを走る．M̀ o～ ´mi ˆkyuu 人が

<
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走る．M̀o, !<o～ ˆmikyuu ˆkyuu 長距離の徒競争を
する．
2．(～として)働く．(～の手伝いを)する．(労役に)
服する． <\@c o<Ud<o～ `kyeyoo ˆkyuu 出産の手伝い
をする．;DWo～ ¯trhää ˆkyuu義務的労役に就く．義
務を果たす．IHo<Ud<o～ ˆnääyoo ˆkyuu看護する．
LDIo<Ud<o～ ˆtrhän’yoo ˆkyuu 使用人として働く．
<Ud<o～ `yoo ˆkyuu 人に仕えて働く．面倒を見る．
<Ud<oJdo～ ¯yoko ˆkyuu 仕える．人のために働く．
V=o;DWo～ ´rangträä ˆkyuu 義務を果たす．ZdoJo～
¯sopa ˆkyuuスパイする．\VoJdo～ ¯aapo ˆkyuu土
木建築作業をする．
3．(動物が) 走る，行く．(蛇，トカゲなどが) 這っ
ていく． +@=o～ ¯kyan ˆkyuu チベットノロバが
走る．;?` o～ ¯khi ˆkyuu 犬が走る．% o< ô～ ¯takyu

ˆkyuu 馬の群れが走る．<K<o～ `taa ˆkyuu 虎が走
る．<k+Wo～ ´trüü ˆkyuu 蛇が這う．)=ZoJo;oVWo～
¯tsangpa-kärää ˆkyuu トカゲが這う．<S`<o～ ˆsii

ˆkyuu豹が走る．
4．(飛行機などが)飛んでいく． <IMo2)o～ ¯namtru
ˆkyuu飛行機が飛んでいく｛離陸のとき｝．
5．(家畜が)交尾する｛人手によらずに自分で｝． Ko
～ ¯pha ˆkyuu 牡が自分で交尾する｛人手によらず
に｝．KoLb=o～ ¯phapun ˆkyuu 種付け用の牡ろばが
自分で交尾する｛飼い主が望まないときに人手によ
らずに｝．KoUIo～ ¯phayän ˆkyuu ほっつき歩いて
牡が牝と交尾する．K<o<ZcLo～ `phaksep ˆkyuu種
豚が自分で交尾する｛人手によらずに｝．
6．(～の行為に)およぶ． T?WoJdo～ ¯chääpo ˆkyuu
淫らなことをする．

, !<o 2 ˆkyuu v. non-vol.

npf. pf. imp.

, !<o , !<Zo –
ˆkyuu ˆkyuu –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(水，川などが) 流れる．洪水になる．(風が) 流
れる，通る． M;Tow]=o～ ¯khalun ˆkyuu風が通る．
<=Zo?bo～ ´khangcu ˆkyuu万年雪の山から雪が融け
て川となって流れる．?Vo\H`Io～ ¯chartrin ˆkyuu雨

雲が流れる．?bo～ ¯chu ˆkyuu 川が流れる．?boWd<o
～ `chuloo ˆkyuu 洪水になる．TLLo?b o～ ´bapcu

ˆkyuu滝が流れる．<N=oJdo～ ¯tsangko ˆkyuu河が
流れる．UbVoLbo～ ´yoopu ˆkyuu 灌漑水路に水が流
れる．
2．(商品が) さばける，よく売れる． OV= oSd< o～
`tshongsoo ˆkyuu商品がさばける．
3．(インクなどが) よく出る．(ペンが) よく走る．
<N<oOo～ ¯naktsa ˆkyuuインクがよく出る．
4．(ひびなどが) 入る． ZcVo:o～ ¯seka ˆkyuu ひび
が入る．
5．順調に進む． w]=o%o～ ¯lungta ˆkyuu 運勢が順
調である．うまく行く．成功する．運が向く．WMo
T2Fd o～ ´lamtro ˆkyuu 運勢が順調である．うまく行
く．成功する．WMoWo～ ´lam la ˆkyuuうまく行く．

, !<o 3 ˆkyuu v. vol.

npf. pf. imp.

, !<o, L, !<o L, !<Zo , !<Zo
ˆkyuu ˆkyuu ˆkyuu

pres. fut. pt. imp.

[ , !<o L, !<o L, !<Zo , !<Zo ]

(馬などを) 走らせる． %o～ ¯ta ˆkyuu 馬を走らせ
る．<Kd=o, !<o～ `tongkyuu ˆkyuu 馬を走らせながら
馬上で鉄砲や矢を射る所作だけを行う演習をする．
<QVo:o～ ´parka ˆkyuu四肢が地面を同時に離れるよ
うに速く走らせる｛馬について｝．

, !<Zo ☞　T2Fdo 1 (p. 122)，, !<o 1 (p. 130)，, !<o 2 (p.
131)，, !<o 3 (p. 131)

, !Ho ☞　L, !o (p. 141)

, !Zo ☞　L, !o (p. 141)

,@do ´kyo v. vol.

npf. pf. imp.

,@do ,@dZo ,@dZo
´kyo ˆkyöö ˆkyöö

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が <̀Zo / ø )性交する．(～が <̀Zo ～と Wo )性
交する． M̀o～ ´mi ´kyo 人が性交する．9ZoHcZo9CMo

<
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HcVo～<̀oUdHoJoTHIn ¯hla tii ¯cam tee ´kyoki ˆyöö-pa

ˆdraa.「その神様は奥方と身を交えていたようです」
2．(動物が <̀Zo / ø ) 交尾する，番う． ;?` o～ ¯khi

´kyo 犬が交尾する．2V=o<d<o～ `langkoo ´kyo 牛が
交尾する．1>oHco～ ´chate ´kyo 鳥が番う．=oOVT`o2V=o
<̀Zo<>̀<oTT`o～GbLo<̀oM̀oT6 q< ´ngantsöö ¯lan kää `cii
´ää ´kyo ¯thuuki ˆmintuu.「うちの牡牛はちっとも
交尾できない」

,@d=o ☞　L,@=o 1 (p. 140)

,@d=Zo ☞　L,@=o 1 (p. 140)

,@dLo ☞　,@<o 1 (p. 125)

,@dZo ☞　,@do (p. 131)

<AVo ´kaa v. vol.
npf. pf. imp.

<AVo, L<AVo L<AVo <AVo
´kaa ´kaa ´kaa

pres. fut. pt. imp.

[ <AVo L<AVo L<AVo <AdVo ]

1．(～を)取り付ける，付ける． :Lo>Vo～ ¯kapcaa

´kaa 蝶番をつける．<Ad o～ ´ko ´kaa 扉を取り付け
る．<Ado1>=o～ ´kocan ´kaa表札を付ける．9C<Zo<?dVo～
¯caakoo ´kaa錠前を取り付ける．9C<ZoHIo～ ¯caktra

´kaa 金網を取り付ける．9C<ZoWb=o～ ¯caklun ´kaa

鉄の取っ手を付ける．M?dHo*Zo～ `chöötsää ´kaa仏
間の飾りを取り付ける．L=o;D`o～ ´phangtri ´kaa棚
を付ける．O<ZoVZo～ `tshakrää ´kaa濾し布を当て
がう．UdLo～ ˆyap ´kaa鐙を付ける．UdWoLo～ ´yöla

´kaa カーテンを吊す．WIoJVo～ ´länpaa ´kaa商標
を付ける．XcWo& d<o～ `shertoo ´kaa電球を付ける．
2．(～を)縫い付ける． <Ĥd<oWb=o～ ´troolun ´kaaボ
タン掛けの輪を取り付ける．GLo?̀o～ ¯thapci ´kaa

ボタンを付ける．I=oXo～ ´nangsha ´kaa 裏地を付
ける．
3．(梯子などを) 架ける． <H=oLbo～ ´tangpu ´kaa

梯子段を架ける．
4．(～を)つなぐ． :oWo～ ¯kala ´kaa水道管をつな
ぐ｛新しく追加して｝．
5．(～を) はめる，はめ込む． KoWMo～ ¯phalam

´kaaダイヤモンドをはめ込む．KDo～ ¯trha ´kaa宝石
をはめ込む．LoZdo～ ´phääso ´kaa象牙を付ける．
6．(～を) 装着する． <\HoLQWZo～ `traptsüü ´kaa か
つらを着ける．\@IoOLo～ `cäntsap ´kaa義眼をはめ
る．0>` oT!=`<o～ `chinkii ´kaa タイヤをはめる．UIo
W<o～ ˆyänlaa ´kaa義肢を取り付ける．脚を取り付
ける．ZdoOLo～ `sotsap ´kaa入れ歯を入れる．
7．(布，板などを) 張る．(屋根を) 葺く． Gd< o
;cLZo～ `thookep ´kaa 天井布を張る．GdH oJ=o～
¯thööpan ´kaa天板を張る｛テーブルなどの｝．<Hd=o
TPVo～ ´tongtsaa ´kaa 経典に題名を書いた布を付
ける．J=oGd<o～ `pangtoo ´kaa 板葺きの屋根を葺
く．HJDWo;cLZo～ `pääkep ´kaa額を布で覆う｛馬や
らば，ろばなどの｝．<UMoJo～ `yampaa ´kaa 粘板
岩を載せる｛屋根などに｝．VZoTPVo～ ´räntsaa ´kaa
木綿の布切れを付ける．Z=oVZo～ `sangrää ´kaa薄
いネットを取り付ける．
8．(～を) 挿す．(くさびなどを) 打ち込む． )Lo～
`tsap ´kaaくさびを打つ．)Uo<Ĥdo～ ¯tseptro ´kaaツェ
プトを挿す．
9．(～を) 固める，凝固させる．(～を)固めて作る，
成形して作る． ,@oLDo～ ´kyapra ´kaa 蕎麦粉のパン
ケーキを焼く．LboVMo～ ´phoron ´kaa 黒砂糖とバ
ターを煮溶かして型に流し込む．LboWb<Zo～ ˆphuluu
´kaa揚げ菓子プルーを作る｛型に入れた生地を油に
流し込みながら｝．
10．(導火線に)点火する． <Q`oG`o～ ´piti ´kaa火縄銃
の導火線に点火する．

<AY<o ˆkuu v. vol.

npf. pf. imp.

<AY<o, L<AY<o L<AY<Zo <AY<Zo
ˆkuu ˆkuu ˆkuu

pres. fut. pt. imp.

[ <AY<o L<AY<o L<AY<Zo <AY<Zo ]

(～を) 待つ． L:ToWIo～ ¯kalän ˆkuu 返答を待
つ．;oJVo～ ¯khapaa ˆkuu 電話を待つ．<do<?LZo～
ˆkhokap ˆkuu チャンスを待つ．2Fd<ZoJdo～ ´trhoko

ˆkuu友達を待つ．"IoW<Zo～ ´kän-laa ˆkuu先生を
待つ．, !IoV`=oJdo～ ´kyün ´ringku ˆkuu長い間待つ．
FZoNo～ `tää-tse ˆkuu 少し待つ．Ho<Vo～ ´thakaa

<
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ˆkuu その場で待つ．Kd<Zo～ `phoo ˆkuu 給料を待
つ．TKD`IoLS=o～ `trhinsan ˆkuu 吉報を待つ．OVo
OVo～ ¯tshaatsaa ˆkuu 終わるまで待つ．WZo:o～
´lääka ˆkuu仕事を待つ．\=o<ZVo～ ¯angsaa ˆkuu

準備が完了した状態にして待つ．\Mo?̀ o～ ¯amci

ˆkuu医師を待つ．

<AY<Zo ☞　<AY<o (p. 132)

<AYVo ´kuu v. vol.

npf. pf. imp.

<AYVo, L<AYVo L<AYVo <AYVo
´kuu, ´kur ´kuu, ´kur ´kuu, ´kur

pres. fut. pt. imp.

[ <AYVo L<AYVo L<AYVo <AYVo ]

(頭，腰などを)かがめる． <?cHoJo～ ¯kepa ´kur腰を
かがめる．<d<oJdo～ ´khapu ´kuu 這う．M<do～ ´go

´kur 頭をかがめる．降参する．降伏する．<KdHo<AWo
～ ¯töökää ´kur背中をかがめる．

<AYWo * ´küü v. vol.

npf. pf. imp.

<AYWo, L<AYWo L<AYWo <AYWo
´küü ´küü ´küü

pres. fut. pt. imp.

[ <AYWo L<AYWo L<AYWo <AYWo ]

1．(～を)動かす，揺らす． 1VHoJo～ ¯läpa ´küü頭
を働かせる．頭を使う．
2．(～が)動く． ZoTLbo～ ¯sanpu ´küü地中の虫が
動く．

<Ad=o ˆkum, ˆkom v. vol.
npf. pf. imp.

<Ad=o, L<Ad=o L<Ad=Zo <Ad=Zo
ˆkum , ˆkom ˆkum , ˆkom ˆkum , ˆkom

pres. fut. pt. imp.

[ <Ad=o L<Ad=o L<Ad=Zo <Ad=Zo ]

1．(～を)丸める． R<Zo～ `paa ˆkum, `paa ˆkom

ツァンバ団子を丸める．
2．げんこつを作る． MbVoMPV<o～ ˆmurtsoo ˆkum

［俗］げんこつを作る．MPV<oVbMo～ ´dzoorum ˆkom

げんこつを作る．

<Ad=Zo ☞　<Ad=o (p. 133)

<AdMo ˆkom v. vol.
npf. pf. imp.

<AdMo, L<AdMo L<AdMZo <AdMZo
ˆkom ˆkom ˆkom

pres. fut. pt. imp.

[ <AdMo L<AdMo L<AdMZo <AdMZo ]

1．(～に)耐える．(～を)我慢する． IoOo～ ´natsa

ˆkom 病気に耐える．HLb<Zo～ `uu ˆkom 息を止め
る．苦労する．LSdHoJo～ ´söpa ˆkom 耐える．我
慢する．耐え忍ぶ．TMo<NT<Zo～ ˆamtsii ˆkom 下
唇を噛み歯を食いしばって耐える．いきむ．\Mo
<NT<Zo～ ˆamtsii ˆkom 下唇を噛み歯を食いしばっ
て耐える．
2．修練する．修行する．瞑想する．座禅する．
w]=o～ ¯lun ˆkom瞑想する．

<AdMZo ☞　<AdMo (p. 133)

<AdVo 1 ´koo v. vol.
npf. pf. imp.

<AdVo <AdVo <AdVo
´koo ´koo ´koo

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(家畜を)歩き回らせる (脱穀のために穀物の上を)．
0<̂ZoT?<o～ `chukcaa ´koo 家畜を使って脱穀をす
る．<U<oL><o～ `yakcaa ´koo脱穀のためヤクに穀
物の上を歩き回らせる．

<AdVo 2 ☞　<AVo (p. 132)

<@̂`Ho ˆkii v. non-vol.

npf. pf. imp.

<@̂`Ho <@̂`Ho –
ˆkii ˆkii –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．＜ Vnpf + <@̂`Ho の形で＞ せっせと～する気にな
る． LXHo～ `shää ˆkii話す気になる．
2．＜ Vnpf - U<o<@̂`Ho の形で＞ ～する気になる．

<
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<@̂`Vo 1 ´kir v. vol.

npf. pf. imp.

<@̂`Vo <@̂`Vo <@̂`Vo
´kir ´kir ´kir

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～を)回す，転がす． MoE`o～ ´mani ´kirマニ車を回
す｛設置されているマニ車に手で触れて｝．

<@̂`Vo 2 ´kir v. non-vol.

npf. pf. imp.

<@̂`Vo <@̂`Vo –
´kir ´kir –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(心棒などが) ずれる． V=oTG<o～ ˆrangtaa ´kir 石
臼の心棒がずれる．

<^!Vo ´kyur, ´kyuu v. vol.

npf. pf. imp.

<^!Vo, L<^!Vo L<^!Vo <^!Vo
´kyur, ´kyuu ´kyur, ´kyuu ´kyur, ´kyuu

pres. fut. pt. imp.

[ <^!Vo L<^!Vo L<^!Vo <^!Vo ]

1．(～を)変える． ;o0>d<Zo～ `khapcoo ´kyur方向
を変える．<dMZo<X̀Zo～ ˆkhumshii ´kyur習慣を変
える．?dZoWb<Zo～ `chööluu ´kyur 宗旨を変える．
%o;o～ ¯taka ´kyur馬の向きを変える．9KoLo～ ¯tawa
´kyur見方を変える．1>cHo<K=Zo～ ˆchetan ´kyurやり
方を変える．M̀=o～ ´ming ´kyur名前を変える．WZo
:o～ ´lääka ´kyur仕事を変える．ZD`Ho@bZo～ `siicüü

´kyur 政策を変える．LZMoLVdo～ ¯samlo ´kyur 考え
を変える．
2．(～を)翻訳する，通訳する． <?Ho～ `kää ´kyuu

通訳する．Ùo<co～ ´yiki ´kyur翻訳する．
3．(支配下に W o ) 入れる． <RI o HL= o W o～
´shänwan la ´kyur他者の支配下に入れる．

<Ĥ`<o ˆtrii, ˆtrik v. vol.
npf. pf. imp.

<Ĥ`<o, L<Ĥ`<o L<Ĥ`<Zo <Ĥ`<Zo
ˆtrii, ˆtrik ˆtrii, ˆtrik ˆtrii, ˆtrik

pres. fut. pt. imp.

[ <Ĥ`<o L<Ĥ`<o L<Ĥ`<Zo <Ĥ`<Zo ]

1．(～を)並べる，盛りつける，飾る．支度する．準
備する．用意する． :do<McVo～ ¯koptee ˆtrii革製の皿
を並べる．1F=oJIo～ ¯trangpän ˆtrikお盆を並べる．
1F`Iow]=o～ ¯trinlun ˆtrik せいろの中に材料をきれい
に並べる．H:VoUdWo～ ¯kayöö ˆtrii陶磁器を並べる．
<doV`Mo～ ˆkhurim ˆtrii 順番に並べる．2Fd oZdo0>c oMVo～
´trhoso ¯chemaa ˆtrii トソチェマーを並べる．H2q o
*Zo～ ˆkutsää ˆtrii九種の具を用意する．JVo<ĤdMo～
`partrom ˆtrii額縁を飾る．
2．(～を)合わせる． ?boOVHo～ `chotsöö ˆtrii時間を
合わせる．?dWo～ ¯chöö ˆtrii つじつまを合わせる．
OVZo<R`o～ ¯tshööshi ˆtrii色を合わせる．
3．(人間関係を)作る．(～の仲を)取り持つ． 2Fd<Zo
Jdo～ ´trhoko ˆtrii 友達になる．H<ToVd<Zo～ ˆkaroo

ˆtrii 恋人を作る．MGbIo2Fd<Zo～ `thüntroo ˆtrii 気心
の知れた友人になる．MPTo2Fd<Zo～ ˆdzatroo ˆtrii親
友になるよう仲を取り持つ．LSToO=o～ ´satsan ˆtrii
夫婦の仲を取り持つ．
4．(～を) 揃える． M;do?Zo～ `khocää ˆtrii 必需品
を揃える．<dZo<No～ ´khööna ˆtrii 服の種類を揃え
る．M<do) o～ ´gotsa ˆtrii 上下の長さを揃える．前
後の順序を揃える．9CMo<Nc o～ ¯camne ˆtrii 桁の先端
を揃える．L<KVoJo～ ¯tarpa ˆtrii 列を揃える．<No;o
～ ¯naka ˆtrii 種類を揃える．HM<o<dZo～ `maaköö

ˆtrii軍服を揃える．*Zo?o～ ´tsääca ˆtrii火薬の原料
を揃える．R`=o?Zo～ ˆshingcää ˆtrii 農具を揃える．
Vd<ZoJo～ ´rokpa ˆtrii仲間を揃える．
5．(～を)編纂する，編集する．(文章を)作る． <RIo
<8 q= o～ ¯mänshun ˆtrik 医学書を編纂する．OT<o
<>H o～ `tshikcää ˆtrii 韻文を作る．OT< oMPVH o～
`tshingtsöö ˆtrii 辞書を編纂する．<8 q= o～ ´shun

ˆtrii経典を編集する．
6．(～を)決める，交渉する，話をまとめる．(賃金，
値段などに) 同意する． ;oHd<o～ `khatoo ˆtrii 配色
を決める．<d=o～ ´khon ˆtrii (売り手や買い手が)値
段を交渉する．<d=oOHo～ ˆkhontsää ˆtrii 値段を交
渉する．2Vo～ ¯la ˆtrii 賃金に合意する．賃金を決め
る．賃金の交渉をする．2Vo?o～ ¯laca ˆtrii 賃金を決

<
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める．(個人が) 賃金交渉をする．2VoKd<Zo～ `lapoo

ˆtrii 給料を決める．LHTo2Vo～ ´taala ˆtrii 運賃を取
り決める．<IZo2Vo～ ¯nääla ˆtrii 宿泊費を決める．
MPHo<8 q=o～ ´dzääshun ˆtrii 式次第を決める．U=o
F`<o～ ˆyangtii ˆtrii掛け値なしの値段を交渉する．
7．(～を) 継ぎ合わせる，つなぐ，接合する． :oVo
～ ¯kara ˆtrii 支柱をつなぐ．!==o～ ´kyhan ˆtrii 土
壁を継ぎ合わせる．@oMHd=o～ ´chanton ˆtrii茶の攪
拌器の木の合わせ目をぴったり合わせる．<6 q=oMo～
´tungma ˆtrii梁を合わせる．OoVbo～ ¯tsharu ˆtrii子
羊の皮を継ぎ合わせる．9ZZo～ ¯hlu ˆtrii 部品を接合
する．
8．(布，板などを) 張る． Gd<o～ `thoo ˆtrii 天井を
張る．Gd<oJ=o～ ¯thoopan ˆtrii 天井板を張る．GdHo
J=o～ ¯thööpan ˆtrii天板を張る｛テーブルなどの｝．
J=o<>Wo～ ¯pangcää ˆtrii床板を並べる．
9．(人を)手配する． 2VoJo～ ¯lapa ˆtrii 雇い人を手
配する．
10．(～を) 設ける，設置する． :d o<AMo～ ¯kokam

ˆtrii 革製の箱を置く｛家具として｝．? o <AM o
～ ¯chakam ˆtrii 戸棚を備える．M?dH o <XdM o～
`chööshom ˆtrii 仏壇を設ける．TG<o;D` o～ ¯thaktri

ˆtrii 織機を設置する．HJco<AMo～ ¯pekam ˆtrii 本箱
を置く．R dZoTPTIo～ ¯pöntsin ˆtrik線香立てを置く．
R dZo<Rd=o～ ¯pööshon ˆtrik 線香入れを置く．TPTIo
?Zo～ ˆdzincää ˆtrii家具を置く．<S`Mo;D`o～ ´simtri

ˆtrii 寝台を置く．Ù<o<AMo～ ´yiikam ˆtrii 郵便ポス
トを置く．
11．(隊列などを)編成する． HJb=o<KVo～ ¯pungtaa

ˆtrii隊列を整える．Vbo～ ´ru ˆtrii隊列を整える．隊
列を編成する．Xdo～ ¯sho ˆtrii 隊列を作る．隊列を
作って一列に並ぶ．
12．(肩を)並べる． HJb=oJo～ ¯pungpa ˆtrii肩を並
べる．親密にする．
13．(～を)整える，調整する． +WLoZbWo～ ¯kupsüü

ˆtrii ひだを整える．<\@`W o1)= o～ `kitrum ˆtrik あ
ぐらをかく．;D`<Z o Zc o～ `trhik-se ˆtrii きちんと
整える．2FW o～ ´trhää ˆtrii 座席の列を整える．
GLZoXcZ o～ `thapshee ˆtrii 手段を整える．MGbI o
+@cI o～ ¯thünkyen ˆtrii 生活条件を整える．Hd o?Zo
～ ˆthopcää ˆtrii 荷造りを整える．TKDcH o<8 q= o～

¯trheeshun ˆtrii縦横を整える．M̀<oXcWo～ ¯mikshee
ˆtrii眼鏡が目に合っているかどうか検査する．検眼
する．眼鏡を視力に合わせる．Ù<o?o～ ´yikca ˆtrik

文書を整える．Udo1>Ho～ ˆyapcää ˆtrii道具を整える．
WMo?Zo～ ˆlamcää ˆtrii 旅行に必要な金品や食料を
整える．WZo;D`o～ ´läätri ˆtrii足場を整える．

<Ĥ`<Zo ☞　<Ĥ`<o (p. 134)

<Ĥ`Lo 1 ˆtrip v. vol.
npf. pf. imp.

<Ĥ`Lo, L<Ĥ`Lo L<Ĥ`LZo <Ĥ`LZo
ˆtrip ˆtrip ˆtrip

pres. fut. pt. imp.

[ <Ĥ`Lo L<Ĥ`Lo L<Ĥ`LZo <Ĥ`LZo ]

(灯り，光を)遮る． MH=Zo～ ˆdan ˆtrip 光を遮る．
L8 qoMVo～ ´shumaa ˆtrip灯りを覆う．灯火を遮って
陰にする．

<Ĥ`Lo 2 ˆtrip v. non-vol.
npf. pf. imp.

<Ĥ`Lo, L<Ĥ`Lo L<Ĥ`LZo –
ˆtrip ˆtrip –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が～に <̀Z o ) 覆われる．(～で <̀Z o ) 陰に
なる． 2F`LoI<o～ ˆtrhimnaa ˆtrip 日陰になる．Ào
M o～ ´nyima ˆtrip (雲が) 太陽を覆う．\H`I oJZo～
`trinpää ˆtrip 雲に覆われる．雲に覆われて陰にな
る．SVoH:Vo～ ´dakaa ˆtrip 月が欠ける．SVoL1F<o～
ˆdaptraa ˆtrip 月の光が陰る．SVoTdHo～ ˆdaöö ˆtrip

月の光が陰る．X̀=o<̀Zo～ ¯shing ki ˆtrip木に覆われ
て陰になる．
2．(目が) 白内障になる． M̀<o～ `mii ˆtrip 白内障
になる．

<Ĥ`LZo ☞　<Ĥ`Lo 1 (p. 135)

<Ĥ`Mo ˆtrim v. vol.
npf. pf. imp.

<Ĥ`Mo, L<Ĥ`Mo L<Ĥ`MZo <Ĥ`MZo
ˆtrim ˆtrim ˆtrim

<
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pres. fut. pt. imp.

[ <Ĥ`Mo L<Ĥ`Mo L<Ĥ`MZo <Ĥ`MZo ]

1．(～を) よじる，縒る．(ねじを) 巻く． <?YHoJ o
～ ¯kupa ˆtrim 糸を縒る．, !Z oJo～ ´kyüpa ˆtrim

腱を縒る．<>bZ oKbV o～ ¯cüüpuu ˆtrim ねじを巻
く．9C<Zo<?YHo～ `caaküü ˆtrim 針金を縒る．% o# o
～ ¯tanga ˆtrim 馬の尻尾を縒る．G<oJo～ ¯thakpa

ˆtrim縄を縒る．)THoJo～ ¯tsiipa ˆtrimヤクの長い毛
を縒る．VZo<?YHo～ ˆrääküü ˆtrim木綿糸を縒る．～
9C<oJdo ˆtrim ¯cako よじるのが速い．～<FdMoJdo ˆtrim
¯nyompoよじり方が均一な．
2．(手や足を)組む． !=oJo～ ¯kangpa ˆtrim足を組
む．LwVoXo～ ¯läsha ˆtrim足を組む．W<oJo～ ´lakpa
ˆtrim手を組む．
3．(精神を)集中する． 7 qZo9q<Zo～ ˆnüüshuu ˆtrim
能力を集中する．LVdo～ ¯lo ˆtrim心を集中する．LVdo)o
～ ¯lotsa ˆtrim精神を集中する．
V`<oJo～ ´rikpa ˆtrim精神を集中させる．集中する．
頑張る．
4．(髪を) 編む．(ひげを) しごく． <\Ho～ ¯tra ˆtrim

髪を編む．RoWdo～ ¯palo ˆtrim お下げ髪に編む．\o
Vo～ ¯aara ˆtrim口髭をしごく．口髭をひねる．

<Ĥ`MZo ☞　<Ĥ`Mo (p. 135)

<Ĥ`Wo ´trii v. vol.
npf. pf. imp.

<Ĥ`Wo, L<Ĥ`Wo L<Ĥ`Wo <Ĥ`Wo
´trii ´trii ´trii

pres. fut. pt. imp.

[ <Ĥ`Wo L<Ĥ`Wo L<Ĥ`Wo <Ĥ`Wo ]

1．(～を) 集めてまとめる，一つにする，合併する，
合流させる． <\@`Ho<MY<o～ `kiituu ´trii 二世帯が生活
を共にする．;o～ ¯kha ´trii 意見をまとめる．結託
する．相談する．< ôOV<Zo～ `kyhutsoo ´trii 複数の
群れを一つにまとめる．<>̀<oWo～ `cik la ´trii 一つ
にまとめる．9KdoO=o～ ¯toptsan ´trii複数の所帯を一
つにする．GLo;<o～ `thapkaa ´triiいくつかのかま
どを共にするグループを合同してかまどを一つにす
る．& d<o～ ˆtoo ´trii まとめる．& d<oWo～ ˆtoo la ´trii

一つにまとめる．R dZo?<o～ `pööcaa ´trii 線香の束
を作る．SVo～ ´da ´trii (複数のものを) 一緒にする．

9q<Zo～ `shuk ´trii 力を合わせる．Zo;bWo～ ¯saküü

´trii地域を合併する．
2．(～を) 巻く，縛る． <?YHoJo～ ¯kupa ´trii 糸を巻
く．;oLF<Zo～ `khataa ´triiカターを巻く．;o<HIo
～ ¯khatän ´trii じゅうたんを巻く．T!=`< o<HIo～
´giktän ´trii マットレスを巻く．G=o<o～ ¯thangka

´trii タンカを巻く．LdHoXd<o～ ˆphööshoo ´trii チ
ベット紙を巻く．<QdoT@do～ ´ponco ´trii携帯用寝具入
れを巻く．SbLoXco～ ´supshe ´trii 礼布カターを棒状
に巻く．
3．(～を) 包む．(～で) 包む． L:T o T!V̂ o～
¯kankyuu ´trii大蔵経経部を包む．GbMoF`o～ ¯thumti
´trii贈り物の小さな包みを作る．Kb=oJdo～ ¯phungpo
´trii死体を布に包む．TLd<o～ ˆboo ´trii 風呂敷きで
包む．MWo<SIoI=oWo～ ´määsän ´nan la ´trii おく
るみにくるむ．*Zo～ ˆtsää ´trii火薬を紙に丸めて包
む．LRcZo?Zo～ ˆsheecää ´triiお椀を包む．
4．(～を)丸める．(団子状に)丸める． <=ZoV̀Wo～
´khangrii ´trii 雪つぶてを作る．<FdVoV̀Wo～ ¯toorii

´trii 悪魔鎮めの団子を丸める．& doZdWo～ ´tosöö ´trii

石炭の粉末を丸めてたどんを作る．R<Z oV`W o～
¯pakrii ´trii 麦こがしを団子に丸める．L<oGb<o～
ˆphaatuu ´triiパートゥに入れる団子を丸める．V`Wo
Lbo～ ´riipu ´trii薬を丸薬に丸める．
5．(麺棒で)のす．(～の生地を)のす，伸ばす． :Io
;D=o～ ¯käntran ´trii 麺棒で麺をのす．, !< o:L`W o～
´kyukrii ´trii 麺棒でのす．LRcZoGb<o～ ˆshituu ´trii

うどんの生地を伸ばす．
6．(～を) 丸くくけ縫いする． ?o;o～ ¯chaka ´trii

裾を丸くくけ縫いする．
7．(～を) 終わらせる． M@b<o～ ˆjuu ´trii 完了させ
る．<8 q<o2qo～ ´shuku ´trii終らせる．片付ける．終
りにする．<8 q<o～ ˆshuk ´trii 終らせる．WZoM@b<o
～ ˆläncuu ´trii仕事を終らせる．
8．(～を) 縒る． <Sb=Zo～ ˆsun ´trii 真言を書いた
紙を縒る．<Sb=Zo<8 q<o～ ˆsungshuu ´trii 仏像の中
に入れる真言を紙に書いて縒る．
9．(～を)転がす． Kd=o"Io～ ¯phongkän ´trii大石
を転がす．<SIoV`Wo～ ´sänrii ´trii くじ占いで団子
の入った茶碗を振る．V`o<SVo(Lo& do～ ´risaa ´papto

<
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´trii岩石を転がし落とす．
10．(尻尾を)巻く． M@b<oMo～ ´jungma ´trii尻尾を
巻く．

<^+<o ˆtruu v. vol.

npf. pf. imp.

<^+<o, L<^+<o L<^+<Zo <^+<Zo
ˆtruu ˆtruu ˆtruu

pres. fut. pt. imp.

[ <^+<o L<^+<o L<^+<Zo <^+<Zo ]

1．(～を) 拾う，集める． <?YHoVd o～ ¯küüro ˆtruu

糸屑を拾う．<Ho<F`<Z o～ ˆkhäänyii ˆtruu ごみを
拾う．2FdoMo～ ´trhoma ˆtruu トマを集める．9C`oLo～
¯coo ˆtruuウシ科の家畜の糞を拾う．<FcoMo～ ¯nyima
ˆtruu 落ち穂を拾う．HLD`WoMo～ `riimaa ˆtruu 羊や
山羊の糞を拾う．TLDZo?<o～ ˆdrääcaa ˆtruu 屑米
を拾う．McoX̀=o～ ´mishin ˆtruu薪を拾う．OTWoVdo～
¯tshiiru ˆtruu獣脂に混じったごみを拾う．X̀=oRd<Zo
～ `shingshoo ˆtruu鉋屑を集める．
2．(～を) 摘む，採る，取る． <do<FdH o～ ˆkhonyöö

ˆtruuアニスを摘む．XoMdo～ ¯shamo ˆtruuキノコを
摘む．ZcVoXo～ ¯sesha ˆtruu キノコを採る．ZDd oMo～
¯tromaa ˆtruu虱の卵を取る．
3．(～を)選ぶ． ,@IoXd<o～ ˆkyänshoo ˆtruu宝くじ
の抽選をする．

<^+<Zo ☞　<^+<o (p. 137)

<^+Lo ˆtrup v. vol.

npf. pf. imp.

<^+Lo, L<^+Lo L<^+LZo <^+LZo
ˆtrup ˆtrup ˆtrup

pres. fut. pt. imp.

[ <^+Lo L<^+Lo L<^+LZo <^+LZo ]

1．(～を) 成し遂げる，果たす． T;D` o? o～ ¯trhica

ˆtrup 任務を果たす．H<coLo～ ´kewa ˆtrup 善行を
成し遂げる．H=dZoZb o～ `ngöö-su ˆtrup 実現する．
<>̀<oXcZo1qIoT2)Lo～ `cikshen `küntrup ˆtrup 一を
聞いて十を成し遂げる．GLZo@bZo～ `thapcüü ˆtrup

方策をやり遂げる．HdIoH<o～ ˆthöntaa ˆtrup用件を
済ませる．事を成し遂げる．HM̀<ZoUbWo～ ¯mik’yüü
ˆtrup目的を果たす．V=oT<Io～ ´rangkän ˆtrup自

己責任を果たす．V=oHdIo～ ´rangtön ˆtrup自分のこ
とを優先する．WZoT<Io～ ´länkän ˆtrup 任務を果
たす．責任事を果たす．WZoHdIo～ ´läätön ˆtrup 任
務を行う．事業を成し遂げる．
2．観想する．瞑想修行する．まじないをかける．
儀式を執り行う．祈祷をする． H<coL<FcIo～ ´kenyen
ˆtrup 殺生，盗み，姦淫，嘘をつくこと，飲酒など
をしないという戒律を一生涯守るという誓いを立て
るための戒を受ける儀式をする．<FHo～ `tää ˆtrup

呪いの儀式をして呪いをかける．IdV o9Zo～ ´norla

ˆtrup 財神を供養する儀式をする．HJWo9MIo9ZoMdo～
¯pantän ¯hlamo ˆtrupパンデンラモを観想する．Mco
9Zo～ ´mela ˆtrup 火の神を念ずる．<Sb=Zo～ ˆsun

ˆtrup 真言の力が発揮されるように儀式を行う．Ùo
HMo～ ´yitam ˆtrup本尊を瞑想する．
3．(望み，希望などを) かなえる． Gb<Z o T6 qI o
～ ¯thungtün ˆtrup 望みを遂げる．Gb<Z oTHdH o～
`thungtöö ˆtrup 望みを遂げる．Gb<ZoVco～ ¯thuure

ˆtrup 希望をかなえる．THdHoJo～ ´döpa ˆtrup 望み
をかなえる．THdHoLVd o～ ´döölo ˆtrup 欲望をかなえ
る．Kb<ZoVco～ ¯phukre ˆtrup理想を成し遂げる．Vco
Lo～ ´rewa ˆtrup希望を実現する．望みを果たす．
4．(刑罰を) 受ける．(罰金や税金などを) 納める．
?Ho～ `chää ˆtrup 罰金を払う．AcZo?Ho～ ˆnyecää

ˆtrup刑罰に服す．AcZoJo～ ´nyeepa ˆtrup罰を受け
る．罰金を払う．<Kd=o!=d=o～ ¯tongkyon ˆtrup丸損し
た分を支払う．<Kd=o～ ¯tong ˆtrup殺人罪に対する賠
償金を支払う．Sd<o;DWo～ ´sokträä ˆtrup物品税とし
て納めるお金を準備する．
5．(～を)買い集める｛商売で大量に購入すること｝．
M;do?Zo～ `khocää ˆtrup 必需品を買い集める．GdIo
Sd<o～ `thönsoo ˆtrup 産物を買い集める．<HIo～
´tän ˆtrup じゅうたんを買い集める．J<ZoV`<Zo～
`pakrii ˆtrup皮革類を買い集める．0>`oSd<o～ `chisoo
ˆtrup外国の品物を買い集める．LWo～ ´phää ˆtrup

羊毛を買い集める．OV=oSd<o～ `tshongsoo ˆtrup 商
品を買い集める．So?Zo～ ˆsapcää ˆtrup 食べ物を
買い集める．XoMVo～ ¯shamaa ˆtrup肉とバターを
買い集める．X̀=o?o～ ¯shingca ˆtrup 材木を買い集
める．

<
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<^+LZo ☞　<^+Lo (p. 137)

<Ĥco ´tre v. vol.
npf. pf. imp.

<Ĥco, L<Ĥco L<ĤcZo <ĤcZo
´tre ˆtree ˆtree

pres. fut. pt. imp.

[ <Ĥco L<Ĥco L<ĤcZo <ĤcZo ]

(～を)付ける． <N<oOo～ ¯naktsa ´treインクを付け
る．HMVoT6 qVo～ ¯mantuu ´tre唐辛子みそをつける．
唐辛子みそにまぶす．唐辛子みそを塗りつける．Oxo
～ ¯tsha ´tre塩を付ける．OVIo～ ¯tshön ´tre 塗料を
付ける．Z̀oJIo～ ¯sipän ´tre唐辛子を付ける．

<Ĥc=o * ˆtran, ˆtren v. vol.
npf. pf. imp.

<Ĥc=o, L<Ĥc=o L<Ĥc=Zo <Ĥc=Zo
ˆtran, ˆtren ˆtran, ˆtren ˆtren

pres. fut. pt. imp.

[ <Ĥc=o L<Ĥc=o L<Ĥc=Zo <Ĥc=Zo ]

1．(旗などを)掲げる． ,@WoHVo～ ´kyäätaa ˆtran国
旗を掲げる．HVo?o～ ´tharca ˆtran旗を掲げる．
2．(指などを) 立てる．(頭などを) のけぞらせる．
M@`=oJo～ ´jingpa ˆtran 傲然と頭をのけぞらせる．
W<o=Vo～ ´laangaa ˆtran 手を振り上げる｛激高し
て｝．\co?b=oLo～ ¯icu-nga ˆtran小指を立てる｛嫌い
あるいは悪いという意味を表す｝．

<Ĥc=Zo ☞　<Ĥc=o (p. 138)

<ĤcZo ☞　<Ĥco (p. 138)

<Ĥd<o 1 ˆtroo v. vol.
npf. pf. imp.

<Ĥd<o, L<Ĥd<o L<Ĥd<Zo <Ĥd<Zo
ˆtroo ˆtroo ˆtroo

pres. fut. pt. imp.

[ <Ĥd<o L<Ĥd<o L<Ĥd<Zo <Ĥd<Zo ]

1．(～を)繕う，縫い合わせる． 2qVo～ ´khuu ˆtroo

テントを繕う．<@̂coMdo～ ´kyemo ˆtroo袋を繕う．6 q<o
ZVd<o～ ˆthukloo ˆtroo 着物を繕う．& d<oJo～ ´tokpa

ˆtroo靴底を張り直す．OUMo< (LZo～ `tshemsuu ˆtroo
継ぎ目を縫い合わせる．9ZMo<d<o～ `hangkoo ˆtroo

靴を繕う．
2．(～を～に Wo ) くくり付ける，結び付ける，取り
付ける． <?cHoJVo～ ¯kepaa ˆtroo腰にくくり付ける．
腰に着ける．;oLF<Zo～ `khataa ˆtroo カターを結
びつける．<F`=o& do～ ¯tingto ˆtroo錘を付ける．<Kc=o
)U<o～ ¯tangtsa ˆtroo家畜の背に小荷物を付ける．G`o
2qo～ ¯thiku ˆtroo細紐を付ける．HVo9Cd<o～ ˆthaacoo
ˆtroo 祈祷旗を結び付ける．HI`WoLbo～ ´trhiipu ˆtroo

(柱などに)鐘をくくり付ける．'o?o～ ¯naca ˆtroo耳
飾りを付ける．)Mo;b<o～ `tsamkuu ˆtroo麦こがし
入れをくくり付ける．VZo;b<o～ ˆrääkuu ˆtroo布袋
をくくり付ける．ZVd oMo～ ¯loma ˆtroo ざるをくくり
付ける．
3．(導火線に)点火する． <Q`oG`o～ ´piti ˆtroo 火縄銃
の導火線に点火する．

<Ĥd<o 2 ˆtroo v. vol.
npf. pf. imp.

<Ĥd<o L<Ĥd<Zo <Ĥd<Zo
ˆtroo ˆtroo ˆtroo

pres. fut. pt. imp.

[ <Ĥd<o L<Ĥ<o L<Ĥ<Zo <Ĥd<Zo ]

1．(～を) 読み上げる，宣布する，述べる，言う．
;D`MZoÙ<o～ `trhimyii ˆtroo 法律文書を読み上げる．
法律を宣布する．<IZoObWo～ ¯näätsüü ˆtroo事情を
述べる．H/>Ho<FMo～ ¯cäätam ˆtroo論評する｛放送
などで｝．RLZo<k@dVo～ ´shapcoo ˆtroo悪口を言う．
2．声を出す．騒ぐ． 1q o>do～ ¯kuco ˆtroo やかまし
く騒ぐ．がやがや騒ぐ．TLdHo<Ĥo～ ´böötra ˆtroo 叫
び声があがる．

<Ĥd<o 3 ☞　L<Ĥ<o 1 (p. 142)

<Ĥd<Zo ☞ 　<Ĥd<o 1 (p. 138) ，<Ĥd<o 2 (p. 138) ，L<Ĥ<o 1
(p. 142)

<ĤdIo ´trön v. vol. hon. / hum.
npf. pf. imp.

<ĤdIo, L<ĤdIo L<ĤdIo <ĤdIo
´trön ´trön ´trön

pres. fut. pt. imp.

[ <ĤdIo L<ĤdIo L<ĤdIo <ĤdIo ]

non-hon. / non-hum.　☞　\HHo (p. 230)，<Ud<o (p.

<
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318)

1．(～を) 捧げる，献上する． SbL oXc o～ ´supshe

´trön 礼布カターを捧げる．\oXco～ ¯ashe ´trön ア
シェを捧げる．
2．(～を)着る，着せる． <?Yo)<o～ `kutsaa ´trön毛
皮のチベット服を着せる．毛皮のチベット服を着
る．M<dIoJdVoIoLSTo～ ´gönpoo ´namsa ´trön守り
神に衣を着せる．<Ĥd<o<6 qLo～ ˆtrootun ´trön腕輪を
はめる．<KdHoGb=o～ ¯töötun ´trön 上着を着せる．上
着を着る．KboUdHo～ `phuyöö ´trön 袖つきの着物を
着せて上げる．OT<Zo;cLZo～ `tshiikoo ´trön指輪を
はめて上げる．<SLo\HdZo～ ˆsaptröö ´trön晴れ着を
着せる．Td<oT@b<o～ ˆoncuu ´trön ブラウスを着る．
ブラウスを着せる．
3．(～を)掛ける． M@WoHVo～ ´jäätaa ´trön礼布カ
ターを掛ける．<FIoHVo～ ¯nyäntaa ´trönカターを掛
ける．<FIoXWo～ ¯nyänshää ´trönカターを掛ける．
I=oMPVHo～ ˆnangtsöö ´trön (人や神仏の像の首に)
ナンズーを掛ける．TKDcHoG=o～ ¯trheetan ´trön 横
長の仏画の掛け絵を掛ける．9Qo<?dVo～ ´pakoo ´trön

よだれ掛けを掛けてあげる．RWoH1F`Zo～ ˆshäätrii

´trönマフラーを掛けてやる．マフラーをする．
4．(帽子などを) 被る，被せる． HLbo0(<o～ `utruu

´trön 頭飾りを被せる．頭飾りを被る．HLb o R|o～
¯usha ´trön 帽子を被る．帽子を被せる．[d< o～
`moo ´trön 兜を被せる．兜を被る．V`<Z os o～
´ringa ´trön 五仏を象った五弁の冠を被せる．五
仏を象った五弁の冠を被る．LZ̀Wo<ULo～ `siiyap

´trön日除けの帽子を被る．日除けの帽子を被せる．
\Vo:d=o～ ¯arkon ´trön アルコン帽を被せる．アル
コン帽を被る．
5．(～を) 盛りつける，注ぐ． KbHo～ `phüü ´trön

初物を注ぐ．初物を盛る．RWo<\@cMZo～ ˆshääkyem

´trön 飲み物を注ぎ足す．R`LoGbHo～ ˆshiptüü ´trön

チーズのお菓子を椀に盛る．LRcZo<MdVo～ ´sheptoo

´trön粥の具を入れる．粥の具を盛る．
6．(～を) 取り付ける，はめる． ,@oK̀LZo～ ˆkyapii

´trön 中国式の屋根を取り付ける．<Ao～ ´ka ´trön

鞍を取り付ける．<AoG<o～ ˆkataa ´trön 鞍に綱を
付ける．<Ao TLdW o～ ´kanpöö ´trön 鞍敷を敷く．
?̀LZ o<Ao～ ¯chipka ´trön 鞍を取り付ける．OUMZo

OLo～ `tshemtsap ´trön入れ歯をはめる．RWoXcWo～
´shääshee ´trön窓にガラスをはめる．
7．(布を) 張る．(テントを) 張る． <IM oUdW o～
¯namyöö ´trön 天井に飾り布を張る．HLb o2qV o～
¯ukuu ´trön テントを張る．<S`Mo2qV o～ ´simkuu

´trönテントを張る．
8．(～を) 塗る，つける． H:Vo)To～ ¯kartsi ´trön

白い塗料を塗る．H:VoV<o～ `kaaraa ´trön 石灰の
溶液を塗る．Oo<ZcVo～ ¯tshasee ´trön 金めっきす
る．O<o～ `tshaa ´trön 模様付けする．w]=o<Z=o～
¯lungsan ´trön熱い溶かしバターに浸した綿を体の
つぼにつける．
9．(顔などに～を) 塗る，つける． RWoVZ oW o～
ˆshäärää la ´trön 顔に塗る．RWoM?bVo～ ´shääcoo

´trön唇につける．
10．(～を) 入れる． 9E<ZoJIo～ ´jaapän ´trön 唐
辛子を入れる．I=o*Zo～ ˆnangtsää ´trön 中味を
入れる．M̀<o<RIo～ ¯mingmän ´trön 目薬を入れて
あげる．<RIo<No～ ¯männa ´trön 香辛料を入れる．
<RIo0>c o～ ¯mänce ´trön 薬の粉を入れる．LRcZoOTWo
～ ´shiptsii ´trön 脂肪を入れる．Xo<RIo～ ¯shamän

´trön香辛料を入れる．<ZdWoLo～ ¯soo ´trön麦こが
しのおにぎりを作るために麦こがしを椀に入れる．
LZbVo～ ¯suu ´trön 薫香をたき供養の品を火中に入
れる．
11．(敷物を)敷く． ;o<HIo～ ¯khatän ´trönじゅう
たんを敷く．0>`=oHMVo～ ¯chingmaa ´trön赤いフェ
ルトを敷く．RWo<HIo～ ´shäätän ´trönじゅうたん
を敷く．L8 q<Zo<HIo～ ´shuutän ´trön 敷物を敷く
｛主にマットやじゅうたんについて｝．L8 q<ZoTLdWo～
´shungpöö ´trön座布団を敷物の上に敷く．
12．(覆いを)かける． ;cLZo～ `khep ´trön 覆いを
する．RWo;cLZo～ ˆshääkep ´trön覆いをする．RWo
<>dHo～ ˆshääcöö ´trön蓋をする．
13．(窓，カーテンなどを) 閉める． XcW o ;Do～
¯sheetra ´trön ガラス窓を閉める．XcW o UdW o～
¯sheeyöö ´trönカーテンを閉める．
14．(靴などを) 履く，履かせる． RLZ o0><Z o～
ˆshapcaa ´trön靴を履く．靴を履かせる．RLZoZb<o
～ ˆshapsuu ´trön 靴下を履く．靴下を履かせる．

<
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VZoSdMo～ ´rääsom ´trön木綿の長靴を履く．木綿の
長靴を履かせる．\boMboZbo～ ¯umu-su ´trön靴下を履
く．靴下を履かせる．
15．(席などを) 設える． ;D` o9Cd< o～ `trhicoo ´trön

台座の前に置くテーブルをしつらえる．<S`Mo;D` o～
´simtri ´trön 寝台を置く．<ZcVo;D` o～ ¯sitri ´trön 金
の玉座を設える．
16．(櫛で)とかす． HLboXHo～ `ushää ´trön櫛でと
かす．櫛でとかしてあげる．
17．(髪を) 結う． HLbo9C=o～ ¯ucan ´trön お下げ髪
に結う．
18．(帯などを)結ぶ． <?YoV<Zo～ `kuraa ´trön帯を
結ぶ．
19．(写真を) 撮る． <?YoJVo～ ¯kupaa ´trön 写真を
撮る．

<ĤdWo 1 ´tröö v. vol.
npf. pf. imp.

<ĤdWo <ĤdWo <ĤdWo
´tröö ´tröö ´tröö

pres. fut. pt. imp.

[ <ĤdWo L<ĤWo L<ĤWo <ĤdWo ]

1．(人に川などを)渡らせる．(難所，関所などを)通
過させる． T<<o<Ad o～ ´gaako ´tröö 検問所を通過
させる．?bo～ ¯chu ´tröö 川を渡らせる．<N=oJdo～
¯tsangko ´tröö 大河を渡らせる．VLo～ ˆrap ´tröö

浅瀬を渡らせてやる．Wo1]=o～ ˆlalun ´tröö 野山を
越えさせる．ZoMOMZo～ `santsam ´tröö国境を越え
させてやる．
2．(人が～を) 渡る，越える．(～で) 渡る． & d oSMo
～ ´tosam ´tröö石橋を渡る．<NcoMOMZo～ `nentsam

´tröö 境界を越える．KcLZo:d o～ ¯pheeko ´tröö 革
舟で渡る．TKD=oWMo～ ¯trhanglam ´tröö 隘路を越
える．1>c oG=o～ ´chetan ´tröö 砂漠を越える．LNIo
T<<o～ `tsänkaa ´tröö 難所を通過する．V`o;b<o～
ˆrikuu ´tröö 山間を越える．V` oMOMZo～ ˆrintsam

´tröö 山と平原の境を越える．WMoTKD=o～ ´lamtran

´tröö隘路を越える．
3．(～を)追い出す． IHoLH<o～ ˆnäätaa ´tröö病魔
を追い出す．
4．(苦しみなどから WZo )解放してやる． <MY<oLNWo

WZo～ ´tungää lää ´tröö 苦しみから解放してあげ
る．IHoWZo～ ˆnää lää ´tröö病気を治してあげる．

<ĤdWo 2 ☞　L<ĤWo 1 (p. 142)

L"Wo ☞　"Wo 1 (p. 124)，"Wo 2 (p. 124)，"Wo 3 (p.
125)

L,@<o ☞　,@<o 1 (p. 125)，,@<o 2 (p. 129)，,@<Zo (p.
129)

L,@<Zo ☞　,@<Zo (p. 129)

L,@=o 1 ˆkyan v. vol.

npf. pf. imp.

L,@=o L,@=Zo ,@=Zo, ,@d=Zo
ˆkyan ˆkyan ˆkyan, ˆkyon

pres. fut. pt. imp.

[ ,@d=o L,@=o L,@=Zo ,@d=Zo ]

1．(容器，器に) 詰める，詰め込む，詰め物をする，
満載する．(皿に)盛る．(栓を)する． H:Vo9qLZo～
`kashup ˆkyan 茶碗入れに茶碗を入れる．+@WoJo～
¯kyääpa ˆkyan革袋に詰める．2)o～ ´trhu ˆkyan船
に満載する．, !oMo～ ˆkyumaa ˆkyan腸詰めにする．
<AMo～ ´kam ˆkyan 箱に詰め込む．9C` oKHo～ `cupää

ˆkyan 牛糞を袋に詰める．G`MoLbo～ ¯thimpu ˆkyan

栓をする．I=o?o～ ´nangca ˆkyan 内臓に詰め物を
する．KdMo1F`Io～ ¯phomtrin ˆkyan 万年筆にインク
を入れる．<QVoLo～ ´para ˆkyan 鷲づかみにする．
SdMo～ ´som ˆkyan (水や乳を)桶に満たす．Zdo～ ¯so

ˆkyan歯の空洞に詰め物をする．\MoKD<o～ `ampaa

ˆkyan懐に詰め込む．
2．(中味，内容物を) 詰める，詰め込む，入れる．
?bo～ ¯chu ˆkyan 水を詰める．6 q<oZVd<o～ ˆthukloo

ˆkyan着物を詰める．I=o*Zo～ ˆnangtsää ˆkyan中
味を一杯に詰める．1>oRYo～ ´chapu ˆkyan 羽毛を詰
める．<k@=oHcLo～ ˆcangtep ˆkyan (鞄に) ノートを詰
める．M̀o～ ´mi ˆkyan 人を詰め込む．ZcMZo>Io～
¯semcän ˆkyan動物を詰め込む．
3．(穴を) 埋める．(空欄に) 書き込む． VcTb oM̀<o～
ˆriimii ˆkyan表に書き込む．Zo;b=o～ ¯sakun ˆkyan
地中の穴を埋める．ZoHd=o～ ¯saton ˆkyan洞穴を埋
める．ZoKb<o～ `sapuu ˆkyan地下の穴を埋める．
4．(～を)伸ばす． :doLo～ ¯koo ˆkyan革を伸ばす．

<
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5．(～を) 延ばす，延期する，延長する． ?=oZo～
¯chansa ˆkyan結婚を延ばす．6 qZoOVHo～ ˆthüütsöö

ˆkyan 時間を延長する．OV<Z o T6 q o～ ¯tshongtu

ˆkyan 会議を延ばす．WZo:o～ ´lääka ˆkyan 仕事
を延ばす．
6．そそのかす｛“他人の腹に入れ知恵をする”の意｝．
;d<oJo～ ¯khokpa ˆkyanそそのかす．中傷する．悪
知恵をつける．

L,@=o 2 ˆkyan v. non-vol.

npf. pf. imp.

L,@=o L,@=Zo –
ˆkyan ˆkyan –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(血の気で)一杯になる． <KdHo～ `töö ˆkyan血が
上る．逆上する．UoMo～ ´yama ˆkyan いらいらさ
せる．
2．(肩が)こる． <?Yo<KdHo～ `kotöö ˆkyan背中がこる．

L,@=Zo ☞　L,@=o 1 (p. 140)，L,@=o 2 (p. 141)

L,@Lo ☞　,@<o 1 (p. 125)，,@<o 2 (p. 129)

L,@Wo ´kyää v. non-vol.

npf. pf. imp.

L,@Wo L,@Wo –
´kyää ´kyää –

pres. fut. pt. imp.

[ L,@Wo L,@Wo L,@Wo – ]

(～して IZo / <̀Zo )卒倒する．気絶する． H<ToIZo
～ ´ka nää ´kyää喜びのあまり卒倒する．=o,@Wo<̀Zo
～ ´ngarkyää ki ´kyää逆上のあまり卒倒する．=Vo
L<\@cHo<̀Zo～ ˆngarkyee ki ´kyää 発奮のあまり倒れ
る．=bZoIZo～ ˆngüü ni ´kyää 嘆き悲しんで気絶す
る．HIIoJo～ ´trhänpa ´kyää気絶する．失神して卒
倒する．HIIoMcHo～ ˆtrhänmee ´kyää失神して卒倒す
る．w]=o<̀Zo～ ¯lun ki ´kyää 逆上して卒倒する．か
んしゃくを起こして卒倒する．

L, !o ´kyu v. vol.

npf. pf. imp.

L, !o, , !o L, !Zo, , !Zo , !Zo
´kyu ˆkyüü ˆkyüü

pres. fut. pt. imp.

[ , !Ho L, !o L, !Zo , !Zo ]

1．(糸などを) 通す． <?YHoJo～ ¯kupa ´kyu 糸を通
す．KDc=oLo～ ¯trhanga ´kyu数珠に糸を通す．MboF`<o
～ ˆmutii ´kyu真珠に糸を通す．
2．(指輪などを) はめる． OT<Zo;cLZo～ `tshiikoo

´kyu指輪をはめる．
3．(骨，関節などを) 接ぐ． MZoWco～ ´määle ´kyu

顎の骨を接ぐ．OT<Zo～ `tshii ´kyu 関節を接ぐ．骨
接ぎする．9ZZoOT<Zo～ `hlutsii ´kyu 外れた関節をは
める．
4．(～を)入れる，突っ込む． M<do～ ´go ´kyu首を
突っ込む｛よそに関心を持つこと｝．のめり込む．没
頭する．SoVbo～ ´saru ´kyuひしゃくを入れる．

L, !<o ☞　, !<o 3 (p. 131)

L, !<Zo ☞　, !<o 3 (p. 131)

L, !Ho ˆkyüü v. vol.

npf. pf. imp.

L, !Ho L, !Ho L, !Ho
ˆkyüü ˆkyüü ˆkyüü

pres. fut. pt. imp.

[ L, !Ho L, !Ho L, !Ho – ]

1．(～を) 経由する． SbV oWMo～IZoT2Fd o ´surlam
ˆkyüü nää ´dro 路地を通っていく．V` o)Uo～ ´ritsi

ˆkyüü 山頂を経由する．W<oJo～ ´lakpa ˆkyüü 大
勢の手を経る．WMo?cIo～ ´lamcen ˆkyüü 大きな道
を通る．Wb=o9qVo～ ´lungshuu ˆkyüü 谷間に沿う．
,@oWMo～IZo ´kyalam ˆkyüü ni街道を経由して．～
IZo ˆkyüü ni経由して．～1>Zo ˆkyüü cää経由して．
2．(コネやつてなどを) 介する． =do?b=o～ ´ngocun

ˆkyüü ちょっとした知り合いを介する．=d o ?cI o
～ ´ngocen ˆkyüü 有力なつてを通す．9K<oM<d o～
¯tangko ˆkyüüコネを使う．つてを通す．

L, !Zo ☞　L, !o (p. 141)

L<AVo ☞　<AVo (p. 132)

L<AY<o ☞　<AY<o (p. 132)

L<AY<Zo ☞　<AY<o (p. 132)

<
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L<AYVo ☞　<AYVo (p. 133)

L<AYWo ☞　<AYWo (p. 133)

L<Ad=o ☞　<Ad=o (p. 133)

L<Ad=Zo ☞　<Ad=o (p. 133)

L<AdMo ☞　<AdMo (p. 133)

L<AdMZo ☞　<AdMo (p. 133)

L<^!Vo ☞　<^!Vo (p. 134)

L<Ĥ<o 1 ˆtraa v. vol.
npf. pf. imp.

L<Ĥ<o L<Ĥ<Zo
ˆtraa ˆtraa

pres. fut. pt. imp.

[ <Ĥd<o L<Ĥ<o L<Ĥ<Zo <Ĥd<Zo ]

1．(～を)言い渡す． GoOT<o～ `thatsii ˆtraa最後通
告を言い渡す．
2．(鐘などを) 鳴らす． HI`WoL&o～ ´trhiita ˆtraa 合
図の鐘をならす．
3．(噂などを)広める． <Q`Vo<FMo～ ´pirtam ˆtraa人
心を動揺させるような噂を広める．デマを広める．
デマ，噂が広まる．

L<Ĥ<o 2 ☞　<Ĥd<o 2 (p. 138)

L<Ĥ<Zo ☞　<Ĥd<o 2 (p. 138)，L<Ĥ<o 1 (p. 142)

L<ĤWo 1 ´trää ［文］ v. vol.
npf. pf. imp.

L<ĤWo L<ĤWo
´trää ´trää

pres. fut. pt. imp.

[ <ĤdWo L<ĤWo L<ĤWo <ĤdWo ]

(～を) やっつける，亡き者にする，殺す． ,@WoJdo～
´kyääpo ´trää王を亡き者にする．

L<ĤWo 2 ☞　<ĤdWo 1 (p. 140)

L<Ĥ`<o ☞　<Ĥ`<o (p. 134)

L<Ĥ`<Zo ☞　<Ĥ`<o (p. 134)

L<Ĥ`Lo ☞　<Ĥ`Lo 1 (p. 135)，<Ĥ`Lo 2 (p. 135)

L<Ĥ`LZo ☞　<Ĥ`Lo 1 (p. 135)，<Ĥ`Lo 2 (p. 135)

L<Ĥ`Mo ☞　<Ĥ`Mo (p. 135)

L<Ĥ`MZo ☞　<Ĥ`Mo (p. 135)

L<Ĥ`Wo ☞　<Ĥ`Wo (p. 136)

L<^+<o ☞　<^+<o (p. 137)

L<^+<Zo ☞　<^+<o (p. 137)

L<^+Lo ☞　<^+Lo (p. 137)

L<^+LZo ☞　<^+Lo (p. 137)

L<Ĥco ☞　<Ĥco (p. 138)

L<Ĥc=o ☞　<Ĥc=o (p. 138)

L<Ĥc=Zo ☞　<Ĥc=o (p. 138)

L<ĤcZo ☞　<Ĥco (p. 138)

L<Ĥd<o ☞　<Ĥd<o 1 (p. 138)

L<Ĥd<Zo ☞　<Ĥd<o 1 (p. 138)，<Ĥd<o 2 (p. 138)

L<ĤdIo ☞　<ĤdIo (p. 138)

<



=Vo 143 M=<o

z=k
=Vo ´ngar v. non-vol.

npf. pf. imp.

=Vo =Vo –
´ngar ´ngar –

pres. fut. pt. imp.

[ =Vo =Vo =Vo – ]

1．いきり立つ．
2．(情欲などが) 高まる，強まる． THdH o?<Zo～
ˆdööcaa ´ngar欲情が高まる．

=bo ´ngu v. vol.
npf. pf. imp.

=bo =bZo =bZo
´ngu ˆngüü ˆngüü

pres. fut. pt. imp.

[ =bo =bo =bZo =bZo ]

hon.　☞　L9qMo (p. 342)
泣く． ;?` o～ ¯khi ´ngu 犬が鳴く｛悲しげに｝．～LDd o
´ngu ´trho 泣きたくなる．～XdVo ´ngu ¯shoo 思わ
ず泣き出す．Jb o2q o～ ¯puku ´ngu 子供が泣く．M̀ o
～ ´mi ´ngu 人が泣く．～<@̂`HoJdo ´ngu ´kiipu よく
泣く．～LDd oJd o ´ngu ´trhopo 泣き上戸の．～WZoZVo
Jdo ´ngu ˆlää ¯hlapo すぐ泣く．泣き虫の．～XdVoJdo
´ngu ¯shoopo泣き上戸の．

=bZo ☞　=bo (p. 143)

=cZo ˆngee v. non-vol.
npf. pf. imp.

=cZo =cZo –
ˆngee ˆngee –

pres. fut. pt. imp.

[ =cZo =cZo =cZo – ]

1．(～が) 確定する． M=o3[=o～ ´mangnyun ˆngee

量が確定する．M̀o2F=Zo～ ˆmitran ˆngee人数が確定
する．
2．(～が)決まる． OUZo?o～ ¯tsheca ˆngee日取りが
決まる．
3．記憶する．覚える． LVdoWo～ ¯lo la ˆngee 暗記す

る．記憶する．ZcMZoWo～ `sem la ˆngee 記憶する．
暗記する．

=dMo ˆngom v. vol.
npf. pf. imp.

=dMo =dMZo =dMZo
ˆngom ˆngom ˆngom

pres. fut. pt. imp.

[ =dMo =dMo =dMZo =dMZo ]

1．(～を)誇示する，見せびらかす，ひけらかす，自
慢する． <\Ho～ ¯tra ˆngom 髪を見せびらかす．,@Io
?o～ ´kyänca ˆngom 飾りを見せびらかす．,@Lo)o
～ ´kyaptsa ˆngom 後ろ楯を誇示する．, ! o>oW<o～
´kyu `calaa ˆngom 財産を誇示する．<KdLZo9q<Zo～
`topshuu ˆngom勢力を誇示する．'MoJo～ ¯nampa
ˆngom容貌をひけらかす．\@`oHdIo～ ¯citön ˆngom公
用であることを誇示する．0<̂Zo9q<Zo～ `chukshuu

ˆngom家畜数を誇る．<S`oL$ `Ho～ ˆsicii ˆngom威光
をひけらかす．<Sb<Zo1>Ho～ ˆsukcää ˆngom容姿を
ひけらかす．UdIoFIo～ ´yöntän ˆngom 教養をひけ
らかす．XcHo～ `shee ˆngom (人が)体力を誇る．
2．(～が)凄む，脅す． M?co<McVo～ ¯chetee ˆngom牙
をむき爪を立てて脅す．HJb=oJo～ ¯pungpa ˆngom

肩を怒らして凄む．

=dMZo 1 ˆngom v. non-vol.
npf. pf. imp.

=dMZo =dMZo –
ˆngom ˆngom –

pres. fut. pt. imp.

[ =dMZo =dMZo =dMZo – ]

満足する． ;o～ ¯kha ˆngom渇きがいやされる．%o
?bo～ ¯tacu ˆngom 馬が水を十分に飲んで満足する．
ZcMZo～ `sem ˆngom満足する．

=dMZo 2 ☞　=dMo (p. 143)

M=<o `ngaa v. vol.
npf. pf. imp.

M=<o M=<Zo M=<Zo
`ngaa `ngaa `ngaa

pres. fut. pt. imp.

[ M=<o M=<o M=<Zo M=d<Zo ]

=
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1．(～を～に) 注文する，予約する，依頼する． ;o
W<o～ `khalaa `ngaa 料理を注文する．M2FdI o;=o
～ ´drönkan `ngaa ホテルを予約する．HMoHdIo～
´thamtön `ngaa 真剣に頼む．J"oZco～ ¯paase `ngaa

切符の購入を依頼する．HJcoOHo～ `petsää `ngaa模
型を注文する．HJco<R`o～ ¯pishi `ngaa見本を注文す
る．OV=oSd<o～ `tshongsoo `ngaa 商品を注文する．
WZo:o～ ´lääka `ngaa仕事を頼む．
2．(遺言を) 言い残す． ;o?cMZo～ `khacem `ngaa

遺言を人伝に言い残す．

M=<Zo ☞　M=<o (p. 143)

M=Vo ¯ngar, ¯ngaa v. non-vol.
npf. pf. imp.

M=Vo M=Vo –
¯ngar, ¯ngaa ¯ngar, ¯ngaa –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)甘い．

M=d<Zo ☞　M=<o (p. 143)

M=dIo ¯ngön v. non-vol.
npf. pf. imp.

M=dIo M=dIo –
¯ngön ¯ngön –

pres. fut. pt. imp.

[ M=dIo M=dIo M=dIo – ]

1．(～が)はっきりと現れる，透けて見える． <Hd=o
V`Zo～ ˆtongrii ¯ngön正体が現れる．LSdo9Ko～ ´sopta
¯ngön形が現れる．
2．(～が) 目立つ，はっきり分かる． 6 q< oZVd< o～
ˆthukloo ¯ngön 衣服が目立つ．1>Zo$cZo～ ˆchääcee

¯ngön功績が目立つ．

#o ¯nga v. vol.
npf. pf. imp.

#o, L#o L#Zo #Zo, #dZo
¯nga `ngää `ngää, `ngöö

pres. fut. pt. imp.

[ #o L#o L#Zo #dZo ]

(～を)刈る，刈り取る． 2Fdo～ ´trho ¯nga小麦を刈る．

2FdoR`=o～ ´trhushin ¯nga小麦を刈り取る．<KdIoGd<o～
`töntoo ¯nga 作物を刈り取る．刈り入れをする．
IZo～ ˆnää ¯nga 大麦を刈る．IZoR`=o～ ´nääshin

¯nga 大麦畑の麦を刈る．0<̂Zo){o～ ¯chuktsa ¯nga

牧草を刈る．LNZoMo～ ¯tsääma ¯nga刈り入れをす
る．作物を刈り取る．R`=o;o～ ´shingka ¯nga 作物
を刈り取る．V`o){o～ ´ritsa ¯nga山野草を刈る．

#Mo `ngam v. non-vol.
npf. pf. imp.

#Mo, L#Mo L#MZo –
`ngam `ngam –

pres. fut. pt. imp.

[ #Mo L#Mo L#MZo – ]

1．(～を Wo ) ひどく欲しがる．(～に対して Wo )貪
欲になる． , !oIdVoWo～ ´kyunoo la `ngam 品物をひ
どく欲しがる．?boWo～ ¯chu la `ngam水をひどく欲
しがる．JHoX<oWo～ `pääshaa la `ngamお金をひど
く欲しがる．LboMdVo～ ´phomoo `ngam 女をひどく
欲しがる．
2．興奮する．気が立つ．苛立つ．震え上がる．

#Zo ☞　#o (p. 144)

OWLo `ngup v. vol.

npf. pf. imp.

OWLo, LOWLo LOWLZo OWLZo
`ngup `ngup `ngup

pres. fut. pt. imp.

[ OWLo LOWLo LOWLZo OWLZo ]

(～を)吸う，飲む． HLb<Zo～ `uu `ngup息を吸う．

OWLZo ☞　OWLo (p. 144)

# do ¯ngo v. vol.
npf. pf. imp.

#do, L#do L#dZo #dZo
¯ngo `ngöö `ngöö

#dHo, L#dHo L#dZo #dZo
`ngöö `ngöö `ngöö

pres. fut. pt. imp.

[ #do L#do L#dZo #dZo ]
[ #dHo L#dHo L#dZo #dZo ]

1．(～を) 炒める． H:VoXo～ ¯kasha ¯ngo 白いキ

=
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ノコを炒める．;D<oXo～ ¯trhaksha ¯ngoゼリー状に
固めた血を炒める．, !oMo～ ˆkyumaa ¯ngo腸詰めを
炒める．<Ad o=o～ ´konga ¯ngo 卵を炒める．TLDZo～
ˆdrää ¯ngo米を炒める．ご飯を炒める．NV=o～ ¯tson
¯ngo ねぎを炒める．OWo～ ¯tshää ¯ngo野菜を炒め
る．おかずを炒める．Xo～ ¯sha ¯ngo 肉を炒める．
ZdoWdoNdIoJdo～ ¯solo ¯ngonpo ¯ngo青唐辛子を炒める．
\oV̀WoM;WoV`Wo～ ¯ärii ¯khärii ¯ngo (動物の)腎臓を
炒める．
2．(～を)煎る． 2FdoUdZo～ ˆtrhoyöö ¯ngo麦を煎る．
TLDZoUdZo～ ˆdrääyöö ¯ngo 米を煎って煎り米を作
る．UdZo～ ˆyöö ¯ngo穀物を煎る．ZDIoMo～ ¯tränma
¯ngo豆を煎る．
3．(～を) 焼く． XoLZDc<Zo～ `shaptraa ¯ngo 焼き
肉を焼く．

# dHo 1 ☞　#do (p. 144)

# dHo 2 ☞　#do (p. 144)

# dZo ☞　#o (p. 144)，#do (p. 144)

No ¯nga v. non-vol.
npf. pf. imp.

No No –
¯nga ¯nga –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

早い． ～HI<Zo ¯nga ˆtrhaa早過ぎる．

N do ¯ngo v. non-vol.
npf. pf. imp.

N do N do –
¯ngo ¯ngo –

pres. fut. pt. imp.

[ N do LN do LN dZo – ]

(～が)青い．

N d<o `ngoo v. vol.
npf. pf. imp.

N d<o, LN d<o LN d<Zo N d<Zo
`ngoo `ngoo `ngoo

pres. fut. pt. imp.

[ N d<o LN d<o LN d<Zo N d<Zo ]

1．(～を)掘る，掘り出す． <F`=o～ `ting `ngoo 底
を掘る．<FcVo;b=o～ ¯terkun `ngoo坑道の入り口を
掘る．<FcVo&d o～ ¯terto `ngoo 鉱石を掘る．1>c oV` o～
´chiri `ngoo砂山を掘る．TLboHMVo～ ´bumaa `ngoo
みみずを掘り出す．S=Zo<FcVo～ ´sangter `ngoo銅
鉱床を掘り出す．Zo～ ¯sa `ngoo 地面を掘る．Zo
<FcVo～ ¯sater `ngoo地下埋蔵物を掘る．
2．(耳垢や鼻くそなどを) ほじくる．(巣穴などを)
ほじくる． 1VH o9O<Z o～ `läpaa `ngoo 耳垢を掘
る．!=oMVo～ ¯kangngaa `ngoo 骨髄をほじくり
出す．<No;b<o～ `nakuu `ngoo 鼻の穴をほじくる．
<NoLb<o～ `napuu `ngoo 鼻の穴をほじくる．<kH=oO=o
～ ´pangtsan `ngoo 蜂の巣をほじくる．Zd o～ ¯so

`ngoo (楊子などで) 歯の間にはさまったものを取
る．\o9Cd<o～ `amcoo `ngoo耳をほじくる．
3．(～の中を / ～を)探る，調べる． <?Ho?o～ ¯käca

`ngoo 話を探る．<\@dIo～ ¯kyön `ngoo 欠点をほじく
り出す．;d<oJo～ ¯khokpa `ngoo (手術で)体内を探
る．腹を探る．<AMo～ ´kam `ngoo スーツケースの
中を調べる．>oW<o～ `calaa `ngoo 品物を調べる．
HdoJdo～ ´thopo `ngoo荷物の中味を調べる．Jo:̀T`o～
¯pakii `ngooポケットを探る．<RIo<AMo～ ¯mänkam

`ngoo 薬箱の中を探す．\MoKD<o～ `ampaa `ngoo

懐を探る．懐の中を調べる．
4．(～を) 開ける． <?d<Zo;o～ `koo ¯kha `ngoo 封
筒を開ける．;o～ ¯kha `ngoo (蓋，封筒などを) 開
ける．

N d<Zo ☞　N d<o (p. 145)

L#o ☞　#o (p. 144)

L#Mo ☞　#Mo (p. 144)

L#MZo ☞　#Mo (p. 144)

L#Zo 1 `hngää v. non-vol.
npf. pf. imp.

L#Zo L#Zo –
`hngää `hngää –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)刈り上がる．

L#Zo 2 ☞　#o (p. 144)

=
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LOWLo ☞　OWLo (p. 144)

LOWLZo ☞　OWLo (p. 144)

L# do ☞　#do (p. 144)

L# dHo ☞　#do (p. 144)

L# dZo 1 * `hngöö v. non-vol.
npf. pf. imp.

L#dZo L#dZo –
`hngöö `hngöö –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

炒め上がる．煎り上がる． UdZo～ ˆyöö `hngöö 穀
物が煎り上がる．

L# dZo 2 ☞　#do (p. 144)

LN do ☞　N do (p. 145)

LN d<o ☞　N d<o (p. 145)

LN d<Zo ☞　N d<o (p. 145)

LN dZo ☞　N do (p. 145)

=
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z>k
><o 1 `caa v. non-vol.

npf. pf. imp.

><o ><o –
`caa `caa –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

物惜しみをする．寸暇を惜しむ．

><o 2 ☞　<><o 1 (p. 147)，<><o 2 (p. 147)

>=o `can v. non-vol.
npf. pf. imp.

>=o >=o –
`can `can –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

足りない． Oxo～ ¯tsha `can 塩が少な過ぎる．塩が
足りない．

>Vo ☞　<>Vo (p. 149)

>̀=Zo ☞　L>̀=o (p. 150)

>b<o ☞　L>b<o 1 (p. 150)，L>b<o 2 (p. 151)

>bIo ☞　<>bIo (p. 149)

>bVo ☞　<>bVo 1 (p. 149)

>d<o ☞　<><o 1 (p. 147)，<><o 2 (p. 147)

>dHo ☞　<>Ho (p. 147)

>dMo ☞　L>dMo 1 (p. 151)

<><o 1 `caa v. vol.
npf. pf. imp.

<><o, L><o L><o ><o, >d<o
`caa `caa `caa, `coo

pres. fut. pt. imp.

[ <>d<o <><o L><o ?d<o ]

1．(～を) 割る，折る，壊す． ;DoXcWo～ ¯trhashee

`caa 窓ガラスを割る．T;?<ZoJo～ `kyhakpaa `caa

氷を割る．<Ad o=o～ ´konga `caa 卵を割る．<KVo;o～

¯taaka `caa くるみを割る．& do～ ´to `caa 石を割る．
LD=oOT<Zo～ ˆtrhangtsii `caa 胸椎を折る．<Qd oFdoVo～
´poto-ra `caa壜を割る．OTo2qo～ ¯tshiku `caa固い種
を割る．* o;d<o～ ˆtsakoo `caa 素焼きの鍋を割る．
X̀=o～ ¯shing `caa木を折る．
2．(～を) やっつける，うち砕く．(意欲などを) 削
ぐ． ;o<FHo～ `khaptää `caa対抗する．H2Fo;o<FHo
～ ´tra `khaptee `caa 敵対者をやっつける．*T<o
AMZo～ ˆtsingnyam `caa威厳を打ち砕く．WZoGcLZo
～ ˆläätee `caa, ˆläätep `caa 仕事にならない｛邪魔
などが入って｝．
3．(値段を)下げる，まける． <\@cHo:o～ ¯kyeka `caa

利子を下げる．<d=o～ ´khon `caa値段を下げる．ま
ける．2VoKd<Zo～ `lapoo `caa給料を下げる．LHTo2Vo
～ ´taala `caa運賃を下げる．LSdo2Vo～ ´sola `caa工
賃を下げる．
4．(～を)少なくする，控えめにする，抑える． =Vo
～ ´ngar `caa いきり立つ気持ちをを抑える．Oxo～
¯tsha `caa塩を少なくする．
5．(痛みなどを) 緩和する，癒す． IoOo～ ´natsa

`caa痛みを緩和する｛薬を飲むなどして｝．

<><o 2 `caa v. vol.
npf. pf. imp.

<><o L><Zo ><o, >d<o
`caa `caa `caa, `coo

pres. fut. pt. imp.

[ T?<o <><o L><Zo ?d<Zo ]

1．(～を) 搗く，突き固める，踏み固める． !==o～
´kyhan `caa 土壁を作るために土を木枠に突き入れ
る．2Fd o?<o～ ˆtrhocaa `caa 押し麦を搗く．Gd<o;o～
¯thooka `caa 屋根に土を入れて突き固める．<NMoLbo
?<Zo～ ¯nampu `chaa `caa 羊毛に湯を掛けて踏み
付ける．LoH:Vo～ ´phakaa `caa 白っぽい土を突き
固める．RWoLo～ ´shala `caa 漆喰の床を突き固め
る．\Vo:o～ ¯arka `caa硬い粘土を敷き詰めて打ち
込む．
2．(馬などを)訓練する． %o～ ¯ta `caa 馬を駿足で
走らせる訓練をする．

<>Ho `cää v. vol.

>
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npf. pf. imp.

<>Ho L>Ho >dHo
`cää `cää `cöö

pres. fut. pt. imp.

[ <>dHo <>Ho L>Ho ?dHo ]

1．(～を) 切る． 1F` o:oZ̀o～ ¯trika-si `cää 切符を切
る．<?c o～ ¯ke `cää 首を切る．<\Ho～ ¯tra `cää 髪を切
る．<\HoKbHo～ `trapüü `cää ➀得度のために初めて
髪を切る．➁子供の髪を生まれて初めて切る．2Vd<o
<?YHo～ `looküü `cää電線を切る．
2．(～を)やめる，断つ． AoK<o<Ad=o<ZbMo～ ˆnyapaa
´kongsum `cää 魚肉，豚肉，卵の三種の食べ物を断
つ．GoM<o～ `thamaa `cääタバコをやめる．禁煙す
る．TdoG<o～ ˆotaa `cää授乳をやめる．離乳する．
3．(川，道などを) 横切る．(革船で) 横切る．(橋な
どを) 渡る．(野，山などを) 越えていく． :d oZVo
～ ¯kosaa `cää 舟着き場に着く｛川を横切って到着
すること｝．?b o～ ¯chu `cää 川を横切る．KcLZo:d o
～ ¯pheeko `cää 革舟で横切る．TKDcHo:do～ ¯trheeko

`cää革舟で川を横切る．SMoJo～ ´sampa `cää橋を
渡る．V`o1]=o～ ´rilun `cää 野山を越える．WMo:o～
ˆlangkaa `cää道を横切る．
4．(法律などを) 行使する．(法律などを行使して)
処罰する． ;D`MZo～ `trhim `cää処罰する．取り締ま
る．,@Wo;D`MZo～ ˆkyäätrim `cää国の法律に照らして
処罰する．?HoJo～ ¯chääpa `cää処罰する．AcZo?Ho
～ ˆnyeecää `cää処罰する．HM<o;D`MZo～ `maktrim
`cää戒厳令を布く．\Vo;D`MZo～ `artrim `cää土木建
築に関する禁止法に基づいて処罰する．
5．(～を)閉じる． <Ado～ ´ko `cää門を閉じる．
6．(～を) 決める．判定する．判断を下す． Gb<Zo
LVdZ o～ `thuulöö `cää 決める．H<oZcWo～ ´thaksee

`cää 名誉回復を決める．判決の見直しを決める．
HdI oH< o～ ˆthöntaa `cää 事を決める．L&V oX o～
´tarsha `cää判定する．MIToOT<o～ `natsii `cää誓詞
を立てて決める．V=oTOMo～ ˆrangtsam `cää独断を
下す．
7．(関係などを) 断ち切る． 0>` oTLDcW o～ ¯chintree

`cää 外交関係を断つ．TLDcWoLo～ ´drewa `cää 関係
を断つ．TLDcWoMOMZo～ ˆdrentsam `cää 絶交する．

<8 q=oTLDcWo～ ´shungtree `cää公の関係を断つ．
8．(疑いなどを) 晴らす． Hd<Zo～ ˆthoo `cää 疑い
を晴らす．
9．(油などに含まれる水分を) 飛ばす． <NYMoN<o
～ ¯num `tsak `cää油の水分を飛ばす．N<o～ `tsaa

`cääバターや油に含まれた水分を蒸発させる．LSTo
<NYMoN<o～ ´sanum `tsaa `cää食用油の水分を飛ばす．
10．(命を) 断つ．殺す．滅ぼす． OV o～ ¯tshaa

`cää, ¯tshar `cää 滅ぼす．やっつける．OUo ZDd< o～
`tshesoo `cää生命を断つ．殺す．WbZoZDd<o～ ˆlüüsoo
`cää殺す．ZDd<o～ `soo `cää生命を断つ．殺す．
11．(～を)取り分けておく． ZdIo,!o～ ¯sönkyu `cää
種子にする分を取り分けておく．ZdIo～ ¯sön `cää種
にする分を取り分けておく．ZdIo)o～ ¯söntsa `cää

種子にする分を取り分けておく．
12．(～を) 調査する，探求する． Kb<Z o ) o～
¯phuktsa `cää 核心を探る．Kb<Zo)Ho～ `phuktsää

`cää核心の探求をする．R`Lo)Ho～ ˆshiptsää `cääつ
ぶさに調べる．
13．(～の流れを) 止める． ;oJVo～ ¯khapaa `cää

電話を不通にする．2Vd<o～ `loo `cää 送電を止める．
T2)WoWMo～ ´drüülam `cää道路を封鎖する．
14．(分配から)外す． <?WoLo～ ¯kala `cää分け前の
分配から外す．<?Yo<?Wo～ ¯kukää `cää 分け前の分配
から外す．
15．＜G<o<>Ho の形で＞ 決める．決定する．処分
する． G<o～ `thaa `cää 決める．決定する．処分
する．
16．＜名詞語幹 - G<o<>Ho の形で＞ ～を決める．
～のけりをつける．～をやめる． :doG<o～ `kotaa

`cää 断念する．<d=oG<o～ ˆkhongtaa `cää値段を決
める．2FdZoG<o～ ˆtrhöötaa `cää 相談して結論を出
す．?boG<o～ `chutaa `cää放水を止める．水切れに
させる．LVdoG<o～ `lotaa `cää 決意する．TLDcWoG<o～
ˆdreetaa `cää関係を断つ．OT<oG<o～ `tshiktaa `cää

➀決断する. 断言する. 　➁詩文の行を切る｛一定
の韻律で｝．OV=oG<o～ `tshongtaa `cää売値を決定す
る．商売をすっかりやめる．TdoG<o～ ˆotaa `cää 授
乳をやめる．離乳する．V=oG<o～ ˆrangtaa `cää自
ら決める．ZcMZoG<o～ `semtaa `cää 未練を断ち切

>
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る．VcoG<o～ ˆretaa `cää望みを断ち切る．
17．＜ Vnpf - G<o<>Ho の形で＞ ～するのをすっか
りやめる． X̀oG<o～ `shitaa `cää死ぬのをすっかり
やめる．

<>Vo ¯caa v. vol. hum.
npf. pf. imp.

<>Vo L>Vo >Vo, <>dVo
¯caa ¯caa ¯caa, ¯coo

pres. fut. pt. imp.

[ <>dVo <>Vo L>Vo <>dVo ]

non-hum.　☞　T2Fdo 1 (p. 122)，Ud=o 1 (p. 314)
(～に Wo ) 伺う．(～として Wo ) 伺う． <?YoM6 qI o
Wo～ ¯kuntün la ¯caa 御前に伺う．;=o<ZdWoWo～
¯khangsöö la ¯caa 新築祝いに行く．KcLZ o<Hd= o
Wo～ ¯phepton la ¯caa 先触れの使者として行く．
0><oVd<ZoWo～ `chaaroo la ¯caa お供として来る．
TOMoTHI`V o～ ¯tshamträä ¯caa ご機嫌伺いに行く．
TOMZo8q o～ ¯tshamshu ¯caa 挨拶に出向く．<S`Mo
X<oWo～ ˆsimshaa la ¯caa お宅に伺う．U=oL<\@Vo
～ ´yangkyaa ¯caa 再び伺う．再び訪問する．WMo
RdVo～ ´lamshoo ¯caa ついでに来る．WZo;b=ZoWo～
ˆlääkun la ¯caa事務所に伺う．XVo,@<o～ `shaakyaa
¯caa真っ直ぐに伺う．

<>bo 1 ¯cu v. vol.
npf. pf. imp.

<>bo <>bZo <>bZo
¯cu `cüü `cüü

pres. fut. pt. imp.

[ <>bo <>bo <>bZo <>bZo ]

1．(～を) 曲げる，ひねる，(釘などを) ねじり入れ
る． :oWo～ ¯kala ¯cu 水道の蛇口をひねる．<>bZo
<ScVo～ ¯cüüsee ¯cuねじ釘をねじり入れる．
2．(向きを)変える．(顔を)背ける． ;o～ ¯kha ¯cu

向きを変える．M<do～ ´go ¯cu頭の向きを変える．顔
を背ける．R dVo～ ¯por ¯cu顔を背ける．そっぽを向
く．R dVo<>bZoT2Fdo ¯por `cüü ´droそっぽを向いて行
く．<Q<o<Q<o;o～ ˆpakpaa ¯kha ¯cu バイクの向きを
変える．
3．(～を) 汲む．(～で <̀Zo ) 汲む．(家畜などに水
を) 飲ませる． <\@d<Zo<̀Zo～ `kyoo ki ¯cu ひしゃく

で汲む．?bo～ ¯chu ¯cu (ひしゃくなどで)水を汲む．
(家畜などに)水を飲ませる．SoVbZo～ ˆsarüü ¯cuひ
しゃくで汲む．UbVoLbo～ ´yoopu ¯cu灌漑水路の水を
汲む．
4．(話を)ねじ曲げる． <?Ho?o～ ¯käca ¯cu話を自分
の思う方向に曲げる．

<>bo 2 ¯cu v. non-vol.
npf. pf. imp.

<>bo <>bZo –
¯cu `cüü –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(手足を)捻挫する． !=oJo～ ¯kangpa ¯cu足をひね
る．足を捻挫する．W<oJo～ ´lakpa ¯cu手をくじく．

<>bIo ¯cün v. vol.
npf. pf. imp.

<>bIo L>bIo >bIo
¯cün ¯cün ¯cün

pres. fut. pt. imp.

[ T@bIo <>bIo L>bIo ?bIo ]

1．(～を)しつける，調教する． ;oWdo～ ¯khalo ¯cün
馴らす．調教する．%o"dHo～ `taköö ¯cün 荒馬を調
教する．Jbo2qo～ ¯puku ¯cün子供をしつける．ZcMZo
>Io～ ¯semcän ¯cün動物を調教する．
2．(気持ちを) 抑える，戒める． V= o ZcMZ o～
ˆrangsem ¯cün 自分の気持ちを抑える．ZcMZ o～
`sem ¯cün戒める．

<>bVo 1 ¯cur v. vol.
npf. pf. imp.

<>bVo L>bVo >bVo
¯cur ¯cur ¯cur

pres. fut. pt. imp.

[ <>bVo L>bVo L>bVo ?bVo ]

(～を)締め付ける，ぎゅう詰めにする，押し込める．
<Ĥ`<oTPb<ZoI=oWo～ ˆtriktsuu ´nan la ¯cur組織の中で
締め付ける．Jbo2qoOVo～ ¯puku-tso ¯cur子供らを締め
付ける．MdoBT`oI=oWo～ ´moträä ´nan la ¯cur車の中
にぎゅう詰めにする．

<>bVo 2 ¯cur v. non-vol.

>
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npf. pf. imp.

<>bVo L>bVo –
¯cur ¯cur –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(靴などに) 締め付けられる．(靴などが) きつい．
9ZMo<d<o～ `hangkoo ¯cur靴が締め付ける．

<>bZo ☞　<>bo 1 (p. 149)，<>bo 2 (p. 149)

<>cZo `cee v. non-vol.
npf. pf. imp.

<>cZo <>cZo –
`cee `cee –

pres. fut. pt. imp.

[ <>cZo <>cZo <>cZo – ]

(～を) 愛する，大切にする，大事にする．(～に) 愛
着を持つ

<>d<o ☞　<><o 1 (p. 147)

<>dHo ☞　<>Ho (p. 147)

<>dVo ☞　<>Vo (p. 149)

L><o ☞　<><o 1 (p. 147)

L><Zo ☞　<><o 2 (p. 147)

L>=o ☞　T?=o 1 (p. 158)

L>=Zo ☞　T?=o 1 (p. 158)

L>Ho ☞　<>Ho (p. 147)

L>Vo ☞　<>Vo (p. 149)

L>Wo ☞　T@Wo (p. 162)

L>̀=o `cin v. vol.
npf. pf. imp.

L>̀=o L>̀=Zo >̀=Zo
`cin `cin `cin

pres. fut. pt. imp.

[ T?̀=o L>̀=o L>̀=Zo ?̀=Zo ]

(帯などを) 締める．(紐などで <̀Zo ) 縛る．(紐など
を)結ぶ． <?cHoV<Zo～ `keraa `cin帯を締める．<?cHo
V<Zo1>oWco1>doWco～ `keraa ´chale ´chole `cin帯をだら
しなく締める．2Vc<ZoG<o～ `leptaa `cin 経典を紐で

縛る．T@WoWcoT@dWoWco～ ´jale ´jole `cin (帯などを)だ
らしなく締める．3}oH1F`Zo～ ˆnyaptrii `cin ゲートル
を巻く．G<oJZo～ `thakpää `cin 紐で縛る．HMoJdo
～ ´thampo `cin きつく締める．J=oG`<o～ `pangtii

`cin 前掛けの紐を結ぶ．J=o<HIo～ ¯pangtän `cin

前掛けを着ける．9ZMo<Ĥd<o～ `hamtroo `cin長靴の胴
を紐で縛る．

L>̀=Zo ☞　L>̀=o (p. 150)

L>̀Lo ☞　T?̀Lo (p. 160)

L>̀LZo ☞　T?̀Lo (p. 160)

L>b<o 1 `cuu, `cuk v. vol.
npf. pf. imp.

L>b<o L>b<o >b<o
`cuu, `cuk `cuu, `cuk `cuu, `cuk

pres. fut. pt. imp.

[ T@b<o <8 q<o L>b<o ?b<o ]

1．(物を～に Wo ) 入れる，挿入する，収める． <o
LbVo～ ´khapuu `cuu樟脳を入れる．2F`o9qLZoI=oWo～
ˆtrhishup ´nan la `cuu刀を鞘に収める．<AMoI=oWo
～ ´kam ´nan la `cuu箱に入れる．<Ado0<̂Zo～ ˆkocuu
`cuu 家畜を入れる．?boHMo～ ¯chutam `cuu 湯たん
ぽを入れる．M@co～ ´je `cuu 陰茎を挿入する．G`<o
Xd<o～ `thikshoo `cuu 横線の入った下敷きをする．
HdZo;=oWo～ ´thöökan la `cuu 倉庫に入れる．<NdWo
;o～ ¯nööka `cuu 継ぎ足しする．LVoWo～ ´phar la

`cuu間に入れる．
2．(～を)録音する． <?Ho～ `kää `cuu録音する．<Ĥo
～ ´tra `cuu録音する．
3．(人を～に Wo ) 入れる，閉じ込める，雇い入れ
る． 2VoJo～ ¯lapa `cuu人を雇い入れる．H<dIoJVo～
´konpaa `cuu 寺に入れる．?dZoWo～ `chöö la `cuu

寺に入れる．I<o>Io～ ´nakcän `cuu犯人を閉じ込
める．LNVIo;=oI=oWo～ ¯tsönkan ´nan la `cuu 牢
獄に入れる．LNVIo;=oWo～ ¯tsönkan la `cuu 牢獄
に入れる．LNVIoWo～ ¯tsön la `cuu 牢獄に入れる．
LS=oLNVIoWo～ ´sangtsön la `cuu 軟禁する．W<o
HMVo～ ´lakmaa `cuu殺人犯を収監する．ZVdLo2.Vo～
¯laptraa `cuu学校に入れる．
4．(～を～に Wo ) 推薦する． TdZo;d=Zo～ ˆöökon

>



L>b<o 151 L>dWo

`cuu 候補者に推薦する．TdZo;d=ZoWo～ ˆöökon la

`cuu 候補者に推薦する．TdZoWo～ ˆöö la `cuu 候補
者に推薦する．
5．(～に Wo )記入する． MoHcLoWo～ ˆmatep la `cuu

原本に記入する．

L>b<o 2 `cuu v. vol.
npf. pf. imp.

L>b<o L>b<o >b<o
`cuu `cuu `cuu

pres. fut. pt. imp.

[ T@b<o <8 q<o L>b<o ?b<o ]

1．＜ Vnpf (- Vbo) L>b<oの形で＞～させる． L:<oVbo
～ `kaa-ru `cuu止めさせる．<AY<oVbo～ ˆkuu-ru `cuu
待たせる．AdoVbo～ ´nyo-ru `cuu 買わせる．TLVoVbo
～ ´baa-ru `cuu怒らせる．
2．＜ Vnpf (- Vbo) L>b<o の形で＞ ～するままにす
る． T;dHoVb o～ `khöö-ru `cuu 記されているまま
にする．T;dWoVbo～ ¯khöö-ru `cuu 沸騰するままに
する．T< (WoVb o～ ¯trhüü-ru `cuu 狂うままにする．
L$ cHoVbo～ ˆcee-ru `cuu忘れさせる．S<oVbo～ ˆsaa-ru
`cuu落ちるままにする．VbWo～ ´rüü `cuu腐るまま
にする．X̀oVbo～ ¯shi-ru `cuu死なせる．

L>bIo ☞　<>bIo (p. 149)

L>bVo ☞　<>bVo 1 (p. 149)，<>bVo 2 (p. 149)

L>dMo 1 `com v. vol.
npf. pf. imp.

L>dMo L>dMo >dMo
`com `com `com

pres. fut. pt. imp.

[ T@dMZo <RdMo L>dMo ?dMo ]

1．(～が <̀Z o ～を) 襲う，略奪する，征服する，
滅ぼす，強姦する．(～に <̀Z o ) 襲われる，略奪
される，征服される，滅ぼされる． +WIoMo<`Zo～
`kumaa kää `com盗賊が襲う．H2FoLdo～ ´trao `com

敵を滅ぼす．T2)W oJ o～ ´drüüpa `com 旅人を襲
う．,@Wo;Lo～ ˆkyääkap `com 国を滅ぼす．H=bWo
;=o～ ¯ngüükan `com 銀行に押し入る．銀行強盗
する．@<oJo～ ´chakpa `com 盗賊をやっつける．
@<oJZo～ ˆchakpää `com 強盗団に強奪される．Lbo

Mdo～ ´phomo `com 娘を襲う．強姦する．M̀o=Io～
´mingän `com悪人をやっつける．M̀oO=o～ ´mitsan
`com 家を略奪する．ZcMZo>Io～ ¯semcän `com 家
畜を略奪する．
2．(腫物などを)つぶす． <\H=ZoJdo～ ¯trangko `com

腫物をつぶす．

L>dMo 2 `com v. non-vol.
npf. pf. imp.

L>dMo L>dMo –
`com `com –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(炎症などが)消える． <AIo;o～ ¯nyänka `com

炎症が消える．<AIoTLbVo～ ¯nyänpur `com 出来
物が消える．<AIoOHo～ `nyäntsää `com 炎症が消
える．
2．(お腹が)空く． <ZdWo2FdHo～ `söötröö `comお腹
が空く．

L>dWo ¯cöö v. vol.
npf. pf. imp.

L>dWo L>dWo L>dWo
¯cöö ¯cöö ¯cöö

pres. fut. pt. imp.

[ T?dWo L>dWo L>dWo ?dWo ]

1．(物などを～に Wo ) 預ける． H=bW o～ ¯ngüü

¯cöö お金を預ける｛銀行ではなく人などに預ける
こと｝．>oW<o～ `calaa ¯cöö 品物を預ける．GcLZo
)o～ ¯theptsa ¯cöö運営資金を預ける．HM̀<Zo% cIo～
¯miktän ¯cöö将来のための資金を預ける．OV=oSd<o～
`tshongsoo ¯cöö 商品を預ける．VZo<Ĥ`Wo～ ´räätrii

¯cöö風呂敷包みを預ける．
2．(子供などを～に Wo )預ける． ;?`o～ ¯khi ¯cöö犬
を預ける．Lbo～ ´phu ¯cöö 息子を預ける．LboL>dWo
;=oWo～ ´phucöö-kan la ¯cöö保育園に預ける．
3．(希望などを) 託す．当てにする． Gb<Z oVc o～
¯thuure ¯cöö 希望を託す．Kb<Zo<FHo～ `phuktää

¯cöö期待を寄せる．Kb<ZoVco～ ¯phukre ¯cöö将来の
希望を託す．M̀<oUbWo～ ¯mik’yüü ¯cöö当てにする．
Vco9KdZo～ ˆretöö ¯cöö期待する．VcoLo～ ´rewa ¯cöö希
望する．

>
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4．(～を) 依頼する，頼む，託す． ;DdM o～ ¯trhom

¯cöö露店を一時人に託す．,@Lo% cIo～ ´kyaptän ¯cöö
後ろ楯を頼む．HJ=oJdo～ ¯pangpo ¯cöö証人を依頼
する．

L>dZo `cöö v. vol.
npf. pf. imp.

L>dZo L>dZo L>dZo
`cöö `cöö `cöö

pres. fut. pt. imp.

[ T?dZo L>dZo L>dZo ?dZo ]

治療する． IHoVdo～ ´nääro `cöö 余病を治療する．
0<̂ZoIHo～ `chuknää `cöö家畜の病気を治療する．

9C<o `caa v. non-vol.
npf. pf. imp.

9C<o 9C<o –
`caa `caa –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)速い．

9CcLo `cep v. vol.

npf. pf. imp.

9CcLo 9CcLZo 9CcLZo
`cep `cep `cep

pres. fut. pt. imp.

[ 9CcLo 9CcLo 9CcLZo 9CcLZo ]

(虫，人などが)自殺行為をする｛水中，火中などに飛
び込む，または高所から飛び降りるなどして｝． McT`o
I=oWo～ ´mee ´nan la `cep 火中に落ちて死ぬ．V=o
ZDd<o～ ˆrangsoo `cep投身自殺する．

9CcLZo ☞　 9CcLo (p. 152)

9Cd<Zo `coo v. non-vol.
npf. pf. imp.

9Cd<Zo 9Cd<Zo –
`coo `coo –

pres. fut. pt. imp.

[ 9Cd<Zo 9Cd<Zo 9Cd<Zo – ]

暇ができる．余裕がある．余地がある．暇が作れ
る． ～<I=o `coo ¯nan 暇ができる．暇が作れる．
WZo:o～ ´lääka `coo仕事をする暇ができる．～;<o
Jdo `coo ¯khako暇ができにくい．

>
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z?k
?<o `chaa v. non-vol.

npf. pf. imp.

?<o ?<o –
`chaa `chaa –

pres. fut. pt. imp.

[ ?<o ?<o ?<o – ]

1．(～が) 割れる，欠ける． H:VoUdW o～ ¯kayöö

`chaa茶碗が割れる．;d<o9K`Vo～ ¯khootii `chaa土瓶
が割れる．土瓶が欠ける．;d<oMo～ ¯khooma `chaa

土鍋が割れる．;DoXcWo～ ¯trhashee `chaa窓ガラスが
割れる．<Ad o=o～ ´konga `chaa 卵が割れる．XcWoHMo
～ `sheetam `chaa瓶が割れる．
2．(～が) 折れる． !=oJo～ ¯kangpa `chaa 足が折
れる．;Lo～ `khap `chaa 針が折れる．2F` o～ ´trhi

`chaa 刀が折れる．<NoVbZo～ `narüü `chaa 鼻の骨
が折れる．)TLoMo～ `tsingmaa `chaa肋骨が折れる．
VbZo;d<o～ `rukoo `chaa骨が折れる．W<oJo～ ´lakpa
`chaa手が折れる．Zdo～ ¯so `chaa歯が折れる．
3．(眠りが) 妨げられる． <ÀH oGcLZ o～ `nyiitip

`chaa眠りが妨げられる．
4．(～が)少なくなる，減る． ?VoRdHo～ `charshuu

`chaa雨量が少なくなる．AcIo;o～ ´nyänka `chaa危
険が少なくなる．GdIoTLLo～ `thönpap `chaa 収量
が減る．TKVo)o～ ¯phartsa `chaa 脈拍数が少なく
なる．TLLo<Ad o～ ´bapko `chaa 収入が少なくなる．
<N=oJdo～ ¯tsangko `chaa 大河の水が少なくなる．
Ud=oTLLo～ ˆyongpap `chaa収入が少なくなる．<Ubo
MOVo～ ¯yumtso `chaaヤムドー湖の水かさが減る．
5．(～が) 衰える，なくなる． =Vo～ ´ngar `chaa

(暑気，寒気などの気候の) 厳しさが衰える．=Vo～
´ngar `chaa いきり立つ気持ちがなくなる．<KdLZo
T1>dVo～ ¯tomcoo `chaa財力が衰える．TGLoZcMZo～
`thapsem `chaa戦意が衰える．7 qZo<KdLZo～ ˆnüütop
`chaa 能力が衰える．TKcWo<KdLZo～ `pheetop `chaa

増殖力が衰える．HL=oG=o～ ¯ongtan `chaa 権勢が
衰える．HM<o9q<Zo～ `makshuu `chaa 武力が衰え
る．ZcMZo9q<Zo～ `semshuu `chaa意欲がなくなる．

気力が衰える．
6．(～の力が) 落ちる．(商売などが) 落ち目にな
る． <?Yo OV= o～ ¯kutson `chaa 商売が落ち目にな
る．=Vo～ ´ngar `chaa切れ味が落ちる．<KdLZo9q<Zo
～ `topshuu `chaa 力量が落ちる．7 qZoJo～ ´nüpa

`chaa 効力が落ちる．7 qZo9q<Zo～ ˆnüüshuu `chaa

能力が落ちる．KdoHIdHo～ `photröö `chaa消化力が落
ちる．M̀<o9q<Zo～ `mikshuu `chaa 視力が落ちる．
Mco9q<Zo～ ˆmeshuu `chaa火力が落ちる．TdHoMH=Zo
～ ˆöntan `chaa 色艶が落ちる．V`M oJ o～ ´rimpa

`chaa等級が落ちる．
7．(税などが) 軽減される，下がる． ;DWo～ ¯trhää

`chaa 租税が軽減される．税金が下がる．OV=o;DWo
～ ¯tshongträä `chaa商取り引き税が安くなる．Sd<o
;DWo～ ´sokträä `chaa 物品税が下がる．関税が下
がる．
8．(値段，金額が) 下がる，安くなる． <\@cH o: o～
¯kyeka `chaa利子が下がる．<d=o～ ´khon `chaa値
段が下がる．<d=oOHo～ ˆkhontsää `chaa 値段が下
がる．2VoKd<Zo～ `lapoo `chaa 給料が下がる．@o
<d=o～ ´chakon `chaa 茶の値段が下がる．Sd<o<d=o～
´sookon `chaa物価が下がる．
9．(熱，温度が) 下がる． M;D`Z oOH o～ `trhiitsää

`chaa 胆嚢炎による熱が下がる．M?̀I o OH o～
`chimtsää `chaa 肝炎の熱が下がる．HIdH o OH o～
ˆtrhöötsää `chaa 温度が下がる．OoLo～ ¯tshawa

`chaa熱が下がる．
10．(順位が) 下がる． \=o<̀o～ ¯angki `chaa 順位
が下がる．\=o2F=Zo～ `angtran `chaa 順位が下が
る．\=oOHo～ `angtsää `chaa順位が下がる．
11．(むくみが)引く． <\H=Zo<QdZo～ `trangpöö `chaa
むくみが引く．
12．(自信が) 打ち砕かれる． R dLZ o J o～ ¯popa

`chaa 尊大な気持ちが打ち砕かれる．R dLZ oZcMZo
～ `popsem `chaa 尊大な気持ちが打ち砕かれ
る．誇り高い気持ちが打ち砕かれる．*T<oAMZo～
ˆtsingnyam `chaa威厳が打ち砕かれる．
13．(責任感に) 欠ける． ;bV oZcMZ o～ `khursem

`chaa責任感に欠ける．
14．(借金を返すのが) 遅れる． I= o LbI o ～

?
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´nangpün `chaa仲間内の借金を返すのが遅れる．

?<Zo `chaa v. non-vol.
npf. pf. imp.

?<Zo ?<Zo –
`chaa `chaa –

pres. fut. pt. imp.

[ ?<Zo ?<Zo ?<Zo – ]

1．(～に) なる． 2Vc=o<R`o～ ¯linshi `chaa 話題にな
る．H<ToJdo～ ´kapo `chaa 好きになる．,@<ZoJo～
´kyakpa `chaa 太る．,@LoT<Wo～ ´kyamkää `chaa

不仲になる．, !o+@cIo～ ´kyukyen `chaa 原因になる．
G=oG=o～ ¯thantan `chaa 丈夫になる．TGbZoXdVo～
¯thüüshoo `chaa滞る．I<o;b=o～ ´naakun `chaa暗
闇になる．<IHoHdIo～ ¯näätön `chaa 重要な問題に
なる．R doLdo～ ¯poo `chaaおじいさんになる．老人に
なる．Ld=oLbo～ ´phungku `chaa文無しになる．Mb<o
<\@dIo～ ´mukkyön `chaa飢饉になる．
2．(～の職に) 就く．(～の役割に) なる． < (=o8 q oMo
～ ¯trhungshu-ma `chaa 接待婦になる．T<do;D`Ho～
ˆgutrii `chaa 指導者になる．T<doJo～ ´gopa `chaa

現場監督になる．LDd oJo～ ´trhopa `chaa 踊り手にな
る．M̀o<\@o～ ´mikya `chaa 俗人になる．)VMo<Ĥ`<oJo
～ `tsumtrii-pa `chaa編集者になる．S=ZoLSdoLo～
ˆsangsoo `chaa銅細工師になる．Wb<ZoJo～ ´lukpa

`chaa 鋳造職人になる．\oIc o～ ¯ani `chaa 尼僧に
なる．
3．(～に Wo ) 執着する，執心する．(～の気持ちを)
抱く． ;d<oIHo～ `khoknää `chaa 怨みを持つ．, ! o
IdVoWo～ ´kyunoo la `chaa 財貨に執着する．R dLZo
ZcMZo～ `popsem `chaa 尊大な気持ちになる．誇り
高い気持ちになる．L)UoZcMZo～ `tsesem `chaa慈悲
心を抱く．ZcMZoT!=dHo～ `semkyöö `chaa後悔する．
ZcMZo=Io～ ¯semngän `chaa 悪心を抱く．ZcMZo～
`sem `chaa執着する．執心する．好きになる．惚れ
る．心が強く引かれる．心が奪われる．ZcMZo<ÀZo
～ ¯semnyii `chaa二心を抱く．ZcMZo<MY<o～ `semtuu
`chaa苦しみを抱く．ZcMZoIHo～ `semnää `chaa悩
みを抱く．
4．定着する．定住する． <R`Zo～ ˆshii `chaa 定住
する．<R`Zo?<Zo～ ˆshiicaa `chaa定着する．LZMo

ObWo～ ¯samtsüü `chaa見解が定着する．
5．(関係が)できる．(～の関係に)なる． MGbIoTLDcWo
～ ¯thüntree `chaa 友好関係になる．MIToTLDcWo～
¯nantree `chaa 同盟関係になる．TLDcWoLo～ ´drewa

`chaa 関係ができる．関係が生ずる．OV=oTLDcW o～
¯tshongtree `chaa取り引き関係になる．Sb=oTLDcWo～
´sungtree `chaa提携関係になる．
6．(～する習慣に)なる．(～が)できる． <dMZoZDdWo
～ ´khomsöö `chaa慣習になる．HVoZDdWo～ ´tharsöö
`chaa 風俗になる．WMoZDdWo～ ´lamsöö `chaa 制度
が出来上がる．習慣になる．Wb<ZoZDdW o～ ´loksöö

`chaa 習慣になる．ZDdWo, !Io～ ¯söökyün `chaa 習俗
になる．ZDdWo～ ¯söö `chaa習慣になる．
7．(露などが) 付く．(かび，すすなどが) 付く． ?bo
HIc< o～ `chutraa `chaa 水垢が付着する．6 q o HIc< o～
ˆthutraa `chaaすすが付く．6 qoVWo～ ´thurää `chaa

すすが付着する．LRToOIo～ ´shatsän `chaa湿気が
付く．S=Zo<UTo～ ´sangya `chaa緑青が付く．S`Wo
Jo～ ´siipa `chaa露が付く．[MoRYo～ ¯hampu `chaa
かびが付く．
8．(出来物，傷などが) できる． <\HIo～ ¯trän `chaa

腫瘍ができる．[oẀ=o～ `malin `chaa大きな出来物
ができる．[o9qWo～ ¯mashüü `chaa 傷跡ができる．
0W<oG`<o～ `muktii `chaaあざができる．
9．(借金が) できる． LboWdIo～ ´pholön `chaa 借金
ができる．
10．(建造物，道，集団などが) できる． 2. o
O= o～ ´trhatsan `chaa 僧院ができる．2Fd< o O= o
～ ´trhootsan `chaa 蟻の巣ができる．2Fd= o OVo～
´trhongtso `chaa部落ができる．WMo:o～ ˆlangkaa

`chaa道ができる．
11．(チーズやバターなどが) できる． HV oL o～
´thara `chaa バターミルクができる．バターミル
クになる．0V̂o<?Mo～ ¯chukom `chaa 干しチーズに
なる．干しチーズができる．
12．(氷，膜などが) 張る． T;?<ZoJo～ `kyhakpaa

`chaa 氷が張る．HVo;o～ ´tharka `chaa 氷が張る．
\H`ZoMo～ ¯pima `chaaミルクの皮膜が張る．
13．(子供が) できる．妊娠する． Jb o2q o～ ¯puku

`chaa子供ができる．妊娠する．

?
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14．(～の季節に)なる． H1>Vo;o～ ¯yaaka `chaa夏
になる．

?Ho ☞　T?Ho 1 (p. 158)

?`=Zo ☞　L>̀=o (p. 150)

?`LZo ☞　T?̀Lo (p. 160)

?b<o 1 `chuu v. non-vol.
npf. pf. imp.

?b<o ?b<o –
`chuu `chuu –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

見分けがつく． =do%<Zo～ ˆngotaa `chuu 見分けが
つく．

?b<o 2 ☞　L>b<o 1 (p. 150)，L>b<o 2 (p. 151)

?b=o ¯chun v. non-vol.
npf. pf. imp.

?b=o ?b=o –
¯chun `chun –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が) 小さい． ～Vb o<F=o ¯chun-ru ¯tan 小さく
する．

?bHo `chüü v. non-vol.
npf. pf. imp.

?bHo ?bHo –
`chüü `chüü –

pres. fut. pt. imp.

[ ?bHo ?bHo ?bHo – ]

1．(もとのさやに)納まる． ZdVo～ ¯sor `chüü原状
に戻る．
2．理解する． ;d=Zo6 qo～ `khon-tu `chüü理解する．

?bIo ☞　<>bIo (p. 149)

?bLo `chup v. non-vol.
npf. pf. imp.

?bLo ?bLo –
`chup `chup –

pres. fut. pt. imp.

[ ?bLo ?bLo ?bLo – ]

理解する． Gb<ZoR`Lo～ `thushii `chup 検査して理
解する．

?bVo 1 ¯chuu v. non-vol.
npf. pf. imp.

?bVo ?bVo –
¯chuu ¯chuu –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が～に Wo ) 収まる，入る． +@WoJT` oI=oW o～
¯kyääpää ´nan la ¯chuu革袋の中に収まる．<AMoI=o
Wo～ ´kam ´nan la ¯chuu箱の中に収まる．>oW<o～
`calaa ¯chuu品物が収まる．@oHMoI=oWo～ ´chatam

´nan la ¯chuu魔法瓶の中に収まる．

?bVo 2 ☞　<>bVo 1 (p. 149)

?co ¯che v. non-vol.
npf. pf. imp.

?co ?co –
¯che ¯che –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が) 大きい． ～HI<Zo ¯che ˆtrhaa 大き過ぎる．
～Vb oT2Fd o ¯che-ru ´dro だんだん大きくなる．～Vb o
<F=o ¯che-ru ¯tan 大きくする．HL=oXcHo～Vb oT2Fd o
`ongshee ¯che-ru ´dro 権力が強くなる．～XdZ o
¯cheshöö 最も大きい．<IHo～Zo `nää ¯chesa 重要
な点．M̀<o,@=o～No9KoH<dZn `mii ´kyan-tse ¯ta ˆkoo.
「もう少し視野を広くする必要がある」

?cZo 1 `chee v. non-vol.
npf. pf. imp.

?cZo ?cZo –
`chee `chee –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)多過ぎる，大き過ぎる． ～HI<Zo `chee ˆtrhaa
大き過ぎる．Oxo～ ¯tsha `chee塩が多過ぎる．

?cZo 2 `chee v. non-vol.

?
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npf. pf. imp.

?cZo ?cZo –
`chee `chee –

pres. fut. pt. imp.

[ ?cZo ?cZo ?cZo – ]

信頼する．信用する． ÙHo～ ˆyii `chee 信頼する．
信用する．

?d<o 1 `choo v. non-vol.
npf. pf. imp.

?d<o ?d<o –
`choo `choo –

pres. fut. pt. imp.

[ ?d<o ?d<o ?d<o – ]

1．＜ Vpf (vol) / Vnpf (vol) + ?d<o<̀oVcHoの形で＞～
してよい．～することができる (許可)．～すればよ
い． 2VdHo～ `löö `choo放してよい．放せばよい．放
すことができる．=bo～ ¯ngu `choo 泣いてよい．泣
けばよい．=bZo～ ˆngüü `choo泣いてよい．泣けば
よい．Ado～ ´nyo `choo買ってよい．買えばよい．買
うことができる．AdZo～ ˆnyöö `choo 買ってよい．
買えばよい．買うことができる．L<MHo～ ˆtää `choo
座ってよい．座ればよい．座ることができる．TPbWo
～ ´dzüü `choo入ってよい．入ればよい．入ること
ができる．ZoWoL<MHo1>Zo9ZoMdVo9KHoMdoL9KZo～<̀oVcHn ¯sa
la ˆtää cää ¯hlamoo ¯täämo `tää ¯chooki ˆree.「地
面に座って歌舞劇を鑑賞しても構いません」
2．＜ Vpf (vol) / Vnpf (vol) + ?d<o<̀oMoVcHo の形で
＞ ～してはいけない｛禁止｝． M̀oZbo<>̀<oWoWLo～
<̀oMoVcHn ´mi ¯su `cii la ˆlap ¯chooki ˆmaree.「誰
にもしゃべってはいけない」Wdo<ZVoOUZoJo<>̀<oWo
<Ho,@Lo～<̀oMoVcHn ´losaa ¯tshepa `cii la ˆkhää ˆkyap
¯chooki ˆmaree.「元旦には掃除をしてはいけない」
3．＜=Zo + Vpf (vol) / Vnpf (vol) + ?d<oの形で＞私
が～しましょう． =Zo0>`Io～n ˆngää `chin choo.「私
が行きましょう」=Zo1>Zo～n ˆngää ˆchää choo.「私
がやりましょう」
4．＜ Vpf + ?d<oJo>̀<o の形で＞ ～させてください．
KcLZoLZbo8 q o<<oL>Vo～Jo>̀< ¯phepsu ˆshukaa ¯caa
¯cho-ka cii.「お迎えに参ります．お迎えに上がらせ
てください」

?d<o 2 ☞　<><o 1 (p. 147)

?d<Zo ☞　<><o 2 (p. 147)

?d=Zo ☞　T?=o 1 (p. 158)

?dHo 1 `chöö v. non-vol.
npf. pf. imp.

?dHo ?dHo –
`chöö `chöö –

pres. fut. pt. imp.

[ ?dHo ?dHo ?dHo – ]

1．(～が) 切れる，絶たれる． ;d oG< o～ `khotaa

`chöö 諦めざるを得なくなる．望みが絶たれる．?bo
G<o～ `chutaa `chöö 放水がなくなる．水切れにな
る．N<o～ `tsaa `chöö バターや油に含まれた水分
が蒸発する．水分がとんで油のはねる音がしなく
なる．VcoG<o～ ˆretaa `chöö 望みの糸が切れる．絶
望する．ZcMZoG<o～ `semtaa `chöö 未練が断ち切
れる．
2．決まる． G<o～ `thaa `chöö 決まる．HdI oH<o
～ ˆthöntaa `chöö 事が決まる．V=oG<o～ ˆrangtaa

`chöö決まる．
3．分かる．見分けがつく．区別がつく． <?Ho=d o
～ ¯käängo `chöö 声が聞き分けられる．<\@o =d o～
¯kyango `chöö 視力が弱くて物がやっと識別でき
る．感覚が育ってきてやっと物が識別できるように
なる｛赤ん坊について｝．H2Fo<AcIoH1>coLo～ ´tranyen

¯yää `chöö敵味方の区別がつく．=do%<Zo～ ˆngotaa
`chöö 見分けがつく．AMZo～ ˆnyam `chöö 違いが
分かる．'MoH1>cVo～ ¯namyee `chöö 差がはっきり
つく．H1>c oLo～ ¯yää `chöö 区別がつく．ZoAMZo～
`sanyam `chöö 土地の価値が分かる．RVo<d<o<̀Zo
<\@o=do～GbLo<̀oUd<oMoVcHn ˆsharkoo ki ¯kyango `chöö
¯thuuki ˆyoo ˆmaree.「目が悪くて成長ぶりが分か
らない」
4．判明する．見つかる．明らかになる． Hd<Zo～
ˆthoo `chöö疑いが晴れる．L&VoXo～ ´tarsha `chöö
吟味して判明する．Kb<Zo)o～ ¯phuktsa `chöö核心
が判明する．Kb<Zo)Ho～ `phuktsää `chöö核心の探
求をして判明する．)Ho～ `tsää `chöö捜索して見つ
かる．R`Lo)Ho～ ˆshiptsää `chööつぶさに調べて分

?
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かる．
5．差がつく． IMoTK=o～ ˆnampan `chöö 大空高
く飛べる．大差がつく．Ub<o～ ˆyuk `chöö 大差が
つく．
6．(終わりに) なる． 2FdZ o MOMZ o～ ˆtrhöntsam

`chöö協議が終わる．LNZoMo～ ¯tsääma `chöö刈り
入れが済む．
7．(～に) なる． <?Ho2F<Zo～ `käätraa `chöö 有名
になる．評判になる．名声が確立する．)TZo<d o～
¯tsiiku `chöö員数に入れてもらえる．
8．＜名詞語幹 - G<o?dHo の形で＞ ～が決着する．
～のけりがつく． <d=oG<o～ ˆkhongtaa `chöö 値
段が決まる．2FdZ o G< o～ ˆtrhöötaa `chöö 相談し
て結論が出る．LVd o G< o～ `lotaa `chöö 決意する．
HM<oG<o～ `maktaa `chöö 戦争が終結する．OT<o
G<o～ `tshiktaa `chöö 決断が下される．OV=oG<o～
`tshongtaa `chöö売値が決定する．商売が中止にな
る．X̀oG<o～ `shitaa `chööもう死ぬことがない．
9．＜ Vnpf - G<o?dHo の形で＞ 非常に～である．非
常に～になる． H<ToG<o～ ˆkataa `chöö 非常に喜
ぶ．9KHoMdo?coG<o～ ¯täämo `chetaa `chööあまりに面
白い．HMVoG<o～ `martaa `chöö (夕陽などが)真っ
赤になる．
10．＜ Vnpf - G<o?dHo の形で＞ すっかり～になる．
まさに～である．非常に～になる． ?=oZo,@LoVIo
G<o～ ¯chansa ˆkyap ˆräntaa `chöö まさに結婚適
齢期になる．ZcMZoXdVoG<o～ `sem `shootaa `chöö

すっかり心を奪われる．すっかり惚れ込む．[=oZ=o
G<o～ ¯han `santaa `chöö非常に驚く．

?dHo 2 ☞　<>Ho (p. 147)

?dMo ☞　L>dMo 1 (p. 151)

?dWo ☞　L>dWo (p. 151)

?dZo ☞　L>dZo (p. 152)

M?cHo `chep v. non-vol.
npf. pf. imp.

M?cHo M?cHo –
`chep `chep –

pres. fut. pt. imp.

[ M?cHo M?cHo M?cHo – ]

(～が) 広がる． ～Ud=o `chep ˆyon 広がってくる．
6 q<o, !Io～ ´thukkyün `chep 害毒が広まる．IoOo～
´natsa `chep 病気が広がる．IHoUMZo～ ˆnääyam

`chep 伝染病が広がる．<NYMo～ ¯num `chep 油が広
がる．Mco～ ´me `chep 火が燃え広がる．[o～ ¯ma

`chep傷が広がる．

M?d=o `chom v. vol.
npf. pf. imp.

M?d=o M?d=Zo M?d=Zo
`chom `chom `chom

pres. fut. pt. imp.

[ M?d=o M?d=o M?d=Zo M?d=Zo ]

(～が) 跳ぶ，飛びかかる．(～に Wo ) 飛び込む．(～
から IZo ) 飛び降りる． <>̀<o～ `cik `chom ぱっ
と跳ぶ．?bT`oI=oWo～ ¯chüü ´nan la `chom 水の中
に飛び込む．M?d=oVT` oI=oWo～ ¯chomrää ´nan la

`chom幅跳びの競技場で跳ぶ．<K<o～ `taa `chom虎
が飛びかかる．Gd<o;T`o<A=oIZo～ ¯thookää ˆkan nää

`chom屋上から飛び降りる．McT`oI=oWo～ ´mee ´nan
la `chom火の中に飛び込む．

M?d=Zo ☞　M?d=o (p. 157)

M?dHo `chöö v. vol. hon.
npf. pf. imp.

M?dHo M?dHo M?dHo
`chöö `chöö `chöö

pres. fut. pt. imp.

[ M?dHo M?dHo M?dHo M?dHo ]

non-hon.　☞　<dIo 1 (p. 109)，TGb=o (p. 196)，So
1 (p. 300)

1．(～を) 食べる，飲む．(薬を) 服用する．(タバコ
を)吸う． H:VoSZo～ `karsää `chöö肉類の入って
いない食べ物を食べる．<?dWo9MIo～ ¯köntän `chöö

甘酒を飲む．;oSZo～ `khapsää `chöö カプセーを
食べる．;b oLo～ ¯khoo `chöö スープを飲む．< (Z o
?b o～ ¯trhüücu `chöö 沐浴の水を飲む．T;?<ZoX o
～ ¯kyhaksha `chöö 凍った肉を食べる．2F=oOWo
～ ´trhangtsää `chöö 冷菜を食べる．?Lo～ `chap

?
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`chöö 水を飲む．～2)Lo `chöö ˆtrhup 食べ終える．
<RIo～ ¯män `chöö 薬を飲む．Rd<Zo@ o～ ´shooca

`chöö朝茶を飲む．LRcZoG<o～ ˆsheetaa `chööタバ
コを飲む．LRcZoL<o～ ˆsheepaa `chöö パンを食べ
る．X=ZoGo～ `shangtaa `chöö嗅ぎタバコを吸う．
<ZdWo1)Mo～ `söötrum `chöö肉を食べる．
2．(～を) 身に着ける，着る，被る，履く．(飾りを)
つける．(寝具を) 掛ける． :MoJ"oẀo～ ¯kampaa-li

`chöö 毛布を掛ける．<?Yo,@Io～ ¯kukyän `chöö 飾
りを着ける．<?c oH1F`Zo～ `ketrii `chöö マフラーを掛
ける．;o<dIo～ ¯khakön `chöö 外套を着る．T;DLo
?Z o～ `trhapcää `chöö 舞台衣装を着ける．<dZ o
Gb=o～ ´khutun `chöö ズボンをはく．M2qW oHVo～
´güütaa `chöö カターを身につける．M2qW oTKDc= o
～ ´güütran `chöö (首に) 数珠を掛ける．M<d oVZo
～ ˆgorää `chöö 仕事をするときに頭を布で覆う．
<Ĥd< o <6 qL o～ ˆtrootun `chöö 腕輪をはめる．?dZ o
<dZo～ `chöököö `chöö 法衣を着る．RLZo0><Zo～
ˆshapcaa `chöö靴を履く．
3．(～を) 供養する，祀る．(～に Wo / ø ) お供えを
する． 9Zo～ ¯hla `chöö 神を供養する．神にお供え
をする．神を祀る．
4．(儲けを) 取る．(利益を) 得る． <?Yo;c o～ ¯kuke

`chöö 儲けを取る．;coLS=o～ ¯khepsan `chöö利益
を得る．

T?<o ☞　<><o 2 (p. 147)

T?<Zo ☞　LX<o (p. 339)

T?=o 1 `chan, `can v. vol.
npf. pf. imp.

T?=o, L>=o T?=Zo, L>=Zo ?d=Zo, T?=Zo
`chan, `can `chan, `can `chon, `chan

pres. fut. pt. imp.

[ T?=o L>=o L>=Zo ?d=Zo ]

1．(～を)握る，つかむ，持つ． 2F`oM<doL>=o ´trhinko
`can刀の柄を握る．
2．(～に Wo手を)触れる，(～に Wo手で)触る． W<o
Jo<oZo<oWo～ ´lakpa ´khasa ´kha la `chanあらゆる
所に触る．W<oJo～ ´lakpa `chan手で触れる．
3．取っ組み合いをする．つかみ合いをする． \Lo

F=o～ ¯aptan `chan取っ組み合う．
4．思う．思いを抱く． T;dIoTPTIoL>=o ¯khöntsin
`can 怨みを持つ．<M=oZcMZoL>=o ˆtangsem `can 恨
みを持つ．<I<oZcMZoL>=o `naksem `can 意地悪い
心を抱く．<IdHoZcMZoL>=o `nöösem `can 悪意を持
つ．L'LoZcMZoL>=o `napsem `can貪欲な心を持つ．
KIoZcMZoL>=o `phänsem `can 他人のために役立
ちたいという気持ちを持つ．Kb<ZoVcoL>=o ¯phukre
`can将来の希望を持つ．Vco=IoL>=o ´rengän `can人
に災いあれと思う邪な願望を持ち続ける．[MoZcMZo
L>=o `hamsem `can厚かましい気持ちを持つ．
5．(心に Wo )留める． ZcMZoWoL>=o `sem la `can心
に留める．

T?=o 2 `chan v. vol.
npf. pf. imp.

T?=o T?=o T?=o
`chan `chan `chan

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(犬などが <̀Zo / ø )吠える． ;?`o～ ¯khi `chan犬が吠
える．;?`Zo～ `khii `chan犬が吠える．

T?=Zo ☞　T?=o 1 (p. 158)

T?Ho 1 `chää v. non-vol.
npf. pf. imp.

T?Ho ?Ho –
`chää `chää –

pres. fut. pt. imp.

[ T?Ho T?Ho ?Ho – ]

1．(糸，紐などが) 切れる．(電話が) 切れる． 2Vd<o
<?YH o～ `looküü `chää 電線が切れる．, !Z o J o～
´kyüpa `chää 腱が切れる．G<oJo～ ¯thakpa `chää

紐が切れる．1>oTK̀Vo～ ´chapii `chää 相手方の凧の
糸が切れる．RWoJVo～ ´shääpaa `chää電話が切れ
る．<8 q<o2qo～ ´shuku `chää尻尾が切れる．
2．(～が)なくなる，切れる． H=bWo～ ¯ngüü `chää

お金がなくなる．TKDdZo～ `trhöö `chää 残り物がな
くなる．Oxo～ ¯tsha `chää 塩が切れる．LRcZoG<o～
ˆsheetaa `chääタバコが切れる．タバコがなくなる．
W<oH=bWo～ ´laangüü `chää小遣い銭が切れる．W<o
<Nc o～ ´laane `chää 小遣い銭が切れる．旅費がなく

?
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なる．
3．(関係が)切れる． 0>` oTLDcWo～ ¯chintree `chää 外
交関係が断たれる．TLDcWoG<o～ ˆdreetaa `chää 関
係が断たれる．関係が切れる．TLDcW oLo～ ´drewa

`chää 関係が切れる．付き合いがなくなる．TLDcWo
MOMZo～ ˆdrentsam `chää 絶交状態になる．<8 q=o
TLDcWo～ ´shungtree `chää公の関係が切れる．
4．(声や音が)切れる． <?Ho～ `kää `chää声が長く
続かない．声が切れてしまう．(テープレコーダー，
ラジオなどの)音が出なくなる．
5．(～が) 中断する． T< (<oMOMZo～ `trhungtsam

`chää 争いが中断する．LVoMOMZo～ ˆphantsam

`chää 中断される．MOMZo～ `tsham `chää 跡絶え
る．TPVo～ ´dzar `chää 跡絶える．WZoMOMZo～
ˆläntsam `chää仕事が中断される．
6．(家系，伝統などが) 跡絶える． T;D`H o, !I o～
¯trhiikyün `chää 教授法の伝統が跡絶える．, !HoJo
～ ´kyupa `chää 家系が絶える．, !Ho) o～ ´kyutsa

`chää 子孫が絶える．, !H oTPTIo～ ´kyüntsin `chää

世襲が跡絶える．<6 q=o,!Ho～ ˆtungkyüü `chää 子
孫が絶える．Mo, !Ho～ ˆmakyüü `chää 母方の血筋
が絶える．M̀o, !Ho～ ˆmikyüü `chää 血筋が絶える．
V`<Zo,!Ho～ ˆrikkyüü `chää 種族が絶える．W<o, !Io
～ ´lakkyün `chää技術の伝承が跡絶える．LXHo, !Io
～ ¯shääkyün `chää口伝が跡絶える．
7．(支払いなどが)滞る．(給料などが)欠配になる．
<\@cHo:o～ ¯kyeka `chää利子の支払いが滞る．2VoKd<Zo
～ `lapoo `chää 給料が滞る．Kd<Zo～ `phoo `chää

給料が欠配になる．LSdo2Vo～ ´sola `chää工賃が欠配
になる．V`IoTLLo～ ˆrinpap `chää 代金の支払いが
滞る．XoV`Io～ ¯sharin `chää肉の代金の支払いが滞
る．肉の代金がなくなる．ZVdLoUdIo～ ¯lopyön `chää

授業料が滞納になる．
8．(～に) 不足分が出る．(～が) 欠けている． ;DWo
～ ¯trhää `chää 納税に不足分が出る．;DW oTLL o
～ `trhänpap `chää 税額に不足が出る．M̀= oGd o～
´mingto `chää名簿から漏れる．
9．(雨などが) 止む． <=Zo～ ˆkhan `chää 雪が止
む．<=ZoMo?Vo～ ´khangma-caa `chääみぞれが止
む．?VoJo～ ¯chaapa `chää雨が止む．

10．(～が) 欠席する． ZVdLo<k@d=o～ `lopcon `chää 授
業に欠席する．
11．(望み，希望などが) 断たれる．絶望する． :do
G<o～ `kotaa `chääとも綱が切れる．望みが断たれ
る．Ud=oG<o～ ˆyongtaa `chääもう来られなくなる．
VcoG<o～ ˆretaa `chää望みの糸が切れる．絶望する．
ZcMZoG<o～ `semtaa `chää未練が断ち切れる．
12．(欠陥が) 生じる． HL=oJdo～ ¯ongpo `chää 感
覚器官に欠陥が生ずる．
13．疲れる． <?YoG=o～ ¯kutan `chää疲れる．G=o～
¯than `chää 疲れる．(HoHco～ ˆpää-ti `chää すっか
り疲れる．
14．(水や電気などが) 止まる，断たれる．(息が)
止まる． ;oOT<o2F<oWd= oMcH oJVoHLb<Zo～ `khatsii

´trhaalon ˆmää-paa `uu `chää口をきく暇もなく事
切れる．息が絶える．2Vd<o～ `loo `chää 停電する．
, !Io～ ´kyün `chää流れが絶える．?bo～ ¯chu `chää

断水する．?boG`<Zo～ `chutii `chää 水滴が止まる．
LVo) o～ ¯latsa `chää 命脈が切れる．HLb<Zo～ `uu

`chää息が絶える．お金がなくなる．
15．閉経になる． <?Yo;D<o～ `kutraa `chää閉経にな
る．<?cHoJo～ ¯kepa `chää 月経が止まる．閉経にな
る．;D<o～ `trhaa `chää 血が止まる．閉経する．SVo
MOIo～ ´datsän `chää月経がなくなる．
16．びっくりする． LVo～ ¯la `chää 肝をつぶす．
びっくり仰天する．

T?Ho 2 ☞　LXHo 1 (p. 340)

T?MZo `cham v. non-vol.
npf. pf. imp.

T?MZo T?MZo –
`cham `cham –

pres. fut. pt. imp.

[ T?MZo T?MZo T?MZo – ]

1．(～が) 仲睦まじい． ;do<ÀZo～ `khunyii `cham

彼等二人は仲睦まじい．RYIo<\@o～ `pinkyaa `chamき
ょうだいが仲睦まじい．LSToO=o～ ´satsan `cham

夫婦仲が良い．
2．(意見，話し合いなどが) 一致する，まとまる．
;o～ ¯kha `cham 意見が一致する．2FdZ o～ ˆtrhöö

`cham相談して意見がまとまる．

?



T?Vo 160 T?dZo

T?Vo 1 ¯chaa v. non-vol.
npf. pf. imp.

T?Vo T?Vo –
¯chaa ¯chaa –

pres. fut. pt. imp.

[ T?Vo T?Vo XVo – ]

(～が) 現れる，発生する． <Ĥo 9Z= o 9Z= o～ ´tra

¯hlanglan ¯chaa音がはっきり聞こえる．

T?Vo 2 ☞　XVo 1 (p. 332)

T?Wo ¯chää v. non-vol.
npf. pf. imp.

T?Wo T?Wo –
¯chää ¯chää –

pres. fut. pt. imp.

[ T?Wo T?Wo T?Wo – ]

(～が) 駄目になる，乱れる，めちゃくちゃになる．
Jb o2q o～ ¯puku ¯chää 子供が悪くなる．\@dH oWMo～
¯cöölam ¯chää 素行が悪くなる．Lb oMd o～ ´phomo

¯chää 娘が悪くなる．M̀o～ ´mi ¯chää 人間が悪くな
る．ZcMZo～ `sem ¯chää気が変になる．

T?`o ☞　X̀o 1 (p. 333)

T?`=o ☞　L>̀=o (p. 150)

T?`Lo `chip v. vol. hon.
npf. pf. imp.

T?̀Lo T?̀LZo ?̀LZo
`chip `chip `chip

pres. fut. pt. imp.

[ T?̀Lo L>̀Lo L>̀LZo ?̀LZo ]

non-hon.　☞　RdIo (p. 292)
(馬に)乗る． ?̀LZoJo～ ¯chikpa `chip馬に乗る．

T?`LZo ☞　T?̀Lo (p. 160)

T?b<o ☞　T0<̂o (p. 242)

T?b<Zo ☞　T0<̂o (p. 242)

T?bZo `chüü v. non-vol.
npf. pf. imp.

T?bZo T?bZo –
`chüü `chüü –

pres. fut. pt. imp.

[ T?bZo T?bZo T?bZo – ]

1．(～が) ねじれる，ずれる．(～を) くじく，捻挫
する．(腰を) ひねって痛める． !=oJo～ ¯kangpa

`chüü 足がねじれる．!=oOT<Zo～ `kangtsii `chüü

足首を捻挫する．足首がつれる．<?cH oJ o～ ¯kepa

`chüü 腰がねじれる．腰をひねって痛める．M;Wo
)o～ ¯khäätsa `chüü 腎臓につながっている血管が
ねじれる．M@`=oJo～ ´jingpa `chüü首の筋がねじれ
る．M̀<o～ `mii `chüü二重まぶたになる｛疲れて｝．
M̀HoJo～ ´mikpa `chüü喉がつかえる．OT<Zo～ `tshii
`chüü捻挫する．W<oJo～ ´lakpa `chüü手がねじれ
る．W<oOT<Zo～ ˆlaktsii `chüü手首をくじく．
2．(布が) つれる，よじれる． 6 q<oZVd<o～ ˆthukloo

`chüü 着物がつれる｛縫い方などが悪くて｝．<HIo
～ ´tän `chüü敷物がねじれる．

T?dVo ☞　XdVo (p. 335)

T?dWo 1 ¯chöö v. non-vol.
npf. pf. imp.

T?dWo T?dWo –
¯chöö ¯chöö –

pres. fut. pt. imp.

[ T?dWo T?dWo T?dWo – ]

(心が) 乱れる．意識がうすれる．正気でなくなる．
(熱などのせいで <̀Zo ) うわごとを言う． OoLZo～
`tshawää ¯chöö熱でうわごとを言う．ZcMZo～ `sem
¯chöö心が乱れる．

T?dWo 2 ☞　L>dWo (p. 151)

T?dZo ☞　L>dZo (p. 152)

?
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z@k
M@Wo ´jää v. vol. hum.

npf. pf. imp.

M@Wo M@Wo M@Wo
´jää ´jää ´jää

pres. fut. pt. imp.

[ M@Wo M@Wo M@Wo M@dWo ]

non-hum.　☞　Gb<o 1 (p. 189)，Gb<o 2 (p. 190)
1．(目上の人，高貴な人，聖なる人に H=o / ø ) 会
う，面会する，お目にかかる，拝謁する，謁見す
る． <?Yo=dZo～ `kongöö ´jää 主人に会う．;oGb<o～
`khatuu ´jää直接会う．LVoWMo～ ´phaalam ´jää近
頃会う．LVoMo～ ¯lama ´jää ラマに会う．HLbo;D`Ho～
`utrii ´jää指導者に会う．RWo～ ´shää ´jää会う｛面
と向かって｝．(仏像の) お顔を拝観する．RWoVZo～
ˆshäärää ´jää 会う．U=oL<\@Vo～ ´yangkyaa ´jää 再
び会う．U=oZD`Ho～ ˆyangsii ´jää 活仏に会う．V`Io
Jdo?co～ ´rinpu-ce ´jää リンボチェに会う．<ZcVoRWo
～ ¯seshää ´jääご尊顔を拝す．\oMo～ ¯ama ´jää母
に面会する．"IoW<ZoH=o～1=̂on ´kän-laa tan ´jää
´chun.「先生にお会いしました」
2．(高貴なもの，聖なるものを) 見る，見物する，
拝む，拝する，拝観する，参拝する．(～に) お参り
する． H;=`WoT;dVo～ ¯kinkoo ´jää マンダラを拝観
する．<=ZoV`IoJdo?co～ ˆkhan ´rinpo-ce ´jää カイラ
ス山を拝む．<ĤdWoMo～ ´tröma ´jää ターラ菩薩にお
参りする．@d oLd o～ ´choo ´jää 釈尊像を拝観する．
<IZo～ `nää ´jää仏蹟を参拝する．1>MZoJoMGd=o2FdWo
～ ´champa ¯thongtröö ´jää 弥勒菩薩を拝観する．
LD`Z oMo～ ´trhiima ´jää 手書きの文字を見る．<RdI o
WMo～ ¯molam ´jää 大祈願祭を見物する．)UoJdoFoWo
～ ¯tse ¯pota-la ´jää ポタラ宮殿を拝観する．Z=Zo
,@Zo～ `sangkyää ´jää仏陀の像に参拝する．9ZoZo～
¯hlääsa ´jääラサ見物をする．ラサに参詣に行く．
3．(電話で)話をする．

M@dWo ☞　M@Wo (p. 161)

T@<Zo ˆjaa v. non-vol.

npf. pf. imp.

T@<Zo T@<Zo –
ˆjaa ˆjaa –

pres. fut. pt. imp.

[ T@<Zo T@<Zo T@<Zo – ]

1．(～が) 治まる，収まる，落ち着く． <\H=ZoJd o～
¯trangko ˆjaa 腫れが引く．<\H=Zo<QdZo～ `trangpöö

ˆjaa むくみが治まる．腫れが引く．;d= o ;Dd o～
¯khongtro ˆjaa 怒りが収まる．怒りが静まる．;D<o
w]=o～ ¯trhaklun ˆjaa 凝りと痛みが治まる．高血圧
症が治まる．T< (<ZoTPT=Zo～ `trhungtsin ˆjaa 喧嘩
が収まる．2F=o=Vo～ ´trhangngar ˆjaa 寒気が治ま
る．2Vd o～ ¯lo ˆjaa 咳が治まる．=o,@Wo～ ´ngarkyää

ˆjaa 尊大な心が静まる．おとなしくなる．?boTLbVo
～ ¯chumpur ˆjaa 水脹れの腫れが引く．6 qZoS̀=o～
ˆthüüsin ˆjaa動乱が収まる．RYo～ ¯pu ˆjaa毛がねる
｛はねないで落ち着く｝．(owVLZo～ ˆpalap ˆjaa 波が
おだやかになる．0W<oG`<o～ `muktii ˆjaaあざが薄く
なる．So0 (<o～ ˆsapraa ˆjaaかゆみが治まる．9Z<Zo
Jo～ ¯hlakpa ˆjaa風が収まる．
2．(～が) 下がる，衰える，少なくなる． HIdHoOHo～
ˆtrhöötsää ˆjaa温度が下がる．H1>Vo?bo～ ¯yarcu ˆjaa
河川の夏の水量が少なくなる．M̀oOV<Zo～ ˆmitsoo

ˆjaa 人の集まりが少なくなる．OoLo～ ¯tshawa ˆjaa

熱が下がる，熱が引く．OoOHo～ `tshatsää ˆjaa温度
が下がる．XoXcHo～ `shapshee ˆjaa 痩せる．XcHo～
`shee ˆjaa 体力が落ちる．ZcMZoIHo～ `semnää ˆjaa

悩みが軽くなる．ZcMZo9q<Zo～ `semshuu ˆjaa 意欲
が衰える．
3．(～が) 身に付く，病みつきになる，染みつく．
<?HoWd<o～ `kääloo ˆjaa卑俗な言葉が身についてしま
う．GoM<o～ `thamaa ˆjaaタバコが病みつきになる．
HI`o=Io～ ´trhingän ˆjaa悪臭が染みつく．
4．座る． L8 q<Zo<HIo～ ´shuutän ˆjaa［hon.］➀座
る．待つ．➁「お座りください」「お待ちください」

T@Lo ˆjap v. vol.
npf. pf. imp.

T@Lo T@LZo T@LZo
ˆjap ˆjap ˆjap

@
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pres. fut. pt. imp.

[ T@Lo T@Lo T@LZo T@dLZo ]

(～に Wo ) 潜む．隠れる． <Ad o,@LoWo～ ˆkokyap la

ˆjap 戸の陰に潜む．X̀=oI<ZoH;=`WoWo～ `shingnaa

¯kii la ˆjap森の中に潜む．

T@LZo ☞　T@Lo (p. 161)

T@Mo 1 ´jam v. non-vol.
npf. pf. imp.

T@Mo T@Mo –
´jam ´jam –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が) 柔らかい，軟らかい，滑らかである，静かで
ある．

T@Mo 2 ˆjam v. non-vol. hon.
npf. pf. imp.

T@Mo T@Mo –
ˆjam ˆjam –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)冷める． ?Lo～ `chap ˆjam湯が冷める．?Lo
Rd o～ ¯chapsho ˆjam ミルクが冷める．RWoW<o～
ˆshäälaa ˆjam 料理が冷める．LRcZoGb<o～ ˆshituu

ˆjam 粥が冷める．<ZdWo@o～ ¯sööca ˆjam お茶が冷
める．

T@Wo ´jää v. vol.
npf. pf. imp.

T@Wo T@Wo T@dWo
´jää ´jää ´jöö

pres. fut. pt. imp.

[ T@Wo <RWo L>Wo T@dWo ]

1．(～を)計量する，量る，測る． ;oRc=o～ ¯khashan
´jää 幅を測る．G`<oOHo～ `thiktsää ´jää 測量する．
MGb< oOH o～ `thuktsää ´jää 厚みを測る．M= o3[= o
～ ´mangnyun ´jää 量を量る．OHo～ `tshää ´jää

(重さなどを) 量る．(長さなどを) 測る．OHo<R`o～
¯tshääshi ´jää (重さや長さが基準に達しているかど
うか)量る，測る．Rc=o;o～ ´shangka ´jää幅を測る．
Rc=oOHo～ ˆshangtsää ´jää幅の広さを測る．V`=oGb=o

～ ´ringtun ´jää 長さを測る．WMoOHo～ ˆlamtsää

´jää道路の距離を測る．
2．(～単位で Wo / ø )量る，測る． 1q=o;Dco～ ¯kungtre
´jääメートル単位で測る．1q=oWco～ ¯kungli ´jääキロ
メートル単位で測る．< (o～ ¯trhu ´jää 肘から中指の
先端までの長さを単位に測る．G<oOHo～ `thaktsää

´jää長さを測る基準にするために切り取った紐で測
る．THdMoJo～ ´dompa ´jää 尋単位で測る．\@` o;Dc o～
¯citri ´jääメートル単位で測る．LDcoWo～ ´trhe la ´jää

升で量る．TLdoWo～ ´bo la ´jää 升で量る．ZD=oWo～
¯san la ´jää天秤で量る．
3．(税などを)納める．(借りたものを) 返す．(賠償
金などを) 支払う． <\@`IoOLo～ `kintsap ´jää お金を
返す｛借りた物の代償として｝．;DWo～ ¯trhää ´jää

租税を納める．<Kd=o～ ¯tong ´jää 殺人罪に対する賠
償金を支払う．H/>o;DWo～ ¯caträä ´jää納税する．Lbo
WdIo～ ´pholön ´jää 借りを返す．借金を支払う．M̀o
<Kd=o～ ´miton ´jää賠償金を払う．V`IoOLo～ ˆrintsap
´jää代価を支払う．Wdo;DWo～ ´loträä ´jää一年分の租
税を納める．XZo～ `shää ´jää 耕作者が収穫の半分
を畑の所有者に支払う．XcoMVo～ ¯shemaa ´jää貸与
の家畜から生産されたバターを納める．
4．(恩，借りなどを)返す．仕返しをする． L:ToHI`Io
～ ¯katrin ´jää 恩返しする．恩に報いる．T;dIoWIo
～ ¯khönlän ´jää 仕返しする．=IoWIo～ ´ngänlän

´jää仕返しをする．HI`Io～ ´trhin ´jää恩返しをする．
HI`IoWIo～ ´trhinlän ´jää 恩返しをする．LS=oWIo～
´sanglän ´jää恩返しする．ZDd<oWIo～ ¯soolän ´jää仇
討ちする．

T@`<o ☞　R`<o (p. 288)，LX̀<o (p. 342)

T@`Lo ˆjip v. vol.
npf. pf. imp.

T@`Lo T@`LZo T@`LZo
ˆjip ˆjip ˆjip

pres. fut. pt. imp.

[ T@`Lo <R`Lo <R`LZo T@`LZo ]

(～を) しゃぶる，吸う． !=oMVo～ ¯kangngaa ˆjip

骨髄をしゃぶる．;D<o～ `trhaa ˆjip血を吸う．T@`Lo
Vb o～ ´jipru ˆjip ゴム製のおしゃぶりをしゃぶる．
1>c oV`Wo～ ´chirii ˆjip 飴をしゃぶる．MVo;bo1>c oV`Wo～

@
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´maaku ´chirii ˆjip バター飴をしゃぶる．Tdo&d<o～
ˆotoo ˆjip 乳首をしゃぶる．TdoMo～ ´oma ˆjip 乳を
吸う．

T@`LZo ☞　T@`Lo (p. 162)

T@bo 1 ´ju v. vol.
npf. pf. imp.

T@bo T@bZo T@bZo
´ju ˆjüü ˆjüü

pres. fut. pt. imp.

[ T@bo T@bo T@bZo T@bZo ]

1．(～を)つかむ，しっかりと持つ，握る． <?MoJo～
¯kampa ´ju やっとこをつかむ．#oH1<̂o～ `ngayoo

´ju太鼓のばちをつかむ．9C<ZoWb=o～ ¯caklun ´ju鉄
の取っ手をつかむ．JVo?Zo～ `parcää ´juカメラを
持つ．Mco<?Mo～ ´mekam ´ju 火ばさみをつかむ．Ubo
Lo～ ´yoo ´ju 柄をつかむ．W<oJo～ ´lakpa ´ju 手を
つかむ．手で握る．
2．(～を～の箇所で IZo ) つかむ． !=oJoIZo～
¯kangpa nää ´ju足をつかむ．M@`=oJoIZo～ ´jingpa

nää ´ju首根っこをつかむ．G<o<NcoIZo～ ¯thakne nää
´ju紐，縄などの先端をつかむ．UboLoIZo～ ´yoo nää

´ju 柄を持つ．Wb=oIZo～ ´lung nää ´ju 取っ手をつ
かむ．

T@bo 2 ´ju v. non-vol.
npf. pf. imp.

T@bo T@bo –
´ju ´ju –

pres. fut. pt. imp.

[ T@bo T@bo 8 qo – ]

(食物などを) 消化する． ;oW<o～ `khalaa ´ju 食物
を消化する．<Ad o=o～ ´konga ´ju 卵を消化する．?=o
～ ¯chan ´juチャンを消化する．TdoMo～ ´oma ´juミ
ルクを消化する．9Kdo?Zo～;<oJdo `topcää ´ju ¯khako
消化しにくい食物．9Kdo?Zo～LHcoJdo `topcää ´ju ´tepo
消化しやすい食物．

T@b<o 1 ˆjuu v. non-vol.
npf. pf. imp.

T@b<o T@b<o –
ˆjuu ˆjuu –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(気に)入る． \@Io<N=o～ ¯cännan ˆjuu気に入る．\@Io
WMo～ ¯cänlam ˆjuuお気に入りになる．

T@b<o 2 ☞　L>b<o 1 (p. 150)，L>b<o 2 (p. 151)，8 q<Zo
2 (p. 291)

T@bIo ☞　<>bIo (p. 149)

T@bZo ☞　T@bo 1 (p. 163)

T@do ☞　LRdo (p. 299)

T@d<o ☞　<R<o (p. 293)，<Rd<o (p. 296)

T@dIo ´jön v. non-vol.
npf. pf. imp.

T@dIo T@dIo –
´jön ´jön –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)有能である．

T@dLZo ☞　T@Lo (p. 161)

T@dMZo 1 ˆjom v. non-vol.
npf. pf. imp.

T@dMZo T@dMZo –
ˆjom ˆjom –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(熱が)下がる．(腫れが)ひく． <\H=ZoJdo～ ¯trangko

ˆjom腫物の腫れが引く．M?̀IoOHo～ `chimtsää ˆjom
肝炎の熱が下がる．<AIoTLbVo～ ¯nyänpur ˆjom出
来物の腫れが引く．熱が下がる．

T@dMZo 2 ☞　L>dMo 1 (p. 151)

T@dWo ☞　T@Wo (p. 162)

T@dZo ☞　LRdo (p. 299)

$ co 1 ´ce, ˆcee v. vol.
npf. pf. imp.

$ co, L$ co L$ cZo $ cZo
´ce, ˆcee ˆcee ˆcee

@
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pres. fut. pt. imp.

[ $ co L$ co L$ cZo $ cZo ]

1．(～を)替える，取り替える，交換する． H1F`ZoVZo
～ `triirää ´ce 包帯を替える．!=oZb<o～ `kangsuu

´ce 靴下を取り替える．<Ad o9C<Zo～ ˆkoncaa ´ce 錠前
を取り替える．NZo9qLZo～ `ngääshup ´ce枕カバー
を取り替える．?bo<HIo～ ¯chüütän ´ceおむつを替え
る．GdIo*Zo～ `thöntsää ´ce生産物を交換する．I=o
T@Mo～ ´nangcam ´ce 肌着を替える．J̀oJ̀o～ ¯pipi

´ceマウスピースを替える．OWo<McVo～ ¯tshäätee ´ce

料理の皿を取り替える．WZo:o～ ´lääka ´ce 仕事を
変える．<ZVo8F`=o～ ¯sarnyin ´ce新旧を替える．新
旧が交代する．
2．(～を)両替する，交換する． H=bWo～ ¯ngüü ´ce

換金する．両替する．U<oAcZo～ ˆyaanyee ´ce 差
額を払って交換する．良いのと悪いのを交換する．
WdVoZ̀WoMo～ ´lor ¯siima ´ce 紙幣をこまかく両替す
る．Xd<oH=bWo～ ¯shoongüü ´ce紙幣を交換する．
3．(～を)変える． M̀=o～ ´ming ´ce名前を変える．
<Rd<Zo～ ˆshoo ´ce (寝ている姿勢などの) 向きを変
える．WMo:o～ ˆlangkaa ´ce道を変える．Wb<ZoZDdWo
～ ´loksöö ´ce習慣を変える．

$ co 2 ´ce, ˆcee v. non-vol.
npf. pf. imp.

$ co, L$ co L$ cZo –
´ce, ˆcee ˆcee –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(歯が)生え替わる． <QY<oZdo～ ´pukso ´ce奥歯が生え
替わる．Zdo～ ¯so ´ce歯が生え替わる．

$ cZo ☞　$ co 1 (p. 163)

9E=o ˆjan v. non-vol.
npf. pf. imp.

9E=o 9E=o –
ˆjan ˆjan –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)緑色である．

9E`Ho ˆjii v. non-vol.
npf. pf. imp.

9E`Ho 9E`Ho –
ˆjii ˆjii –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)重い． A<o& do～Vbo<F=o ´nyakto ˆjii-ru ¯tan天
秤の重りを重くする．

L$ co ☞　$ co 1 (p. 163)，$ co 2 (p. 164)

L$ cHo ˆcee v. non-vol.
npf. pf. imp.

L$ cHo L$ cHo –
ˆcee ˆcee –

pres. fut. pt. imp.

[ L$ cHo L$ cHo L$ cHo – ]

hon.　☞　L<FcWo (p. 172)
1．(～を) 忘れる． ～T2Fd o ˆcee ´dro 忘れていく．
<F`=oL$cH oMo<>̀<oWo～ ¯tingci-ma cii la ˆcee すっ
からかんに忘れる．6 qZoOVHo～ ˆthüütsöö ˆcee 時間
を忘れる．HJco?o～ ¯peca ˆcee 経文を忘れる．LdHo
<?Ho～ ˆphöökää ˆceeチベット語を忘れる．McZoJdo～
´meepo ˆcee 祖先を忘れる．<RZo～ ˆshää ˆcee 歌
を忘れる．WIo～ ´län ˆcee 返事を忘れる．WZo:o～
´lääka ˆcee仕事を忘れる．9Z=oHco～ `hlan-te ˆcee度
忘れする．～WZoZVoJdo ˆcee ˆlää ¯hlapo 忘れやすい．
忘れっぽい．
2．(～するのを) 忘れる． <Ad o = oAd oU< o～ ´konga

ˆnyoyaa ˆcee卵を買うのを忘れる．

L$ cZo ☞　$ co 1 (p. 163)，$ co 2 (p. 164)

@
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zAk
AIo 1 ´nyän v. vol.

npf. pf. imp.

AIo AIo AIo, AdIo
´nyän ´nyän ´nyän, ´nyön

pres. fut. pt. imp.

[ AIo MAIo MAIo AdIo ]

hon.　☞　<ZIo 1 (p. 352)
1．(～を) 聞く．(～に) 耳を傾ける． ,@=oL<Ĥ<Zo
～ ˆkyangtraa ´nyän 放送を聞く．<^+= o～ ˆtrum

´nyän 物語を聞く．?dZo～ `chöö ´nyän 仏教の教
えを聞く．<F`=o<FMo～ ¯nyingtam ´nyän 心のうち
を聞く．<FMo, !Ho～ `tamkyüü ´nyän 伝説を聞く．
<FMoLS=o～ `tamsan ´nyän 吉報を聞く．LHco<MY<o
～ ˆtituu ´nyän 苦情を聞く．<IZoObWo～ ¯näätsüü

´nyän事情を聞く．<QVo?o～ ´paaca ´nyän楽器の演
奏を聞く．音楽を聞く．<RZo～ ˆshää ´nyän歌を聞
く．<Z=o<FMo～ ¯sangtam ´nyän秘密の話を聞く．
<ZVoT!V̂o～ ¯sankyuu ´nyän ニュースを聞く．\o
9Cd<o～ `amcoo ´nyän聞く．聴く．
2．(～に Wo ) 従う．(～を) 聞き入れる．言うこと
を聞く． L:ToWo～ ¯ka la ´nyän 命令に従う．;oWo
～ ¯kha la ´nyän言うことを聞く．>̀o<Zb=o～ `cisun

´nyän命じられた通りに従う．T6 qMZoWo～ ˆdum la

´nyän 調停に従う．LZVLo1>o～ ¯lapca ´nyän 忠告を
聞き入れる．
3．(～を) 真に受ける． H1Fd< o <FM o～ ¯troktam

´nyän デマを聞く．デマを真に受ける．<MY<o?<Zo
～ ˆtukcaa ´nyän悪いことを真に受ける．<MY<o<FMo
～ ´tuktam ´nyän 苦しみの話を真に受ける．<Q`V o
<FMo～ ´pirtam ´nyän人心を動揺させるような噂を
真に受ける．デマを真に受ける．

AIo 2 ´nyän v. non-vol.
npf. pf. imp.

AIo AIo –
´nyän ´nyän –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

＜ Vnpf + AIo の形で＞ ～できる．使用に耐える．
～するのにふさわしい．～する値打ちがある． <dIo
～ ´khön ´nyän 着られる．TGb=o～ `thun ´nyän 飲
める．So～ ´sa ´nyän食べられる｛毒がない，腐った
りしていないなどで｝．M;?cIo～Jo `kyhen ´nyän-pa
知る値打ちのある．

ALo ˆnyap v. vol.
npf. pf. imp.

ALo ALZo AdLZo
ˆnyap ˆnyap ˆnyop

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～を)掻き寄せる，掻き集める，すくい寄せる，表面
にあるものを寄せる，一カ所に寄せ集める． ;o\H`Zo
～ `khapii ˆnyap ミルクの皮膜を寄せ集める．<Ho
<F`<Zo～ ˆkhäänyii ˆnyap ごみを寄せ集める．R<o
OTo～ ´shaktsi ˆnyap 脂肪分を掻き寄せる．X̀=oWdo～
¯shinglo ˆnyap 木の葉をすくい取る｛池の中などか
ら｝．Zo: -Wo～ ¯sarüü ˆnyap土くれを集める．

ALZo ☞　ALo (p. 165)

AMZo ˆnyam v. non-vol.
npf. pf. imp.

AMZo AMZo –
ˆnyam ˆnyam –

pres. fut. pt. imp.

[ AMZo AMZo AMZo – ]

1．(～が) 衰える，悪くなる，おちぶれる． <?H o
2F<Zo～ `käätraa ˆnyam名声が落ちる．<\@cZo<KdLZo～
`kyeetop ˆnyam 発育が衰える．, !o<KdLZo～ ˆkyutop

ˆnyam 財力が衰える．HMoOT<o～ ˆthamtsii ˆnyam

仲が悪くなる．親しいつきあいがなくなる．MHd<o
～ ˆdoo ˆnyam 色が悪くなる．'MoJo～ ¯nampa

ˆnyam容貌が衰える．HJWoT1>dVo～ ¯päncoo ˆnyam
経済が悪くなる．KdoHIdHo～ `photröö ˆnyam 消化力
が衰える．LVd o<KdLZo～ `lotop ˆnyam 気力が衰える．
HL=oG=o～ ¯ongtan ˆnyam 権勢が衰える．HL=oJdo
～ ¯ongpo ˆnyam 感覚器官が衰える．M̀<o9q<Zo～
`mikshuu ˆnyam視力が衰える．ZoL>bHo～ `sapcüü

A
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ˆnyam地力が衰える．
2．(～が) 低下する，減る，失われる． <Ĥ`<Zo;D`MZo
～ ˆtriktrim ˆnyam 規律がゆるむ．=V o～ ´ngar

ˆnyam いきり立つ気持ちがなくなる．LHc o<\@`H o～
ˆtikii ˆnyam 平和が失われていく．SVoTdHo～ ˆdaöö

ˆnyam月の光が陰る．w]=o%o～ ¯lungta ˆnyam運が
傾く．ZD`Ho;D`MZo～ `siitrim ˆnyam政治と法による秩
序が乱れる．ZD`Ho～ `sii ˆnyam国政が衰える．LZdHo
LHco～ ¯sote ˆnyam運がなくなる．

AVo ´nyaa v. vol.
npf. pf. imp.

AVo AVo AVo, AdVo
´nyaa ´nyaa ´nyaa, ´nyoo

pres. fut. pt. imp.

[ AVo AVo AVo AdVo ]

1．(～を) 持つ，携帯する，預かる．(～に Wo ) 抱
える． H1)MoMHTo～ ¯trumta ´nyaa ピストルを持
つ．;o;VoWo～ ¯khakaa la ´nyaa密かに持つ．;oJVo
～ ¯khapaa ´nyaa 電話を切らずに持ったままにす
る．T;Vo, !<o～ `kharkyuu ´nyaa 杖を持つ．H=bWo
～ ¯ngüü ´nyaaお金を持つ．GMZo>Ho～ `thamcää

´nyaa 全てを持つ．HIIo% cIoWo～ ´trhänten la ´nyaa

記念品として持つ．<No0>`Zo～ `napcii ´nyaa ハンカ
チを持つ．J=oJVo～ ¯pangkaa ´nyaa 胸に抱える．
TLc<o～ ˆbek ´nyaa バッグを持つ．MdoBo～ ´motra

´nyaa 自動車を持つ．<U=o% cIo～ ¯yangtän ´nyaa

福運の依り所となるものを持つ．W<oHcLo～ ˆlaktep

´nyaa手帳を持つ．Xo2F`o～ ¯shatri ´nyaa肉切り用ナ
イフを持つ．
2．(～を)保管する，保持する，管理する，保存する．
<Ĥ`<ZoÙ<o～ ˆtrik’yii ´nyaa 規約書を保管する．>o
W<o～ `calaa ´nyaa品物を保管する．品物を所持す
る．Mo!=o～ ´makan ´nyaa資本を管理する．MoHcLo
～ ˆmatep ´nyaa原本を保管する．SoT1 (o～ ´santru

´nyaa 食用の麦を保存する．Ù<o?o～ ´yikca ´nyaa

文書を保管する．ZdIoT1 (o～ ¯söntru ´nyaa種子を保
存する．
3．(人を) 雇う，置く，抱える，養う，囲う，入院さ
せておく．(軍隊を)駐屯させる．(～と)同棲する．
;?d o<o～ ¯kyhoka ´nyaa 男と同棲する．T;dVo<Ud<o

～ `khoryoo ´nyaa 一族郎党を抱える．<F`= o<MY<o～
`nyingtuu ´nyaa 愛人を持つ．HJb=o<Mc o～ ¯pungte

´nyaa部隊を駐屯させる．0<̂Zo*To～ ¯chuktsi ´nyaa

牧童を抱える．LboOLo～ ˆphutsap ´nyaa 養子を養
う．Lbo*ToLo～ ˆphutsää ´nyaa 子守を雇う．<RIo;=o
Wo～ ¯mänkan la ´nyaa病院に入院させておく．OUMo
LboLo～ `tshimpoo ´nyaa仕立て屋を置く．仕立て屋
を抱える．<Ud<oJdo～ ¯yoko ´nyaa使用人を抱える．
ZVdLoMo～ ¯loma ´nyaa弟子を抱える．
4．(動物を)飼う． ;?`o0 (<o～ `khitruu ´nyaa子犬を
飼う．<I<o0<̂Zo～ `nakcuu ´nyaaウシ科の家畜を
飼う．Ld=oLbo～ ´phungku ´nyaa ろばを飼う．1>oHco
～ ´chate ´nyaa鶏を飼う．TLDd<o;?`o～ ´drooki ´nyaa
番犬を飼う．[dIo0<̂Zo～ `möncuu ´nyaa 耕作用の
家畜を飼う．R`oM̀o～ ´shimi ´nyaa 猫を飼う．LRdoMo
～ ´shoma ´nyaa ミルクを取るための家畜を飼う．
LRdIo%o～ ´shönta ´nyaa 乗馬用の馬を飼う．<U<o
～ `yaa ´nyaaヤクを飼う．\TboIcoNVo～ ¯aku ´läntso

´nyaaおうむを飼う．
5．(心に Wo )思い続ける． ZcMZoWo～ `sem la ´nyaa
心に思い続ける．

AWo 1 ´nyää v. vol.
npf. pf. imp.

AWo AWo AWo, AdWo
´nyää ´nyää ´nyää, ´nyöö

pres. fut. pt. imp.

[ AWo AWo AWo AdWo ]

hon.　☞　<S`MZo (p. 306)
1．寝る．(～に Wo )横になる． ;<o;<o～ `khakaa

´nyää 別々に寝る．～GWoXdVo ´nyäätää ¯shoo 寝過
ぎる．～L<MHo ´nyää ˆtää 寝ている．<ÀHo～ `nyii

´nyää 寝る．<HIo<A=oWo～ ´tän ˆkan la ´nyää じゅ
うたんの上に横になる．TKDcHoWo～ `trhee la ´nyää

横に寝る．R<oJdo<>̀<o～ ´shako `cii ´nyää一昼夜寝
る．～;oWo;Vo ´nyääka ¯hlakaa寝る間際に．～OVo
No>̀<oWo ´nyää ¯tshaa-tse cii la寝付いた頃に．寝入
りばなに．～LR`IoJT`o<A=oWo ´nyää ´shin-pää ˆkan
la寝ている最中に．～9qWoWn ´nyääshüü la,「寝てい
る間に」
2．(動物が) 冬眠する． HdMo～ ´thom ´nyää 熊が
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冬眠する．熊が眠る．HIcH oMd=o～ ´trheemoo ´nyää

ヒグマが冬眠する．T0>` oLo～ `chipii ´nyää タルバ
ガンが冬眠する．TLb oZD`I o～ ´busin ´nyää 虫が冬
眠する．T1 (<o～ ˆdruu ´nyää 龍が冬眠する．<k+Wo
～ ´trüü ´nyää 蛇が冬眠する．)=Z oJ o; oVW o～
¯tsangpa-kärää ´nyääトカゲが冬眠する．VzoA<o～
`ranyaa ´nyääサソリが冬眠する．ZoTLbo～ ¯sanpu

´nyää地中の虫が冬眠する．

AWo 2 ´nyää v. non-vol.
npf. pf. imp.

AWo AWo –
´nyää ´nyää –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(木などが)倒れる． McoFd<o～ ˆmetoo ´nyää花が
倒れる．X̀=o～ ¯shing ´nyää木が倒れる．
2．(毛などが)ねる． RYo～ ¯pu ´nyää毛がねる．

3．(時計などが) 止まる． ?boOVHo～ `chotsöö ´nyää

時計が止まる．

A`Wo ´nyir, ´nyer, ´nyii v. non-vol.
npf. pf. imp.

ÀWo ÀWo –
´nyir, ´nyer ,
´nyii

´nyir, ´nyer ,
´nyii

–

pres. fut. pt. imp.

[ ÀWo ÀWo ÀWo – ]

1．(～が)崩れ落ちる． <=Zo～ ˆkhan ´nyir雪が雪
崩落ちる．!==o～ ´kyhan ´nyir土壁が崩れる．9C<Zo
V`o～ ¯caari ´nyir塀が崩れ落ちる．& do～ ´to ´nyir石
が崩れ落ちる．1>c oKb=o～ ´chepun ´nyir 砂の山が崩
れる．LD<o～ ˆtrhaa ´nyir 岩が崩れ落ちる．*oV`o～
´tsari ´nyir石で覆われた山が崩れる．V`o～ ´ri ´nyir

山が崩れ落ちる．Zo～ ¯sa ´nyir土が崩れる．地表が
崩れ落ちる｛山の斜面などで｝．
2．(～を)崩す｛無意識に｝．

3[=o ´nyun v. non-vol.

npf. pf. imp.

3[=o 3[=o –
´nyun ´nyun –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が) 少ない． M̀ o TLdV o～Vb o <F= o ´minpoo
´nyung-ru ¯tan 人口を少なくする．Oxo～ ¯tsha

´nyun塩が少ない．

AcZo 1 ˆnyee v. vol.
npf. pf. imp.

AcZo AcZo AcZo
ˆnyee ˆnyee ˆnyee

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～を) ひっぱたく，ぶつ，殴る，叩く． <\@c oHMIo～
¯kimän ˆnyee 女房をひっぱたく．;?` o～ ¯khi ˆnyee

犬をひっぱたく．H<co0 (<o～ ˆkitruu ˆnyee 弟子を
ひっぱたく．Jbo2q o～ ¯puku ˆnyee 子供をひっぱた
く．ZVdLo2.oLo～ `laptraa ˆnyee生徒をひっぱたく．

AcZo 2 ˆnyee v. non-vol.
npf. pf. imp.

AcZo AcZo –
ˆnyee ˆnyee –

pres. fut. pt. imp.

[ AcZo AcZo AcZo – ]

1．(～に) 失敗する． ?=o～ ¯chan ˆnyee 酒の醸造
に失敗する．L<oWcLo～ ˆphaalee ˆnyee パン作りに
失敗する．
2．(～が) 悪い，よくない． LSdo9Ko～ ´sopta ˆnyee

形が悪い．

Ado ´nyo v. vol.
npf. pf. imp.

Ado AdZo AdZo
´nyo ˆnyöö ˆnyöö

pres. fut. pt. imp.

[ Ado Ado AdZo AdZo ]

hon.　☞　<S`<Zo 1 (p. 305)
(～を) 買う．(～で IZo ) 買う． 9?d<oWo～ `koo la

´nyo 密かに買う．;=oJo～ ¯khangpa ´nyo 家を買
う．;DdMoIZo～ ¯trhom nää ´nyo 露店で買う．<=o
1=̂oM=o1=̂o～ ´khangcun ´mangcun ´nyo種々雑多
なものを買う．,@IoXd<o～ ˆkyänshoo ´nyo宝くじを
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買う．N doOWo～ ¯ngoptsää ´nyo野菜を買う．>oW<o
～ `calaa ´nyo 品物を買う．L̀o>bTbo～ ´phicuu ´nyo

ビールを買う．MVo～ ´maa ´nyoバターを買う．Mco
X̀= o～ ´mishin ´nyo 薪を買う．<RIo<No～ ¯männa

´nyo 香辛料を買う．*<oFdo～ ´tsakto ´nyo 沢山買
う．UdHoOHo～ ˆyöötsää ´nyoありったけ買う．

Ad<o ˆnyoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

Ad<o Ad<o –
ˆnyoo ˆnyoo –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)濁る． ?bo～ ¯chu ˆnyoo水が濁る．

AdIo ☞　AIo 1 (p. 165)

AdLo ˆnyop v. non-vol.
npf. pf. imp.

AdLo AdLo –
ˆnyop ˆnyop –

pres. fut. pt. imp.

[ AdLo AdLo AdLo – ]

けだるく感じる．

AdLZo ☞　ALo (p. 165)

AdVo 1 ´nyor v. non-vol.
npf. pf. imp.

AdVo AdVo –
´nyor ´nyor –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(熟しすぎた果物などが)ぶよぶよになる，つぶれる．
1) oMo1) o～ ¯trumaa-tru ´nyor トマトがぶよぶよに
なる．;MoLbo～ ¯khampu ´nyor 桃がぶよぶよにな
る．～L>b<o ´nyor `cuuぶよぶよになるままにする．
\Mo～ ¯am ´nyorマンゴーがぶよぶよになる．

AdVo 2 ☞　AVo (p. 166)

AdWo ☞　AWo 1 (p. 166)

AdZo ☞　Ado (p. 167)

MAIo ☞　AIo 1 (p. 165)

MAMo `nyam v. non-vol.
npf. pf. imp.

MAMo MAMo –
`nyam `nyam –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が) 等しい，等しくなる． <d o<IZo～ ˆkhonää

`nyam 地位が等しい．<A= o <Xd= o～ ˆkangshon

`nyam 地勢の高低が等しい．?c o ?b= o～ ¯checun

`nyam 大きさが等しい．MGd o HMI o～ ¯thomän

`nyam 高さが等しくなる．H/>`H o ÀI oMOI o～ `cii

´nyintsän `nyam 春分になる．K o Lb o～ ¯phapu

`nyam 父と子の背丈が同じになる．M= o 3[= o～
´mangnyun `nyam量が等しい．U=o9E`Ho～ ˆyangcii
`nyam重さが等しい．

MAco ¯nye, `nyee, ¯nyer v. vol.
npf. pf. imp.

MAco, MAcHo MAcZo MAcZo
¯nye, `nyee,
¯nyer

`nyee `nyee

pres. fut. pt. imp.

[ MAcHo MAco MAcZo MAcZo ]

1．(～を) なめす． :d o9O<Zo～ `kopaa ¯nye 革を
なめす．:doLo～ ¯koo ¯nye 革をなめす．:doLbLZo～
`kopuu ¯nye 一頭分の一枚革をなめす．2Vo9O<Zo～
`lapaa ¯nye麝香鹿の皮をなめす．@oWb=o～ ´chalun

¯nye 革紐をなめす．J<ZoJo～ ¯pakpa ¯nye 皮を
なめす．J<ZoV`<Zo～ `pakrii ¯nye 皮革類をなめ
す．K<o:d o～ ¯phaako ¯nye 豚の皮をなめす．H1>` o
9O<Zo～ `ipaa ¯nyeオオヤマネコの皮をなめす．Wb<o
9O<Zo～ ˆlukpaa ¯nye 羊の皮をなめす．ZDMo9O<Zo～
`trampaa ¯nyeかわうその皮をなめす．
2．(墨，顔料などを)する，すりつぶす，掻き回す．
<NoGo～ `nataa ¯nye 嗅ぎタバコの原料を静かにすり
つぶす．<N<oOo～ ¯naktsa ¯nye 墨をする｛水と一緒
に｝．VMZo～ ˆram ¯nye藍をする．
3．(～を)揉む． Tdo& d<o～ ˆotoo ¯nye乳を揉む．

MAcHo ☞　MAco (p. 168)

MAcWo ¯nyee v. non-vol. hon.
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npf. pf. imp.

MAcWo MAcWo –
¯nyee ¯nyee –

pres. fut. pt. imp.

[ MAcWo MAcWo MAcWo – ]

疲れる． <?Yo～ ¯ku ¯nyee 疲れる．<?YoG=o～ ¯kutan

¯nyee疲れる．

MAcZo 1 * `hnyee v. non-vol.
npf. pf. imp.

MAcZo MAcZo –
`hnyee `hnyee –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(革が)なめし上がる． :do9O<Zo～ `kopaa `hnyee
革がなめし上がる．:doLo～ ¯koo `hnyee 革がなめし
上がる．2)Mo9O<Zo～ ˆtrhumpaa `hnyee穴熊の皮が
なめし上がる．2Vo9O<Zo～ `lapaa `hnyee麝香鹿の皮
がなめし上がる．@oWb=o～ ´chalun `hnyee革紐がな
めし上がる．<K<o9O<Zo～ `takpaa `hnyee 虎の皮が
なめし上がる．J<ZoJo～ ¯pakpa `hnyee 皮がなめ
し上がる．\@=o9O<Zo～ `cangpaa `hnyee狼の皮がな
めし上がる．K<o:do～ ¯phaako `hnyee 豚の皮がな
めし上がる．
Qo9O<Zo～ ˆwopaa `hnyee狐の毛皮がなめし上がる．
Vo9O<Zo～ ˆrapaa `hnyee山羊の皮がなめし上がる．
Wb<o9O<Zo～ ˆlukpaa `hnyee羊の皮がなめし上がる．
2．(～が)すり上がる． <N<oOo～ ¯naktsa `hnyee墨
がすり上がる．

MAcZo 2 `nyee v. non-vol. hon.
npf. pf. imp.

MAcZo MAcZo –
`nyee `nyee –

pres. fut. pt. imp.

[ MAcZo MAcZo MAcZo – ]

non-hon.　☞　H<To (p. 115)
(～が)喜ぶ．(～が)好きである． 1]o～ ¯lu `nyee龍
神が喜ぶ．

MAcZo 3 ☞　MAco (p. 168)

8F`=o `nying v. non-vol.

npf. pf. imp.

8F`=o 8F`=Zo –
`nying `nying –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)古くなる．

8F`=Zo ☞　 8F`=o (p. 169)

8F`Ho * `nyip, `nyee v. non-vol.
npf. pf. imp.

8F`Ho 8F`Ho –
`nyip, `nyee `nyip, `nyee –

pres. fut. pt. imp.

[ 8F`Ho 8F`Ho 8F`Ho – ]

1．(～が) しおれる，しなびる，枯れる． G<oT<Ĥo
McoFd<o～ `thakkyüü ˆmetoo `nyip朝顔が枯れる．Mco
Fd<o～ ˆmetoo `nyip花がしおれる．){o～ ¯tsa `nyip

草がしおれる．OWo～ ¯tshää `nyip 野菜がしなび
る．Rd<o;d<o～ ˆshookoo `nyip じゃがいもがしなび
る．じゃがいもが干からびる．WdoFd<o～ ˆlotoo `nyip
作物が枯れる．WdoMo～ ´loma `nyip 葉がしおれる．
ZcVo>Io～ ¯sercän `nyipマリーゴールドがしおれる．
2．(陰茎が)萎える． M@co～ ´je `nyip陰茎が萎える．

8FcHo * `nyii v. non-vol.
npf. pf. imp.

8FcHo 8FcHo –
`nyii `nyii –

pres. fut. pt. imp.

[ 8FcHo 8FcHo 8FcHo – ]

1．(～が Wo ～を) 見つける，探し当てる．(～に
Wo ～が) 見つかる． <\@d oVd<Zo～ `kyoroo `nyii 悲
しみを共にしてくれる友達を見つける．<do<?LZo～
ˆkhokap `nyii チャンスを得る．機会を得る．H<To
Vd<Zo～ ˆkaroo `nyii恋人が見つかる．M!=d<ZoWMo～
´gyoklam `nyii近道が見つかる．T2FdoWMo～ ´drolam
`nyii 活路が見つかる．H=bWo;b<o～ `ngüükuu `nyii

財布を見つける．<FcVo;o～ ¯terka `nyii埋蔵物が見
つかる．GLZo@bZo～ `thapcüü `nyii 方策が見つか
る．TGb=oVd<Zo～ `thungroo `nyii飲み友達が見つか
る．9Mc oM̀<o～ ˆdimii `nyii 鍵が見つかる．1>cHo<Fco～
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´chete `nyii首謀者を見つける．WMo～ ´lam `nyii道
が見つかる．
2．(～が) 分かるようになる．賢くなる． <doLo～
´khowa `nyii解釈が当たる．理解する．分かる．<Nco
～ ¯ne `nyii 糸口を見つける．\@=o2)=o～ ¯cangtrun

`nyii 利口になる．賢くなる．分かる．発見する．
\@=o～ `can `nyii賢くなる．LDdoLo～ ´trhoo `nyii味が
分かるようになる．LZMoXcZo～ `samshee `nyii分別
ができるようになる．

8Fd<o `nyoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

8Fd<o 8Fd<o –
`nyoo `nyoo –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が)荒らされる． WdoFd<o～ ˆlotoo `nyoo 作物
が荒らされる．
2．(人の道から)外れる．(因果応報の理に)反する．
, ! oTLDZo～ ˆkyumträä `nyoo 人の道から外れる．因
果応報の理に無頓着である．WZoTLDZo～ ˆlänträä

`nyoo因果応報の考え方に反する．

<FW ☞　L<FWo (p. 172)

<F`Wo * ¯nyir, ¯nyer, ¯nyii v. vol.
npf. pf. imp.

<F`Wo, L<F`Wo L<F`Wo <F`Wo
¯nyir, ¯nyer ,
¯nyii

¯nyir, ¯nyer ,
¯nyii

¯nyir, ¯nyer ,
¯nyii

pres. fut. pt. imp.

[ <F`Wo L<F`Wo L<F`Wo <F`Wo ]

(～を)崩す． !==o～ ´kyhan ¯nyir土壁を崩す．9C<Zo
V`o～ ¯caari ¯nyir塀を崩す．& do～ ´to ¯nyir石を崩す．
1>c o Kb= o～ ´chepun ¯nyir 砂の山を崩す．)T<oJ o～
¯tsikpa ¯nyir 壁を崩す．V` o～ ´ri ¯nyir 山を崩す．
WMo:o～ ˆlangkaa ¯nyir道を崩す．Zo～ ¯sa ¯nyir地
面を崩す．

<FZ=o ¯nyun, `nyun v. non-vol. hon.

npf. pf. imp.

<FZ=o, L<FZ=o L<FZ=Zo –
¯nyun, `nyun ¯nyun, `nyun –

pres. fut. pt. imp.

[ <FZ=o L<FZ=o L<FZ=Zo – ]

non-hon.　☞　Io (p. 220)
1．(～を) 病む，患う． <?YoKd oL o～ ¯kupoo ¯nyun

胃を患う．2Vd o OH o～ `lotsää ¯nyun 肺炎を病む．
M2qW o ?M o～ ´güncam ¯nyun 風邪をひく．T<dZ o
IH o～ ˆgöönää ¯nyun 伝染病を患う．M?̀I o<\HI o
～ ¯chinträn ¯nyun 肝臓がんを病む．\@I oIH o～
`cännää ¯nyun眼病を病む．RLZo～ ˆshap ¯nyun足
を患う．<ZdWo2FdHo～ `söötröö ¯nyunお腹をこわす．
2．(～が) 痛む． <?Yo<KdHo～ `kotöö ¯nyun 背中が痛
む．M<d oIH o～ ˆgonää ¯nyun 頭痛がする．OUMZo
～ `tshem ¯nyun歯が痛む．RLZo=Vo～ ´shapngaa

¯nyunすねが痛む．

<Fco `nyee, ¯nye v. vol.
npf. pf. imp.

<Fco, L<Fco L<FcZo <FcZo
`nyee, ¯nye `nyee `nyee

pres. fut. pt. imp.

[ <Fco L<Fco L<FcZo <FcZo ]

1．(～に Wo )寄りかかる． :oLoWo～ ¯kaa la `nyee

柱に寄りかかる．+WLoL;=<oWo～ `kupkyaa la `nyee

椅子に寄りかかる．)T<oJVo～ ¯tsikpaa `nyee 壁に
寄りかかる．
2．(～に Wo ) もたれかかる，当てる． NZoM<dVo～
¯nyänkoo `nyee 枕を背中に当てる．枕にもたれか
かる．
3．(～に Wo )依存する．

<FcZo ☞　<Fco (p. 170)

<Fd<o `nyoo v. vol.
npf. pf. imp.

<Fd<o, L<Fd<o L<Fd<Zo <Fd<Zo
`nyoo `nyoo `nyoo

pres. fut. pt. imp.

[ <Fd<o L<Fd<o L<Fd<Zo <Fd<Zo ]

(～を) 掻き回す，掻き乱す，濁らせる． ?bo～ ¯chu

`nyoo水を濁らせる｛掻き回すなどして｝．LHcIoQWIo
～ ´tintsün `nyoo (裁判官が)真実のことと偽りのこ
とをないまぜにする．
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<Fd<Zo ☞　<Fd<o (p. 170)

<FdLo ☞　L<FLo 1 (p. 171)

<FdLZo ☞　L<FLo 1 (p. 171)

<FdMo 1 `nyom v. vol.
npf. pf. imp.

<FdMo L<FdMZo <FdMZo
`nyom `nyom `nyom

pres. fut. pt. imp.

[ <FdMo L<FMo L<FMZo <FdMZo ]

1．(～を)等しくする，均一にする，均等にする，揃
える． <do<IZo～ ˆkhonää `nyom 地位を等しくす
る．M<do)o～ ´gotsa `nyom 上下の長さを等しくす
る．前後の順序を揃える．?co?b=o～ ¯checun `nyom

大きさを均等にする．G=o<R`o～ ¯thangshi `nyom

市価を同じにする．MGdoHMIo～ ¯thomän `nyom 高
さを等しくする．<QdMoKDo～ ´pomtra `nyom太さを平
均にする．M=o3[=o～ ´mangnyun `nyom 量を均等
にする．V`=oGb=o～ ´ringtun `nyom長さを等しくす
る．V`=oOHo～ ˆringtsää `nyom長さを等しくする．
2．(表面を) 平らにする，ならす． ;dH o～ `khöö

`nyomならす．平らにする．平均にする．<A=o<Xd=o
～ ˆkangshon `nyom地形の高低を平らにする．=dZo
～ ˆngöö `nyom 表面を滑らかにする．)UHoG=o～
¯tsetan `nyom運動場の地面を平らにする．Zo～ ¯sa
`nyom地面をならす．
3．(～を)程良くする．(～の)バランスを取る． 1=̂o
Zd=o～ ´chungson `nyom収支のバランスを取る．Oo
2F=o～ ¯tshatran `nyom温度を程よくする．V`=oWdZo
～ ˆringlöö `nyom長さ加減を程よくする．
4．(～単位で Wo ) 均等にする． \@` o,@Vo～ ¯cikyaa

`nyomキログラム単位で均等にする．

<FdMo 2 `nyom v. non-vol.
npf. pf. imp.

<FdMo <FdMZo –
`nyom `nyom –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が) 均一な状態である，等しくなる． M o<\@cH o

～ ˆmakyee `nyom 元利が等しくなる．Mco9q<Zo～
ˆmeshuu `nyom火力が等しい．

<FdMZo ☞　<FdMo 1 (p. 171)，<FdMo 2 (p. 171)

<FdVo ¯nyor v. vol.
npf. pf. imp.

<FdVo, L<FdVo L<FdVo <FdVo
¯nyor ¯nyor ¯nyor

pres. fut. pt. imp.

[ <FdVo L<FdVo L<FdVo <FdVo ]

(柔らかいものを) 押し出す，押しつぶす，つぶして
中味を押し出す． Rd<o;d<o～ ˆshookoo ¯nyor じゃ
がいもをつぶして中味を押し出す．

<FdWo ☞　L<FWo (p. 172)

L8FcZo `nyee v. non-vol.
npf. pf. imp.

L8FcZo L8FcZo –
`nyee `nyee –

pres. fut. pt. imp.

[ L8FcZo L8FcZo L8FcZo – ]

(～を)得る．(地位を)手に入れる． HLbo～ ¯u `nyee

創立する．

L8Fd<o `nyoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

L8Fd<o L8Fd<Zo –
`nyoo `nyoo –

pres. fut. pt. imp.

[ L8Fd<o L8Fd<o L8Fd<Zo – ]

味をしめる．やみつきになる． ;o～ ¯kha `nyoo味
をしめて繰り返す．耽溺する．

L8Fd<Zo ☞　L8Fd<o (p. 171)

L<FLo 1 `nyap v. vol.
npf. pf. imp.

L<FLo L<FLZo <FdLZo
`nyap `nyap `nyop

pres. fut. pt. imp.

[ <FdLo L<FLo L<FLZo <FdLZo ]

(手を <̀Zo )伸ばす｛何かを取ろうとして｝． W<oJZo
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～ ˆlakpää `nyap手を伸ばす．

L<FLo 2 `nyap v. non-vol.
npf. pf. imp.

L<FLo L<FLZo –
`nyap `nyap –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)届く，達する． <?ZoTPU<o～ ¯kentsa `nyap梯
子が届く．2Vd<o<?YHo～ `looküü `nyap 電線が届く．
, !<oJo～ ˆkyakpaa `nyap棒が届く．

L<FLZo ☞　L<FLo 1 (p. 171)，L<FLo 2 (p. 172)

L<FMo ☞　<FdMo 1 (p. 171)

L<FMZo ☞　<FdMo 1 (p. 171)

L<FWo ¯nyää v. vol.
npf. pf. imp.

L<FWo L<FWo <FWo, <FdWo
¯nyää ¯nyää ¯nyää, ¯nyöö

pres. fut. pt. imp.

[ <FdWo L<FWo L<FWo <FdWo ]

1．(人を)寝かせる． Jbo2qo～ ¯puku ¯nyää子供を寝
かせる．
2．(酒，漬け物，生地などを) 寝かせる，発酵させ
る，漬ける． 2Fd o?=o～ ´trhocan ¯nyää 小麦を発酵
させる｛小麦酒を作るため小麦を煮て麹を混ぜて寝
かせること｝．2Fdo9O<Zo～ ˆtrhopaa ¯nyääふすまを発
酵させる｛酢や醤油を作るため｝．2FdoR`Lo～ ˆtrhushii

¯nyää練った小麦粉を寝かせる．?=o～ ¯chan ¯nyää
チャンを寝かせる．チャンを発酵させる．JHoOWo～
¯päätsää ¯nyää 白菜を漬ける．0V̂oVbWo～ ¯churüü

¯nyää 腐れチーズを発酵させる．腐れチーズを寝か
せる．ObTb o～ ¯tshuu ¯nyää 酒を発酵させて酢を作
る．Rdo～ ´sho ¯nyää ヨーグルトを作るために牛乳
などを発酵させる．WbHo～ ˆlüü ¯nyää肥料を寝かせ
る．ZdIoWoKb<o～ ¯sön ˆlapuu ¯nyää大根の漬物を漬
ける．
3．(卵を) かえす． <Ad o= o～ ´konga ¯nyää 卵をか
えす．
4．(火種などを) 保つ． Mco～ ´me ¯nyää 火種を保
つ．McoMH<o～ ˆmentaa ¯nyääおきを寝かせる．

5．(畑を) 休ませる，休耕田にする． 1>`=Z oM o～
´chingma ¯nyää 土を耕した後雑草が生えてくる
まで寝かせる．H1>VoMo～ ¯yarma ¯nyää 休耕する．
ZcVo～ ¯see ¯nyää 畑に灌水した後土が水分を十分含
むまで寝かせる．
6．(棒状のものを)倒す． HVo?cIo～ ´tharcen ¯nyää

大きな旗の付いた旗竿を倒す．<NYMoL8 q o～ ¯numshu

¯nyääランプをうっかり倒して消す．

L<F`Wo ☞　<F`Wo (p. 170)

L<FZ=o ☞　<FZ=o (p. 170)

L<FZ=Zo ☞　<FZ=o (p. 170)

L<Fco ☞　<Fco (p. 170)

L<FcWo * `nyee v. non-vol. hon.
npf. pf. imp.

L<FcWo L<FcWo –
`nyee `nyee –

pres. fut. pt. imp.

[ L<FcWo L<FcWo L<FcWo – ]

non-hon.　☞　L$ cHo (p. 164)
(～が <̀Zo ～を) 忘れる． Gb<Zo～ `thuu `nyee 忘
れる．

L<FcZo ☞　<Fco (p. 170)

L<Fd<o ☞　<Fd<o (p. 170)

L<Fd<Zo 1 `hnyoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

L<Fd<Zo L<Fd<Zo –
`hnyoo `hnyoo –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

濁った状態になる．引っ掻き回した状態になる．
?b o～ ¯chu `hnyoo 水が濁った状態になる．*T=o～
´tsing `hnyoo池が濁った状態になる．

L<Fd<Zo 2 ☞　<Fd<o (p. 170)

L<FdMZo ☞　<FdMo 1 (p. 171)

L<FdVo ☞　<FdVo (p. 171)
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zFk
F`=o ☞　LF`=o (p. 179)

5[MZo ☞　<5[Mo (p. 177)

5[Wo ☞　L5[Wo (p. 179)

Fd<o ☞　LF<o (p. 178)，LFd<o (p. 180)

Fd<Zo ☞　LF<Zo 1 (p. 178)

Fd=o ☞　<F=o 1 (p. 173)

FdIo ☞　LFdIo 1 (p. 180)

<F=o 1 ¯tan, ¯ton v. vol.
npf. pf. imp.

<F=o, <Fd=o LF=o Fd=o
¯tan, ¯ton ¯tan ¯ton

pres. fut. pt. imp.

[ <Fd=o <F=o LF=o Gd=o ]

1．(～を) 送る，送り出す． <\@cWoTHIcIo～ ¯kyentren

¯tan運搬する．?boGd<oIZo～ `chutoo nää ¯tan船便で
送る．AcVoM;do～ ´nyeko ¯tan 必需品を送る．HdZo～
ˆthöö ¯tan 駄獣の背にのせて荷物を送る．TH`o0>d<Zo
IZo～ ˆdicoo nää ¯tanこちらから送る．<IMoGd<oIZo
～ `namtoo nää ¯tan 航空便で送る．0>` o,@WoWoH=bWo
L$ cZo～ ¯chikyää la `ngüücee ¯tan外国に送金する．
HLdVoTHIcI o～ ¯ontren ¯tan 運搬する．<kH<oGd<oWo～
ˆtraktoo la ¯tan 郵便で送る．U=ow]=o～ ´yanglun

¯tan 酸素を送る．Ù<oWIo～ ´yiklän ¯tan 手紙の返
事を出す．
2．＜人 + <F=o の形で＞ (～を) 行かせる，派遣
する． <?YoOLo～ `kutsap ¯tan 代表を派遣する．% o
+@=oM̀ o+@=o～ ¯takyan ´mikyan ¯tan 単騎で行かせ
る．KcLZoLZb o～ ¯phepsu ¯tan 出迎えの人を出す．
L<oMVo～ ´phaamaa ¯tan 嫁にやる．L<o<Ud<oWo～
ˆphaayoo la ¯tan 花嫁の付き添いに行かせる．Mo
<Ud<o～ ˆmayoo ¯tan 料理人の手伝いの人を送る．
M̀o～ ´mi ¯tan 人をやる．人を行かせる．HM<oHJb=o
～ `makpun ¯tan部隊を派遣する．Wb<o*To～ ´luktsi

¯tan羊飼いを行かせる．Zdo2Ŵo～ ¯sonyüü ¯tanスパ

イを送る．
3．＜通信手段 + <F=o の形で＞ (～を) 発信する，
放送する，合図する． ;oL& o～ ¯khapta ¯tan 唇を
突き出したり曲げたりして合図を送る．2Vd<o～ `loo

¯tan送電する．配電する．,@=oL<Ĥ<Zo～ ˆkyangtraa

¯tan放送する．FVo～ ¯tar ¯tan電報を打つ．% `=o<?YWo
～ ¯tingküü ¯tan思い出させるように後で合図する．
G<oV`=o;oJVo～ `thaarin ¯khapaa ¯tan長距離電話を
する．KcLZoL&o～ ¯phepta ¯tan 出発の合図をする．
w]=oTKD`Io～ ¯lungtrin ¯tan放送する．
4．＜動物 + <F=o の形で＞ (～を) 放す． < ôJo～
¯kyhupa ¯tan種ヤクを雌の群れの中に放す．THd<Zo
;?` o～ ´dooki ¯tan 番犬を放す．Kd oK<o～ `phopaa

¯tan 牡豚を放す｛牝豚と掛け合わせるために｝．OUo
GVo～ ¯tshetaa ¯tan 捕まえた生き物を逃がす．Vo
Wb<o～ ˆraluu ¯tan 山羊と羊を放す．ZcMZo>IoOUoGVo
～ ¯semcän ¯tshetaa ¯tan家畜を放生する．
5．＜食物 + <F=o の形で＞ (食事を) 振る舞う．
,@oSZo～ ˆkyasää ¯tan 中華料理を振る舞う．Gb< o
J o～ ¯thukpa ¯tan トゥクパを振る舞う．0>c o MV o
～ ¯chemaa ¯tan チェマーを振る舞う．< (L oM o～
¯süüma ¯tanバター茶を振る舞う．LZbo?=o～ ¯sucan
¯tan出迎えの酒を振る舞う．
6．(儀式や祭，宴会などを) 催す，開催する，行う．
(～を)祝う． ;=o<ZdWo～ ¯khangsöö ¯tan新築祝い
をする．2V`=o<o～ ¯lingka ¯tan 野遊びをする．ピク
ニックをする．H<To<\@cWo～ ´kakyee ¯tan歓送会を開
く．?do<o～ ¯choka ¯tan儀式を行う．\Hdo<\@`Ho～ `trukii
¯tan野外パーティーを催す．Wdo<ZVo～ ´löösaa ¯tan

正月を祝う．<ZdWo<KdIo～ ¯söötön ¯tan宴会を開く．
7．＜排泄物 + <F=o の形で＞ (～を) する，放出す
る． <\@<oJo～ ¯kyakpa ¯tan 大便をする．<>̀IoJo～
¯cinpa ¯tan小便をする．%Z<oHI`o～ ¯tuuri ¯tanおなら
をする．
8．＜罰 + <F=o の形で＞ (罰などを) 与える，加え
る． ;D`MZo<>dHo～ `trhimcöö ¯tan 処罰する．;D`MZo
～ `trhim ¯tan処罰する．AcZoH<o～ ˆnyetaa ¯tan体
罰を与える．ぶつ．殴打する．AcZo.W=o～ ˆnyeetun

¯tan 体罰を与える．OUoLNVIo～ ¯tshetsön ¯tan 終身
刑にする．ZDd<oGd<o～ `sootoo ¯tan 死刑にする．ZVHo
THdMZo～ `läntom ¯tan懲戒処分にする．
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9．＜状態を表す動詞 - Vbo<F=o の形で＞ (～の状態
に) する． ?coVbo～ ¯che-ru ¯tan 大きくする．<MY<oVbo
～ ˆtuu-ru ¯tan悪くする．M̀oTLdVo3[=oVbo～ ´minpoo

´nyung-ru ¯tan人口を少なくする．U<oVbo～ ˆyaa-ru
¯tan良くする．
10．(ある状態に)させる． ;o\HdHo～ `khaptröö ¯tan
面と向かわせる．;coLS=o～ ¯khepsan ¯tan (相手方
に) 利益を与える，儲けさせる．!=d=o～ ´kyhon ¯tan

損をさせる．<AcIoWd<o～ `nyänloo ¯tan 里帰りさせ
る．HVo;?Lo～ ˆtharkyap ¯tan 流行させる．HIIo<?YWo
～ ´trhänküü ¯tan思い出させる．)o<FdVo～ ¯tsatoo
¯tan全滅させる．UVo,@Zo～ ˆyarkyää ¯tan発展させ
る．繁栄させる．Wd<o～ ˆloo ¯tan帰らせる．
11．(～の状態に) する． @LoLc o@dL oLc o～ ´chape

´chope ¯tan ごちゃまぜにする．GWoOWo(HoOWo～
¯thätsää ´patsää ¯tanぼろぼろにする．0>cHo<X<Zo～
`chekshaa ¯tan 真っ二つにする．<QoZco<Qd oZco～ ´pase

´pose ¯tan あいまいにする．0WVoMAcHo～ `murnyee

¯tan ぐしゃぐしゃにする．OoIIo～ ¯tshanän ¯tan

厳格にする．R`oT@<Zo～ ˆshincaa ¯tan平静にする．
ZbMo<k@Vo～ ¯sumcaa ¯tan 三枚重ねにする．ZbMo)TZo
～ `sumtsii ¯tan三倍にする．:LdLoL<MYZo～ `hroptüü

¯tan簡略にする．
12．＜紐状の物 + <F=o の形で＞ (紐などを) 張り
渡す，通す． 2Vd<oG<o～ `loktaa ¯tan 電線を張り渡
す．T!=`<oG<o～ ˆgiktaa ¯tan ゴム紐を掛ける．ゴム
紐を通す．, !Ho<?YHo～ ˆkyüüküü ¯tan 弦を張る．革
紐を使う．<AoG<o～ ˆkataa ¯tan 鞍に綱を掛ける．
G<oJo～ ¯thakpa ¯tan縄を張る．縄を上から下ろす．
H/>=oG<o～ `cangtaa ¯tan吊り縄を張る．TKDcHoRYIo～
¯trheepün ¯tan横糸を通す．V<o<?YHo～ ˆraaküü ¯tan
真鍮線を張る．
13．＜板状の物 + <F=oの形で＞ (～を)敷く，張る．
(橋，梁などを) 渡す，かける． , !<o;Do～ ´kyuktra

¯tan 柵を巡らす．9CMo～ ¯cam ¯tan 桁を渡す．Gd<o
J= o～ ¯thoopan ¯tan 天井板を張る．GdH o J= o～
¯thööpan ¯tan天板を張る｛テーブルなどの｝．<6 q=o
Mo～ ´tungma ¯tan 梁を渡す．J=oWcLo～ `panglee

¯tan板を張る．
14．＜布 + <F=oの形で＞ (布を)張り巡らす，貼る．
(テントなどを)張る． Gd<o;cLZo～ `thookep ¯tan天

井布を張る．Gd<oVZo～ `thoorää ¯tan天井布を張る．
I=oXo～ ´nangsham ¯tan裏地を当てる．0><oUdWo～
¯chaayöö ¯tan幕を張る．<kHoUdWo～ ´payöö ¯tanヤク
の毛で作ったテントを張る．<k+Wo9O<Zo～ ˆtrüüpaa

¯tan 蛇の皮を張る．UdWoLo～ ´yöla ¯tan カーテンを
掛ける．幔幕を張る．V<oXd<o～ ˆrakshoo ¯tan真鍮
の箔を貼る．VZoZ=o～ ´rääsan ¯tan透かし入りの木
綿の布を張り巡らす．
15．(～を) 塗る． H:V o V< o:AL o:AL o～ `kaaraa

`hyapyap ¯tan 石灰の溶液を薄く塗る．L1F<o)To～
¯traktsi ¯tan 艶出しを塗る．T@bVo)To～ ´jurtsi ¯tan

靴墨を塗る．)To～ ¯tsi ¯tan 油性の塗料を塗る．OVIo
;Do～ ¯tshöntra ¯tan 彩色を施す．着色する．OVIo
)To～ ¯tshöntsi ¯tan ペンキを塗る．OVIo)To:ALo:ALo
～ ¯tshöntsi `hyapyap ¯tan 塗料を薄く塗る．<Ubo
MHd<o～ `yuntoo ¯tan トルコ石色に塗る．ZoHMVo～
¯samaa ¯tan 赤土を塗る｛塗料をバケツで掛けて｝．
<ZcVoO<o～ `setsaa ¯tan金めっきする．
16．(～を材料として)用いる． :oMoVbo～ ¯kama-ru

¯tan 大理石を使用する．<dZo?cIo～ ´khöcen ¯tan 絹
を使う．H=bWo<?YHo～ `ngüüküü ¯tan銀糸を使う．& do
$ coKoWMo～ ´toce ¯phalam ¯tanダイヤモンドを使う．
& do<UMo～ ´toyam ¯tan板状の石をひさしを作る材料
に使う．VZo～ ˆrää ¯tan綿布を用いる．
17．＜乗り物 + <F=o の形で＞ (～を)操縦する，運
転する． :doLo～ ¯koo ¯tan 革舟を漕ぐ．!=o<AoV`o～
¯kan-kari ¯tan 自転車をこぐ．2) o*T=Zo～ ˆtrhutsin

¯tan 船を操舵する．GHoTKbV o<IMo2) o～ ¯thääpur

¯namtru ¯tan ヘリコプターを操縦する．<Q<o<Q<o～
ˆpakpaa ¯tan バイクを運転する．Md oB o～ ´motra

¯tan 自動車を運転する．V`oẀo～ ´rili ¯tan 汽車を運
転する．wV=ZoT;dVo～ ¯langkoo ¯tanトラックを運転
する．
18．＜楽器 + <F=oの形で＞ (～を)演奏する，弾く，
吹く，鳴らす． :=o?̀Io～ ¯kangcin ¯tan ピアノを
演奏する．<?HoJVo～ ¯kääpaa ¯tan レコードをかけ
る．T;Vo#o～ ¯khanga ¯tan 銅鑼を打つ｛招集の合
図などのために｝．,@o2V`=o～ ´kyalin ¯tanギャリンを
吹く．<Ĥo<FIo～ ´tramnyän ¯tan ダムニェンを弾く．
F`=oX<Zo～ `tingshaa ¯tan ティンシャーを鳴らす．
J̀oQ=o～ ¯piwan ¯tan 琵琶を弾く．<QVo?o～ ´paaca
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¯tan楽器を演奏する．
19．(歌を) 歌う． 2]o～ ¯lu ¯tan 歌を歌う．MAMo
<RZ o～ `nyamshää ¯tan 合唱する．I= o M o～
´nangma ¯tan 歌を歌う．LdH o<RZ o～ ˆphööshää

¯tan チベットの伝統的な歌を歌う．HM=Zo<RZo～
`mangshää ¯tan 民謡を歌う．\Vo<RZo～ `arshää

¯tan土木の作業歌を歌う．
20．(薬を) 服用する．投薬する． LdH o <RI o～
´phöömän ¯tan チベットの伝統的な薬を服用す
る．TLbo<RIo～ ´bumän ¯tan 虫下しを飲む．<RIo～
¯män ¯tan ➀薬を服用する．➁投薬する．X̀ o<RIo
～ ¯shimän ¯tan 麻酔薬を服用する．LXWo<RIo～
¯shäämän ¯tan下剤を服用する．
21．(お金を)払う，出す，使う． T2Fdo2FdIo～ ´drotrön
¯tan 経費を出す．T2Fd oZd= o～ ´droson ¯tan 費用を
出す．IVo<Fd=o～ ´narton ¯tan 費用を全額負担す
る．\@` oH=bWo～ ¯ci’ngüü ¯tan 公金で費用をまかな
う．HLb<ZoJHo～ `ukpää ¯tan お金を使う．<8 q= o
2FdI o～ ´shungtrön ¯tan 公費を使う．W<oTHdI o～
´langtön ¯tan 自腹を切る．小遣い銭を使う．<ZdWo
HdHo～ `söötöö ¯tan祝儀を出す．
22．(休みを) 取る． 2q=oZc=o1F`<o>Vo～ ˆkhungsan

¯trikcaa ¯tan いつもの休みを取る．2q= o Zc= o～
ˆkhungsan ¯tan休暇を取る．
23．(差を) つける． ;?HoJVo～ ¯kyhääpaa ¯tan 差
別する．差をつける．'MoH1>cVo～ ¯namyee ¯tan 差
をつける．0>` oI=o～ ¯chinan ¯tan 内と外を差別す
る．LVo;?Ho～ ˆpharkyää ¯tan 差別する．区別す
る．H1>c oT1>cHo～ `yencee ¯tan 差別する．M=o3[=o～
´mangnyun ¯tan数量の配分に差をつける．<NVoKWo
～ ¯tsopää ¯tan 主だった者と普通の者を差別する．
U<oAcZo～ ˆyaanyee ¯tan優劣で差別をつける．
24．(火，薫香などを) 焚く． 9C<ZoGLo～ `caktap

¯tan 五徳をかけ火を焚く．Mc o～ ´me ¯tan 火を
焚く．LZ=o～ `san ¯tan 薫香を焚く．LZ=oL6 q< o
～ `sangtuu ¯tan 薫香でくゆらす．LZ=o<ZdW o～
¯sangsöö ¯tan 薫香を焚く．LZbVo～ ¯suu ¯tan 薫香
を焚いて供養する．9ZoLZ=o～ `hlapsan ¯tan香木を
焚いて薫煙を神々に供える．
25．＜法令 + <F=o の形で＞ (法令を) 発布する．
L:<o,@o～ ¯kakkya ¯tan 禁止令を出す．AcZo;D`MZo～

ˆnyiitrim ¯tan 刑法を発令する．刑法に準じて処罰
する．HM<o;D`MZo～ `maktrim ¯tan 戒厳令を敷く．
軍法を発令する．
26．(友達，親戚関係に) なる． 2Fd<ZoJdo～ ´trhoko

¯tan 友達になる．<AcIoTLDcWo～ ¯nyäntree ¯tan親戚
関係になる．
27．気にかける．気にする． Gb<Z o ZcMZ o ～
`thuusem ¯tan 思いを馳せる．MIV o ZcMZ o ～
`narsem ¯tan 人を虐待，あるいは侮辱しようとす
る気持ちになる．\@`oZcMZo～ `cisem ¯tan社会全体の
ために働こうと考える．KIoZcMZo～ `phänsem ¯tan

他人のために役立ちたいという気持ちを持つ．ZcMZo
～ `sem ¯tan思いを馳せる．想う．
28．(呪いなどを)かける． <FHo～ `tää ¯tan呪いを
かける．

<F=o 2 ¯tan, ¯ton v. non-vol.
npf. pf. imp.

<F=o, <Fd=o LF=o –
¯tan, ¯ton ¯tan –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．＜気象現象 + <F=o の形で＞ (雨などが) 降る．
(～が)起こる． <=Zo～ ˆkhan ¯tan雪が降る．<=Zo
Mo?Vo～ ´khangma-caa ¯tanみぞれが降る．?VoHI<o
～ `chartraa ¯tan豪雨が降る．?VoJo～ ¯chaapa ¯tan
雨が降る．GIoTHIc o～ ¯thäntre ¯tan かんばつが起こ
る．GIoJo～ ¯thänpa ¯tan干ばつになる．\H`Io?Vo～
¯trincaa ¯tan 天気雨が降る．ZcVoLo～ ¯sera ¯tan 雹
が降る．
2．＜病理現象 + <F=o の形で＞ (病気，痛みなどが)
生ずる． <\@coSb<o～ `kyesuu ¯tan陣痛でお腹が痛む．
IoOo～ ´natsa ¯tan痛む．病む．IoSb<o～ ˆnasuu ¯tan
刺すような痛みがする．KdoLoIoOo～ ¯phoo ´natsa

¯tan 胃が痛む．OT<ZoVoM̀oVb oM̀ oIoOo～ `tshii ´rami

´rumi ´natsa ¯tan体中どこということなく至る所が
痛い．
3．(芽や穂などが)出る． 2FoMo～ ˆtrhamaa ¯tanの
ぎが出る．M?coLo～ ¯chee ¯tan 芽が出る．T@`LoLbo～
´jipi ¯tan ネコヤナギの花穂が出る．<FcoMo～ ¯nyima

¯tan穂が出る．G`TboGdVoGdVo～ ¯thiu ¯thotoo ¯tanつぼ

F



<FHo 176 <5[Lo

みがちらほら出る．& d<oJdo～ ´toko ¯tan (じゃがいも，
かぶなどの根菜の) 根茎が生える．2 ô2q o～ ´nyuku

¯tan芽が出る．
4．(涙，鼻汁などが) 出る． <No%Z<o～ `naptuu ¯tan

鼻汁が出る．M̀<o?bo～ ¯mikcu ¯tan涙を流す．M̀<o?bo
IVoIVoIVoWo～ ¯mikcu ´nar ´nar ´nar la ¯tan涙が止
めどなく流れ落ちる．
5．(夢を) 見る． <ÀHoWMo～ ¯nyiilam ¯tan 夢を見
る．MIWoWMo～ ¯nyäälam ¯tan夢を見る．
6．(光が) 差す． <\@oMHTo～ ¯kyanta ¯tan 曙光が差
す．<\@oVc=Zo～ `kyaren ¯tan曙光が差す．

<FHo `tää v. vol.
npf. pf. imp.

<FHo <FHo <FHo, <FdHo
`tää `tää `tää, `töö

pres. fut. pt. imp.

[ <FdHo <FHo <FHo <FdHo ]

1．(方向などを～に Wo )向ける． ;o～ ¯kha `tää (方
向などを)向ける．;oUVo～ ¯kha ´yaa `tää上方に向
ける．
2．(～を)預ける． LVdo～ ¯lo `tää信頼する．

<FVo ¯tar v. vol.
npf. pf. imp.

<FVo <FVo <FVo, <FdVo
¯tar ¯tar ¯tar, ¯tor

pres. fut. pt. imp.

[ <FVo <FVo <FVo <FdVo ]

採血する． ;D<o～ `trhaa ¯tar 採血する.(動物に) 針
を刺して悪血を取り除く．

<F`Vo ¯tir v. vol.
npf. pf. imp.

<F`Vo <F`Vo <F`Vo
¯tir ¯tir ¯tir

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～を) 打ち込む． KbVoJo～ ¯phuupa ¯tir 杭を打ち
込む．

<5[<o `tuu v. vol.

npf. pf. imp.

<5[<o <5[<Zo <5[<Zo
`tuu `tuu `tuu

pres. fut. pt. imp.

[ <5[<o <5[<o <5[<Zo <5[<Zo ]

1．(～を)合わせる． <Hd=o～ ´ton `tuu顔を合わせ
る．J̀T`oNTo～ ¯piitsi `tuu杯を触れ合わせる．
2．(頭や額を) 触れ合わせる｛挨拶のために｝．
M<do～ ´go `tuu 頭をつけて挨拶する．HJDWo;d<o～
`pääkoo `tuu 額をつけて挨拶する．HLbo～ ¯u `tuu

頭をつけて挨拶する．HLboHJDWo～ ¯upää `tuu額を触
れ合わせる｛挨拶のために｝．
3．(裁判に) 訴える．(法に Wo ) 訴える．告訴する．
告発する． ;oM?bo～ ¯khamcu `tuu 裁判に訴える．
;D`MZoWo～ `trhim la `tuu法に訴える．告訴する．
4．(先生に) 付く．師事する． RLZoWo～ ˆshap la

`tuu師事する｛ラマに師事して仏教を教えてもらう
こと｝．
5．(最終目標に)到達する． Kb<Zo～ `phuu `tuu全
うする．やり遂げる．

<5[<Zo ☞　<5[<o (p. 176)

<5[Lo `tup v. vol.

npf. pf. imp.

<5[Lo <5[LZo <5[LZo
`tup `tup `tup

pres. fut. pt. imp.

[ <5[Lo <5[Lo <5[LZo <5[LZo ]

1．(～を) 切る． 1F` o:oZ̀o～ ¯trika-si `tub 切符を切
る．<\Ho～ ¯tra `tup髪を切る．,@oGb<o～ ˆkyatuu `tup

ギャトゥの生地を切る．<Ao<RY<o～ ˆkamuu `tup生姜
を切る．L<oWcLo～ ˆphaalee `tupパンを切る．MPUVo
Jo～ ´dzeepa `tup いぼを切る．Vdo～ ´ro `tup 死骸
を切る｛鳥葬で｝．Xo～ ¯sha `tup 肉を切る．X̀=o～
¯shing `tup木を (短く)切る．Xd<oLbo～ ¯shuku `tup

紙を切る．ZcIoMdo～ ¯senmo `tup爪を切る．
2．(～を)刻む，細切れに切る． 6 qMoLbo～ ´thumpu

`tup 細切れに切る．K<o9Kd o～ ¯phakto `tup 豚の餌
を刻む．NV=o～ ¯tson `tup ねぎを刻む．Wb<oOTWo～
´luktsii `tup羊の脂肪を刻む．
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<5[LZo ☞　<5[Lo (p. 176)

<5[Mo `tum v. vol.

npf. pf. imp.

<5[Mo <5[MZo 5[MZo
`tum `tum `tum

pres. fut. pt. imp.

[ <5[Mo <5[Mo L5[MZo GbMZo ]

1．(～を)包む．(～で <̀Zo )包む．(～に Wo )包む．
<Ĥ`WoVZoI=oWo～ ˆtriirää ´nan la `tum風呂敷に包む．
MVo～ ´maa `tum バターを包む．VZo<̀Zo～ ˆrää ki

`tum布で包む．Xd<oLbZo～ `shuküü `tum紙で包む．
2．(頭を)覆って隠す． M<do～ ´go `tum頭を覆って
隠す．

<5[MZo ☞　<5[Mo (p. 177)

<Fd=o ☞　<F=o 1 (p. 173)，<F=o 2 (p. 175)

<FdHo 1 `töö v. vol.
npf. pf. imp.

<FdHo LFdHo <FdHo
`töö `töö `töö

pres. fut. pt. imp.

[ <FdHo <FdHo LFdHo <FdHo ]

(習慣，制度，考え方などを)新しく始める，新たに作
る． ZDdWo8F`=o～ ¯söönyin `töö 古くさい習俗を始め
る．ZDdWo～ ¯söö `töö習慣を始める．

<FdHo 2 ☞　<FHo (p. 176)

<FdVo 1 ¯tor, ¯too v. vol.
npf. pf. imp.

<FdVo <FdVo <FdVo
<KdVo <KdVo <KdVo
¯tor, ¯too ¯tor, ¯too ¯tor, ¯too

pres. fut. pt. imp.

[ <FdVo <FdVo <FdVo <FdVo ]
[ <KdVo L<KVo L<KVo <KdVo ]

1．(～を) 破壊する，破る，壊す，崩す． +WIoO=o
～ ¯küntsan ¯tor泥棒の巣窟を破壊する．;=oVbWo～
¯khangrüü ¯tor廃屋を壊す．!==o<d<o～ ˆkyhankoo

¯tor 廃墟を壊す．!==o～ ´kyhan ¯tor 土壁を壊す．
!==oVdo～ ´kyhangro ¯tor 土壁の残骸を壊す．2. oX<o

～ ˆtrhashaa ¯tor僧坊を壊す．H<dIoJo～ ´konpa ¯tor
寺を壊す．, !IoZDdWo～ ´kyünsöö ¯tor 慣習を打破す
る．<Ĥ`<Zo;D`MZo～ ˆtriktrim ¯tor 規律を破る．9C<Zo
V`o～ ¯caari ¯tor 塀を壊す．)T<oJo～ ¯tsikpa ¯tor 壁
を壊す．ZDdWo8F`=o～ ¯söönyin ¯tor 古くさい習俗を打
ち破る．
2．(～を) 打破する，やっつける，滅ぼす，倒す．
H2FoHJb= o～ ˆtrapun ¯tor 敵軍を滅ぼす．H2FoLd o～
´trao ¯tor 敵を打ち破る．H2FoHM<o～ ˆtramaa ¯tor

敵兵を滅ぼす．@<oJo～ ´chakpa ¯tor 強盗をやっ
つける．M̀o=Io～ ´mingän ¯tor 悪人をやっつける．
<8 q=o～ ´shun ¯tor 政権を崩壊させる．ZD`Ho<8 q=o～
¯sishun ¯tor政府を倒す．9ZoTHIco～ ¯hlantre ¯tor鬼神
を打ち破る．
3．(～を Wo / ø ) 殴る，強姦する． Jbo2q o～ ¯puku

¯tor 子供を殴る．LboMdo～ ´phomo ¯tor 娘を強姦す
る．ZcMZo>Io～ ¯semcän ¯tor家畜を殴る．
4．(～を) 解散する，解体する，無くす． Kb= oJd o
～ ¯phungpo ¯tor 死体を解体する．OV<Z o J o～
¯tshokpa ¯tor 団体を解散する．<R`Zo:o～ ´shiika

¯tor 領有地を無くす｛政府が召し上げて｝．Vbo;<o～
ˆrukaa ¯tor 部隊を解散する．WoA<o～ ˆlanyaa ¯tor

大きな凸凹を無くす．
5．(～を) 邪魔する．(～に) 押し入る． T1 ( o;=o～
´drukan ¯tor 穀物倉庫に押し入る．)VHoJo～ ¯tsöpa

¯tor口論を邪魔する．
6．(～を) まく，まき散らす，こぼす． ; o WbH o
～ `khalüü ¯too 追肥をまく．@o<̀ o@` o <̀ o～ ´chaki

´chiki ¯tor地面が見えないほどにこぼす．IZoT1 (o～
´näntru ¯tor 麦粒をまく｛神仏への供養や厄除けな
どのために｝．0><oIZo～ `chaanää ¯tor 功徳のある
麦をまく．T1 ( oKbHo～ ˆdrupüü ¯tor 初物の麦をまく
｛神仏への供養に｝．McoFd<o～ ˆmetoo ¯tor 花をまく．
)MoJo～ ¯tsampa ¯tor ➀麦こがしをまく．➁［俗］
おべっかを使う．TdoKbHo～ ˆopüü ¯tor ミルクのお初
をまく｛神仏への供養に｝．Z̀LoZ̀Lo～ `sipsii ¯tor少
量まく．
7．(種などを)まく． ZoLdIo～ ¯sapön ¯tor種をまく．
8．(液状のものを) スプレーする，吹き付ける，振
りかける．(唾を) 吐きかける． ;oWbHo～ `khalüü
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¯tor痰をまき散らす．;oZ̀oR d<o～ ¯khasi-poo ¯tor香
水を振りかける．?bo～ ¯chu ¯tor水をまく．M?̀WoMo
～ `chimaa ¯torつばを吐きかける．つばをひっかけ
る．TLbo<RIo～ ´bumän ¯tor 殺虫剤をまく．R`=o<RIo
～ ´shingmän ¯tor農薬を散布する．
9．(～を) 浪費する，使う． H=bWo～ ¯ngüü ¯tor お
金を浪費する．>oW<o～ `calaa ¯tor 物を浪費する．
品物を無駄に使う．1=̂oOHo～ ˆchungtsää ¯tor手に
入っただけのもの全てを使う．Mo)o～ ´matsa ¯tor

資本を浪費する．
10．(～を)使い込む． \@`oH=bWo～ ¯ci’ngüü ¯tor公金
を使い込む．

<FdVo 2 ☞　<FVo (p. 176)

LF<o `taa, `thaa v. vol.
npf. pf. imp.

LF<o, TG<o LF<Zo Fd<o, LF<Zo, TGd<o, Gd<Zo
`taa, `thaa `taa `too, `taa, `thoo

pres. fut. pt. imp.

[ TG<o LF<o LF<Zo TGd<o ]

1．(～を)織る． TG<o～ `thaa `taa機を織る．<HIo
～ ´tän `taa じゅうたんを織る．<NMoLbo～ ¯nampu

`taa厚手の毛織物を織る．<kHo～ ´pa `taaヤクの毛で
テント用の布を織る．LNb<Zo0(<o～ `tsuktruu `taa

毛足の長い毛布を織る．){oVZo～ `tsarää `taa 植物
繊維で布を織る．WxoLo～ ´laa `taa 毛布を織る．Z<o
Z<o～ `saksaa `taa (布の) 目を粗く織る．Z̀oXIo～
¯sishän `taa絹糸で織る．
2．(～を) 挽く．(水車などで) 挽く．(挽いて粉状
に) する． 2Fd o～ ´trho `taa 小麦を挽く．2Fd oR`Lo～
ˆtrhushii `taa 小麦を挽く．?<o～ `chaa `taa 荒挽
豆を挽く｛石臼で｝．?boT;dVo～ ¯chukoo `taa 水車
で (粉を) 挽く．K̀=o)Mo～ ¯phingtsam `taa 澱粉を
作るために豆を挽く．0>c oTG<o～ `chetaa `taa 水車
で粉を挽く．LVoR̀Lo～ ˆpharship `taa 中挽きに挽
く．)MoJo～ ¯tsampa `taa 麦こがしを挽く．)T=oJdo
～ ¯tsingku `taa粒を粗く挽く．R`LoJdo～ ´shipu `taa
細かく挽く．

LF<Zo 1 `taa v. vol.

npf. pf. imp.

LF<Zo LF<Zo Fd<Zo
`taa `taa `too

pres. fut. pt. imp.

[ THd<Zo <H<Zo LF<Zo Gd<Zo ]

1．(～を～に Wo )付ける，身につける，ぶら下げる．
<?co0 (<o～ `kitruu `taa首飾りを着ける．<?cHo2F`o～ ¯kitri
`taa腰刀を着ける．;Lo9qLZo～ `khapshuu `taa (腰
に) 針入れを着ける．<Tbo～ ´khau `taa カウを着け
る．,@Io?o～ ´kyänca `taa 飾りを着ける．<Ĥd<o<6 qLo
～ ˆtrootun `taa 腕輪をはめる．9McLZoWo～ ˆdee la

`taa 壁面に付ける．Kdo;cLZo～ `phokee `taa 腹巻を
する．LVdo2F`o～ ¯lutri `taa (腰に)護身用の短刀を差す．
< (=oLo～ ¯trunga `taa お守りを着ける．<?c oWo～U<o
¯ke la `taayaa首飾り．\o9Cd<o～U<o `amcoo `taayaa
耳飾り．イヤリング．ピアス．
2．(～を) つなぐ．(～で <̀Zo ) つなぐ． :doG<o～
`kotaa `taaとも綱をつなぐ．;WoMo～ ¯khääma `taa
荷駄運搬用の家畜をつなぐ．;?`o～ ¯khi `taa犬をつな
ぐ．2V=o<d<o～ `langkoo `taa 牡牛をつなぐ｛杭など
に｝．<Ado0<̂Zo～ ˆkocuu `taa家畜をつなぐ．9C<ZoG<o
<̀Zo～ `caktaa kää `taa 鎖でつなぐ．HIcWo～ ´trhee

`taa騾馬をつなぐ．THd<Zo;?`o～ ´dooki `taa番犬をつ
なぐ．TLDd<o;?` o～ ´drooki `taa 番犬をつなぐ．ZcMZo
>Io～ ¯semcän `taa家畜をつなぐ．
3．(名前を) 付ける． ?dZoM̀=o～ ¯chöömin `taa 僧
の名前を付ける．M̀=o=Io～ ´mingngän `taa悪い名
前を付ける．M̀=o～ ´ming `taa 名前を付ける．M̀=o
THd<Zo～ ˆmingtoo `taa あだ名をつける．MOIo～
¯tshän `taa 名前を付ける．VbZoM̀=o～ ´rüümin `taa

姓名をつける．
4．(難癖などを)つける．(責任，罪などを)なすりつ
ける． <\@dIo～ ¯kyön `taa難癖をつける．けちをつけ
る．;<o～ `khaa `taa過失責任を負わせる．(～に Wo
)かこつける．<Ĥdo～ ´tro `taa 羽を付ける．言いがか
りをつける．無実の罪を着せる．L8FZo～ `nyää `taa
因縁をつける．言いがかりをつける．
5．(～を)拘束する． M<do～ ´go `taa降伏する．HMo
Wo～ ´tham la `taa (～を) 服従させる．9ZoTHIc oHMoWo
～ ¯hlantre ´tham la `taa鬼神を服従させる．
6．(嘲笑)する． T0>o;o～ ¯chääka `taa嘲笑する．
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LF<Zo 2 `taa v. non-vol.
npf. pf. imp.

LF<Zo LF<Zo –
`taa `taa –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(木の実などが) なる．(葉などが) 付く．(穂などが)
出る． 1)oMo1)o～ ¯trumaa-tru `taaトマトが実を付け
る．<=oLbo～ ˆkhampuu `taa さやえんどうがなる．
さやえんどうができる．<FcoMo～ ¯nyima `taa 穂が出
る．TLDZoLbo～ ´drääpu `taa実がなる．WdoMo～ ´loma
`taa葉が付く．X̀=oTLDZo～ `shingträä `taa果実がな
る．Z̀Tbo～ ¯siu `taaさんざしの実がなる．

LF<Zo 3 ☞　LF<o (p. 178)

LF=o ☞　<F=o 1 (p. 173)，<F=o 2 (p. 175)

LFLo `tap v. vol.
npf. pf. imp.

LFLo LFLo LFLo
`tap `tap `tap

pres. fut. pt. imp.

[ THcLZo <HLo LFLo GdLo ]

1．(～を) 植える，まく．(畑や庭などに) 植え付け
をする，種まきをする．(肥料などを) まく． 1q o
9q o～ ¯kushu `tap りんごの木を植える．;Mo<Md= o
～ ¯khamton `tap 桃の木を植える．;M o OT< o～
`khamtsii `tap 桃の種を植える．2Fd o～ ´trho `tap

小麦をまく．2Fd oR`=o～ ´trhushin `tap 小麦をまく．
,@oLDo～ ´kyapra `tap蕎麦をまく．MGb<oJdo～ ¯thupu

`tap密植する．9MYMoVo～ ´dumra `tap庭に植え付け
る．Io;o～ ´naka `tap草の種を含んだ家畜の糞を畑
にまく．I<ZoOWo～ ´naktsää `tap植林する．ZoR`=o
～ ¯sashin `tap畑に種をまく．ZdIo～ ¯sön `tap種を
まく．
2．接種する． 9ZoT1 (M o～ ¯hlantrum `tap 種痘を
する．
3．(靴底を) 縫い付ける． SdIoMG`Wo～ ´sumtii `tap

布靴の底を縫う．VZoSdMo～ ´rääsom `tap 木綿の長
靴の底を縫い付ける．9ZMoMG`Wo～ ¯hamtii `tap靴底
を作る．
4．する．行う． 1VIo:o～ ¯länka `tap 難癖をつけ

る．<RdIoWMo～ ¯molam `tap 祈願する．祈る．OT<o
MOVIo～ ¯tshingtsön `tap言葉で攻撃する．Z=Zo,@Zo
Wo<ZdWoLo～ `sangkyää la ¯sowa `tap仏陀に願い事
をする．Zco<doVo～ ¯seko-ra `tap中指と親指で指を鳴
らす．Zco<dWo～ ¯sekoo `tap 中指と親指で指を鳴ら
す．<ZdWoLo～ ¯sowa `tap祈願する．

LF`=o ¯ting, `ting v. vol.
npf. pf. imp.

LF`=o LF`=o F`=o
¯ting, `ting ¯ting, `ting ¯ting, `ting

pres. fut. pt. imp.

[ TH`=o <H`=o LF`=o G`=o ]

1．(～を) 敷く，敷き詰める．(おむつなどを) 当て
る．(壁などの基礎を) 打つ． T!=`<o<HIo～ ´giktän

¯ting マットレスを敷く．><oFVo～ ¯caataa ¯ting

シーツを敷く．?bo<HIo～ ¯chüütän ¯ting おむつを
当てる．<HIo～ ´tän ¯ting 敷物を敷く．& d o<>Wo～
´topcää ¯ting 石畳を敷く．& do: -<o～ ˆtoruu ¯ting 砂
利を敷く．<NYMo<N<o～ `numnaa ¯ting アスファルト
を敷く．[=o<R`o～ ¯mangshi ¯ting 基礎を敷く．土
台を敷く．)T<o& d o～ ¯tsikto ¯ting 壁の礎石を敷く．
WoMo～ ˆlamaa ¯ting 芝生の根の張った土を敷き詰
める．
2．(～を)並べる． Xdo?Zo～ `shopcää ¯tingさいこ
ろ賭博の道具を並べる．
3．(対策，計画などを) 立てる． =I o @bZ o～
ˆngäncüü ¯ting悪巧みをする．T?Vo<R`o～ ¯charshi

¯ting 計画を立てる．@bZo～ ˆchüü ¯ting対策を立て
る．@bZo<R`o～ ´chüüshi ¯ting 計画を立てる．HM<o
@bZ o～ `makcüü ¯ting 戦略を立てる．)TZ o<R` o～
¯tsiishi ¯ting計画する．予算を立てる．予定する．

L5[=o ☞　TGb=o (p. 196)

L5[=Zo ☞　TGb=o (p. 196)

L5[MZo ☞　<5[Mo (p. 177)

L5[Wo ¯tüü v. vol.

npf. pf. imp.

L5[Wo L5[Wo 5[Wo
%ZWo, L%ZWo L%ZWo %ZWo
¯tüü ¯tüü ¯tüü
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pres. fut. pt. imp.

[ T6 qWo <6 qWo L5[Wo GbWo ]
[ %ZWo L%ZWo L%ZWo %ZWo ]

1．(動物などを)馴らす． %o"dHo～ `taköö ¯tüü荒馬
を馴らす．
2．(～を)馴染ませる｛出来上がったばかりの木製や
素焼きの容器などを使用する前に油を塗って日に当
てるなどして馴染ませること｝． *o<do～ ´tsako ¯tüü

素焼きの容器を馴染ませる．
3．(～を) 滅ぼす，調伏する，教化する． 0>` oH2Fo～
¯chitra ¯tüü 外敵を滅ぼす．M̀o=Io～ ´mingän ¯tüü

悪人を教化する．9ZoTHIco～ ¯hlantre ¯tüü鬼神を調伏
する．
4．(～を) 開墾する． R`=o"dHo～ ˆshingköö ¯tüü 荒
れ地を開墾する．Zo"dHo～ `saköö ¯tüü 荒れ地を開
墾する．
5．(顔料を)する． VMZo～ ˆram ¯tüü藍をする．

LFd<o `too, `thoo v. vol.
npf. pf. imp.

LFd<o, TGd<o LFd<o Fd< o , TGd<Z o ,
Gd<Zo

`too, `thoo `too, `thoo `too, `thoo
pres. fut. pt. imp.

[ TGd<o LFd<o LFd<Zo TGd<Zo ]

1．(～を) 摘む，もぐ，採る，引き抜く． ;MoLb o
～ ¯khampu `too 桃をもぐ．桃の実を採る．<=oLbo
～ ˆkhampuu `too さやえんどうを採る．McoFd<o～
ˆmetoo `too 花を摘む．<RIo){o～ ¯mäntsa `too薬草
を摘む．){o=Io～ ¯tsangän `too雑草を抜く．V`o<Ad<o
～ ˆrikoo `too 韮を摘み取る．WdoMo～ ´loma `too 葉
を摘む．X̀=oFd<o～ `shingtoo `too 果物を採る．Zco
T1 (o～ ¯sintru `tooざくろをもぐ．
2．(毛，羽などを)抜く． <\HoH:Vo～ ¯trakaa `too白
髪を抜く．;oRYo～ ¯khapu `too口の周りの髭を抜く．
RYo～ ¯pu `too毛を抜く．1>o<Ĥdo～ ´chatro `too鳥の羽
を抜く．1>oRYo～ ´chapu `too 羽毛を抜く．<S`oMo～
´sima `tooまつげを抜く．\oVo～ ¯aara `too口髭を
抜く．
3．(ごみなどを)拾う． OTWoVdo～ ¯tshiiru `too 獣脂
に混じったごみを拾う．

4．(切符などを)買う． 1F`o:oZ̀o～ ¯trika-si `too切符
を買う．
5．(皮についた脂肪などを) 取る． J<Z oOTW o～
¯paktsii `too皮についた脂肪を取る．

LFd<Zo ☞　LFd<o (p. 180)

LFdHo ☞　<FdHo 1 (p. 177)

LFdIo 1 ¯tön, `tön v. vol.
npf. pf. imp.

LFdIo LFdIo FdIo
¯tön, `tön ¯tön, `tön ¯tön, `tön

pres. fut. pt. imp.

[ THdIo <HdIo LFdIo GdIo ]

1．(～を) 出す． ;oWbHo～ `khalüü ¯tön 痰を出す．
;D<o～ `trhaa ¯tön血を出す．;DdMo～ ¯trhom ¯tön露
店を出す．H<dZoH=bWo～ ´kööngüü ¯tön費用を出す．
MH=Zo～ ˆdan ¯tön 光沢を出す．光らせる．'<o～
`naa ¯tön膿を出す．HJ=o%<Zo～ `pangtaa ¯tön証
拠品を出す．\@`IoXd<o～ `pinshoo ¯tönフィルムを出
す．1>ZoTLDZo～ ˆchänträä ¯tön成果を出す．M̀=o～
´ming ¯tön 名前を出す．)TZoTLDZo～ `tsinträä ¯tön

占いの結果を出す．TdZoM̀o～ ´öömi ¯tön候補者を出
す．Xd<oWdVo～ ¯shooloo ¯tön紙幣を出す．
2．(～を)取り出す． 2F`o?b=o～ ´trhicun ¯tön小刀を
取り出す．2Fd o<F`<Zo～ ˆtrhonyii ¯tön 小麦のくずを
取り出す．, !o0 (<o～ ˆkyutruu ¯tön盲腸を切る．I=o
;DdWo～ ´nangtröö ¯tön 内臓を取り出す．<k@=oHcLo～
ˆcangtep ¯tönノートを取り出す．M̀<oV`Wo～ ¯mikrii
¯tön眼球を取り出す．OTo2qo～ ¯tshiku ¯tön固い種を
取り出す．R`LoVdo～ ´shipru ¯tön かすを取り出す．
Xo<\HIo～ ¯shaträn ¯tön 腫瘍を取り出す．ZcVo<Ad=o～
¯serkon ¯tön卵の黄身を取り出す．
3．(～を)産出する． <FcVo& do～ ¯terto ¯tön鉱石を取
り出す．& d o<NYMo～ ´tonum ¯tön 石油を産出する．& d o
<UMo～ ´toyam ¯tön ひさしを葺くための板状の石
を産出する．<NYMo～ ¯num ¯tön油を出す．油を産出
する．油を売りに出す．S=Zo<FcVo～ ´sangter ¯tön

銅鉱石を産出する．
4．(とげを) 抜く． OUVoMo～ `tshemaa ¯tön とげを
抜く．
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5．(～を) 発揮する．(力を) 出す．(本性を) 表す．
MGb o<KdLZ o～ `thutop ¯tön 呪力を出す．7 qZ o J o～
´nüpa ¯tön効力を出す．7 qZo9q<Zo～ ˆnüüshuu ¯tön
能力を発揮する．HJTo#Mo～ `pa’ngam ¯tön勇猛な
振る舞いをする．)Wo～ ¯tsää ¯tön 技を出す．)Wo
9q<Zo～ `tsääshuu ¯tön技量を発揮する．QWoT0 (Wo～
´tsüntrüü ¯tön神通力を出す．V=o%<Zo～ ˆrangtaa

¯tön 本性を現す．V=o7qZo～ ˆrangnüü ¯tön 自己の
能力を出す．V=o<Sb<Zo～ ˆrangsuu ¯tön 正体を現
す．9q<Zo～ `shuk ¯tön力を出す．
6．(計画などを)立てる．謀る． 9?d<o@bZo～ `kokcüü
¯tön 陰謀を企てる．T?Vo<R`o～ ¯charshi ¯tön 計画
を立てる．@bZo～ ˆchüü ¯tön対策を立てる．案を出
す．@bZo<R`o～ ´chüüshi ¯tön案を立てる．GLZo@bZo
～ `thapcüü ¯tön方策を立てる．
7．(～を)売りに出す． I=o?Zo～ ˆnangcää ¯tön家
具調度品を売りに出す．K<o1F`Io～ ¯phaktrin ¯tön豚
肉の缶詰めを売りに出す．S=Zo?Zo～ ˆsangcää ¯tön
銅製の台所用品を売りに出す．Sd<o～ ˆsoo ¯tön商品
を売りに出す．Sd<oVdo～ ´sokro ¯tön売れ残りを売り
に出す．VZo?o～ ´rääca ¯tön綿布を売りに出す．
8．(～を)追い出す． HMoZD`o～ ´thamsi ¯tön人を仲
違いさせる悪霊を追い出す．
9．(～を)算出する． )TZo～ `tsii ¯tön算出する．
10．(～を) 自立させる． M<do～ ´go ¯tön 自立させ
る．独立させる．V=oM<do～ ´rangko ¯tön自立する．
11．(空間，道筋などを) 作る．(～を) 付設する，増
築する． ;=oM̀<o～ `khangmii ¯tön部屋を作る．部
屋を増築する．;DoMo～ ¯trhama ¯tön格子窓を作る．
<AcTbo;b=o～ ´kikun ¯tön窓を作る．<Ado～ ´ko ¯tön壁に
穴を開けて新しく出入り口を作る．9K<o<Ad o～ ¯taako

¯tön裏門を作る．GLoO=o～ ¯thaptsan ¯tön台所を作
る．MGd=Zo;b=o～ `thongkun ¯tön天窓を作る．<M`=Zo
?o～ ´tengca ¯tön舞台を作る．Jo:̀T̀o～ ¯pakii ¯tön

ポケットを作る．LVo9qVo～ ´pharshuu ¯tön廊下を
作る．H1>`LZo<R`o～ ¯yipshi ¯tön 形を作る．w]=oT2Fd o
～ ¯lungtro ¯tön 空気孔を作る．XVoL9Ko～ ¯shaata

¯tön東向きに作る．9qVo～ ¯shur ¯tön溝を作る．Xdo
M̀<o～ `shumii ¯tönさいころの目を作る．<Z=o\@dHo
～ `sangcöö ¯tön便所を作る．
12．(～を)唱える，述べる．発言する．発表する．

2FdZoT<do～ ´trhönko ¯tön 開会の言葉を述べる．<ĤdWo
Mo～ ´tröma ¯tön ターラ菩薩の賛歌を唱える．@o
M?dHo～ ˆchamcöö ¯tönお茶を飲むとき，初めに神仏
にお茶をお供えする気持ちで経文を唱える．THdIoJo
～ ´dönpa ¯tön経文を唱える．& do$ co<>dHoJo～ ´tooce
¯cööpa ¯tön 金剛経を読誦する．VcoT6 qIo～ ´rintün

¯tön期待を述べる．<ZWoL<Ĥ<Zo～ `säätraa ¯tön声
明を発表する．LZMoT?Vo～ ¯samcaa ¯tön意見を出
す．\oVoJoNo～ ¯ara-patsa ¯tön文珠菩薩を礼賛する
真言を唱える．
13．(～の態度を) 取る． HJT o8 qM o AMZ o～ ¯pa

ˆshumnyam ¯tön怖じ気づいた態度を見せる．HJdIo
AMZo～ `pönnyam ¯tön偉そうな態度を取る．MPUZo
AMZo～ ˆdzeenyam ¯tön 美人らしさを出す．*T<o
AMZo～ ˆtsingnyam ¯tön 威厳のある態度を取る．
<S`o#Mo～ ˆsingam ¯tön威嚇的な態度を見せる．<S`o
AMZo～ ˆsinyam ¯tön威張った態度を取る．
14．めかし込む．格好をつける．良い格好をする．
'MoJo～ ¯nampa ¯tön化粧して美しくなる．おしゃ
れする．H1>`=Zo>=o～ ¯yincan ¯tön 気取る．いい格
好をする．H1>`=Zo～ `ying ¯tön 格好をつける．お
しゃれをする．気取る．LSdo9Ko～ ´sopta ¯tön格好を
つける．いい格好をする．形を作る．形にする．
15．(本を) 出版する，出す． 6 qZoHcLo～ ˆthüütep

¯tön定期刊行物を出す．)VMoÙ<o～ `tsumyii ¯tön著
作を出す．OT<oMPVHo～ `tshingtsöö ¯tön辞書を出版
する．辞書を取り出す．
16．(～を)暴く，暴露する． I<oAcZo～ ˆnangnyee

¯tön罪を暴く．I=o<\@dIo～ ´nangkyön ¯tön内部の欠
点を暴露する．

LFdIo 2 ☞　THdIo 1 (p. 209)

%ZWo ☞　L5[Wo (p. 179)

% cIo ☞　L% cIo 1 (p. 185)，L% cIo 2 (p. 186)

% d<Zo `too v. non-vol.
npf. pf. imp.

% d<Zo % d<Zo –
`too `too –

pres. fut. pt. imp.

[ % d<Zo % d<Zo % d<Zo – ]
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(～を)理解する．(～が)分かる． ;coAcIo～ ¯khenyen
`too利害が分かる．<doHdIo～ ´khotön `too意味を理
解する．MG`Wo～ ¯thii `too根底を理解する．I=oHdIo
～ ´nangtön `too 内容が分かる．[o<ÀHo～ `hanyii

`tooやっと理解する．

% dWo ¯töö v. vol.
npf. pf. imp.

% dWo, L% dWo L% dWo % dWo
¯töö ¯töö ¯töö

pres. fut. pt. imp.

[ % dWo L% dWo L% dWo % dWo ]

1．(～を) 突き通す，破る．(～に) 穴を開ける．(栓
を)抜く． 9A=oKb<o～ ˆkangpuu ¯töö風船に穴を開け
る．<Ad=o9O<Zo～ ˆkongpaa ¯töö 卵の殻が割れる｛ふ
化で｝．?bo9A=o～ `chüükan ¯töö 水脹れを破る．G`Mo
Lbo～ ¯thimpu ¯töö栓を抜く．'<o～ `naa ¯töö膿ん
でいる箇所を破って膿を出す．\`o;b=o～ ¯ikun ¯töö

穴を突き通す．
2．(～を) 暴く，暴露する，見破る． +WLo～ `kup

¯töö 底に穴を開ける．暴く．暴露する．MG`W o～
¯thii ¯töö 底を破る．見破る．MO=o～ ¯tshan ¯töö

欠点を暴く．QWIo+WLo～ ˆtsinkuu ¯töö 嘘をばらす．
QWIoKb<Zo～ ˆtsünpuu ¯töö嘘の核心部分をばらす．

9Ko ¯ta v. vol.
npf. pf. imp.

9Ko, L9Ko L9KZo 9KdZo
¯ta `tää `töö

pres. fut. pt. imp.

[ 9Ko L9Ko L9KZo 9KdZo ]

hon.　☞　<S`<Zo 1 (p. 305)
1．(～を Wo / ø )見る，観察する，覗く，睨む． 1qIo
\@dHo～ `küncöö ¯ta 言動，考え方を観察する．言動，
考え方を見る．9?d< oWo～ `koo la ¯ta 密かに見る．
2Vd<oL8FIo～ ¯loonyän ¯ta 映画を見る．T2Fd o0>d<Zo～
ˆdrocoo ¯ta 後ろ楯として役立つかどうか様子を見
る．<AdT` o<Zc=oIZo～ ´köö ¯sing nää ¯ta 扉の隙間か
ら覗く．OWVo～ ¯ngur ¯ta怒った目つきで見る．>̀<o
～ `cik ¯ta ぱっと見る．ちょっと見る．ひょいと見
る．じっと見る．?do～ ¯cho ¯ta 役に立つかどうか
見る．～No1>cHo ¯ta-tse ´che ちょっと見る．6 qZoOVHo

～ ˆthüütsöö ¯ta時機を見る．<Hd=oWo～ ´tong la ¯ta
顔を見る．T0 (WoM̀<o～ `trhüümii ¯ta流し目で見る．
M̀<o=Io～ ¯mingngän ¯ta 睨む．M̀<oWd<o～ `mikloo

¯ta 睨む．SVdZo<Vo～ ´döökaa ¯ta 歌舞を見る．Td<o
M̀<o～ ˆoomii ¯ta 上目遣いに見る．<UZo<UdIoWo～
¯yääyön la ¯ta左右を見る．
2．(～を) 読む． 1Vd<oHcLo～ `lootep ¯ta 読本を読む
｛黙読で｝．;D`MZoÙ<o～ `trhimyii ¯ta 法律文書を読
む．<^+=oHcLo～ ˆtrumtee ¯ta 昔話の本を読む．HJco?o
～ ¯peca ¯ta経典を読む．)VMoÙ<o～ `tsumyii ¯ta著
作を読む．O<ZoJVo～ ¯tshakpaa ¯ta 新聞を読む．
U<oJdo～ ´yako ¯ta 良く読む．良く見る．ZVdLoHcLo～
`loptep ¯ta教科書を読む｛黙読で｝．
3．(～の Wo ) 面倒を見る，世話をする． Jb o2qV o
～ ¯pukoo ¯ta 子供の面倒を見る．0<̂ZoV̀<ZoWo～
`chukrii la ¯ta家畜類の面倒を見る．
4．(～を) 調べる，見極める． ;o0>d<Zo～ `khapcoo

¯ta 方向を調べる．,@o;?dIo～ ´kyakyön ¯ta 面積を調
べる．IHoLLo～ ˆnääpap ¯ta 病状を見る．病状を
調べる．RYZo:o～ ¯püüka ¯ta 品質を調べる．OT<o
MPVHo～ `tshingtsöö ¯ta 辞書を調べる．OUZo2F=Zo～
`tshetran ¯ta日付を調べる．V`<ZoVbZo～ ˆrikrüü ¯ta

血統を調べる．HIdHoOHo～U<o ˆtrhöötsää `tayaa温度
計．Oo2F=o～U<o ¯tshatran `tayaa温度計．
5．(～を)考える，考慮する． ;coKIo～ ¯khepän ¯ta

利益を考える．=doWo～ ´ngo la ¯ta顔を立てる．TGLo
0>d<Zo～ `thapcoo ¯ta戦法を考える．TKDWoKb<ZoWo～
`trhääpuu la ¯ta現在と将来を考える．1>MZo<F`=o$ cZo
～ ´cham `nyingcee ¯ta 慈悲心によって見る．慈悲
心によって考慮する．
6．＜ Vnpf - WdZo9Ko の形で＞ (～かどうか) 見る，
調べる，競争する，比べる． H:VoWdZo～ `kaalöö

¯ta 白さ加減を見る．白さ加減を調べる．<\@`H oWdZo
～ `kiplöö ¯ta 快適さ加減を調べる．M!=d<ZoWdZo～
ˆgyoklöö ¯ta 速さを調べる．OoWdZo～ `tshalöö ¯ta

熱さ加減を調べる．U<oWdZo～ ˆyaalöö ¯ta 善し悪し
を見る．V`=oWdZo～ ˆringlöö ¯ta 長さ加減を調べる．
Xo,@<ZoWdZo～ ¯sha ˆkyaalöö ¯ta肥え加減を調べる．
\=o:o% `=o:oM!=d<ZoWdZo～ ¯angka ¯tingka ˆgyoklöö

¯ta片足飛びで競争する．
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7．(～を) 試す． OVHo～ `tshöö ¯ta 試す．OVHo9Ko～
¯tshööta ¯ta試す．
8．(手本に) する．(手本として) 見る．(手本を) 見
る． HJco～ ¯pe ¯ta 見本を見る．手本を見る．M̀<o
HJco～ ¯mikpe ¯ta 模範を見習う．HJco～Zo ¯pe ¯tasa
手本にする対象．M̀<o～Zo `mii ¯tasa 手本．見習う
ところ．
9．(～を)狙う，睨む． Oo;o～ ¯tshaka ¯ta的を狙う．
10．偵察する．探る．(様子を) 見る． ;d<oOVHo～
`khoktsöö ¯ta腹の中を探る．,@=oZdo～ ´kyangso ¯ta

遠くから偵察する．AMZoOVHo～ ˆnyamtsöö ¯ta情勢
を探る．腹を探る．事情を探る．LSdo9Ko～ ´sopta ¯ta

形を見る．様子を見る．Zdo;o～ ¯soka ¯ta 偵察場所
から偵察する．Zdo～ ¯so ¯ta偵察する．
11．(～を)探す，探し求める． ;o;b=Zo～ `khakun

¯ta 他人のために援助者を探す．<UVoZo～ ¯yaasa

¯ta 借りるところを探す．\Mo?̀o～ ¯amci ¯ta医者を
探す．
12．(味を)見る． LDdoLo～ ´trhoo ¯ta味を見る．Oxo～
¯tsha ¯ta塩加減を見る．
13．＜名詞 (句)+ Wo9Ko の形で＞ ～を診察する．
\M o ?̀ o Hc o Jb o2q o ?b= o ?b= o W o～6 qZn ¯amci ti ¯puku
¯chüncün la `tatüü,「その医者が小さな子供を診
察するときは」
14．(脈を)診る． <?Yo)o～ ¯kutsa ¯ta脈を診る．;D<o
)o～ ¯trhaktsa ¯ta脈を診る．)o～ ¯tsa ¯ta脈を診る．
15．(～を～として Wo ) 見る．(～を～と Wo ) 見な
す． ;doOVZo=oM̀oWo～<̀oM̀oT6 q< `khontsöö ´nga ´mi la
¯taki ˆmintuu.「彼らは私を人間として見ていない」

9KLo ☞　 9KcLo (p. 183)

9KLZo ☞　 9KcLo (p. 183)

9KcLo * `tap, `tip v. vol.
npf. pf. imp.

9KcLo, L9KLo, 9KLo L9KLZo 9KLZo
`tap, `tip `tap `tap

pres. fut. pt. imp.

[ 9KcLo L9KLo L9KLZo 9KdLZo ]

1．(～を) 折り畳む． :doLo～ ¯koo `tap 革を折り畳
む．:doLbLZo～ `kopuu `tap一頭分の一枚革を畳む．

LdHoXd<o～ ˆphööshoo `tap チベット紙を折り畳む．
VZo～ ˆrää `tap布を折り畳む．Xd<oLbo～ ¯shuku `tap
紙を折り畳む．
2．(テントなどを) 畳む．(傘などを) すぼめる．
2qVo～ ´khuu `tap, ´khuu `tip テントを折り畳む．
Ào<6 q<Zo～ ˆnyituu `tip 傘をすぼめる．0>`=o2qVo～
¯chingkuu `tap, ¯chingkuu `tip フェルトのテント
を畳む．<kHo2qVo～ ´pakuu `tipヤクの毛で作ったテン
トをすぼめる｛張った状態から｝．<kHo～ ´pa `tipヤク
の毛で作ったテントをすぼめる｛張った状態から｝．
VZo2qVo～ ´rääkuu `tap, ´rääkuu `tip木綿のテント
を畳む．
3．(～を)陥没させる，つぶす． Gd<o～ `thoo `tip天
井をつぶす．<Qo;b<o～ ˆpakuu `tip破産させる｛ゲー
ムなどで｝．

9Kd<Zo `too v. non-vol.
npf. pf. imp.

9Kd<Zo 9Kd<Zo –
`too `too –

pres. fut. pt. imp.

[ 9Kd<Zo 9Kd<Zo 9Kd<Zo – ]

飢える．お腹が空く． 2FdH o ;d< o ; o McH o M o McH o～
ˆtrhokoo `khamee ˆmamee `too やたらにお腹が
空く．2FdH o;d<o～ ˆtrhokoo `too お腹が空く．飢え
る．<ZdWo2FdHo～ `söötröö `too お腹が空く．2FdHo;d<o
～IZo\VoL% cIo<̀oM̀oT6 q< ˆtrhokoo `too ni ¯ar ¯tän ki
ˆmintuu.「お腹が空いて耐えられない」

9KdLZo ☞　 9KcLo (p. 183)

9KdZo 1 `töö v. vol.
npf. pf. imp.

9KdZo L9KdZo
`töö `töö

pres. fut. pt. imp.

[ 9KdZo 9KdZo L9KdZo – ]

1．(～を) 信頼する，頼る． VcoZo～Zo ´resa ¯töösa
頼れるところ．
2．＜ Vnpf - M̀IoWoMo9KdZoJVoの形で＞～するかしな
いかにかかわらず． H<d=ZoJoTOVMZoM̀IoWoMo～JVn
´kongpa ¯tshommin la `matöö-paa,「お怒りになる
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かどうかにかかわらず」T2FdoM̀IoWoMo～JVn ´dromin
la `matöö-paa,「行くか行かないかにかかわらず」
Ud=oM̀IoWoMo～JVn ´yonmin la `matöö-paa,「来るか
来ないかにかかわらず」

9KdZo 2 ☞　 9Ko (p. 182)

<KVo ¯tar v. vol.
npf. pf. imp.

<KVo, L<KVo L<KVo <KVo
¯tar ¯tar ¯tar

pres. fut. pt. imp.

[ <KVo L<KVo L<KVo <KdVo ]

1．(～を)並べる． 2FWo～ ´trhää ¯tar列に並べる．
2．実行する． M=dI o ZbM o W< o WcI o～ ¯ngönsum

´laklen ¯tar 実行する．W<oWcI o～ ´laklen ¯tar 実
行する．
3．見せる｛貴人などに｝． \@IoRYZo～ `cänpüü ¯tar

見本を見せる．\@Io8 qo～ ¯cänshu ¯tar見せる．

<KZHo `tüü v. vol.

npf. pf. imp.

<KZHo, L<KZHo L<KZHo <KZHo
`tüü `tüü `tüü

pres. fut. pt. imp.

[ <KZHo L<KZHo L<KZHo <KZHo ]

(仕事などを)継続する． ÀIoMOIo～ ´nyintsän `tüü
昼も夜も続ける．OV=o～ ¯tshon `tüü 商売を継続す
る．WZo:o～ ´lääka `tüü仕事を継続する．L<KZHoIZo
`tüü ni続けて．

<KZIo ¯tün v. vol.

npf. pf. imp.

<KZIo, L<KZIo L<KZIo <KZIo
¯tün ¯tün ¯tün

pres. fut. pt. imp.

[ <KZIo L<KZIo L<KZIo <KZIo ]

1．(～を) 合わせる．(～に H=o / Wo / ø ) 合わせ
る． <?LZo～ `kap ¯tün 時期を合わせる．;D`MZoH=o
～ `trhim tan ¯tün 法律に合わせる．規律に合わせ
る．H<dZoM;doH=o～ ´kööko tan ¯tün 需要に合わせ
る．<KLZo～ `tap ¯tün機会に合わせる．<KLZoLS=o～
`tapsan ¯tün示し合わせる．6 qZoOVHoH=o～ ˆthüütsöö

tan ¯tün 時間に合わせる．THdHoJo～ ´döpa ¯tün 好
みに合わせる．<IZoObWoH=o～ ¯näätsüü tan ¯tün事
情に合わせる．HJWoT1>dVoWo～ ¯päncoo la ¯tün 経
済に合わせる．LLZoWo～ ˆphap la ¯tün 態度に合
わせる．1>cHo0>d<ZoWo～ ˆchecoo la ¯tün 方針に合わ
せる．M̀oWo～ ´mi la ¯tün 人に合わせる．UbWoLLZo
～ ˆyüüpap ¯tün 土地柄に合わせる．Wb<ZoZDdWoWo～
´loksöö la ¯tün習慣に合わせる．ZcMZo～ `sem ¯tün
心を合わせる．
2．続ける． 6 qZoL<KZIoIZo ˆthüü ¯tün nää引き続き．

<KcIo * ¯tän, ¯ten v. vol.
npf. pf. imp.

<KcIo, L<KcIo L<KcIo <KcIo
¯tän, ¯ten ¯tän, ¯ten ¯tän, ¯ten

pres. fut. pt. imp.

[ <KcIo L<KcIo L<KcIo <KcIo ]

1．(～に Wo / ø )師事する． H<co"Io～ ´kekän ¯tän

先生に師事する．先生に付く．LVoMo～ ¯lama ¯tänラ
マに師事する．
2．(医者に) 見せる，かかる． \Mo?̀o～ ¯amci ¯tän

医者に見せる．医者にかかる．
3．(～に)仕事を任せる． Lbo*ToLo～ ˆphutsää ¯tän子
守に任せる．LDIo<Ud<o～ ˆtrhän’yoo ¯tän 使用人に
任せる．MoOLo～ ˆmatsap ¯tän (養育を)乳母に任せ
る．[Ho[Ho～ `määmää ¯tän 乳母に任せる．<Ud<o
Jdo～ ¯yoko ¯tän使用人を雇って仕事を任せる．
4．(天候に Wo )依る． <IMoWo～ ¯nam la ¯tän天候
に依る．お天気次第である．
5．(～を) 拠り所にする．(～に) 帰依する．(～を)
祭る． <\@cZo9Zo～ ¯kyeela ¯tän 産土神を祭る．H2Fo9Zo
～ ´trapla ¯ten, ´trapla ¯tän軍神に帰依する．IdVo9Zo
～ ´norla ¯tän 財神に帰依する．Mco9Zo～ ´mela ¯tän

火の神を拠り所にする．Md oJo～ ´mopa ¯tän 占師
に見てもらう．ÙoHMo～ ´yitam ¯tän 本尊に帰依す
る．UbWo9Zo～ ´yüüla ¯tän 産土神を祭る．< (=oMo～
¯sungma ¯tän護法神に委ねる．9Zo～ ¯hla ¯tän神に
拠り所を求める．神を祭る．
6．(～と) 宗教的な関係を持つ． <Z= o UbM o～
¯sangyum ¯tän (ラマが) 密教修法のため妻と性的
な関係を持つ．
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<KcVo ¯tee v. vol.
npf. pf. imp.

<KcVo <KcVo <KcVo
¯tee ¯tee ¯tee

pres. fut. pt. imp.

[ <KcVo <KcVo <KcVo <KcVo ]

hon.　☞　<I=o 1 (p. 221)
hum.　☞　KbWo (p. 233)
1．(～を) 与える，やる．(～を～に Wo ) やる．(毒
を) 盛る． ;?` oWo9Kd o～ ¯khi la ¯to ¯tee 犬に餌を与え
る．?=oV`Io～ ¯chanrin ¯tee酒代を与える．%oWo?bo～
¯ta la ¯chu ¯tee 馬に水を与える．9Kd o?Zo～ `topcää

¯tee 食べ物を与える．6 q<o～ ˆthuu ¯tee 毒を盛る．
JHoX<o～ `pääshaa ¯tee お金を与える．Jbo2qVo#Io
Jo～ ¯pukoo ¯nyänpa ¯tee子供に駄賃を与える．Tdo
Mo～ ´oma ¯tee 授乳する．ミルクを与える．UdHo
OHo～ ˆyöötsää ¯teeありったけ与える．WMoH=bWo～
´lamngüü ¯tee旅費を与える．
2．(許可，休みなどを) 与える． 2q= o Zc= o～
ˆkhungsan ¯tee休暇を与える．H<d=ZoJo～ ´kongpa
¯tee 許可を与える．IHoH<d=Zo～ ˆnääkon ¯tee病気
休暇を与える．)oH<d=Zo～ `tsakon ¯tee退職させる．
3．(～に Wo 苦しみを)与える．(損などを)させる．
!=d=o～ ´kyhon ¯tee損をさせる．<MY<o!=d=o～ ´tokkyon

¯tee 損をさせる．<MY<oJdo～ ´tuku ¯tee 苦しみを与え
る．苦しめる．M̀oZcVoWo<MY<oJdo～ ´misee la ´tuku ¯tee
領民を苦しめる．
4．(嫁，婿，養子などに Wo ) やる． MIToMVo～
¯namaa ¯tee嫁にやる．LboOLoWo～ ˆphutsap la ¯tee

養子にやる．M<oJVo～ ¯makpaa ¯tee 婿にやる．
<ZdZo0 (<o～ `söötruu ¯tee養子にやる．
5．～させる． <^+<o<^+<o～ ˆtruktruu ¯tee (貧しい人
に)落ち穂を拾わせてやる．
6．(霊験，加持などを) 与える． H=dZ o 2)L o～
`ngöötrup ¯tee 霊験を与える．1>`Io% cIo～ ´chintän

¯tee霊物を与える．1>`IowVLZo～ ˆchinlap ¯tee加持を
与える．
7．～する． M<do<?dVo～ ´gokoo ¯tee 騙す．?<oU=o
～ `chaayan ¯tee軽減する．<NdIoR cWo～ ¯nönpää ¯tee
追加する．R dZo%dWo～ ¯pöötöö ¯tee 悪意のこもった

返答をする．ZVd=oMdo～ ¯longmo ¯tee布施する．寄進
する．

<Kd=o `ton v. non-vol.
npf. pf. imp.

<Kd=o <Kd=Zo –
`ton `ton –

pres. fut. pt. imp.

[ <Kd=o <Kd=o <Kd=Zo – ]

(～が)没落する．(血筋などが)絶える．(～が)尽き
る，なくなる． I=o～ ´nan `ton 家が没落する．家
が空になる．Mo, !Ho～ ˆmakyüü `ton 母方の血筋が
絶える．Mo)o～ ´matsa `ton資本がなくなる．M̀o, !Ho
～ ˆmikyüü `ton 血筋が絶える．M̀oO=o～ ´mitsan

`ton 家が没落する．M̀oOUo～ ´mitse `ton 一生が終わ
る．Wb=oJo～ ´lungpa `ton 廃村になる．9qWo,!Io～
¯shüükyün `ton遺産がなくなる．9qWo～ ¯shüü `ton
没落する．壊滅する．

<Kd=Zo ☞　<Kd=o (p. 185)

<KdIo ☞　L<KIo 1 (p. 186)

<KdVo ☞　<FdVo 1 (p. 177)，<KVo (p. 184)

L%Io ¯tän v. non-vol.
npf. pf. imp.

L%Io L%Io –
¯tän ¯tän –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)安定する，長らえる． <?YoOUo～ ¯kutse ¯tän長生
きする．～Vbo<F=o ¯tän-ru ¯tan安定させる．Kb<Zo～
`phuu ¯tän長く持ちこたえる．;D`oWdo～JVoXd< ¯trhilo
¯tän-par `shoo.「万歳！」｛長寿を祈る言葉｝．

L%ZWo ☞　L5[Wo (p. 179)

L% cIo 1 * ¯tän v. vol.
npf. pf. imp.

L% cIo, % cIo L% cIo % cIo
¯tän ¯tän ¯tän

pres. fut. pt. imp.

[ % cIo L% cIo L% cIo % cIo ]
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1．(～を) 拠り所とする，頼る． VcoZo%cI oZo ´resa
¯tänsa 頼れるところ．WbZ o ZcMZ o%cI o Z o ˆlüüsem
¯tänsa身心の拠り所．
2．(～に Wo ) よる． , ! o+@cI oWo～IZo ´kyukyen la
¯tän ni～の理由により．<Zb=oObWoWo～Io ¯sungtsüü
la ¯tänna 話し振りによれば．Wo,@oWo～IZn ´larkya
la ¯tän ni,「威信にかけて」ZVdLo<R`o<R̀oLR<oWo～IZn
¯lopshi ˆshishaa la ¯tän ni,「指導要領に従って」

L% cIo 2 ¯tän v. non-vol.
npf. pf. imp.

L% cIo, % cIo L% cIo –
¯tän ¯tän –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

耐えられる． \Vo～ ¯ar ¯tän耐えられる｛否定辞と
ともに否定的な意味で用いられることが多い｝．\Vo
～Jo>̀<o<I=o ¯ar ¯tän-pa ci ¯nan耐える．我慢する．
=o\Vo～<̀oM̀oT6 q< ´nga ¯ar ¯tänki ˆmintuu.「私もう
耐えられない」

L% dWo ☞　% dWo (p. 182)

L9Ko ☞　 9Ko (p. 182)

L9KLo ☞　 9KcLo (p. 183)

L9KLZo ☞　 9KcLo (p. 183)

L9KMZo `tam v. non-vol. hon.
npf. pf. imp.

L9KMZo L9KMZo –
`tam `tam –

pres. fut. pt. imp.

[ L9KMZo L9KMZo L9KMZo – ]

non-hon.　☞　<\@co 1 (p. 86)
(～が) 生まれる，降誕する． <?Yo～ ¯ku `tam 生ま
れる．

L9KZo ☞　 9Ko (p. 182)

L9KdZo ☞　 9KdZo 1 (p. 183)

L<KIo 1 ¯tän, ¯tön v. vol.

npf. pf. imp.

L<KIo, <KdIo L<KIo L<KIo, <KdIo
¯tän, ¯tön ¯tän ¯tän, ¯tön

pres. fut. pt. imp.

[ <KdIo L<KIo L<KIo <KdIo ]

1．(～を)見せる，示す． ;b=ZoWb=o～ ¯khunlun ¯tän
根拠を示す．;?Ho?dZo～ `kyhääcöö ¯tän特徴を示す．
T2FcMZo<KdI o～ ¯tramtön ¯tän 展示する．%<ZoMOIo
～ ¯tangtsän ¯tän証拠を示す．'MoH1>cVo～ ¯namyee
¯tän 差を見せつける．0>d<Zo<N=o～ ¯chootsan ¯tän

恵方を示す．1>Zo$ cZo～ ˆchääcee ¯tän 業績を示す．
業績を上げる．M̀<o～ `mii ¯tän示す．見せる．)o～
¯tsa ¯tän 脈を診せる．R`Lo?o～ ´shipca ¯tän 詳細に
示す．WMo:o～ ˆlangkaa ¯tän道を示す．WMo～ ´lam
¯tän道を示す．方針を示す．<ZWoJdo～ ¯sääpo ¯tän

明らかに示す．
2．(～を) 上演する，上映する，放映する．(技を)
見せる． :doJ̀<o～ `kopii ¯tän 人形劇を上演する．
アニメを放映する．T;DLo)Wo～ ¯trhaptsää ¯tän 演
技を示す．2Vd< oL8FIo～ ¯loonyän ¯tän 映画を上映
する．% o)Wo～ ¯taptsää ¯tän 馬術を示す．9KHoMd o
～ ¯täämo ¯tän (芝居などの) 催し物を上演する．
HJTo)Wo～ ¯patsää ¯tän 勇猛な武術を見せる．M̀<o
T0 (Wo～ ¯mingtrüü ¯tän 奇術を見せる．W<o)Wo～
´laktsää ¯tän 技術を示す．WbZo)Wo～ ´lüütsää ¯tän

運動神経を示す．身体能力を示す．
3．(～の在処を)教える．(～を)教える． M2FdIo;=o
～ ´drönkan ¯tänホテル (の所在地など)を教える．
?dZo～ `chöö ¯tän仏法を教える．説法する．
4．(～の態度を)取る．(～の表情を)見せる．(～の
目つきを) する．(本性，正体を) 現す． ;Dd oAMZo～
`trhonyam ¯tän 怒った態度を示す．OWVo～ ¯ngur

¯tän怒った目つきをする．?coAMZo～ `chenyam ¯tän
偉そうな態度を示す．<Hd=o～ ´ton ¯tän顔を見せる．
顔向けする．IoQWo～ ´natsu ¯tän 仮病を使う．'Mo
T!V̂ o～ ¯namkyuu ¯tän 態度を示す．仕草を見せ
る．しなを作る．怒った態度を見せる．HJTo<\@cHo～
`pakkyee ¯tän強がって見せる．HJb=oJo～ ¯pungpa
¯tän肩をいからせる．HJdIoAMZo～ `pönnyam ¯tän

偉そうな態度を示す．\@dHoJo～ ¯cöpa ¯tän 悪い態度
を取る．TPbMoMH=Zo～ ˆdzumtan ¯tän 喜びの様子
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を見せる．<S`o#Mo～ ˆsingam ¯tän すごむ．w]=o～
¯lun ¯tän怒る．
5．(指を) 出して見せる． H;=`W oMPbLo～ `kintsuu

¯tän 中指を示す｛中程度であることを表す｝．MPbLo
?b=o～ ´dzupcun ¯tän 小指を出して見せる｛悪いも
のであることを表す｝．\co?b=oLo～ ¯icu-nga ¯tän 小
指を見せる｛嫌いあるいは悪いという意味を表す｝．
6．(～を～に Wo ) 向ける．(～を Wo ) 向く． NZo
M<do1>=oWo～ ¯nyänko ´chan la ¯tän枕を北に向ける．
AWo<8 q<o～ ˆnyääshuu ¯tän (大事なものに対して)
布団の足元の部分を向ける．SbVo～ ´sur ¯tän斜めに
向く．9ZdoWo～ ¯hlo la ¯tän南に向ける．
7．(日や風に Wo ) 当てる． ÀoMVo～ ´nyimaa ¯tän

日に当てる．9Z<Zo0>d<ZoWo～ `hlakcoo la ¯tän 風に
当てる．
8．(～で) 照らす． 9A=oL8 q o～ ´kangshu ¯tän 提灯
で照らす．KcLZoL8 q o～ ¯phepshu ¯tän 松明で照ら
す．L8 qoMVo～ ´shumaa ¯tän灯火で照らす．灯りを
照らす．

L<KIo 2 ¯tän v. non-vol.
npf. pf. imp.

L<KIo L<KIo –
¯tän ¯tän –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(日が)出る．(天気に)なる．(～の天候に)なる．
(干ばつに) なる． ÀoMo～ ´nyima ¯tän 日が出る．

GIoJo～ ¯thänpa ¯tän干ばつになる．<IMo<X̀ZoU<o
Jdo～ `namshii ´yako ¯tän 天気が晴れる．天気がよ
い．H/>`HoAMZo～ `ciinyam ¯tän春らしくなる．
2．(～が) 現れる，示される． 2VcIo%<Zo～ `lemtaa

¯tän馬鹿さ加減が示される．TKDdHo%<Zo～ `trhöötaa

¯tän 効き目が現れる．PVVo%<Zo～ ˆtshortaa ¯tän恥
をさらす．だらしない様子を見せる．<S` oL$̀Ho～
ˆsicii ¯tän威風が示される．
3．(前兆が) 現れる．(予言が) 出る． N o9KZ o～
`ngatää ¯tän前兆を示す．U<o%<Zo～ ˆyaktaa ¯tän

吉兆が現れる．Wb=o～ ´lun ¯tän (神が)予言する．X̀o
%<Zo～ `shiptaa ¯tän死相が現れる．

L<KVo ☞　<FdVo 1 (p. 177)，<KVo (p. 184)

L<KZHo ☞　<KZHo (p. 184)

L<KZIo ☞　<KZIo (p. 184)

L<KcIo ☞　<KcIo (p. 184)

L<KdHo `töö v. vol.
npf. pf. imp.

L<KdHo L<KdHo L<KdHo
`töö `töö `töö

pres. fut. pt. imp.

[ L<KdHo L<KdHo L<KdHo L<KdHo ]

賞賛する．誉める． ～VcZo1>cHo `tööree ´che 互いに
褒め合う．V=oWo～ ´ran la `töö自惚れる．
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zGk
G=o 1 ¯than v. non-vol.

npf. pf. imp.

G=o G=o –
¯than ¯than –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

健康である． ～<I=oJdo ¯than ¯nangko健康である．

G=o 2 `than v. non-vol.
npf. pf. imp.

G=o G=o –
`than `than –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

晴れる． <IMo～ ¯nam `than空が晴れる．

GHo 1 `thää v. vol. hon.
npf. pf. imp.

GHo GHo GHo
`thää `thää `thää

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

non-hon.　☞　T2Fdo 1 (p. 122)
行く．去る．立ち去る． <?YoM2FdIo～ ¯kuntrön `thää

客が去る．?Lo<Z=o<I=o<<o～ ¯chapsan `nankaa

`thää トイレに行く．用を足しに行く．\Hd o<Zc=oWo
～ `trosan la `thää 気晴らしに行く．KcLZo<\@cW oWo
～ ¯phepkyee la `thää 見送りに行く．Oo<UdWo～
¯tshayöö `thää避暑に行く．Oo<UdWoWo～ ¯tshayöö

la `thää 避暑に行く．RLZoG=oLVo～ ´shapta-ngaa

`thää徒歩で行く．L8 q<Zo2V`=oWo～ ´shuulin la `thää
ピクニックに行く．<S`<Zo<?dVo～ ´siikoo `thää観光
に行く．LZbo<\@cWo～ ¯sukyää `thää 送迎に行く．～
X̀< `thää shii.「いってらっしゃい．お行きなさい」
Mo～n `hmatää.「行ってはいけません」

GHo 2 `thää v. non-vol. hon.

npf. pf. imp.

GHo GHo –
`thää `thää –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

non-hon.　☞　T2Fdo 2 (p. 122)
1．(きょうだい，親戚筋に Wo )当たる． <?YoM?cHoWo～
`komcee la `thää親類に当たる．RYIo<\@o～ `pinkyaa

`thää きょうだいに当たる．RYIo<\@oW o～ `pinkyaa

la `thää きょうだいに当たる．RYIoM?cHo～ `püncee

`thääきょうだいに当たる．
2．～になる． TKdZoWcIo～ ¯phöölen `thää配置替え
になる．LD`ZoIdVo～ ´trhiinoo `thää 書き間違いにな
る．Zc=oHI<o～ `sangtraa `thää全快する．[=oSdMo～
`hanson `thää誇張になる．
3．＜ Vnpf- VboGHo の形で＞ ～になる (一つの状態
が徐々に変化して)． \Hd oVb o～ ¯tro-ru `thää 楽しく
なっていく．1>MZoVbo～ ˆcham-ru `thääだんだん優
しくなる．TLcWoVbo～ ´bää-ru `thää徐々に豊富にな
る．U<oVbo～ ˆyaa-ru `thää 徐々に良くなる．9Z`=oVbo
～ `hlin-ru `thää物静かになっていく．
4．気に入る． Gb<ZoTHdHo～ `thungtöö `thää 気に
入る．\@Io<N=o～ ¯cännan `thää気に入る．\@IoWMo～
¯cänlam `thääお気に入りになる．
5．亡くなる． <?YoR̀=oWo～ ¯ku ´shing la `thää (ラマ
などが)亡くなる．9E<ZoHLb<Zo～ ˆjaauu `thää息が
絶える．
6．(日が) 暮れる． ÀoMoWoWo～ ´nyima ´la la `thää

日が山の端に沈む．

GVo ¯thaa, ¯thar v. non-vol.
npf. pf. imp.

GVo GVo –
¯thaa, ¯thar ¯thaa, ¯thar –

pres. fut. pt. imp.

[ GVo GVo GVo – ]

1．(～を IZo ) 逃れる．(監獄を IZo ) 出る． <=Zo
VbH oIZo～ ˆkhangrüü nää ¯thaa 雪崩から逃げお
おせる．AcIo;oIZo～ ´nyenka nää ¯thaa 危険を逃
れる．J"oVbTb oIZo～ ¯paaruu nää ¯thaa 間から逃れ
る．LDdZ o～ ˆphöö ¯thaa 逃げおおせる．LNVIo;=o
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IZo～ ¯tsönkan nää ¯thaa 出獄する．OoLoIZo～
¯tshawa nää ¯thaa 暑さから逃れる．TO=o<T` oI=o
IZo～ ¯tshangkää ´nan nää ¯thaa混雑から逃れる．
ZoVbHoIZo～ `sarüü nää ¯thaa地滑りから逃れる．
2．(～を IZo )通過する．(～の前に Wo )通される．
<?YoM6 qIoWo～ ¯kuntün la ¯thaa 貴人に目通りがかな
う．T<<o<Ad oIZo～ ´gaako nää ¯thaa 検問所を通過
する．
3．(～を IZo )渡る，渡りおおせる． ?boIZo～ ¯chu

nää ¯thaa川を渡りおおせる．
4．(免疫ができて病気から)逃れられる． T<dZoIHo
～ ˆgöönää ¯thaa 伝染病に免疫になる．[dIoIHo～
`hönnää ¯thaa牛疫にかかって免疫になる．
5．(命が) 助かる．命拾いする． <?YoZDd<o～ `kusoo

¯thaa 助かる．命拾いする．ZDd<o～ `soo ¯thaa 命拾
いする．

GWo ¯thää v. non-vol.
npf. pf. imp.

GWo GWo –
¯thää ¯thää –

pres. fut. pt. imp.

[ GWo GWo GWo – ]

1．～過ぎる．～し過ぎる．(口が)滑る．失言する．
1q o Vc o～ ¯kure ¯thää 冗談の度が過ぎる．<?Ho? o～
¯käca ¯thää 口が滑る．;o～ ¯kha ¯thää 口が滑る．
失言する．OT<o=Io～ ¯tshingngän ¯thää口を滑らし
て悪口雑言を言う．[MoZcMZo～ `hamsem ¯thää 厚
かましい気持ちが出過ぎる．
2．＜ Vnpf + GWo の形で＞ (～し) 過ぎる． T2Fd o～
´dro ¯thää 行き過ぎる．9Ko～ ¯ta ¯thää 見過ぎる．
1>cHo～ ´che ¯thääやり過ぎる．So～ ´sa ¯thää食べ過
ぎる．<UVo～ ¯yaa ¯thää借り過ぎる．
3．うっかり～する．～する羽目になる．考えずに
～する． !=oJo～ ¯kangpa ¯thää 足を滑らす．;Zo
WcI o～ ¯khäälen ¯thää うっかり約束する．<Fc oM o
～ ¯tema ¯thää うっかり担保を差し出す．MITo～
¯na ¯thää 誓いを立てる羽目になる．<N=oMcHoWo～
`nangmee la ¯thää うっかりする．W<oJo～ ´lakpa

¯thää手が出てしまう｛喧嘩などで｝．
4．(日が) 落ちる，暮れる． ÀoMoWoWo～ ´nyima ´la

la ¯thää日が落ちる．

G`<o `thii, `thik v. non-vol.
npf. pf. imp.

G`<o G`<o –
`thii, `thik `thii, `thik –

pres. fut. pt. imp.

[ G`<o G`<o G`<o – ]

(予想，推測，占いなどが)当たる．(程度が)分かる．
L:ToWb=o～ ¯kalun `thii 予言が当たる．;d<oOVHo～
`khoktsöö `thii 腹の中を探って予想が当たる．Ào
OVHo～ ˆnyitsöö `thii 時刻が的中する．<ÀHoWMo～
¯nyiilam `thii 夢で見たことが現実に起きる．夢が
正夢になる．<F`=oOHoOVHo～ `tingtsää `tshöö `thii

深さが分かる．Mdo～ ´mo `thii 占いが当たる．[d=Zo
OVHo～ `montsöö `thik 当てずっぽうの見当が当た
る．OVHo～ `tshöö `thii推測が当たる．

G`=o ☞　LF`=o (p. 179)

G`Mo `thim v. non-vol.
npf. pf. imp.

G`Mo G`Mo –
`thim `thim –

pres. fut. pt. imp.

[ G`Mo G`Mo G`Mo – ]

1．(～が)染み込む，融合する．(～に Wo )染み込む，
吸収される． ?bo～ ¯chu `thim 水が染み込む．(～
が)水を吸う．R<oOTo～ ´shaktsi `thim脂肪が染み込
む．Xo;bo～ ¯shaku `thim 肉汁が染み込む．ZT`oI=o
Wo～ ¯sää ´nan la `thim土の中に染み込む．
2．(～が) なくなる，流用される． H=bWo～ ¯ngüü

`thimお金がなくなる．お金が流用される．
3．(時間，期限などが)なくなる，終わる．(期限に)
達する． 6 qZoOVHo～ ˆthüütsöö `thim 時間がなくな
る．<RdIo;DWo～ ´shönträä `thim若い者の義務を果
たす期間が済む．ZVdLo6 qZo～ `loptüü `thim学期が終
わる．

Gb<o 1 `thuu v. non-vol.
npf. pf. imp.

Gb<o Gb<o –
`thuu `thuu –
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pres. fut. pt. imp.

[ Gb<o Gb<o Gb<o – ]

hum.　☞　M@Wo (p. 161)
1．(～が Wo ～に ø )巡り会う，出会う． ;o～ ¯kha

`thuu 結婚相手に巡り合う．夫婦になる．一緒にな
る｛当人同士が意気投合して｝．2Fd<ZoJdo～ ´trhoko

`thuu友達に出会う．H2Fo～ ´tra `thuu敵に出会う．
THIc o～ ´dre `thuu 鬼に出会う．TLVoMd o～ ´baamo

`thuu魔女に出会う．MoLbo～ ´mapu `thuu母と息子
が出会う．*oM̀o～ ´tsami `thuu野人に出会う．WMo
Vd<Zo～ ˆlamroo `thuu道連れに出会う．X̀o;oWoMdVo
～ ¯shika ¯hlamoo `thuu死ぬ間際に出会う．
2．(顔などが) 合う．(収支が) 合う．符合する．一
致する． M<do～ ´go `thuu 収支が合う．計算が合
う．符合する．T<d o～ ´go `thuu 符合する．=d o～
´ngo `thuu対面する．<Fd=oUd=o;oTGLo～ ¯tongyon

`khatap `thuu収支が合う．<Hd=o～ ´ton `thuu顔が
合う．1=̂oZd=o;o～ ´chungson ¯kha `thuu収支が合
う．Vo～ ´ra `thuu符合する．
3．(～の憂き目に Wo / ø ) 遭う．(泥棒に) 遭う．
H:To=WoWo～ ¯kangää la `thuu 苦労の憂き目に遭
う．+WIoMo～ `kumaa `thuu 盗賊に遭う．@<oJo～
´chakpa `thuu 強盗に遭う．6 q< o<k+W o～ ´thuktrüü

`thuu 毒蛇に遭う．I=oT< (<o～ ˆnangtruu `thuu内
紛に遭う．IHoLH<o～ ˆnäätaa `thuu 病魔に遭う．
ZDd<oAcIo～ ¯soonyen `thuu生命の危機に遭う．
4．(争いや喧嘩に) なる．(ぶつかり合いに) なる．
; oM?b o～ ¯khamcu `thuu 訴訟になる．; o)VH o～
`khatsöö `thuu 口論になる．;oTPT=o～ `khantsin

`thuu 口喧嘩になる．;oTPT=oW<oTPT=o～ `khantsin

ˆlangtsin `thuu 口喧嘩や取っ組み合いの喧嘩にな
る．,@<oVcZ o～ ˆkyakree `thuu 喧嘩になる．,@Lo
THIc o～ ´kyamtre `thuu 喧嘩になる．<Hd=oLXcVo～
´tongshee `thuu 面と向かっての論争になる｛法廷
で｝．)UVo～ ¯tsee `thuu 口論になる．言い争いにな
る．)VHoJo～ ¯tsöpa `thuu口論になる．議論になる．
S`=oT< (<o～ ˆsingtruu `thuu 騒乱になる．W<oTPT=o
～ ˆlangtsin `thuu素手で戦う羽目になる．
5．(面倒なことに) なる．(～に) 追いつめられる．
(問題に)直面する． 1VZoWo～ `lää la `thuu窮地に追
い詰められる．8Fd<oHIo～ ¯nyoktra `thuu面倒なこと

になる．MGToWo～ ¯tha la `thuu土壇場に直面する．
<IHoHdIo～ ¯näätön `thuu 重要な問題に直面する．
To?HoTboWo～ ˆacää ´u la `thuu 疲労困憊する．切羽
詰まる．進退きわまる．Tbo～ ´u `thuu 切羽詰まる．
進退きわまる．どうしようもなくなる．やり場のな
い気持ちになる．
6．(～に Wo ) ぶつかる，触れる． ～No >̀< o1>cH o
`thuk-tse ci ´che ちょっと触れる．W<oJo& d oW o～
´lakpa ´to la `thuu手が石にぶつかる．
7．(～に) なる． <IHoT<<o～ `nänkaa `thuu重要
になる．Mo<>`<oLbo<>̀<oWo～ ˆmacii ˆphucii la `thuu
母一人子一人になる．
8．(～) される． Vo\HdH o～ ˆraptröö `thuu 証明さ
れる．

Gb<o 2 `thuu v. vol.
npf. pf. imp.

Gb<o Gb<o Gb<o
`thuu `thuu `thuu

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

hum.　☞　M@Wo (p. 161)
(～に) 会う． RYIo<\@o～ `pinkyaa `thuu きょうだい
に会う．KoMo～ ¯phama `thuu両親に会う．

Gb=o `thun v. non-vol.
npf. pf. imp.

Gb=o Gb=o –
`thun `thun –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)短い． 2F`Lo<Sb<Zo～WoT2Fdo ˆtrhipsuu `thun la
´dro影が短くなる．

GbLo `thuu v. non-vol.
npf. pf. imp.

GbLo GbLo –
`thuu `thuu –

pres. fut. pt. imp.

[ GbLo GbLo GbLo – ]

1．(～が)可能である，できる． :cVoW=Zo～ `kerlan
`thuu真っ直ぐ立ち上がれる．;oUo～ ¯khaya `thuu
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対抗できる．;oLXHoW<oL<KVo～ `khashää ´laktaa

`thuu 口で言ったことを実行することができる．
;?LoR cWo～ ¯kyhapee `thuu 普及させることができ
る．=dZoTPTIo～ ´ngöntsin `thuu 承認できる．ÀIo
Wd< o～ ˆnyinloo `thuu 日帰りできる．Ud oLZD=o～
ˆyosan `thuu 不正を正すことができる．V=oTOVo～
´rangtso `thuu生活が自立できる．WZo:o～ ´lääka

`thuu仕事ができる．Wc<ZoL>dZo～ ˆlekcöö `thuu改
善できる．\co～9Ko<̀oUdHoJoTHIn ¯e-tup ¯taki ˆyöö-pa
ˆdraa.「できるかどうか見ていたようです」
2．(～が) 成功する，うまくいく． GLZ oXcZ o～
`thapshee `thuu手段を講じて成功する．
3．(～に) 耐える． 2F=o=Vo～ ´trhangngar `thuu

耐寒性がある．?VoJo～ ¯chaapa `thuu 雨が染み込
まない．?bo～ ¯chu `thuu 耐水性がある．Mco～ ´me

`thuu耐火性がある．
4．(長く) 持つ．持続する． , !I o V̀= oJd o～ ´kyün

´ringku `thuu長く持つ．
5．＜ Vnpf + GbLo の形で＞ (～することが)できる．
<?YVo～ ¯kuu `thuu 託送することができる．T2Fd o～
´dro `thuu 行くことができる．<>bIo～ ¯cün `thuu

しつけることができる．<>bVo～ ¯cur `thuu 押し込
めることができる．MGd= o～ ¯thon `thuu 見える．
1>cH o～ ´che `thuu することができる．LDWoMo～Jo
?<Zo ´trhää `hmatuu-pa `chaa別れられなくなる．
So～ ´sa `thuu 食べることができる．LSdHo～ ˆsöö

`thuu 耐えることができる．VoLS̀o～ ´ra ´si `thuu

酔える．
6．＜ Vnpf + GbLoの形で＞～する可能性がある．～
し得る．(否定文で)～するはずがない． 2qVoV`Wo～<̀o
MoVcHn ´khuu ´rii ¯thuuki ˆmaree.「テントが倒れる
はずがない」

GbMZo ☞　<5[Mo (p. 177)

GbWo ☞　L5[Wo (p. 179)

Gco * ¯thi, `thii v. non-vol.
npf. pf. imp.

Gco GcZo –
¯thi , `thii `thii –

pres. fut. pt. imp.

[ Gco Gco Gco – ]

(～が) 員数に含まれる，員数に入れられる． 2F=Zo
:T`oI=oWo～ ´trhangkää ´nan la ¯thi 員数に含まれ
る．=oVo～ ´ngara ¯thi私が員数に含まれる．<MY<oJT`o
2FWoWo～ ´tu-kää ´trhää la ¯thi悪い方の員数に含ま
れる．U<oJT`o2FWoWo～ ´ya-kää ´trhää la ¯thi良い方
の員数に含まれる．

Gc<o `thee v. non-vol.
npf. pf. imp.

Gc<o Gc<o –
`thee `thee –

pres. fut. pt. imp.

[ Gc<o Gc<o Gc<o – ]

持ちこたえる． IHo～ ˆnää `thee精神的苦痛に耐え
られる．我慢できる．

GcLZo `thee v. non-vol.
npf. pf. imp.

GcLZo GcLZo –
`thee `thee –

pres. fut. pt. imp.

[ GcLZo GcLZo GcLZo – ]

1．(～が) 当たる，命中する，的中する． 2) oMd o～
´trhumo `thee肘鉄砲を食らう．MHcTbo～ ´diu `thee

弾丸が当たる．& d oNV<o～ ˆtaptsoo `thee 石ころが当
たる．<IHoGd<o5[o～ `näätoo-tu `thee急所に当たる．
TLcIo<̀oH;=`WoWo～ ´ben ki ¯kii la `thee 的の中央に当
たる．wV=ZoJo～ ¯langpa `thee蒸気が当たる．
2．(～が) うまくいく，うまくできる．(～に) 成功
する． <?MoZDc<o～ `kamtraa `thee油をひかないで焼
ける．;coOV=o～ ¯khetson `thee うまく儲かる商売に
なる．<^!VoL>dZo～ ˆkyurcöö `thee 改革に成功する．
=Wo<Zdo～ ´ngääso `thee 休んで疲れがとれる．?bo
LZ̀=Zo～ `chupsin `thee うまく水洗いが仕上がる．
T6 qMZo～ ˆdum `thee 調停が成功する．調停がまと
まる．I<oOV=o～ ´naktson `thee闇取り引きに成功す
る．JVo～ ¯par `theeうまく写真が写る．MOIo<F`Lo
～ `tshäntip `thee夜襲に成功する．
3．(推測などが) 当たる． OVHo& d o～ ¯tshööto `thee

見当が当たる．OVHoHJ<o～ `tshööpaa `thee 推測が
当たる．<S`VoJdo～ ´sirpu `thee的確に当たる．
4．(手に Wo ) 入る． W<oJVo～ ´lakpaa `thee 手に
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入る．
5．(鍵，ボタンなどが)かかる． <Ado9C<Zo～ ˆkoncaa

`thee 鍵がかかってしまう．<>bZoKbVo～ ¯cüüpuu

`thee ねじが (しっかりと)締まる．GLo?̀o～ ¯thapci

`theeボタンが締まる．9McoM̀<o～ ˆdimii `thee鍵がか
かる．\oX̀=o～ ¯ashin `thee閂がかかる．
6．(罠に) かかる． 8F` oWo～ ¯nyi la `thee 罠にかか
る．R<ZoJo～ ´shakpa `thee投げ縄にかかる．
7．(呪いなどに)かかる． N<Zo～ `ngaa `thee呪文
がかかる．<FHo～ `tää `thee 呪いがかかる．MGbo～
¯thu `thee まじないがかかる．まじないをかけられ
る．HMdHoMdo～ ¯momo `thee呪いがかかる．
8．(～の効果が) ある．(～が) 効く． \@I oSbV o～
¯cänsuu `thee 流し目が効を奏する．TKbV oZbL o～
`phursup `thee マッサージが効く．LbW o Fd< o～
ˆphutoo `thee ソーダの効き目がある．TLb o<RIo～
´bumän `thee 殺虫剤が効く．<kH`H o<RIo～ ´pirmän

`thee 麻酔薬が効く．MVo<N<o～ ˆmartsaa `theeバ
ターを用いた温灸療法が効果を上げる．McoLNTo～
´metsa `thee灸が効く．VzoKdVo～ ´rapoo `thee 角療
法が効く．
9．(損害を)蒙る．(酷い目に)遭う．～される． ;o
LZ]Zo～ `khaplüü `thee詐欺に引っかかる．M<do<?dVo
～ ´gokoo `thee 騙される．<FdV oLX̀<o～ `torshii

`thee 破壊される．9KoVbLo～ `tarup `thee 取り囲ま
れて見物される羽目になる．GboWbHo～ `thulüü `thee

唾をかけられる．MGd=o0>d<Zo～ `thongcoo `thee 偏
見の目で見られる．& d<o,@<o～ ˆtongkyaa `thee蹴飛
ばされる．<IMoLF<Zo～ `namtaa `thee 手を縛ら
れ上から吊されて拷問にかけられる．LNIo<UcMo～
`tsän’yem `thee強姦される．
10．(災害などに) 遭う． <=ZoVbH o～ ˆkhangrüü

`thee雪崩に遭う．?boWd<o～ `chuloo `thee 洪水にな
る．GIo<\@dIo～ ¯thänkyön `thee かんばつによる災
害に見舞われる．TLbo<\@dIo～ ´bukyön `thee 虫害に
やられる．TLDZoTLbo～ ´dränpu `thee稲の害虫が発
生する．Mbo<c o～ ´muki `thee 飢饉になる．<RIoIHo
～ `männää `thee 薬害が起きる．WdoAcZo～ ˆlonyee

`thee凶作になる．ZcVo<\@dIo～ ¯serkyön `thee雹害が
起こる．

11．(影響などを)受ける．(とばっちりを)受ける．
RdVo,@<oWo～ ˆshookyaa la `thee とばっちりを受け
る．RdVoWo～ ´shoo la `thee とばっちりを受ける．
9q<Zo+@cIo～ ¯shukkyen `thee影響がある．
12．(悪天候に) 見舞われる． <=Z o TObL o ～
ˆkhangtsup `thee吹雪になる．?VoHI<o～ `chartraa

`thee豪雨に見舞われる．?VoJo～ ¯chaapa `thee雨
に濡れる．?Vo9Z<Zo～ `charlaa `thee 風雨が吹き
込む．Gd<o～ `thoo `thee 雷に打たれる．ZcVoHI<o～
`setraa `thee 激しい雹に当たる．ZcVo.W=o～ `setun

`thee雹に打たれる．
13．(病気に) かかる．(中毒に) なる．(怪我を) す
る．(～の痛みが) する． T;?<Zo<QdZo～ `kyhaapöö

`thee 凍傷にかかる．?=oIHo～ `changnää `thee二
日酔いになる．アルコール中毒になる．?MoIHo～
`chamnää `thee 風邪にかかる．9Kd o?<o～ `topcaa

`thee 栄養失調にかかる．IoSb<o～ ˆnasuu `thee 刺
すような痛みが走る．IHoWd<o～ ˆnääloo `thee 病気
が再発する．M̀<o0>`Ho～ `mikcii `thee 雪目になる．
MPUoIHo～ ˆdzenää `thee癩病にかかる．
14．出くわす．行き合わせる． ;oGb<o～ `khatuu

`thee 出くわす．TO=o<o～ ¯tshangka `thee 混雑の
さなかに行き合わせる．
15．～になる．～に変化する．～する羽目にな
る． T;?<Z o～ `kyhaa `thee 凍る．T;?<Z oTLbV o
～ ¯kyhangpur `thee 鳥肌が立つ．T;?<Z o9qV o～
¯kyhaashuu `thee 寒気がする．0>`VoTGcIo～ ¯chiten

`thee撤退する羽目になる．0>`VoWd<o～ `chiloo `thee

引き返すことになる．0>`Zo～ `chii `thee 拭いてきれ
いになる．TKdoT!V̂o～ ¯phunkyuu `thee 変化する．
TKDdoLwV<o～ `trhoolaa `thee無駄になる．L<oU=Zo～
ˆphaayan `thee無礼講になる．TOT<oV`Wo～ ¯tshikrii
`thee黒焦げになる．
16．(印が) 付く．(印が) 押される．(跡が) 付く．
1qVo%<Zo～ `kurtaa `thee ばつ印が付く．ばつ印が
付けられる｛とばっちりで｝．:cVo%<Zo～ `kertaa

`thee点検済みの印が付く．1VHo:dVo～ ¯lääkoo `thee
零点になる．零点がつけられる．%<Zo～ `taa `thee

印が付けられる．GcWoNUo～ ¯theetse `thee 押印され
ている．I<oG̀<o～ ˆnaktii `thee黒い点が付く．<QY<o
HMo～ ´puktam `thee ダライラマの印璽が押してあ

G



GcLZo 193 GcLZo

る．W<o$ cZo～ ˆlakcee `thee手の跡が付く．
17．(～が) 完成する，仕上がる，出来上がる，終了
する． 2Fd oLF<o～ ˆtrhotaa `thee 小麦の製粉が仕上
がる．<AMo*V=o～ ˆkamtson `thee 箱詰めが出来上が
る．Ado?o～ ´nyopca `thee買い物が済む．KVo?̀Io～
¯pharcin `thee刺繍が出来上がる．[dIoJo～ ¯mönpa
`thee 耕作が完了する．[dZo～ `möö `thee 耕作し終
える．<N=oL9qZo～ `tsangshüü `thee清書が仕上が
る．*Zo*V=o～ ˆtsäätson `thee 火薬の充填が完了す
る．UbVoMo～ ´yüüma `thee除草が完了する．
18．(計算の結果が) 合う． ;d< o)TZo～ `khoktsii

`thee暗算で計算が合う．2F=Zo:o～ ´trhangka `thee
数が合う．<MdMo)TZo～ ˆtomtsii `thee合計して計算が
合う．)TZo～ `tsii `thee計算が合う．予想が当たる．
MPbLo)TZo～ ˆdzuptsii `thee 指で計算して計算が合
う．R`Lo)TZo～ ˆshiptsii `thee細かい計算をして計算
が合う．
19．(合図などが)通じる．(意見が)通る． H<<oWIo
～ ´kaklän `thee 反論が通る．L&o～ ´ta `thee 合図
が通じる．\@IoLNbMZo～ `cäntsum `thee目配せが通
じる．RWo9qo～ ´shääshu `thee口笛の合図が相手に
通じる．
20．(～が) 通る，刺さる．(穴が) 開く． !=oKDo～
¯kangtra `thee フォークがうまく刺さる．, !<oXHo
～ ˆkyukshää `thee櫛が通る．>dLoL% dWo～ ¯coptöö

`thee貫通する．9K<oTL̀<Zo～ `takpii `theeのみ (鑿)
で穴が開く．貫通する．MGco<ScVo～ ¯thesee `thee鋲
がうまく打てる．TL̀<Zo～ ˆbii `thee 通り抜けの穴
が開けられる．TL̀<Zo<ZdVo～ ´biksoo `thee 錐で穴
が開く．ZDd oXHo～ `troshää `thee すき櫛ですいて虱
の卵が取れる．
21．(ハサミ，刀などが)切れる．(剃刀で)うまく剃
り上がる． 2F` o～ ´trhi `thee 刀でうっかり切る．刀
でうまく切れる．@cMoNUo～ ´chemtse `theeハサミで
切れる．9KcLo2F` o～ ¯taptri `thee 折り畳みナイフが当
たって切れる．){o2F`o～ ¯tsatri `thee押し切りで切れ
る．Zd<oWco～ ¯soole `thee鋸で切り終える．
22．(門，入り口，蓋などが) 閉まる． ; o <>dH o
～ `khapcöö `thee 蓋がちゃんと閉まる．I=oUdWo
～ ´nangyöö `thee カーテンが閉まる．0>` o<Ad o～
¯chiko `thee 外側の門が閉まっている．TKD=oL:<o

～ `trhangkaa `thee 隘路が閉鎖される．<8 q=o<Ad o～
´shungko `thee正門が閉じる．XcWoUdWo～ ¯sheeyöö
`theeカーテンが閉じられている．
23．(～色に) 染まる． <KVoOVZo～ `tartsöö `thee く
るみ色に染まる．MG`=oMHd<o～ `thingtoo `thee紺色
に染まる．LWoOVZo～ ˆphäätsöö `thee羊毛がよく染
まる．OVZoI<o～ `tshöönaa `thee黒い染料で染め上
がる．
24．(～が) よく混ざる． H1)< oH1)< o～ `truktruu

`thee 掻き混ぜた結果よく混ざる．<?M o LZDcZ o～
`kamsee `thee 干してある穀物や燃料用の糞など
を風通しをよくするために上下に掻き混ぜてうまく
混ざる．?=oWo?bo～ ¯chan la ¯chu `thee 水がチャン
にうまく混ざる．MPbLo<Fd<o～ ˆdzupnyoo `thee指で
掻き回してよく混ざる．
25．(～について)理解が得られる，理解される． <do
0>d<Zo～ ˆkhocoo `thee 片寄った聞き方になる．一
方的な理解になる．誤解になる．<d oLo～ ´khowa

`thee 解釈が当たる．理解する．分かる．ZVdLo<Zdo～
¯lopso `thee忠告を相手方が理解する．<ZWoLXHo～
`sääshää `thee説明が明快でよく理解される．<ZcHo
L1FdWo～ ¯septröö `thee説明して理解される．
26．(結果的に誤りに) なる． <d oIdV o～ ´khonoo

`thee 聞き違える．<doTPVWo～ ´khontsöö `thee 聞き
違える．<doWd<o～ ˆkholoo `thee 聞き違える．IdVo
T< (Wo～ ´nontrüü `thee間違える．IdVoJo～ ´noopa

`thee間違いが起きる．LD`ZoIdVo～ ´trhiinoo `thee書
き間違いになる．Ù<oIdVo～ ´yiknoo `thee 誤字を書
く．WMoIdVo～ ´lamnoo `thee道を間違える．
27．(～の死に方を)する． <?dMoX̀o～ ¯komshi `thee

喉が渇いて死ぬ．T;?<ZoX̀ o～ ¯kyhaashi `thee 凍
死する．9Kd<ZoX̀o～ ¯tooshi `thee 餓死する．<MY<oX̀o
～ ´tukshi `thee 横死する．悲惨な死に方をする．
IHoX̀o～ ´nääshi `thee病死する．Mb<oX̀o～ ´mukshi

`thee 餓死する．V=oX̀o～ ´rangshi `thee 自殺して
死ぬ．
28．(～の差が)出る． MGdoWdZo～ `tholöö `thee高さ
の違いが出る．KDoWdZo～ `phalöö `thee 太さの差が
出る．
29．＜ Vnpf - IdV oGcLZ o の形で＞ ～し損ねる．
L:dHoIdVo～ ¯köönoo `thee 記録し損ねる．#d oIdVo～
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¯ngonoo `thee炒め損ねる．
30．＜ Vpf + GcLZo の形で＞ うまく～する．うま
く～できる．～仕上がる．～してしまう． L#dZo～
`hngöö `theeよく炒め上がる．

GcZo ☞　Gco (p. 191)

Gd<Zo 1 `thoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

Gd<Zo Gd<Zo –
`thoo `thoo –

pres. fut. pt. imp.

[ Gd<Zo Gd<Zo Gd<Zo – ]

▼ (生じる，実る)． KIo～ ¯phän `thoo役に立つ．

Gd<Zo 2 `thoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

Gd<Zo Gd<Zo –
`thoo `thoo –

pres. fut. pt. imp.

[ Gd<Zo Gd<Zo Gd<Zo – ]

▼ (阻まれる．遮られる．滞る) 0><o～ `chaa `thoo

金銭的に切羽詰まる．W<o～ ˆlaa `thoo 困る｛手や
物などがなくて｝．金銭的に切羽詰まる．

Gd<Zo 3 ☞　LF<o (p. 178)，LF<Zo 1 (p. 178)，LFd<o
(p. 180)

Gd=o ☞　<F=o 1 (p. 173)

GdIo ☞ 　LFdIo 1 (p. 180) ，TGdIo 1 (p. 198) ，TGdIo 2
(p. 198)，THdIo 1 (p. 209)

GdLo ☞　LFLo (p. 179)，TGdLo (p. 198)

GdZo `thöö v. non-vol.
npf. pf. imp.

GdZo GdZo –
`thöö `thöö –

pres. fut. pt. imp.

[ GdZo GdZo GdZo – ]

(～が) 聞こえる．(～を) 耳にする． :̀o～ ¯ki `thöö

雄叫びが聞こえる．<?Ho?o～ ¯käca `thöö話を耳にす
る．<FMoLS=o～ `tamsan `thöö吉報を聞く．<Z=o
,@o～ ¯sangkya `thöö 極秘のことを耳にする．<Z=o

<FMo～ ¯sangtam `thöö 秘密の話を耳にする．9Z=o
9Z=o～ ¯hlanglan `thööはっきり聞こえる．

MGbHo 1 `thüü v. vol.
npf. pf. imp.

MGbHo MGbHo MGbHo
`thüü `thüü `thüü

pres. fut. pt. imp.

[ MGbHo MGbHo MGbHo MGbHo ]

1．(～を)続ける． Mbo～ ´mu `thüü継続する．続け
る．Mbo～IZo ´mu `thüü nää継続して．
2．(～を)つなぐ，接続する，連結する．(骨，関節な
どを) 接ぐ，接合する． ;oJVo～ ¯khapaa `thüü 電
話をつなぐ．9C<ZoWMo～ ¯caklam `thüü鉄道線路を
つなぐ．G<oJo～ ¯thakpa `thüü 紐をつなぐ．<Nc o～
¯ne `thüü 先端をつなぐ．<kHc=Zo～ ˆpan `thüü 列を
つなげる．SMoJo～ ´sampa `thüü橋をつなぐ．UbVo
Lb o～ ´yoopu `thüü 灌漑水路をつなぐ．VbZo;d<o～
`rüükoo `thüü 骨を接ぐ．WMo:o～ ˆlangkaa `thüü

道路をつなぐ．9ZZoOT<Zo～ `hlutsii `thüü関節を接合
する．
3．(～を) 受け継ぐ． T;D`H o, !I o Mb o～ ¯trhiikyün

´mu `thüü 教授法の伝統を引き継ぐ．W<o, !I o～
´lakkyün `thüü技術の伝承を受け継ぐ．

MGbHo 2 `thüü v. non-vol.
npf. pf. imp.

MGbHo MGbHo –
`thüü `thüü –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)続く，連続する． , !Io～ ´kyün `thüü連続す
る．)VHoJo～ ¯tsöpa `thüü口論が続く．

MGbIo ¯thün v. non-vol.
npf. pf. imp.

MGbIo MGbIo –
¯thün ¯thün –

pres. fut. pt. imp.

[ MGbIo MGbIo MGbIo – ]

1．(～が) 一致する，合致する，合う，まとまる，ぐ
るになる． <?Ho?o～ ¯käca ¯thün 話が合う．;o～
¯kha ¯thün 意見が一致する．意見が合う．2FdZ o～
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ˆtrhöö ¯thün相談して意見がまとまる．協議がまと
まる．9KoLo～ ¯tawa ¯thün見解が合う．考え方が合
う．6 qZo<?LZo～ ˆthüükap ¯thün時機に合う．THdHo
Jo～ ´döpa ¯thün 好みに合う．HJc oHdI o～ ¯petön

¯thün 例えと事実が合致する．OVZo<R`o～ ¯tshööshi

¯thün 色彩が合う．色が合う．ÙHo～ ˆyii ¯thün 気
が合う．V`<Zo～ ˆrik ¯thünやり方が合う．考え方が
合う．<X̀Zo:o～ ¯shiika ¯thün性格が合う．ZcMZo～
`sem ¯thün心が合う．LZMoT?Vo～ ¯samcaa ¯thün

意見が一致する．LZdHoLHcoHJDWo;d<o～ ¯sote `pääkoo
¯thün 二人の運の巡り合わせが良い．運勢の相性が
いい．
2．(～に H=o ) 合う． H<dZoM;doH=o～ ´kööko tan

¯thün需要に合う．OHoH=o～ `tshää tan ¯thün基準
に合う．

MGdo ¯tho v. non-vol.
npf. pf. imp.

MGdo MGdo –
¯tho ¯tho –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)高い． ～VboT2Fdo ¯tho-ru ´droだんだん高くな
る．～Vbo<F=o ¯tho-ru ¯tan 高くする．～Zo ¯thosa
高い地位．高い所．

MGd=o ¯thon v. non-vol.
npf. pf. imp.

MGd=o MGd=o –
¯thon ¯thon –

pres. fut. pt. imp.

[ MGd=o MGd=o MGd=o – ]

hon.　☞　<S`<Zo 2 (p. 306)
1．(～を) 見る，目の当たりにする，見かける．(～
が)見える，姿を現す． ;?Ho?dZo～ `kyhääcöö ¯thon

特徴が見られる．H=dZoZb o～ `ngöö-su ¯thon 実際
に見る．MG`W o～ ¯thii ¯thon 底が見える．見透か
す．THIc o～ ´dre ¯thon 鬼を見る．M̀<o<̀Zo～ `mii ki

`thon 目で見る．M̀<o～ `mii ¯thon 見える．見る．
HM̀<ZoUbWo～ ¯mik’yüü ¯thon目的が見える．R`LoKDo
～ ´shiptra ¯thon詳細に見える．<Sb<ZoJdo～ ´suku

¯thon姿が見える．Wc<Zo?o～ ´lekca ¯thon長所が見

られる．<ZWoJdo～ ¯sääpo ¯thon はっきり見える．
はっきり現れる．
2．(～が) 見られる，現れる，発覚する． H=dZ o
MHd< o～ `ngöntoo ¯thon 本性が現れる．?d o T0 (W o
～ ¯chuntrüü ¯thon 神変が現れる．LS= o9KZ o～
ˆsangtää ¯thon吉兆が現れる．LSdo9Ko～ ´sopta ¯thon
形が現れる．LSdo～ ´so ¯thon様子が現れる．UdIoFIo
～ ´yöntän ¯thon教養が現れる．X̀o%<Zo～ `shiptaa
¯thon 死相が現れる．<Z=o3[Wo～ ¯sangnyüü ¯thon

密偵が発覚する．
3．(～が) 分かる． <IZoObWo～ ¯näätsüü ¯thon 事
情が見える．事情が分かる．'MoT!V̂o～ ¯namkyuu

¯thon 態度が分かる．\@dHoJo～ ¯cöpa ¯thon 態度が
分かる．1>cHo<K=Zo～ ˆchetan ¯thonやり方が分かる．
やり口が分かる．1>cHoWb<Zo～ ˆcheluu ¯thon やり方
が分かる．LS=o=Io～ ´sangngän ¯thon善悪が分か
る．V=o<\@dIo～ ´rangkyön ¯thon 自分の欠点が分か
る．V=o<Sb<Zo～ ˆrangsuu ¯thon正体が分かる．
4．(～であるように) 見える． H:VoJd o～ ¯kaapo

¯thon白く見える．<\@`HoJdo～ ¯kipu ¯thon楽しく見え
る．<\@doJdo～ ¯kyopo ¯thon貧しく見える．<=o>̀T`oGHo
IZoU<oJdo～ ´khancii `thää nää ´yako ¯thonあらゆ
る面でよく見える．<5[MoJdo～ ¯tumpu ¯thon凶暴に
見える．THIo?<ZoJdo～ ´dra ¯chako ¯thon 感じが良
く見える．UoMOIo～ ´yamtsän ¯thon不思議なもの
が見える．不思議に思える．

TG<o ☞　LF<o (p. 178)

TGLo `thap v. non-vol.
npf. pf. imp.

TGLo TGLZo –
`thap `thap –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が) 交互に現れる． Oo2F=o～ ¯tshatran `thap ➀

熱が出たり引っ込んだりする．➁暑さと寒さが交互
に現れる．

TGLZo ☞　TGLo (p. 195)

TGMo `tham v. vol.

G



TGMZo 196 TGcIo

npf. pf. imp.

TGMo TGMZo TGMZo
`tham `tham `tham

pres. fut. pt. imp.

[ TGMo TGMo TGMZo TGdMZo ]

(～に Wo ) しがみつく，抱きつく． <?c oWo～ ¯ke la

`tham首にしがみつく．,@LoIZo～ ˆkyap nää `tham
後ろから抱きつく．X̀=oWo～ ¯shing la `tham木に抱
きつく．\oMVo～ ¯amaa `tham母親に抱きつく．

TGMZo ☞　TGMo (p. 195)

TG`LZo `thip v. non-vol.
npf. pf. imp.

TG`LZo TG`LZo –
`thip `thip –

pres. fut. pt. imp.

[ TG`LZo TG`LZo TG`LZo – ]

1．(雲が) 垂れ込める．(空が) 曇る． ?V o \H`I o
～ ¯chartrin `thip 雨雲が垂れ込める．?VoMbI o～
¯charmin `thip 雨雲に覆われて真っ暗な闇夜にな
る．?bo\H`Io～ ¯chutrin `thip 雨雲が垂れ込める．～
Ud=o `thip ´yon 曇ってくる．<IMo～ ¯nam `thip 空
が曇る．\H`IoI<o～ `trinnaa `thip黒雲が垂れ込める．
\H`Io<RY<o～ `trinmuu `thip雨雲が垂れ込める．<RY<oJo
～ ¯mukpa `thip霧に覆われる．
2．(眠気が) 襲ってくる． <ÀHo～ `nyii `thip 眠く
なる．

TGb=o `thun v. vol.
npf. pf. imp.

TGb=o L5[=Zo, TGb=Zo TGb=Zo
`thun `tun, `thun `thun

pres. fut. pt. imp.

[ TGb=o L5[=o L5[=Zo TGb=Zo ]

hon.　☞　M?dHo (p. 157)，<I=o 1 (p. 221)，LRcZo
1 (p. 298)

hum.　☞　8 qo 1 (p. 289)
1．(飲み物を) 飲む． ;DdIo?bo～ ¯trhumcu `thun 井
戸水を飲む．<AdVo?=o～ ´korcan `thun車座になって
酒を飲む．?=oXo<K<o～ ¯chan `shataa `thunチャン
ばかり飲む．?bo;o<=o～ ¯chu ¯kha ´khan `thun 水

を一口飲む．?bo;dWo～ ¯chuköö `thun 湯を飲む．?bo
～ ¯chu `thun 水を飲む．@o～ ´cha `thunお茶を飲
む．6 q<o～ ˆthuu `thun毒を飲む．L6 qHo)To～ ´tüütsi
`thun 甘露を飲む．L̀o>bTbo～ ´phicuu `thun ビール
を飲む．LdHo@o～ ´phööca `thunチベット茶を飲む．
HLb<ZoGc=Zo<>̀<oWo～ `ukten `cii la `thun一息に飲
む．<N=oH<o～ `tsangtaa `thun 飲み干す．TdoMo～
´oma `thunミルクを飲む．
2．(麺類などスープものを)食べる．(ヨーグルトを)
食べる． 2q o)ToV`oGb<o～ ´khutsi ˆrituu `thun クツィ
リトゥを食べる．2Fd oGb<o～ ˆtrhotuu `thun 押し麦
の粥を食べる．H2qoGb<o～ ˆkutuu `thun グトゥを食
べる．@o9MYVo～ ´chamtuu `thun チャムドゥーを食
べる．GoGoR`o～ ¯thata-shi `thun 粥を食べる．L<o
Gb<o～ ˆphaatuu `thun パートゥを食べる．LdHoGb<o
～ ˆphöötuu `thun チベット風の太いうどんを食べ
る．Rdo～ ´sho `thun ヨーグルトを食べる．< (ZoGb<o
～ `trungtuu `thun未成熟な麦で作った押し麦の粥
を食べる．
3．(液状の薬を) 服用する，飲む． M;D`Z o <RI o
～ ¯trhiimän `thun 胆嚢の薬を飲む．LdH o<RI o～
´phöömän `thun チベットの伝統的な薬を飲む｛液
状の薬を｝．<RIo?=o～ ¯mäncan `thun 薬用酒を飲
む．<RIo?bo～ ¯mäncu `thun 白湯で薬を飲む．<RIo
G=o～ ¯mäntan `thun液状の薬を飲む．<RIo～ ¯män
`thun 薬を飲む｛液状の薬を｝．X̀ o<RIo～ ¯shimän

`thun 麻酔薬を飲む．LXWo<RIo～ ¯shäämän `thun

下剤を飲む｛液状の下剤を｝．

TGb=Zo ☞　TGb=o (p. 196)

TGbWo ¯thüü v. non-vol.
npf. pf. imp.

TGbWo TGbWo –
¯thüü ¯thüü –

pres. fut. pt. imp.

[ TGbWo TGbWo TGbWo – ]

(においや煙などが)出る，漂う． LZb=oHI`o～ ¯sungtri
¯thüü香りが漂う．

TGcIo ¯then, `then v. vol.
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npf. pf. imp.

TGcIo TGcIo TGcIo
¯then, `then ¯then, `then ¯then, `then

pres. fut. pt. imp.

[ TGcIo TGcIo TGcIo TGcIo ]

1．(～を)引く，引き上げる．(～の部分を IZo )引っ
張る． !=oJo～ ¯kangpa ¯then足を引っ張る｛仕事
が遅れたりして他人の足を引っ張る｝．!=oJoIZo～
¯kangpa nää ¯then足を引っ張る．<\HoIZo～ ¯tra nää
¯then髪を引っ張る．;DdIo<\@d<Zo～ `trhomkyoo ¯then
つるべを引き上げる．%o;o～ ¯taka ¯then 馬の手綱
を引く．G<oJo～ ¯thakpa ¯then綱を引く．手引きす
る．客引きする．<8 q o～ ´shu ¯then 弓を引く．W<o
Jo～ ´lakpa ¯then 手で引く．W<oJoIZo～ ´lakpa

nää ¯then手を引っ張る．9q<o9Cd<o～ `shuucoo ¯then
引き出しを引く．引き出しを開ける．ZDLoMHTo～
¯tramta ¯then 手綱を引く．G<oJo～M;Io ¯thakpa
¯thenngän手引きをする人｛売春などの｝．
2．(線を)引く．(溝を)つける． H:VoG`<o～ `kartii

¯then 吉祥の白線模様を付ける．白線を引く．G`<o
～ `thii ¯then 線を引く．&Lo+@Wo～ ´tapkyää ¯then

石灰の粉を入れた袋を使って線を引く．<8 q= oG`<o
～ ˆshungtii ¯then中心線を引く．9qVo;o～ ¯shurka

¯then溝を作る．9qVo～ ¯shur ¯then溝をつける．Zo
H:Vo～ ¯sakaa ¯then石灰で白線を引く．
3．(幕，カーテンなどを) 引く．(綱などを) 張
る，張り巡らす，張り渡す．仕切る． <\@dV o<\@dV o
～ ¯kyookyoo ¯then 張り巡らす．T;DL o UdW o～
¯trhapyöö ¯then 舞台の幕を引く．2qV o G< o～
ˆkhurtaa ¯then テント用の綱を張る．2Vd< oG< o～
`loktaa ¯then 電線を張り渡す．L>Ho～ `cää ¯then

仕切る．9C<Zo<?YHo～ `caaküü ¯then 針金を張る．
G<o,@o～ ¯thakkya ¯then 縄張りを巡らす．I=o<\@dVo
～ ´nangkyoo ¯then 室内を仕切るカーテンを引
く．XcW oUdW o～ ¯sheeyöö ¯then カーテンを引く．
Zo<\@dVo～ ¯sakyoo ¯then 土の囲いを作る．9Z<Zo<\@dVo
～ ¯hlakkyoo ¯then風除けの布を張る．
4．(～を) 辞任する，退学する．(～を IZo ) 辞め
る．(～から)脱退する，離れる，抜ける． <\@`Ho<MY<o～
`kiituu ¯then 集団生活から離れる．集団生活を抜
ける．<doZo～ ´khosa `then 辞任する．<Ĥ`<o;d=ZoIZo

～ ˆtrikun nää ¯then組織を辞める．WZo:o～ ´lääka
¯then 仕事を辞める．WZo:oIZo～ ´lääka nää ¯then

仕事を辞める．ZVdLo2.o～ ¯laptra ¯then退学する．
5．(～を) 引っ込める，引き上げる，撤退する．(～
を) 撤回する． H<d=Zo8 q o～ ´kongshu ¯then 休暇願
いを撤回する．HM<oM̀o～ ¯maami ¯then兵を引き上
げる．OV=oSd<o～ `tshongsoo ¯then 商品を店頭から
引き上げる．
6．(～を) 取り外す，取り除く． , !< o SM o～
´kyuksam ¯then 丸木橋を取り外す．L>b o X̀= o～
¯cushin ¯then十数える度に記憶用に木を取る．
7．(お金を)差し引く． <\@cHo:o～ ¯kyeka ¯then利子
を差し引く．;=o2Vo～ ¯khangla ¯then家賃を差し引
く．<IZo2Vo～ ¯nääla ¯then宿泊費を差し引く．
8．(～を)掻き出す． McoMH<o～ ˆmentaa ¯thenおき
を掻き出す．
9．(ゆるしを) 乞う． 8 q oLo～ ´shoo ¯then 許しを乞
う．願い出る．許してもらう．勘弁してもらう．
10．(抽選を)する． ,@IoXd<o～ ˆkyänshoo ¯then宝
くじの抽選をする．
11．(戸を)引いて閉める． <Ado～ ´ko ¯then扉を引い
て閉める．
12．(歌を)引き伸ばすようにして歌う．(喚声)を上
げる． <H=Zo～ ˆtan ¯then抑揚をつけて歌う．'Mo
GVo～ ¯namtaa ¯then 伝統的な歌舞劇の中の曲目を
歌う．9Zo,@Wo～ ¯hlakyää ¯then神の勝利を願う喚声
を上げる．
13．(～を)封印する． <AdoSMo～ ´kosam ¯then差し
押さえのために封印をする．
14．(タバコなどを)吸う．(息を)吸う，吸い込む．
AW oG< o～ ˆnyäätaa ¯then 阿片を吸う．G oM< o～
`thamaa ¯then タバコを吸う．<NoGo～ `nataa ¯then

嗅ぎタバコを吸う．HLb<Zo～ `uu ¯then息を吸い込
む．X̀<oVHo～ `shikrää ¯then巻きタバコを吸う．
15．(ブレーキを)かける． <QcoVc<o～ ˆperek ¯thenブ
レーキをかける．
16．(いびきを) かく． [Vo<Ĥo～ ¯hartra ¯then いび
きをかく．
17．(壁を) 塗る．(絵を横に長く) 描く． TH<oRWo
～ ´dakshää ¯then壁土を塗る｛板を使って｝．9McLZo
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RWo～ ´depshää ¯then 壁土を塗る．V`oMd o～ ´rimu

¯then (壁面などに)絵を横に長く描く．
18．(横長の)姿勢を取る． <QdoAWo～ ´ponyää ¯then

横向きに寝る．

TGd<o ☞　LF<o (p. 178)，LFd<o (p. 180)

TGd<Zo ☞　LFd<o (p. 180)

TGdIo 1 ¯thön, `thön v. vol.
npf. pf. imp.

TGdIo GdIo GdIo
¯thön, `thön ¯thön, `thön ¯thön, `thön

pres. fut. pt. imp.

[ TGdIo TGdIo GdIo GdIo ]

1．(～に Wo ，～から IZo )出発する．(～を IZo )出
る． T2)WoJo～ ´drüüpa `thön 旅行者が出発する．
I=oIZo～ ´nan nää `thön家を出る．0>` oWo～ ¯chi la

`thön外に出る．0>d<ZoWo～ `choo la `thön地方へ旅
に出る．TKD=oWMo～ ¯trhanglam `thön隘路を出る．
HM<o<AVo～ ¯maakaa ¯thön兵営に駐留する部隊が出
発する．HM<oHJb=o～ `makpun `thön部隊が出発す
る．HM<oWo～ `maa la ¯thön戦争に出発する．V`oẀo
～ ´rili `thön汽車が出発する．
2．(学校を) 卒業する． ZVdL o?b=o～ ¯lopcun ¯thön

小学校を卒業する．ZVdLo2. o～ ¯laptra ¯thön 学校を
卒業する．ZVdLo2. oGdIoJT`oW<o;?cVo ¯laptra ¯thön-pää
´lyakyee卒業証明書．

TGdIo 2 ¯thön, `thön v. non-vol.
npf. pf. imp.

TGdIo GdIo –
¯thön, `thön ¯thön, `thön –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(力，光，成果，本来の性質などが) 出る，現れ
る． 2)L oTLDZo～ ˆtrhumträä `thön 成果が出る．
成果が上がる．=d oZd o～ ´ngoso ¯thön 甲斐がある．
面目が立つ．H=dZoMHd<o～ `ngöntoo ¯thön 本性が
出る．$ cZo～ ˆcee `thön 痕跡が現れる．MGbo7qZo～
`thunüü `thön 呪力が働く．MH=Zo～ ˆdan ¯thön

光が出る．7 qZoJo～ ´nüpa `thön 効力が出る．7 qZo
)Wo～ ´nüütsää `thön 能力が現れる．KIo7 qZ o～

`phännüü `thön 効力が出る．TLDZoLb o～ ´drääpu

`thön 業績が出る．<k@=oTLDZo～ ˆcangträä `thön 勉
強の成果が出る．V=o7 qZo～ ˆrangnüü `thön自己の
能力が出る．
2．(～が)出る，現れ出る． ?boM̀<o～ `chumii `thön

泉がわく．2ô2qo～ ´nyuku `thön芽が出る．
3．(形に) なる．(良い形が) 現れる．(差異が) 現れ
る． 'MoH1>cVo～ ¯namyee `thön 差が出る．H1>`LZo
<R`o～ ¯yipshi ¯thön形が現れる．LSdoL:dHo～ ˆsoköö
¯thön 形が良い．LSdoH1>`LZo～ ˆsuyip `thön 形が良
い．Ù<o<Sb<Zo～ ˆyiksuu `thön文字の形になる．
4．(許可などが)出る． L:ToT;DdWo～ ¯katröö ¯thön

許可が出る．L:T o～ ¯ka `thön 許可が下りる．
H<d=Zo8 q o～ ´kongshu ¯thön 休暇願いの許可が出
る．?d<oM?Io～ ¯choocän ¯thön許可が出る．
5．独り立ちできる．自立できる． M<do～ ´go ¯thön
自立する．KcLZo<K=Zo～ `pheetan `thön独り立ちす
る．V=oM<do～ ´rangko `thön独り立ちする．独立す
る．自立する．
6．(最後まで)到達する． MGVo～ ¯thar `thön精通
する．

TGdLo * `thap, `thop v. non-vol.
npf. pf. imp.

TGdLo GdLo –
`thap, `thop `thap, `thop –

pres. fut. pt. imp.

[ TGdLo TGdLo GdLo – ]

1．(～を)獲得する，得る．(成果，業績などが)上が
る． <?WoLo～ ¯kala `thap分け前を得る．;coLS=o～
¯khepsan `thap 儲かる．<do<?LZo～ ˆkhokap `thap

チャンスを得る．機会を得る．<doZo～ ´khosa `thap

地位を得る．2)LoTLDZo～ ˆtrhumträä `thap成果を得
る．?d<oM?Io～ ¯choocän `thap 許可を得る．LH<o
HL=o～ ´taawan `thap所有権を得る．IHoH<d=Zo～
ˆnääkon `thap病気休暇が取れる．1>oH<To～ ´chaka
`thap 賞を得る．HL=o?o～ ¯ongca `thop, ¯ongca

`thap権力を得る．TLDZoLbo～ ´drääpu `thap業績を
上げる．結果を得る．QWoT0(Wo～ ´tsüntrüü `thap神
通力を得る．WZo:o～ ´lääka `thap仕事を得る．
2．(～に) 勝つ．(～を) 勝ち取る． ; o M?b o～
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¯khamcu `thap 裁判に勝つ．訴訟に勝つ．,@<oVZo
～ ˆkyakree `thap 喧嘩に勝つ．,@Io～ ´kyän `thap

賭けに勝つ．,@Wo;o～ ´kyääka `thap 勝利する．
GLZoXcZo<̀Zo～ `thapshee ki `thap 手段を講じて
勝つ．<Q<o～ ˆpaa `thap 麻雀に勝つ．M̀<oM=Zo～
`mingmaa `thap 囲碁に勝つ．HM<o～ `maa `thap

戦争に勝つ．)UHoMd o～ ¯tseemo `thap ゲームに勝
つ．)VHoJo～ ¯tsöpa `thap 口論に勝つ．V=oLNIo～
´rangtsän `thap独立する．独立を勝ち取る．
3．(～を)受ける．～される．～してもらう． 1>MZo
<\@d=o～ ˆchamkyon `thap 愛護される．<Zb=o?dZo～
`sungcöö `thap 説法してもらう．LZVLo1>o～ ¯lapca

`thap忠告を受ける．忠告をもらう．
4．(～が) うまく行く，できる． @<oJo～ ´chakpa

`thap 強盗がうまく行く．<IZ oM@W o～ ¯näncää

`thap聖地巡りができる．
5．(～に) 命中する．(～が) 当たる． ,@I oXd< o～
ˆkyänshoo `thap 宝くじが当たる．Oo;o～ ¯tshaka

`thap的に命中する．
6．(解脱)する．(解脱の道に)入る．(人間の身体を)
獲得する． GVoJo～ ¯tharpa `thap 解脱する．GVo
WMo～ ¯tharlam `thap 解脱への道に入る．M̀oWbZo～
ˆmilüü `thap人間に生まれる．

TGdMo ☞　TGdMZo 1 (p. 199)

TGdMZo 1 `thom v. non-vol.
npf. pf. imp.

TGdMZo, TGdMo TGdMZo –
`thom `thom –

pres. fut. pt. imp.

[ TGdMZo TGdMZo TGdMZo – ]

迷う． M<do～ ´go `thom迷う．ぼんやりする．訳が
分からなくなる．HLbo～ ¯u `thom 呆然とする．WMo
:o～ ˆlangkaa `thom道に迷う．

TGdMZo 2 ☞　TGMo (p. 195)

TGdVo ¯thoo, ¯thor v. non-vol.
npf. pf. imp.

TGdVo TGdVo –
¯thoo, ¯thor ¯thoo, ¯thor –

pres. fut. pt. imp.

[ TGdVo TGdVo TGdVo – ]

1．(～が) 飛び散る，こぼれる． ;o?b o～ ¯khacu

¯thor唾が飛び散る．<>̀IoJo～ ¯cinpa ¯thor小便が
飛び散る．?bo～ ¯chu ¯thoo水がまかれている．水が
飛び散る．@o<̀o@`o<̀o～ ´chaki ´chiki ¯thor 地面が見
えないほどにこぼれる．MHcWo?<o～ ˆdeecaa ¯thor

流れ弾が飛び散る．TH<oL<o～ ˆdakpaa ¯thoo泥が
飛び散る．<NYMo～ ¯num ¯thoo 油が飛び散る．TLVo
*Zo～ ˆbartsää ¯thor爆薬が飛び散る．Mco9Cco～ ´mece
¯thor火の粉が散る．McoO<o～ ˆmetsaa ¯thor火花が
散る．火の粉が飛び散る．Z̀oJIo～ ¯sipän ¯thoo 唐
辛子が飛び散る．
2．(～が) ばらばらになる，散り散りになる，解散
する．(議論などが)空転する． H2FoHJb=o～ ˆtrapun

¯thor敵軍が散り散りになる．M̀oKb=o～ ´mipun ¯thor
人込みが散り散りになる．M̀oO=o～ ´mitsan ¯thoo家
族が散り散りになる．HM<o9q<Zo～ `makshuu ¯thor
兵力が散り散りになる．)VHoJo～ ¯tsöpa ¯thor 議
論が空転する｛邪魔が入るなどして｝．OV<ZoJo～
¯tshokpa ¯thor団体が解散する．
3．(～が) 壊れる，砕ける，崩壊する，倒れる，打ち
破られる． 1>oO=o～ ´chatsan ¯thor鳥の巣が壊れる．
LD<o& do～ ´trhakto ¯thor岩石が砕ける．TPT=oV<Zo～
ˆdzingraa ¯thor塹壕が壊れる．<8 q=o～ ´shun ¯thor
政権が崩壊する．LSdo2. o～ ´sotra ¯thor 工場がつぶ
れる．ZD`Ho<8 q=o～ ¯sishun ¯thor政府が倒れる．ZDdWo
8F`=o～ ¯söönyin ¯thor古くさい習俗が打ち破られる．
4．(～が)転移する． <\HIo～ ¯trän ¯thor腫瘍が転移
する．
5．(～が) なくなる，散逸する．(お金が) 浪費され
る． H=bWo～ ¯ngüü ¯thooお金が浪費される．お金
がなくなる．>oW<o～ `calaa ¯thoo 物が散らばる．
物がなくなる．<kHc=Zo～ ˆpan ¯thor 列がなくなる．
Mo!=o～ ´makan ¯thor 資本が散逸する．MoHcLo～
ˆmatep ¯thor原本が散逸する．Mo)o～ ´matsa ¯thor
資本が散逸する．Uo～ ´ya ¯thor 一対の片方が何処
かに行ってしまう．W<o,!Io～ ´lakkyün ¯thor 技術
の伝承が散逸する．9ZZo～ ¯hlu ¯thor部品が散失する．
9ZZoOT<Zo～ `hlutsii ¯thor部品が散失する．
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6．びっくりする．わけが分からなくなる． 1VHoJo
～ ¯läpa ¯thor ➀脳みそが飛び散る．➁たまげる．
呆然とする．HIIoJo～ ´trhänpa ¯thor 意識がなくな
る．[dIo～ ¯hön ¯thor あっけにとられる．びっくり
仰天する．

TGdWo ¯thöö v. non-vol.

npf. pf. imp.

TGdWo TGdWo –
¯thöö ¯thöö –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が)余る． Oxo～ ¯tsha ¯thöö塩が余る．
2．(基準などを WZo )越える． OHoWZo～ `tshää lää
¯thöö基準を越える．
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zHk
H<o ˆthaa v. non-vol.

npf. pf. imp.

H<o H<o –
ˆthaa ˆthaa –

pres. fut. pt. imp.

[ TH<o TH<o H<o – ]

1．(～が)きれいになる．(汚れ，錆などが) 落ちる，
取れる． T;D=oT< ( o～ ¯trhantru ˆthaa洗濯物がきれ
いになる．9C<Zo<UTo～ ¯cak’ya ˆthaa 鉄錆が落ち
る．@oHIc<o～ ˆchatraa ˆthaa茶渋が落ちる．HIc<oJo～
´trhakpa ˆthaa垢が落ちる．LNTo～ ¯tsa ˆthaa錆が
取れる．S=Zo<UTo～ ´sangya ˆthaa緑青が取れる．
<UTo～ ¯ya ˆthaa緑青が取れる．
2．(罪などが)なくなる，消える，清められる． AcZo
Jo～ ´nyeepa ˆthaa 罪が消える．<M`< oJo～ ´tikpa

ˆthaa罪が取り除かれて身が清まる．
3．(色などが)落ちる． OVZo～ `tshöö ˆthaa 色が落
ちる．
4．清算される． )TZo～ `tsii ˆthaa清算される．

H|=Zo ˆthan v. non-vol.
npf. pf. imp.

H|=Zo H|=Zo –
ˆthan ˆthan –

pres. fut. pt. imp.

[ H|=Zo H|=Zo H|=Zo – ]

1．(～が)澄む． ?boAd<o～ `chunyoo ˆthan濁り水が
澄む．～Ud=o ˆthan ´yon澄んでくる．
2．(空が) 晴れる． IMoM;To～ ´namka ˆthan空が
晴れる．<IMo～ ¯nam ˆthan 空が晴れる．<RY<oJo～
¯mukpa ˆthan霧が晴れる．
3．(酔いから)醒める．(眠りから)覚める． <ÀHoVo
～ ¯nyiira ˆthan ねぼけから覚める．深い眠りから
覚める．Vo～ ´ra ˆthan酔いが醒める．
4．(怒り，疑いなどが) 消える． H<d=Z o J o～
´kongpa ˆthan怒りが収まる．怒りが解ける．
5．(病気が)治る． <FZ=o<R`o～ ¯nyungshi ˆthan病気

が治る．LXWoIHo～ `shäänää ˆthan下痢を伴う病気
が治る．

HMo ´tham v. non-vol.
npf. pf. imp.

HMo HMo –
´tham ´tham –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)きつい状態である．(紐などが)締まる． ～Vbo
<F=o ´tham-ru ¯tanきつくする．*MoG<o～ ˆtsamtaa
´thamろばやらばの尻がいの革紐が締まる．9ZMo<Ĥd<o
～HI<Zo `hamtroo ´tham ˆtrhaa長靴の胴を縛る紐が
きつ過ぎる．

HVo ´thar, ´thaa v. non-vol.
npf. pf. imp.

HVo HVo –
´thar, ´thaa ´thar, ´thaa –

pres. fut. pt. imp.

[ HVo HVo HVo – ]

1．(～が) 広まる，流行する，普及する，盛んにな
る． 1qIoWo～ ¯kün la ´thar (習慣などが)世間に広ま
る．H1Fd<o<FMo～ ¯troktam ´thar噂が広まる．<?Ho?o
～ ¯käca ´thar 話が広まる．<dMZoZDdWo～ ´khomsöö

´thaa 慣習が広まる．?dZo～ `chöö ´thar 仏教が広
まる．L<KIoJo～ ¯tänpa ´thar仏陀の教えが広まる．
HJco～ ¯pe ´thar 事例が広まる．HJco<ZVo～ ¯pesaa

´thaa 新式が流行る．0>`Z oZb o～ `chii-su ´thar 最近
になって広まる．LdIo～ ´phön ´thar ポン教が盛ん
になる．LdIoJdo～ ´phönpo ´thar ポン教が広まる．
OV=oWZo～ `tshonglää ´thar商業が盛んになる．WMo
Wb<Zo～ ˆlamluu ´thar 制度が広まる．WMoZDdW o～
´lamsöö ´thaa 制度が広まる．Wb<ZoZDdWo～ ´loksöö

´thar習慣が広まる．風習が広まる．
2．(～が) 増す． HJWoUdIo～ ¯pääyön ´thar 輝き
が増す｛春の季節などについて｝．w]=o%o～ ¯lungta

´thar運が増す．

HWo ´thää v. non-vol.
npf. pf. imp.

HWo HWo –
´thää ´thää –

H
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pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

ゆったりした状態である．暇を持て余す．

H`Mo ´thim v. non-vol.
npf. pf. imp.

H`Mo H`Mo –
´thim ´thim –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が) 沈む，埋もれる，もぐり込んでいる． <=Zo
I=oWo～ ˆkhan ´nan la ´thim雪の中に埋もれる．2)o
～ ´trhu ´thim船が沈む．?bT`oI=oWo～ ¯chüü ´nan la
´thim 水中に沈む．AWo?ZoI=oWo～ ˆnyääcää ´nan

la ´thim 寝具の中にもぐり込んでいる．TH<o8Fd< o
I=oWo～ ˆdaanyoo ´nan la ´thim 汚泥の中に沈む．
TH<oL<oH;=`WoWo～ ˆdakpaa ¯kii la ´thim泥の中に沈
む．JHoX<oI=oWo～ `pääshaa ´nan la ´thimお金の
中に埋もれている．1>coMT`oI=oWo～ ´chemää ´nan la

´thim砂の中に沈む．

6 qWo ´thüü v. non-vol.
npf. pf. imp.

6 qWo 6 qWo –
´thüü ´thüü –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(馬などが) おとなしくなる｛調教などを受けて｝．
%o～ ¯ta ´thüü馬がおとなしくなる．

HcHo 1 ˆthee v. vol.
npf. pf. imp.

HcHo HcHo HcHo
ˆthee ˆthee ˆthee

pres. fut. pt. imp.

[ THcHo LHTo LHZo HcHo ]

1．(～を) 追う，辿る． ;WoMo～ ¯khääma ˆthee駄
獣を追う．2V=o<d<o～ `langkoo ˆthee 牡牛を追う．
<Ado0<̂Zo～ ˆkocuu ˆthee 家畜を追う．%o<ô～ ¯takyu

ˆthee 馬の群れを追う．IdVo0<̂Zo～ ˆnorcuu ˆthee

家畜を追う．JdoWdo～ ¯polo ˆthee ボールを追う．V`o
H|<Zo～ ˆritaa ˆthee 野生の草食動物を追う．Wb<o～

ˆluu ˆthee羊を追う．ZcMZo>Io～ ¯semcän ˆthee家
畜を追う．
2．(～を)追求する，追跡する． !=o$ cZo～ `kangcee
ˆthee 足跡を追う．足跡を辿る．+WIoMo～ `kumaa

ˆthee 泥棒を追跡する．;b=Zo～ `khun ˆthee根拠を
追及する．V`<Zo～ ˆrik ˆthee血筋を追跡する．ルー
ツを探る．
3．(～を) 督促する，催促する．(賦役などを) させ
る． ;DWo～ ¯trhää ˆthee 税金を督促する．義務を
果たすように催促する．仕事をさせる．Lb oWdIo～
´pholön ˆthee借金を催促する．TboW<o～ ˆulaa ˆthee
人や家畜を義務的労役に徴用する．Lb oWdIo～M;Io
´pholön ´theengän借金の取り立て人．
4．(流れに)沿っていく，従う． ?bo, !Ho～ `chukyüü

ˆthee 川の流れに沿っていく．9Z<Z o 0>d<Z o ～
`hlakcoo ˆthee風向きに従う．

HcHo 2 ˆthee v. non-vol.
npf. pf. imp.

HcHo HcHo –
ˆthee ˆthee –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(流れに)押し流される． ?bZo～ `chüü ˆthee水に押
し流される．

Hd<o ˆthoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

Hd<o Hd<o –
ˆthoo ˆthoo –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)狭い．

Hd<Zo ˆthoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

Hd<Zo Hd<Zo –
ˆthoo ˆthoo –

pres. fut. pt. imp.

[ Hd<Zo Hd<Zo Hd<Zo – ]

疑う．恐れる．心配する．

HdIo 1 ´thön v. vol.

H
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npf. pf. imp.

HdIo HdIo HdIo
´thön ´thön ´thön

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～から IZo / ø )出る，降りる．(～を IZo )離れ
る．(橋を) 渡る． <\@`Ho<MY<oIZo～ `kiituu nää ´thön

所帯を離れる．<Ad o～ ´ko ´thön 出入り口から出る．
Kb<oWMoIZo～ ¯phuklam nää ´thön トンネルから
出る．LD<o;b=oI=oIZo～ ´trhaakun ´nan nää ´thön

岩穴から出る．LD<oKb<oIZo～ ˆtrhaapuu nää ´thön

岩穴から出る．<QY<oIZo～ ˆpuk nää ´thön奥から出
る．SMoJo～ ´sampa ´thön 橋を渡る．WZo:oIZo～
´lääka nää ´thön仕事を離れる．X<oO=oWd<ZoH<Vo
～ ¯shaktsan ´lookaa ´thön (僧侶が) 宿坊を別にす
る．ZoTd<oIZo～ `saoo nää ´thön地下から出る．
2．(～の) 振る舞いをする，(～の) 振りをする，(～
の役を) 買って出る． !=dHoUo～ ´kyhööya ´thön 訴
訟の相手になる．訴訟の相手を買って出る．,@Lo
) o～ ´kyaptsa ´thön 後ろ楯になる．H= oLV=Zo～
ˆthanglan ´thön 志願する．9MdLZ o<@̂c o～ ´dopkye

´thön おとぼけをやる．J<oZVo～ ¯pakla ´thön 不
良の振る舞いをする．0>d<Zo;<o～ `chookaa ´thön

党派に組みする．HMVo:L=o～ `maaran ´thön裸にな
る．<l@doQWo～ ¯nyotsu ´thön気違いの振りをする．
3．(～の役を) 演じる．(～役で) 出る，出演する．
(～の姿で)登場する． ?dLo<@̂co～ ¯chopkye ´thön戯け
者を演じる．?dZo,@WoIdVoLS=o～ ¯chöökyää ˆnorsan

´thönチューゲー・ノルサン役で出る．<8 q=o～ ´shun
´thön歌舞劇を演ずる．9ZoMdo～ ¯hlamo ´thön女神の
役を演ずる．女神が登場する．

HdIo 2 ´thön v. non-vol.
npf. pf. imp.

HdIo HdIo –
´thön ´thön –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が) 出る，出てくる，出回る． ; o <FH o
～ `khaptää ´thön 相手が出てくる．;MZo<?H o～
`khamkää ´thön カム方言が出る｛口をついて｝．
;b oLo～ ¯khoo ´thön 汁が出る．;c oKIo～ ¯khepän

´thön 利益が出る．<Ĥo～ ´tra ´thön 音が出る．8Fd<o
HIo～ ¯nyoktra ´thön問題が出てくる．6 qoLo～ ´thoo

´thön 煙が出る．<MY<o<?Ho～ ˆtukää ´thön 音を上げ
る．<No;D<o～ `natraa ´thön鼻血が出る．HJco<ZVo～
¯pesaa ´thön 新式が出回る．2 ô2q o～ ´nyuku ´thön

芽が出る．LNVIo;=oIZo～ ¯tsönkan nää ´thön牢獄
から出る．赦免になる．OV=oSd<o～ `tshongsoo ´thön
商品が出回る．
2．(腫れ物などが) できる，出る．(そばかすが)
出る． <\H=ZoJd o～ ¯trangko ´thön 腫物ができる．
2Fd o G`< o～ ˆtrhutii ´thön そばかすが出る．?b o9A= o
～ `chüükan ´thön 水脹れができる．<AI oTLbV o
～ ¯nyänpur ´thön 出来物が出る．0>< o TLbV o～
¯changpur ´thön 五体投地の礼を繰り返すことに
よって額にまめができる．TLbVo～ ´bur ´thön 吹き
出物が出る．[o$ cZo～ `macee ´thön 傷跡ができる．
XoTLbVo～ ¯shanpuu ´thön腫瘍ができる．
3．(身体の～が) 出る． 1VHo9O<Zo～ `läpaa ´thön

耳垢が出る．;o?bo～ ¯khacu ´thön よだれが出る．
;D<o～ `trhaa ´thön血が出る．OWWoI<o～ `ngüünaa

´thön 汗が出る．<>̀IoJo～ ¯cinpa ´thön 小便が出
る．M̀<o?bo～ ¯mikcu ´thön涙が出る．
4．(～の状態で)現れる．(～の状態に) なる．(～で
あることが)発覚する． ;DMo+WIo～ ¯trhamkün ´thön
詐欺や泥棒が発覚する．M<do<ÀZoMo～ ˆgunyii-ma

´thön 二枚舌であることが明白になる．KdoVd<oH:Vo
Jd o～ `poroo ¯kaapo ´thön 孤立する．LVo<Zc=o～
ˆpharsan ´thön暇になる．Ld=oLbo～ ´phungku ´thön
文無しになる．馬脚をあらわす．)Uo2Fo～ ¯tsetra

´thön最高級になる．
5．(本が)出版される． HcLo～ ˆthep ´thön本が出版
される．
6．当選する． THcMoXd<o～ ˆdamshoo ´thön 当選
する．

HdVo * ´thor v. vol.
npf. pf. imp.

HdVo HdVo HdVo
´thor ´thor ´thor

pres. fut. pt. imp.

[ THdVo HdVo HdVo HdVo ]
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(命，希望，愛情，慈悲心などを) 捨てる． <?YoZDd< o
～ `kusoo ´thor 死ぬ｛大義のために｝．Gb<ZoL)Uo
～ ¯thuktse ´thor 愛情を断つ．Gb<ZoOo～ ¯thuutsa

´thor 羞恥心をかなぐり捨てる．Kb<ZoVco～ ¯phukre

´thor 将来の希望を捨てる．L)UoZcMZ o～ `tsesem

´thor 慈悲心を捨てる．V=oUbWo～ ´rangyüü ´thor

故郷を捨てる．V=oZDd<o～ ˆrangsoo ´thor 自分の命
を捨てる．Wo,@o～ ´larkya ´thor情を捨てる．ZDd<o～
`soo ´thor命を捨てる．死ぬ．

HIo ´trha, ˆtrhää v. vol.
npf. pf. imp.

HIo, HIZo HIZo HIZo, HIdZo
´trha, ˆtrhää ˆtrhää ˆtrhää, ˆtrhöö

pres. fut. pt. imp.

[ THIo HIo HIZo HIdZo ]

1．(革，布，紙など薄い物を) 切る，裁断する，切り
取る，切り落とす．(着物などを作るために生地を)
裁断する． :doLo～ ¯koo ´trha 革を切る．<dZo?cIo～
´khöcen ´trha絹を切る．, !IoLbo～ ´kyünpu ´trha革
紐を切る｛ハサミやナイフで切ること｝．@cMoNUZo～
ˆchemtsee ´trha ハサミで切る．R=o～ ¯pang ´trha

芝を切り取る．Sco～ ´se ´trhaたてがみを切る．VZo
～ ˆrää ´trha 布を切る．Xd<oLb o～ ¯shuku ´trha 紙
を切る．Zo～ ¯sa ´trha 地面を切り取る．ZcIoMd o～
¯senmo ´trha爪を切る｛ナイフで切ること｝．
2．(～を) 薄く削ぐ． <8 q o, !HoHIZo ˆshukyüü ˆtrhää
弓の弦を作るために革を薄く削ぐ．

HI<o ˆtrhaa v. non-vol.
npf. pf. imp.

HI<o HI<o –
ˆtrhaa ˆtrhaa –

pres. fut. pt. imp.

[ HI<o HI<o HI<o – ]

1．(病気，怪我などが)治る．大丈夫である．癒され
る．(～が) 治まる．助かる． <?cH o<ScV o～ ¯kesee

ˆtrhaa 腰の痛みが治る．T;dI o IH o～ `khönnää

ˆtrhaa 心のしこりが癒される．M<do<ScVo～ ´gosee

ˆtrhaa 刺すような激しい頭痛が治る．IoOo～VboT2Fd o
´natsa ˆtrhaa-ru ´dro病気が治っていく．[o～ ¯ma

ˆtrhaa 傷が治る．<R=oT1 (Mo～ ´shangtrum ˆtrhaa

痔が治る．V`MZo～ ˆrim ˆtrhaaインフルエンザが治
る．Ẁ=oFd<o～ ˆlingtoo ˆtrhaaものもらいが治る．X̀o
<>̀<oX̀o<ÀZoWo～ `shicii `shinyii la ˆtrhaa絶体絶命
の状態から助かる．ZDd<ow]=o～ ¯soolun ˆtrhaa ヒス
テリーが治る．\`<o:o～ ¯ikka ˆtrhaa しゃっくりが
治る．
2．ましである．良い． McHoJoWZo～No>̀<o ˆmää-pa
lää ˆtrhak-tse ciないより少しましな．<=o～n ´khan
ˆtrhaa.「どうしよう．どうしたらいいものか」｛困っ
た時などに｝．Td=o～n ˆong ˆtrhaa.「それは良かった」
3．＜ Vpf - IoHI<o の形で＞ ～した方が良い． <oVco
1>ZoIo～JoTHd< ´khare ´chääna ´trha-ka ˆdoo?.「ど
うしたらいいだろう？」

HI<Zo 1 ˆtrhaa v. non-vol.
npf. pf. imp.

HI<Zo HI<Zo –
ˆtrhaa ˆtrhaa –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

＜ Vnpf + HI<Zoの形で＞ (～し)過ぎる． :d=o:d=oOo
～ ¯kongkon ¯tsha ˆtrhaa窪み過ぎる．<\!Vo～ ¯kyuu
ˆtrhaa 酸っぱ過ぎる．N o～ ¯nga ˆtrhaa 早過ぎる．
NZo～ `ngää ˆtrhaa 早過ぎる．?co～ ¯che ˆtrhaa 大
き過ぎる．?cZo～ `chee ˆtrhaa 大き過ぎる．M=o～
´man ˆtrhaa多過ぎる．McoOZo～ ´me `tshää ˆtrhaa

火が強過ぎる．Mco9q<ZoOZo～ ˆmeshuu `tshää ˆtrhaa
火力が強過ぎる．Oo～ ¯tsha ˆtrhaa熱過ぎる．OZo～
`tshää ˆtrhaa熱過ぎる．TOMZo8 qo0>`Zo～ ¯tshamshu

`chii ˆtrhaa挨拶が遅きに失する．So～ ´sa ˆtrhaa食
べ過ぎる．LSZo～ ˆsää ˆtrhaa食べ過ぎる．9ZMo<Ĥd<o
HMo～ `hamtroo ´tham ˆtrhaa長靴の胴を縛る紐が
きつ過ぎる．9ZMo<Ĥd<o9ZZ<o～ `hamtroo `hluk ˆtrhaa

長靴の胴を縛る紐がゆる過ぎる．

HI<Zo 2 ˆtrhaa ［文］ v. vol.
npf. pf. imp.

HI<Zo HI<Zo
ˆtrhaa ˆtrhaa

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～を) 括る，梱包する．(荷物などを) まとめる．

H
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OVoMo～ ¯tshaama ˆtrhaa刈り取った麦を括る．

HI=o 1 ˆtrhan v. non-vol.
npf. pf. imp.

HI=o HI=o –
ˆtrhan ˆtrhan –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

正直である． ～R`=oTOMZoJo ˆtrhan-shin `tsham-pa
正直でかつふさわしい．～R`= oTdZ oJ o ˆtrhan-shin
ˆöö-pa正直でかつふさわしい．

HI=o 2 ☞　THIcIo (p. 210)

HI=Zo ☞　THIcIo (p. 210)

HIHo ˆtrhää v. vol.
npf. pf. imp.

HIHo HIHo HIHo, HIdHo
ˆtrhää ˆtrhää ˆtrhää

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～を) 引きずる，引く． !=oJo～ ¯kangpa ˆtrhää

足を引きずる．<?cHoV<Zo～ `keraa ˆtrhää 帯を引き
ずる．<ALo<8 q<o～ ˆkapshuu ˆtrhääチベット服の裾
を引きずる．<ALo<XMo～ ´kapsham ˆtrhää 裾を引
きずる．GcVo<co～ ¯therke ˆtrhää 荷車を引く．HdoJdo
～ ´thopo ˆtrhää荷物を引きずる．0ôJT`o<ALo<8q<o～
¯chupää ˆkapshuu ˆtrhääチベット服の裾を引きず
る．Vdo～ ´ro ˆtrhää 死体を引きずる．X̀=o～ ¯shing

ˆtrhää木を引きずる．ZoWo～ ¯sa la ˆtrhää地面を引
きずる．

HIIo ´trhän v. non-vol.
npf. pf. imp.

HIIo HIIo –
´trhän ´trhän –

pres. fut. pt. imp.

[ HIIo HIIo HIIo HIIo ]

1．(～を)思い出す，思い起こす，懐かしむ，恋しし
く思う，偲ぶ． ?=o～ ¯chan ´trhänチャンをしきり
に思い出す．HI`Io～ ´trhin ´trhän 恩を思う．I=o～
´nan ´trhän自分の家を懐かしむ．RYIo<\@o～ `pinkyaa
´trhänきょうだいを恋しく思う．きょうだいを懐か

しむ．KoMo～ ¯phama ´trhän両親を恋しく思う．両
親を懐かしむ．KoUbWo～ ¯phayüü ´trhän 故郷を懐
かしむ．1>cHo,!o～ ´chekyu ´trhänやることを思い出
す．HM?WoLo～ ¯nyala ´trhän地獄のような苦しみを
思い出す．ÙHoWo～ ˆyii la ´trhän 思い出す．9ZoZo～
¯hlääsa ´trhänラサを思い出す．ラサを懐かしむ．
2．(～を) 記憶している，覚えている． <\@c o L o～
¯kyewa ´trhän前世のことを記憶している．
3．(～を)思い付く，思い浮かべる．(～の)気分にな
る．(考えを) 抱く． ?dZoZcMZo～ `chöösem ´trhän

信心を思い起こす．GLZo@bZo～ `thapcüü ´trhän方
策を思い付く．<I<oZcMZo～ `naksem ´trhän 意地
悪を思い付く．MIVoZcMZo～ `narsem ´trhän人を虐
待，あるいは侮辱しようとする気持ちになる．M̀oHIIo
H2qoHIIo～ ´miträn ´kuträn ´trhänあれこれとくだら
ないことを思い浮かべる．So#Mo～ ˆsangam ´trhän

意地汚ないことを思う．ZcMZoWo～ `sem la ´trhän思
い付く．LZMo=Io～ ¯samngän ´trhän悪い考えを抱
く．LZMoJo～ ¯sampa ´trhän 思い付く．考えてみ
る．[MoJo～ ¯hampa ´trhän厚かましいことを思い
付く．

HIZo ☞　HIo (p. 204)

HI`o ´trhi v. vol.
npf. pf. imp.

HI`o HI`Zo HI`Zo
´trhi ˆtrhii ˆtrhii

pres. fut. pt. imp.

[ THI`o HI`o HI`Zo HI`Zo ]

尋ねる． <?Ho?o～ ¯käca ´trhi 尋ねる．, ! oMOIo～
´kyumtsän ´trhi理由を尋ねる．HdIoH<o～ ˆthöntaa

´trhi意味を尋ねる．HI`oLo～ ´trhiwa ´trhi質問する．
IoZo～ ´nasa ´trhi病んでいる所を尋ねる．<IZoObWo
～ ¯näätsüü ´trhi事情を尋ねる．TPTo～ ´dza ´trhi

為替相場を尋ねる．<SLoIIo<`Zo～ ´sapnän ki ´trhi

慎重にかつ念入りに尋ねる．Ud=o;b=Zo～ ˆyongkun

´trhi 財源を尋ねる．LZMoT?Vo～ ¯samcaa ´trhi 意
見を尋ねる．

HI`Wo ´trhii v. vol.
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npf. pf. imp.

HI`Wo HI`Wo HI`Wo
´trhii ´trhii ´trhii

pres. fut. pt. imp.

[ THI`Wo HI`Wo HI`Wo HI`Wo ]

(～を)のす． ,@oGb<o～ ˆkyatuu ´trhiiギャトゥの生
地をのす．

HI`Zo ☞　HI`o (p. 205)

6 ,o ☞　 1 (o (p. 253)

6 ,Zo ☞　 1 (o (p. 253)

HIdo ´trho v. non-vol.
npf. pf. imp.

HIdo HIdZo –
´trho ˆtrhöö –

pres. fut. pt. imp.

[ HIdo HIdo HIdZo – ]

暖 (温)かい．暖 (温)かい状態である．

HId=Zo ☞　THIcIo (p. 210)

HIdHo ☞　HIHo (p. 205)

HIdZo ☞　HIo (p. 204)，HIdo (p. 206)

<H<Zo ☞　LF<Zo 1 (p. 178)

<H=o 1 ˆtan v. vol.
npf. pf. imp.

<H=o <H=Zo <H=Zo
ˆtan ˆtan ˆtan

pres. fut. pt. imp.

[ <H=o <H=o <H=Zo <Hd=Zo ]

(～を)開ける．(目を)見開く． ;o～ ¯kha ˆtan口を
開ける．M̀<o～ `mii ˆtan目を開ける．

<H=o 2 ˆtan v. non-vol.
npf. pf. imp.

<H=o <H=Zo –
ˆtan ˆtan –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)開く． <AcTbo;b=o～ ´kikun ˆtan窓が開く．<Ado～
´ko ˆtan戸が開く．

<H=Zo ☞　<H=o 1 (p. 206)，<H=o 2 (p. 206)

<HLo ☞　LFLo (p. 179)

<H`=o ☞　LF`=o (p. 179)

<6 qWo ☞　L5[Wo (p. 179)

<Hc=o ˆtan v. vol.
npf. pf. imp.

<Hc=o <Hc=Zo <Hc=Zo
ˆtan ˆtan ˆtan

pres. fut. pt. imp.

[ <Hc=o <Hc=o <Hc=Zo <Hc=Zo ]

(～を) 掛ける． <?YoT@b<o～ `kuncuu ˆtan チベット
式ブラウスを掛ける｛衣紋掛けなどに｝．IoLSTo～
´namsa ˆtan服を掛ける｛衣紋掛けなどに｝．

<Hc=Zo ☞　<Hc=o (p. 206)

<Hd=Zo ☞　<H=o 1 (p. 206)

<HdIo ☞　LFdIo 1 (p. 180)，THdIo 1 (p. 209)

LH<o ˆtaa v. non-vol.
npf. pf. imp.

LH<o LH<o –
ˆtaa ˆtaa –

pres. fut. pt. imp.

[ LH<o LH<o LH<o – ]

1．(土地，権利などを)持つ，所有する． Ko)oLbo, !Ho
Wo～ ¯phatsa ˆphukyüü la ˆtaa親子代々所有する．
2．(～が)所有物になる，自分のものになる．(～を)
所有している． ;=oJo～ ¯khangpa ˆtaa家が自分の
ものになる．Zo?o～ ¯saca ˆtaa土地が自分のものに
なる．
3．(～に Wo )属する． ,@Wo;Lo<̀oLH<oHL=oM̀oHM=Zo
Wo～ ˆkyääkap ki ´taawan ˆmiman la ˆtaa国家の主
権は人民に属する．

LHMo ˆtam v. vol.
npf. pf. imp.

LHMo LHMZo LHMZo
ˆtam ˆtam ˆtam

pres. fut. pt. imp.

[ THMo LHMo LHMZo THdMZo ]
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1．(～を)選ぶ． ;oW<o～ `khalaa ˆtam料理を選ぶ．
;=oM̀<o～ `khangmii ˆtam 部屋を選ぶ．TGbZoM̀o～
¯thüümi ˆtam代表を選ぶ．LRdIo%o～ ´shönta ˆtam

乗る馬を選ぶ．Vd<ZoJo～ ´rokpa ˆtam 連れを選ぶ．
WZo:o～ ´lääka ˆtam仕事を選ぶ．Zo?o～ ¯saca ˆtam
土地を選ぶ．
2．(～を)選り分ける． ZdIoLS=o～ `sönsan ˆtam優
良な種子を選り分ける．

LHMZo ☞　LHMo (p. 206)

LHTo ☞　HcHo 1 (p. 202)

LHVo ☞　&Vo (p. 211)

LHZo ☞　HcHo 1 (p. 202)

L6 q<o * ´tuu, ˆtuu v. vol.
npf. pf. imp.

L6 q<o L6 q<Zo L6 q<Zo
´tuu, ˆtuu ´tuu, ˆtuu ´tuu, ˆtuu

pres. fut. pt. imp.

[ L6 q<o L6 q<o L6 q<Zo L6 q<Zo ]

(薫香などを) くゆらせる．(お香を) 焚く． M;IoJo
～ ¯khampa ´tuuカンバをくゆらせる．2F`LoLZ=o～
ˆtrhipsan ´tuuけがれを除くために薫香を焚いてく
ゆらす．R=oR dZo～ `pangpöö ˆtuu パンブーをくゆ
らせる．R dZoH:Vo～ ¯pöökaa ´tuu 松やに状のもの
で作った香を焚く．R dZo～ `pöö ´tuu 線香をくゆら
せる．<S`MoRdZo～ ˆsimpöö ´tuu 線香を持って回り
香煙をくゆらせる．LZ=o～ `san ´tuu薫香をくゆら
せる．\o:oVbo～ ¯aka-ru ´tuu沈香をくゆらせる．

L6 q<Zo ☞　L6 q<o (p. 207)

LHco ´te v. non-vol.
npf. pf. imp.

LHco LHco –
´te ´te –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1. 安らかな状態である．楽である．平らである．
Zo～Zo ¯sa ´tesa平らな土地．
2. ＜ Vnpf + LHco の形で＞ ～しやすい． ScVo～Lo
´se ˆtää 言いやすい．ScVoMo～Lo ´se ˆmatää言いに

くい．

LHdVo ☞　&Vo (p. 211)

TH<o ☞　H<o (p. 201)

TH=o ☞　 9M=o (p. 212)

TH=Zo ☞　 9M=o (p. 212)

THMo ☞　LHMo (p. 206)

THTo ☞　THZo (p. 207)

THVo ´dar v. non-vol.
npf. pf. imp.

THVo THVo –
´dar ´dar –

pres. fut. pt. imp.

[ THVo THVo THVo – ]

1．(体や手足などが) 震える． !=oJo～ ¯kangpa

´dar 足が震える．;o～ ¯kha ´dar 口が震える．M<do
～ ´go ´dar 頭が震える．<Sb<ZoJdo～ ´suku ´dar 身
体が震える．W<oJo～ ´lakpa ´dar手が震える．
2．(心臓が)どきどきする． <F`=o;o～ ¯nyingka ´dar
心臓がどきどきする｛恐怖で｝．<F`=o～ ¯nying ´dar

心臓がどきどきする｛恐怖で｝．<F`=o)o～ ¯nyingtsa

´dar心臓がどきどきする．
3．おののく．震え上がる． LVo～ ¯la ´dar (恐怖で)
震え上がる．(恐怖に)おののく．

THZo ˆdää v. non-vol.
npf. pf. imp.

THZo THZo –
ˆdää ˆdää –

pres. fut. pt. imp.

[ THTo THTo THZo – ]

1．(基準，想像の範囲などを WZo )越える． OHoWZo
～ `tshää lää ˆdää 基準を越える．LZMoUbWoWZo～
¯samyüü lää ˆdää 思考の範囲を越える．想像を越
える．LZMoOVHoWZo～Jo `samtsöö löö ˆdää-pa推測
以上の．想像以上の．
2．寿命が尽きる．亡くなる．死ぬ． <?YoOUo～ ¯kutse

ˆdää 死ぬ．M?o=IoWZo～ ´nyangän lää ˆdää 涅槃に
入る．OUo～ ¯tshe ˆdää死ぬ．
3．(担保が)差し押さえになる｛返済期限を過ぎたた
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め，債権者によって｝． <FcoMo～ ¯tema ˆdää担保が
差し押さえになる．

TH`=o ☞　LF`=o (p. 179)

T6 qo ´du v. non-vol.
npf. pf. imp.

T6 qo T6 qZo –
´du ˆdüü –

pres. fut. pt. imp.

[ T6 qo T6 qo T6 qZo T6 qZo ]

1．(～が)集まる． M̀o～ ´mi ´du人が集まる．
2．(～の中に) 入る，含まれる．対処しきれる． ,@o
TbLZo～ ˆkyaup ´du対応しきれる｛否定辞とともに
否定的な意味で用いられることが多い｝．HL=o6 q o～
¯on-tu ´du 支配下に入る．TLoZbo～ ´apsu ´du 対処
できる．処理できる．我慢できる．

T6 q<o ˆduu v. pred. ❑詳細は「第一部動詞概説：1述語動詞」の各項目を参照．

1. ＜名詞 / 形容詞 + T6 q<o の形で＞ ［名詞 /形容詞述語：存在・存続：観察知］ ～がある / あった．～
を持っている / 持っていた．～である / であった．

2. ＜ Vnpf - <̀oT6 q<o の形で＞ ［動詞述語：非完了・継続アスペクト：観察知］ ～している / していた．
～することになっている．

3. ＜ Vpf + T6 q<oの形で＞［動詞述語：完了・継続アスペクト：観察知］（既に）～してある /してあっ
た．ずっと～している / していた．（既に）～している / していた．～してしまった．

4. ＜ Vnpf - U<oT6 q<o の形で＞ ～するものがある．～することがある．～することができる．～する状
況にある．

5. ＜ Vnpf - U<oM̀oT6 q<o の形で＞ ～しようがない．～できない．
6. ＜ Vnpf - , !oT6q<o の形で＞ ～するものがある．～することがある．～することができる．～する状況
にある．

7. ＜ Vnpf - , !oM̀oT6q<o の形で＞ ～するべきでない．～してはいけない．
8. ＜ Vnpf - H<dZoT6 q<oの形で＞ ～する必要がある．～したい．
9. ＜ Vnpf - THdHoT6q<o の形で＞ ～したい．
10. ＜ Vnpf - )TZoT6 q<o の形で＞～するつもりである．～する予定である．
11. ＜ Vnpf - M?d=oT6 q<oの形で＞ ～した経験がある．～したことがある．

T6 qMo ˆdum v. non-vol.
npf. pf. imp.

T6 qMo T6 qMZo –
ˆdum ˆdum –

pres. fut. pt. imp.

[ T6 qMo T6 qMo T6 qMZo – ]

1．(争いなどが) まとまる．調停が成立する．和解
が成立する． ;oM?bo～ ¯khamcu ˆdum 裁判で調停
が成立する．)VHo<R`o～ ¯tsööshi ˆdum争いごとで調
停が成立する．
2．(収支などが)合う． ;oMo～Jo ¯kha ´mantum-pa

収支の合わない．

T6 qMZo ☞　T6 qMo (p. 208)

T6 qVo ´dur v. non-vol.
npf. pf. imp.

T6 qVo T6 qVo –
´dur ´dur –

pres. fut. pt. imp.

[ T6 qVo T6 qVo T6 qVo – ]

(～が)煮溶ける． :doLo～ ¯koo ´dur革が煮溶ける．

T6 qWo ☞　L5[Wo (p. 179)
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T6 qZo ☞　T6 qo (p. 208)

THcHo ☞　HcHo 1 (p. 202)

THcLZo ☞　LFLo (p. 179)

THd<Zo ☞　LF<Zo 1 (p. 178)

THdHo ˆdöö v. non-vol.
npf. pf. imp.

THdHo THdHo –
ˆdöö ˆdöö –

pres. fut. pt. imp.

[ THdHo THdHo THdHo – ]

1．(～が Wo ～を)欲しがる． M̀o;dVo～JT`o%oV< ´mi
¯khoo ˆdöö-pää ¯ta ˆraa,「その人は欲しい馬を手に
入れ」
2．＜ Vnpf - <F`= oTHdHo の形で＞ (～し) たくなる．
(～) したい． T2Fd o<F`=o～ ´dronyin ˆdöö 行きたくな
る．AIo<F`=o～ ´nyännyin ˆdöö聞きたくなる．So<F`=o
～ ´sanyin ˆdöö食べたくなる．
3．＜ Vnpf - <F`=oTHdHo の形で＞ (～し)そうである．
X̀o<F`=o～ ¯shinyin ˆdöö死にそうになる．?VoJo<F=o
<F`=o～X< ¯chaapa ¯tannyin ˆdöö shaa.「雨が降りそ
うだ」

THdIo 1 ´dön v. vol.
npf. pf. imp.

THdIo THdIo THdIo
´dön ´dön ´dön

pres. fut. pt. imp.

[ THdIo <HdIo LFdIo GdIo ]

(～を) 唱える，述べる，発言する，読経する，読誦
する．

THdIo 2 ☞　LFdIo 1 (p. 180)

THdMo ˆdom v. non-vol.
npf. pf. imp.

THdMo THdMZo –
ˆdom ˆdom –

pres. fut. pt. imp.

[ THdMo THdMo THdMZo – ]

1．(日時，仕事，場所などが) かち合う，ぶつかる，

重なる，一致する． 6 qZoOVHo～ ˆthüütsöö ˆdom時間
がかち合う．同時になる．WZo:o～ ´lääka ˆdom仕
事がかち合う．
2．(川が) 合流する． ?bo～Zo ¯chu ´domsa 川の合
流点．

THdMZo ☞　LHMo (p. 206)，THdMo (p. 209)

THdVo ☞　HdVo (p. 203)

THIo 1 ´dra v. non-vol.
npf. pf. imp.

THIo THIo –
´dra ´dra –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

似ている． <=oZoIZo～Zo,!I oIZoM̀oT6 q< ´khansa
nää ´drasa ´kyün nää ˆmintuu.「どこから見ても似
ているところが全くありませんでした」

THIo 2 ☞　HIo (p. 204)

THI`o ☞　HI`o (p. 205)

THI`Wo 1 ´drii v. non-vol.
npf. pf. imp.

THI`Wo THI`Wo –
´drii ´drii –

pres. fut. pt. imp.

[ THI`Wo THI`Wo THI`Wo – ]

(～が) 転がり落ちる，転がる． V` o<SVo(Lo& d o～
´risaa ´papto ´drii 岩石が転がり落ちる｛急峻な
山を｝．

THI`Wo 2 ☞　HI`Wo (p. 205)

THI`Zo ˆdrii v. non-vol.
npf. pf. imp.

THI`Zo THI`Zo –
ˆdrii ˆdrii –

pres. fut. pt. imp.

[ THI`Zo THI`Zo THI`Zo – ]

(～が ø / <̀Zo ～に ø / Wo ) 慣れる，親しむ． ?bo～
¯chu ˆdrii水に慣れる．<IMo<X̀Zo～ `namshii ˆdrii

天候に慣れる．<IMo<X̀ZoWo～ `namshii la ˆdrii 天
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候に慣れる．M̀o～ ´mi ˆdrii 人に慣れる．OoLVo～
¯tshawaa ˆdrii 暑さに慣れる．R` oM̀ oM̀oWo～ ´shimi

´mi la ˆdrii 猫が人に慣れる．R`oM̀ZoM̀oWo～ ˆshimii

´mi la ˆdrii 猫が人に慣れる．WZo:o～ ´lääka ˆdrii

仕事に慣れる．Zo?o～ ¯saca ˆdrii土地に慣れる．Zo
?Vo～ ¯sacaa ˆdrii土地に慣れる．

T6 ,o ☞　 1 (o (p. 253)

THIco ☞　THIcZo (p. 210)

THIcIo ´dren, ˆtrhan v. vol.
npf. pf. imp.

THIcIo, HI=o THIcIo, HI=Zo THIcIo
´dren, ˆtrhan ´dren, ˆtrhan ´dren

pres. fut. pt. imp.

[ THIcIo HI=o HI=Zo HId=Zo ]

1．(～を)引く，引き上げる，運搬する，輸入する．
!=oJo～ ¯kangpa ´dren 足を引っ張る｛仕事が遅れ
たりして他人の足を引っ張る｝．?bo～ ¯chu ´dren水
を引く．HdoJdo～ ´thopo ´dren 荷物を運搬する．0>` o
Sd<o～ `chisoo ´dren 外国の品物を輸入する．OVoMo
～ ¯tshaama ´dren 穂のついた麦を運搬する．OV=o
Sd<o～ `tshongsoo ´dren商品を運搬する．R`=o?boHI=o
´shingcu ˆtrhan灌漑水を引く．X̀=o～ ¯shing ´dren
木を運搬する．Zo& d o～ ¯sato ´dren 土と石を運搬
する．
2．(～が <̀Zo ～を)導く，指導する． T;dVoLoIZo～
¯khoowa nää ´dren 輪廻から解脱するように導く．
LVoMZo～ `lamää ´drenラマが指導する．
3．(真言などを) 繰り返し唱える．(～の言葉を) 言
う，述べる． Mb<oX̀o～ ´mukshi ´dren 呪いの言葉
を言う．陰口を叩く．Mb<oXdHo～ ˆmukshöö ´dren

呪いの言葉を言う．陰口を叩く．HMdHoMdo～ ¯momo

´dren呪いの言葉で罵る．Wb=oHI=o ´lung ˆtrhan根拠
を述べる．

THIcZo ˆdree, ´dre v. non-vol.
npf. pf. imp.

THIcZo, THIco THIcZo –
ˆdree, ´dre ˆdree –

pres. fut. pt. imp.

[ THIco THIco THIcZo – ]

1．(～が) 混じる，混ざる．(川が) 合流する． ?dZo
Wb<Z o～ `chööluu ˆdree 宗派が混ざる．1>c o M o～
´chema ˆdree 砂が混じる．1>c oZo～ ´chesa ˆdree 砂
と土が混じる．Tdo?bo～ ´ocu ˆdree ミルクに水が混
ざる．Wb<o< ô～ ´lukkyu ˆdree 羊の群れが混じり合
う．Wb<o～ ˆluu ˆdree 羊が混ざる｛よその羊や山
羊と｝．9ZHo～ `hlää ˆdree 不純物が混じる．?bo～Zo
¯chu ´dreesa川の合流点．
2．(身を) 交える．肉体関係がある． WbZo～ ˆlüü

ˆdree肉体関係がある．
3．(複数の人が口を)つける． ;o～ ¯kha ˆdreeうっ
かり他人の食器に口をつける．うっかり食器を共用
する．
4．(公私を) 混同する． \@` o<AcVo～ ¯cikee ˆdree 公私
を混同する．
5．(脳に出血が)ある． 1VHo;D<o～ `läätraa ˆdree脳
に出血がある．

THId<o ˆdroo v. non-vol.
npf. pf. imp.

THId<o THId<Zo –
ˆdroo ˆdroo –

pres. fut. pt. imp.

[ THId<o THId<o THId<Zo – ]

1．(～が) 驚く． +@=o～ ¯kyan ˆdroo チベットノ
ロバが驚く．% o～ ¯ta ˆdroo 馬が驚く．1>o～ ´cha

ˆdroo鳥が驚く．M̀o～ ´mi ˆdroo人が驚く．V`oH|<Zo
～ ˆritaa ˆdroo野生の草食動物が驚く．ZcMZo>Io～
¯semcän ˆdroo動物が驚く．
2．(～が)驚いて目覚める． <ÀHo～ `nyii ˆdroo 驚
かされて目覚める．物音に驚いて目覚める．MIWo～
¯nyää ˆdroo 驚かされて目覚める．物音に驚いて目
覚める．

THId<Zo ☞　THId<o (p. 210)

THId=o ˆdron v. vol.
npf. pf. imp.

THId=o THId=o THId=o
ˆdron ˆdron ˆdron

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]
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(～を) 真っ直ぐにする． Udo～ ´yo ˆdron 不正を正
す．曲がっているものを真っ直ぐにする．

&LZo ☞　L&Lo 1 (p. 215)

&Vo ´taa, ´tar v. vol.
npf. pf. imp.

&Vo, L&Vo L&Vo &Vo
LHVo LHVo LHVo
´taa, ´tar ´taa, ´tar ´taa, ´tar

pres. fut. pt. imp.

[ &Vo L&Vo L&Vo & dVo ]
[ LHVo LHVo LHVo LHdVo ]

1．(刃物などを) 研ぐ．(宝石，爪などを) 磨く．(砥
石で Wo ) 研ぐ． 2F` o～ ´trhi ´taa 刀を研ぐ．ナイフ
を研ぐ．<FZ=oLbo～ ¯nyungku ´taa 錐を研ぐ．&Vo& dVo
～ ´tartoo ´taa 砥石で研ぐ．KDo～ ¯trha ´tar 宝石を
磨く．<l!o2qo～ ¯nyuku ´taaペン先を研ぐ．OWoFdTdo～
¯tshäätoo ´taa包丁を研ぐ．ZcIoMdo～ ¯senmo ´taa爪
を磨く．<Zc<o<>dHo～ `sakcöö ´taaのみを研ぐ．
2．(薬などを) する．(大根などを) おろす． <RIo～
¯män ´tar薬をする．WoKb<o～ ˆlapuu ´taa大根をお
ろす．

& `Lo ˆtip v. non-vol.
npf. pf. imp.

& `Lo, L& `Lo L& `LZo –
ˆtip ˆtip –

pres. fut. pt. imp.

[ & `Lo & `Lo & `Lo – ]

(～が)陥没する，落ち込む，へこむ，つぶれる，衰え
る． ;=oJo～ ¯khangpa ˆtip 家がつぶれる．2qVo～
´khuu ˆtipテントが陥没する．9C<Zo1F`Io～ ¯caktrin

ˆtip 缶詰がへこむ．Gd<o～ `thoo ˆtip 天井がつぶれ
る．屋根が陥没する．<NoVbZo～ `narüü ˆtip鼻の骨が
陥没する．<kHo2qVo～ ´pakuu ˆtipヤクの毛で作ったテ
ントがつぶれる．Mo)o～ ´matsa ˆtip 資本が底をつ
く．*To～ ´tsi ˆtip嗅覚が衰える．UoMo～ ´yama ˆtip

こめかみが窪む｛痩せて｝．Zo～ ¯sa ˆtip地面が陥没
する．

.W=o ˆtun v. vol.

npf. pf. imp.

.W=o, L.W=o L.W=Zo .W=Zo
ˆtun ˆtun ˆtun

pres. fut. pt. imp.

[ .W=o L.W=o L.W=Zo .W=Zo ]

1．(～を)叩く．(釘を)打つ． <Ado～ ´ko ˆtun戸を叩
く．LD=o;d<o～ ˆphangkoo ˆtun胸を叩く．MVo<?d<Zo
～ ˆmarkoo ˆtun バターの荷駄を包むヤクの皮を叩
く｛悪霊を追い払うためや，試験で最低の成績を取っ
た学生が辱めの罰として｝．<ScVoM<do～ ´senko ˆtun

釘の頭を打つ．
2．(～を) 搗く，砕く，叩いてつぶす． 2Fd o<F`<Zo～
ˆtrhonyii ˆtun 殻が取れずに残った小麦を打つ．2Fd o
Kb<o～ ˆtrhupuu ˆtun 小麦の殻を打つ｛飼料用に細
かくするため｝．<Ad<oJo～ ´kokpa ˆtunにんにくを叩
いてつぶす．IZo?<o～ ˆnääcaa ˆtun 麦を打って押
し麦にする．LDoLdo～ ´trhao ˆtun燕麦を打つ｛脱穀す
るために｝．TLTo?̀o～ ´baci ˆtun 焼き米を作るため
に煎り米を搗く．<UcVoMo～ ¯ema ˆtun 山椒を叩い
てつぶす．
3．(金属を)打つ，叩いて成形する． 2F`o～ ´trhi ˆtun
刀を作るために鉄を打つ．=Vo9C<Zo～ ˆngarcaa ˆtun
鋼を打つ．H=bWoGbVo～ ¯ngüütuu ˆtun銀の匙を作る
ために銀の板を打つ．& `<o～ ˆtii ˆtun 銅板を打って
銅鍋を作る．S=Zo6 q=o～ ´sangtun ˆtun 銅製のラッ
パを作るために銅板を打つ．S=Zo～ ˆsan ˆtun銅を
打って成形する．V<o～ ˆraa ˆtun真鍮を打って成形
する．<ZcVoGbVo～ ¯situu ˆtun金の板を打ってさじを
作る．\o<AdVo～ ¯ääkoo ˆtun 耳飾りを作るために金
属を打つ．
4．(打楽器を)打ち鳴らす．(鐘などを)つく． T;Vo
#o～ ¯khanga ˆtun 銅鑼を打つ．#o～ ¯nga ˆtun 太
鼓を打つ．F`=oF`=o～ ¯tingtin ˆtun 小さい鈴を鳴ら
す．F`=oX<Zo～ `tingshaa ˆtun ティンシャーを打
つ．HI`WoLbo～ ´trhiipu ˆtun鐘をつく．
5．騙す．ぼる． M<do～ ´go ˆtun騙して金品をまき
上げる．ぼる．
6．(ひそひそ話を) する． XdL oXdL o～ `shopshoo

ˆtunひそひそ話をする．

.W=Zo ☞　.W=o (p. 211)
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& cLo ☞　L&Lo 1 (p. 215)

& dLZo ☞　L&Lo 1 (p. 215)

& dVo ☞　&Vo (p. 211)

& dWo ´töö v. non-vol.
npf. pf. imp.

& dWo & dWo –
´töö ´töö –

pres. fut. pt. imp.

[ & dWo & dWo & dWo – ]

1．(底などが) 抜ける，割れる．(～に) 穴が開く．
(穴が) 開く．(タイヤが) パンクする． +WLo～ `kup

´töö ➀底に穴があく．➁露呈する．➂破綻する．
;d<o9K`Vo～ ¯khootii ´töö 土瓶の底が抜ける．;d<oMo
～ ¯khooma ´töö 土鍋の底が抜ける．<dZoGb=o+WLo～
´khutun `kup ´töö ズボンの尻が破れる．# o9O<Zo
～ `ngapaa ´töö太鼓の革に穴があく．MG`Wo～ ¯thii

´töö底が抜ける．<HIo～ ´tän ´tööじゅうたんが破
れて穴があく．0>` oT!=`<o～ `chinkii ´töö タイヤがパ
ンクする．
2．(傷口などが) 破れる． ?bo9A=o～ `chüükan ´töö

水脹れが破れる．?boTLbVo～ ¯chumpur ´töö 水脹れ
が破れる．<AIoTLbVo～ ¯nyänpur ´töö 出来物が破
れる．GdVoJo～ ¯thoopa ´töö吹き出物が破れる．'<o
～ `naa ´töö膿んでいる箇所が破れて膿が出る．LHo
GdVoLo～ ´phääto-ra ´tööにきびが破れる．
3．(嘘などが) ばれる．(欠点，嘘などが)暴かれる．
<\@dIo～ ¯kyön ´töö 欠点が暴かれる．MO=o～ ¯tshan

´töö 欠点が暴かれる．欠点が現れる．QWI o+WLo～
ˆtsinkuu ´töö 嘘がばれる．QWIoKb<Zo～ ˆtsünpuu

´töö嘘の核心部分がばれる．
4．(形などが)崩れる． ?boM̀<o～ `chumii ´töö水が
溢れ出て泉の形がくずれる．

9M<o ˆdaa v. vol.
npf. pf. imp.

9M<o, L9M<o L9M<Zo 9M<Zo
ˆdaa ˆdaa ˆdaa

pres. fut. pt. imp.

[ 9M<o L9M<o L9M<Zo 9Md<Zo ]

1．(～が <̀Zo 舌で <̀Zo 糊状のものなどを) なめる，
食べる． <\@doMo～ `kyomaa ˆdaa キョマーを食べる．
;?`ZoTd oMo～ `khii ´oma ˆdaa 犬がミルクをなめる．
9CcZ o～ `cee ˆdaa 舌でなめる．@o9MYVo～ ´chamtuu

ˆdaaチャムドゥーを食べる．KdVoJo～ ¯phoopa ˆdaa
お椀をなめる．Rdo～ ´sho ˆdaaヨーグルトを食べる．
RdoTLDZo～ ˆshomträä ˆdaaショムデーを食べる．\o
<Fd<o～ `anyoo ˆdaa指につけてなめる．
2．へつらう，おもねる． +WLo～ `kup ˆdaa へつら
う．ごまをする．おもねる．

9M<Zo ☞　 9M<o (p. 212)

9M=o ˆdan v. non-vol.
npf. pf. imp.

9M=o 9M=Zo –
TH=o TH=Zo –
ˆdan ˆdan –

pres. fut. pt. imp.

[ 9M=o 9M=o 9M=Zo – ]
[ TH=o TH=o TH=Zo – ]

(～が <̀Zo / ø )足りる，十分である．(～で <̀Zo )足
りる． <?Ho<̀Zo～ `kää ki ˆdan声量が足りる．;oW<o
～ `khalaa ˆdan 料理が足りる．T2Fd oZd=o～ ´droson

ˆdan 費用が足りる．H=bWo～ ¯ngüü ˆdan お金が足
りる．6 q<oZVd<o～ ˆthukloo ˆdan 衣服が足りる．)Mo
Jo～ ¯tsampa ˆdan 麦こがしが足りる．OT<o<̀Zo～
`tshii ki ˆdan語彙が足りる．OT<o～ `tshii ˆdan語彙
が足りる．TOVoL>bHo～ `tshocüü ˆdan栄養的に足り
る．UdIoFIo～ ´yöntän ˆdan教養が十分である｛否定
辞とともに否定的な意味で用いられることが多い｝．

9M=Zo ☞　 9M=o (p. 212)

9M`=o ˆdin v. non-vol.
npf. pf. imp.

9M`=o 9M`=Zo –
ˆding ˆding –

pres. fut. pt. imp.

[ 9M`=o 9M`=o 9M`=Zo – ]

1．(～が) 旋回する．(～が) ゆったり飛ぶ． IMo
M;ToWo～ ´namka la ˆding空中を旋回する．1>o2V<o
～ ˆchaplaa ˆding イヌワシが旋回する．1>o"dH o～
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ˆchaköö ˆding禿鷹が旋回する．
2．(～が)浮かぶ． ?bT`o;oWo～ ¯chüü ¯kha la ˆding

水面に浮く．

9M`=Zo ☞　 9M`=o (p. 212)

9M`Lo ˆdii v. non-vol.
npf. pf. imp.

9M`Lo 9M`LZo –
ˆdii ˆdii –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

どもる． ;o～ ¯kha ˆdiiどもる．

9M`LZo ☞　 9M`Lo (p. 213)

9M`Vo 1 ´dir v. non-vol.
npf. pf. imp.

9M`Vo 9M`Vo –
´dir ´dir –

pres. fut. pt. imp.

[ 9M`Vo 9M`Vo 9M`Vo – ]

大きな音がする．(～が) とどろく． T1 (< o<?H o～
ˆdrukää ´dir雷が鳴る．雷鳴がとどろく．T1 (<o<Ĥo～
´druktra ´dir 雷が鳴る．雷鳴がとどろく．Mco<@̂d<Zo
～ ˆmerkyoo ´dir大砲がとどろく．

9M`Vo 2 ´dir v. vol.
npf. pf. imp.

9M`Vo 9M`Vo 9M`Vo
´dir ´dir ´dir

<M`o <M`o <M`o
<M`Vo <M`Vo <M`Vo
´tir ´tir ´tir

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(目を)見開く． M̀<o～ `mii ´dir目を見開く．凝
視する．
2．(～で) 狙いを定める． 9M`=oMHTo～ ´dingta ´dir

ぱちんこの狙いを定める．Mc oMHTo～ ´menta ´dir

鉄砲で狙いをつける．Mc oMHToHc o* o M̀ oW o >̀<o～1>Zn
´menta ti ´tsami la `cik ´tir cää,「鉄砲で野人に狙い
を定め」

9M`Vo 3 ´dir v. non-vol.
npf. pf. imp.

9M`Vo 9M`Vo –
´dir ´dir –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が) 突き出る，突き出ている． LD= o ;d< o～
ˆphangkoo ´dir胸が突き出る．

9Md<o ˆdoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

9Md<o 9Md<o –
ˆdoo ˆdoo –

pres. fut. pt. imp.

[ 9Md<o 9Md<o 9Md<o – ]

1．(～が) 戻る，返る，回帰する． ÀoMo～ ´nyima

ˆdoo日の長さが変わる．H1>VoÀo～ ¯yarnyi ˆdoo夏
至になる．
2．(災難，厄などが)回避される． <?<o～ `kaa ˆdoo

厄が回避される．<IdHoJo～ ¯nöpa ˆdoo 祟りが回
避される．LVo?Ho～ ˆpharcää ˆdoo 災難が回避さ
れる．
3．誤解する． <do～ ´kho ˆdoo誤解する．

9Md<Zo ☞　 9M<o (p. 212)

<MHo ☞　L<MHo 1 (p. 216)

<MMZo ☞　L<MMo (p. 218)

<M`o *☞　 9M`Vo 2 (p. 213)

<M`Vo 1 * ´tir v. vol.
npf. pf. imp.

<M`Vo <M`Vo <M`Vo
´tir ´tir ´tir

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～を) 煮出す，煎じる，煮詰める． @ o;b o～
´chaku ´tir 茶を煮出す．@oJoF` o～ ´cha ¯pati ´tir

紅茶を煮出す．@oZdLo～ ˆchapsoo ´tir 粗末な茶を
煮出す．<KVo9O<Zo～ `taapaa ´tir くるみの殻を煮出
す．JoF`o～ ¯pati ´tir 紅茶の茶葉を煮る．0V̂o;b o～
¯chuuku ´tir乳清を煮詰める．<RIo;bo～ ¯mänku ´tir

H
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薬を煎じる．<RIoG=o～ ¯mäntan ´tir 液状の薬を煎
じる．<RIo～ ¯män ´tir薬を煎じる．VbZo@o～ ´rüüca

´tir 骨茶を煎じる．VbZoG=o～ ¯rüütan ´tir 骨で出し
をとったスープを煮詰める．
2．(あらを) 探す． <\@dI oWo～ ¯kyön la ´tir あらを
探す．

<M`Vo 2 ☞　 9M`Vo 2 (p. 213)

<MY<o ˆtuu v. non-vol.

npf. pf. imp.

<MY<o <MY<o –
ˆtuu ˆtuu –

pres. fut. pt. imp.

[ <MY<o <MY<o <MY<o – ]

悪い状態である．悲しい．苦しい． ～Vb o <F= o
ˆtuu-ru ¯tan 悪くする．IoOo@co～@coRIoWoT2Fd o ´natsa
ˆchetuu ´cheshän la ´dro病気がますます悪くなる．
IoOo～VboT2Fd o ´natsa ˆtuu-ru ´dro病気が悪化してい
く．ZcMZo～ `sem ˆtuu苦しむ．

<MYHo ☞　L<MYo (p. 218)

<MYVo ´tur, ´tuu v. vol.

npf. pf. imp.

<MYVo, L<MYVo L<MYVo <MYVo
´tur, ´tuu ´tur, ´tuu ´tur, ´tuu

pres. fut. pt. imp.

[ <MYVo L<MYVo L<MYVo <MYVo ]

(～を)比較する，比べる． H:VoWdZo～ `kaalöö ´tur

白さ加減を比べる．M!=d<ZoOHo～ ˆgyoktsää ´tur 速
度を比べる．M!=d<ZoZbMo～ ´gyoksum ´tur かけっ
こして比べる．?co?b=o～ ¯checun ´tur 大きさを比較
する．%o～ ¯ta ´tur 馬の速さを比べる．GdIoH=dZo～
`thönngöö ´tur産物を比べる．GdIoOHo～ `thöntsää

´tur 生産高を比べる．RYZo:o～ ¯püüka ´tur 質を
比較する．1>cH o<K=Zo～ ˆchetan ´tur やり方を比較
する．Rc=o;o～ ´shangka ´tur 幅を比べる．U<oAcZo
～ ˆyaanyee ´tur 善し悪しを比較する．UdIoFIo～
´yöntän ´tur 知識を比較する．教養を比較する．
V`=oGb=o～ ´ringtun ´tur長さを比較する．W<o)Wo～
´laktsää ´tur 技術を比較する．WbZo)Wo～ ´lüütsää

´tur 運動神経を比較する．9q<ZoOHo～ `shuktsää

´tur力比べをする．相撲を取る．

<MYZo ☞　L<MYo (p. 218)

<McLo ˆtep v. non-vol.
npf. pf. imp.

<McLo, L<McLo L<McLZo –
ˆtep ˆtep –

pres. fut. pt. imp.

[ <McLo L<McLo L<McLZo <McLZo ]

一緒になる．合わさる． TKVo\@=o～ ¯pharcan ˆtep

悪がぐるになる．

<McLZo ☞　<McLo (p. 214)

<Mdo ☞　L<MdZo (p. 219)

<Md<o 1 ˆtoo v. vol.
npf. pf. imp.

<Md<o, L<Md<o L<Md<Zo <Md<Zo
ˆtoo ˆtoo ˆtoo

pres. fut. pt. imp.

[ <Md<o L<Md<o L<Md<Zo <Md<Zo ]

1．(紐，布などを) 巻く，巻き上げる，束ねる，まと
める，ひとかたまりにする． +@=oG<o～ `kyangtaa

ˆtoo 長い綱を巻き上げる．<?YHoJo～ ¯kupa ˆtoo 糸
を巻いてひとかたまりにする．@ oWb= o～ ´chalun

ˆtoo 革紐を巻き上げる．革紐を用意する．G<oJo～
¯thakpa ˆtoo 紐を巻き上げる．縄を輪にして束ね
る．G<Zo～ `thaa ˆtoo織り上がった布を巻く．<MdMo
G<o～ ´tomtaa ˆtoo くもが糸を巻き上げる．<NcoMo～
¯nema ˆtoo 先端を巻き上げる．<Nc oTPVo～ ¯neptsaa

ˆtoo房を巻き上げる．
2．(裾などを) たくし上げる，はしょる． <ALo<8 q<o
～ ˆkapshuu ˆtoo チベット服の裾をたくし上げる．
<ALo<XMo～ ´kapsham ˆtoo裾をはしょる．6 q<oZVd<o～
ˆthukloo ˆtoo 衣服をたくし上げる．0ôJo～ ¯chupa

ˆtooチベット服をたくし上げる．
3．(～を) 整える，まとめる，用意する，準備する，
荷造りする． T2Fdo?Zo～ ˆdrocää ˆtoo旅行用品を準
備する．M?dHo?Zo～ `chööcää ˆtoo 仏具を荷造りす
る｛旅に出る時などに｝．@oMVo～ ´chamaa ˆtoo 茶
とバターを準備する．AWo?Zo～ ˆnyääcaa ˆtoo 寝
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具を用意する．GLo?Zo～ `thapcää ˆtoo台所用品を
整える．HVoVZo～ ˆtharää ˆtoo 旗にするための布
を準備する．& d<o;DcZo～ ˆtoktree ˆtoo 荷物をまとめ
る．TLbWoOIo～ ´büütsän ˆtoo 贈り物を用意する．
<Q<o?Zo～ ˆpakcää ˆtoo 麻雀用具を用意する．<l!<o
?Zo～ `nyukcää ˆtoo 習字の道具を用意する．R`=o
?Zo～ ˆshingcää ˆtoo 農具を用意する．LSTo?Zo
～ ˆsapcää ˆtoo 食料を用意する．Ù<o?o～ ´yikca

ˆtoo 文書を片付ける．文書をまとめる．Ù<o?Zo～
ˆyikcää ˆtoo文房具を片付ける．文房具を用意する．
文房具を支度する．WMo,@<Zo～ ˆlamkyaa ˆtoo道中
の食料を用意する．WMo?Zo～ ˆlamcää ˆtoo 旅行に
必要な金品や食料を用意する．
4．(～を) 終わらせる，片付ける，完了させる．
<8 q< o2q o～ ´shuku ˆtoo 終らせる．片付ける．WZo
M@b< o～ ˆläncuu ˆtoo 仕事を終らせる．WZo<8 q< o
～ ˆlääshuu ˆtoo 仕事を完了させる．Wb<o<8 q< o～
ˆlukshuu ˆtoo羊の群れの追い込みを完了させる．

<Md<o 2 ˆtoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

<Md<o, L<Md<o L<Md<Zo –
ˆtoo ˆtoo –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)終わる． H1>Vo<8 q<o～ `yarshuu ˆtoo夏が終
わる．

<Md<Zo ☞　<Md<o 1 (p. 214)

<MdHo ☞　L<MHo 1 (p. 216)，L<MHo 2 (p. 217)

<MdMo 1 ˆtom v. vol.
npf. pf. imp.

<MdMo, L<MdMo L<MdMZo <MdMZo
ˆtom ˆtom ˆtom

pres. fut. pt. imp.

[ <MdMo L<MdMo L<MdMZo <MdMZo ]

(～を) 合計する，まとめる，合わせる． ;?dI o
～ ¯kyhön ˆtom 全部合わせる．合計する．\@` o
TLdV o～ ¯cinpoo ˆtom 総量を合計する．1=̂ oTLdV o
～ ´chungpor ˆtom 収量を合計する．1=̂ o Zd= o
～ ´chungson ˆtom 収支を合計する．9Z< o?H o～

`hlakcää ˆtom 過不足を合計する．;?dI oL<MdMZoIZo
¯kyhön ˆtom ni全部まとめて．

<MdMo 2 ☞　L<MMo (p. 218)

<MdMZo ☞　<MdMo 1 (p. 215)，L<MMo (p. 218)

<MdZo ☞　L<MdZo (p. 219)

L&Lo 1 ˆtap v. vol.
npf. pf. imp.

L&Lo L&LZo &LZo
ˆtap ˆtap ˆtap

pres. fut. pt. imp.

[ & cLo L&Lo L&LZo & dLZo ]

1．(～を)叩く，打つ． GWoMdo～ ¯thäämo ˆtap拍手
する．親指と中指で指を鳴らす｛合図で｝．JdoWdo～
¯polo ˆtapボールを打つ．Mco9C<Zo～ ˆmecaa ˆtap火
打ち金を打つ．W<oJo～ ´lakpa ˆtap手を叩く．手を
打つ．
2．(じゅうたん，衣服などを) はたく．(埃，ごみな
どを) はたき落とす．(粉を) はたきつける． GWoLo
～ ¯thala ˆtap ほこりをはたき落とす．6 q< oZVd< o～
ˆthukloo ˆtap衣服をはたく．<HIo～ ´tän ˆtapじゅ
うたんをはたく．&Lo+@Wo～ ´tapkyää ˆtap 石灰の
粉を入れた袋を文字練習用の板に叩きつけて白くす
る．& d<o0>`Zo～ ˆtoocii ˆtap叩いて雑巾のごみを払う．
0>`ZoVZo～ `chiirää ˆtap雑巾を叩く．
3．(有り金を) はたく． <Qo;b<o～ ˆpakuu ˆtap 有り
金をはたく．\MoKD<o～ `ampaa ˆtap使い果たす｛“
懐をはたく”の意｝．
4．(～を)振り下ろす． XdoKdVo～ ¯shopoo ˆtapさい
ころを入れた椀を振り下ろす．
5．(～を)踏んで上下させる． <NZo～ `nää ˆtap踏み
木を踏んで綜絖を上下させる｛織機の縦糸に開口部
を作るために｝．

L&Lo 2 ˆtap v. non-vol.
npf. pf. imp.

L&Lo L&LZo –
ˆtap ˆtap –

pres. fut. pt. imp.

[ L&Lo L&Lo L&LZo – ]
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1．(～が)ぶつかる．(～を)打つ，打ち付ける，うっ
かりぶつける． !=o<AoV`o～ ¯kan-kari ˆtap自転車を
ぶつける．!=oJo～ ¯kangpa ˆtapけつまずく．足を
ぶつける．;o～ ¯kha ˆtap うつ伏せに倒れる．2) oMdo
～ ´trhumo ˆtap 肘をぶつける．M<do～ ´go ˆtap 頭
をぶつける．<No;b<o～ `nakuu ˆtap鼻を打ち付ける．
思い知らされる．落胆する．H/>` oVbZo～ `cirüü ˆtap

腰骨を打ち付ける．TKd=ZoVbZo～ `phongrüü ˆtap大
腿骨を打つ．<Q<o<Q<o～ ˆpakpaa ˆtap バイクがぶつ
かる．)TLoVbZo～ `tsiprüü ˆtap 肋骨を打つ．OT<Zo
& d<o～ `tshiktoo ˆtap 関節を打つ．9Zo=o～ ¯hlanga

ˆtap膝頭をぶつける．
2．骨が折れる｛打ちつけて｝． MO= o OT<Z o～
`tshangtsii ˆtap骨盤の骨が折れる．
3．羽ばたく． <Xd<oJo～ ¯shokpa ˆtap羽ばたく．

L&LZo ☞　L&Lo 1 (p. 215)，L&Lo 2 (p. 215)

L&Vo ☞　&Vo (p. 211)

L& `Lo ☞　& `Lo (p. 211)

L& `LZo ☞　& `Lo (p. 211)

L.W=o ☞　.W=o (p. 211)

L.W=Zo ☞　.W=o (p. 211)

L9M<o ☞　 9M<o (p. 212)

L9M<Zo ☞　 9M<o (p. 212)

L<MHo 1 ˆtää, ˆtöö v. vol.
npf. pf. imp.

L<MHo, <MdHo L<MHo <MHo, <MdHo
ˆtää, ˆtöö ˆtää ˆtää, ˆtöö

pres. fut. pt. imp.

[ <MdHo L<MHo L<MHo <MdHo ]

hon.　☞　L8 q<Zo (p. 297)
1．(～に Wo ) いる．(～で Wo ) 過ごす． H;=`W oWo
～ ¯kii la ˆtää 中央にいる．;o;Vo～ ¯khakaa ˆtää

黙っている．じっとしている．静かにしている．;o
;VoWo～ ¯khakaa la ˆtää口をつぐんでいる．黙って
いる．そっとしている．;co<N=o～ ¯khaptsan ˆtää

別々にいる．別々に座る．<<̂oNo>̀<o～ `kyhuk-tse

ci ˆtääほんの短い間いる．<oWcVo～ ´khalii ˆtääゆっ

たりといる．,@Lo\HdHo～ ˆkyaptröö ˆtää 背中合わせ
でいる．M=ToTd<oWo～ `ngaoo la ˆtää統治下にいる．
ÀoMT`oH;=`WoWo～ ´nyimää ¯kii la ˆtää日向にいる．Ào
MVo～ ´nyimaa ˆtää 日向ぼっこする．AcoT2FMoWo～
´nyentram la ˆtää付近にいる．MAMo6 qo～ ¯nyamtoo
ˆtää一緒にいる．一緒に住む．一緒に過ごす．一緒
に寝る．懇ろになる．Nb<o2qWo～ ¯tsuküü ˆtää じっ
としている．OVoOVo～ ¯tshaatsaa ˆtää 終わるまで
いる．MOVoT2FMoWo～ ¯tshontram la ˆtää湖のほとり
にいる．X<oWo～ `shaa la ˆtää宿坊にいる．< (=o?Vo
～ ¯sungcaa ˆtää監視している．
2．(～に Wo ) 座る，座っている． +WLoL;=<o<A=o
Wo～ `kupkyaa ˆkan la ˆtää 椅子に座る．;o\HdHo～
`khaptröö ˆtää面と向かって座る．面と向かってい
る．2FWoM@b<oWo～ ˆtrhäncuu la ˆtää 末席に座る．
2FWo<8 q<oWo～ ˆtrhääshuu la ˆtää 末席に座る．<AdVo
T;?`WoWcVo～ ´koo ¯khilii ˆtää 円く車座に座る．9C=o
MT`oLZ̀Wo2F`LoTd<oWo～ ¯cangmää `siitrip ˆoo la ˆtää

柳の木陰に座る．
3．(～に Wo ) 住む，暮らす，滞在する． ;<o;<o
～ `khakaa ˆtää 別々に住む．別々に座る．別々
にいる．2. oZV o～ ´trhasaa ˆtää 大寺院で暮らす．
2Fd=o<ZcLoWo～ ˆtrhongsee la ˆtää 田舎に住む．ÀIo
XZo～ ˆnyinshää ˆtää 数日間滞在する．0>` o,@WoWo～
¯chikyää la ˆtää外国に住む．M̀oUbWoWo～ ´miyüü la

ˆtää よその土地に住む．Wd<ZoH<Vo～ ´lookaa ˆtää

別々に暮らす．別居する．
4．(～に Wo ) 泊まる，宿泊する．(病院に Wo ) い
る，入院する． <RIo;=oI=oWo～ ¯mänkan ´nan la

ˆtää入院する．<RIo;=oWo～ ¯mänkan la ˆtää病院に
入院する．R<oJdo<>`<o～ ´shako `cii ˆtää 一昼夜泊
まる．V`o;b<oWo～ ˆrikuu la ˆtää 山間に泊まる．V`o
THLZoWo～ ˆrintap la ˆtää山麓に泊まる．V`oMo1]=oWo
～ ´rima-lun la ˆtää山でもない里でもないところに
泊まる．V`oMoTHLZoWo～ ´rima-dap la ˆtää山ほど険
しくなく平原ほどなだらかでないところに泊まる．
ZoOb<ZoWo～ `satsuu la ˆtää宿場に泊まる．
5．(～に W o ) 駐留する，駐在する． != o HM< o
～ `kangmaa ˆtää 歩兵が駐留する．<8 q= o OL o～
ˆshungtsap ˆtää大使として駐在する．
6．(寝ないで) 起きている． MOIoMd o～ ¯tshänmo
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ˆtää夜起きている．
7．生きる．生きている． OUoV`=oJdo～ ¯tshe ´ringku

ˆtää長生きする．OUo9Z<o～ `tshelaa ˆtää余命がある．
8．落ち着いている．じっとしている． <MdH oOb<Zo
ˆtöö `tshuu 落ち着きがある．じっとしている．お
となしくしている．<MdHoMoOb<Zo ˆtoö `hmatsuu➀落
ち着きがない．落ち着かない．➁落ち着きがない
こと．じっとしていられないこと．いたずら好きな
こと．やんちゃなこと．腕白なこと．<MdHoMoOb<ZoJo
ˆtöö `hmatsuu-pa じっとしていない．身持ちが良
くない．～Ob<ZoJdo ˆtää ¯tshuku落ち着いた．
9．(鳥，虫などが) 止まっている． >cM o THIcI o M o
～ ¯cemtre-ma ˆtää 蝶が止まっている．KoQ= o～
¯phawan ˆtääこうもりがとまっている．
10．＜ Vpf + L<MHo の形で継続状態を表す＞ (～
して) いる．(～し) 続ける． 2F`L o I< oW oW=Z o～
ˆtrhimnaa la ˆlan ˆtää 陰に立っている．L<AY<Zo～
ˆkuu ˆtää待っている．AWo～ ´nyää ˆtää寝ている．
L<MHo～ ˆtää ˆtää居続ける．
11．＜動詞非完了形 - , !VoL<MHo の形で＞ まだ～せ
ずにいる．まだ～しないままでいる．
12．＜ Vpf (+Vpf ) - JVoL<MHo または - JoL<MHo の
形で＞ ずっと～している．～したままの状態でい
る．しょっちゅう～している． T;?MZoT;?MZoJVo
～ `kyhamkyam-paa ˆtää 目的もなく歩き続けて
いる．L<KZHoL<KZHoJVo～ ¯tüütüü-paa ˆtää 絶え間な
くいる．TGMZoTGMZoJVo～ `thamtam-paa ˆtääし
がみついたままの状態でいる．0>`I o0>`I oÀHo<̀Zo0>`I o
0>`IoJo～ `chincin ˆnyii ki `chincin-pa ˆtää 出ずっ
ぱりである．出歩いてばかりいる．T1>VoT1>VoJo～
´jancaa-pa ˆtääくっついたままでいる．
13．＜Mo - Vpf - JVoL<MHo の形で＞ ～せずにいる．
UoMo1>ZoJVo～ ´ya ˆmacää-paa ˆtää 相手にせずに
いる．

L<MHo 2 ˆtää, ˆtöö v. non-vol.
npf. pf. imp.

L<MHo, <MdHo L<MHo –
ˆtää, ˆtöö ˆtää –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が) 残る，残っている． !=o$ cZo～ `kangcee

ˆtää 足跡が残る．<dMZo<X̀Zo～ ˆkhumshii ˆtää 習
慣が残る．?<ZoRcIo～ ¯chakshen ˆtää 愛着が残る．
愛着がある．GWoLo～ ¯thala ˆtää ほこりがついて
いる．0><Zo9qWo～ ¯chaashüü ˆtää 掃き残した跡が
ある．TKDdZo～ `trhöö ˆtää 残り物がある．[o$ cZo～
`macee ˆtää傷跡が残る．[o9qWo～ ¯mashüü ˆtää傷
跡が残る．OUMo9qWo～ ¯tshemshüü ˆtää 縫い目が残
る．TOT<oVdo～ ¯tshikro ˆtää 黒焦げの燃え残りが残
る．<8 q<o2q o～ ´shuku ˆtää (仕事などが)残る．9qWo
～ ¯shüü ˆtää跡が残る．9Z<oMo～ `hlaamaa ˆtää残
りがある．
2．(～が) 停止する，停止している． ?b o OVH o～
`chotsöö ˆtää 時計が止まる．TKVo) o～ ¯phartsa

ˆtää脈拍が止まる．
3．(～が) 停車する，停車している． Mc o T;dV o～
´mekoo ˆtää汽車が止まる．MdoBo～ ´motra ˆtää車が
止まる．V`oẀo～ ´rili ˆtää汽車が止まっている．wV=Zo
T;dVo～ ¯langkoo ˆtääトラックが停車する．
4．(病気が)慢性化する． IoOo～ ´natsa ˆtää病気が
慢性化する．
5．＜ Vpf + L<MHoの形で継続状態を表す＞ (～して)
いる．(～し) 続ける． ;?Lo～ `kyhap ˆtää (病気が)
流行っている．?MoJo;?Lo～ ¯champa `kyhap ˆtää風
邪が流行っている．Io～ ´na ˆtää病んでいる．S<Zo
～ ˆsaa ˆtää 落ちている．WbZo～ ˆlää ˆtää 取り残さ
れている．9Z<o～ `hlaa ˆtää 残っている．余ってい
る．<?Yo% cIoWo9ZoKcLZo～JT`o<A=oWn ¯kutän la ¯hla `phee
ˆtää-pää ˆkan la,「よりましに神が乗り移ってきて
いるとき」"IoT;d<Zo"IoT;d<ZoVcHo～X< ˆkänkoo
ˆkänkoo ˆree ˆtää shaa.「すっかり年寄りになって
いました」
6．＜動詞非完了形 - , !VoL<MHo の形で＞ まだ～せず
にいる．まだ～しないままでいる． LVdoOTMo, !Vo～ ¯lo

¯tshimkyoo ˆtää まだ満足できずにいる．満足でき
ないままでいる．
7．＜ Vpf (+Vpf ) - JVoL<MHoの形で＞ずっと～して
いる．～したままの状態でいる．しょっちゅう～し
ている． <IMoTG`LZoTG`LZoJVo～ ¯nam ¯thipti-paa

ˆtää 空がずっと曇っている．LwV<ZoLwV<ZoJVo～
`laalaa-paa ˆtää しょっちゅうなくしている．XdVo
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XdVoJVo～ ¯shooshoo-paa ˆtää負け続ける．
8．＜Mo - Vpf - JVoL<MHo の形で＞ ～せずにいる．
MoX̀oJVo～ ¯mashi-paa ˆtää死なずに生きている．Mo
XcZoJVo～ `mashen-paa ˆtää知らずにいる．

L<MMo ˆtam v. vol.
npf. pf. imp.

L<MMo L<MMZo <MMZo, <MdMZo
ˆtam ˆtam ˆtam

pres. fut. pt. imp.

[ <MdMo L<MMo L<MMZo <MdMZo ]

1．(～を～で <̀Zo / ø ) 縛る，くくる． ;bVoJd o～
¯khurpu ˆtam 荷物を縛る．T;bV oG<o～ `khurtaa

ˆtam (荷物を)背負い紐で縛る．<AoG<o～ ˆkataa ˆtam
鞍を綱で縛る．<AMoX<o～ ˆkamshaa ˆtam木箱を縛
る．?bIoJd o～ ¯chünpu ˆtam 束に縛る．G<oJZo～
`thakpää ˆtam 紐で縛る．HMoJdo～ ´thampo ˆtam

きつく縛る．Vo～ ´ra ˆtam 山羊を縛る．VdLoNo～
ˆrop-tse ˆtamざっと縛る．W<oJo～ ´lakpa ˆtam手
で縛る．XoG<o～ `shataa ˆtam鞍紐で縛る．
2．(～を)締める． <?cHoV<Zo～ `keraa ˆtam帯を締
める．;o<Ĥd<o～ `khatroo ˆtam袋の口紐を締める．;o
～ ¯kha ˆtam (袋の)口を締める．[cHo～ `mää ˆtam

しりがいを締める．
3．(～を) 拘留する． ;D`MZo～ `trhim ˆtam ➀法律
により拘留する．➁戒厳令を布く．
4．(～を) 取り締まる，厳しくする． <Ĥ`<Z o;D`MZ o
～ ˆtriktrim ˆtam 規律を締め付ける．?dZo;D`MZo～
`chöötrim ˆtam寺院内の規律を厳しくする．
5．(禁令などを) 布く，施行する． ;D`MZo～ `trhim

ˆtam ➀法律により拘留する．➁戒厳令を布く．V`o
,@o～ ´rikya ˆtam 山に狩猟禁止を布く．Xo;D`MZo～
`shatrim ˆtam生肉販売禁止令を出して取り締まる．
\Vo;D`MZo～ `artrim ˆtam 土木建築に関する禁止法
を施行する．
6．(修行などを) する． <l!= o<IZ o～ `nyungnää

ˆtam 断食の行をする．MOMZo～ `tsham ˆtam 結
界の行をする．
7．歯を食いしばる． \Mo<NT<Zo～ ˆamtsii ˆtam下
唇を噛み歯を食いしばる．

L<MMZo ☞　L<MMo (p. 218)

L<MYo ´tu v. vol.

npf. pf. imp.

L<MYo L<MYZo <MYZo
´tu ˆtüü ˆtüü

pres. fut. pt. imp.

[ <MYHo L<MYo L<MYZo <MYZo ]

1．(～を) 集める．(税などを) 徴収する． ;=o2Vo～
¯khangla ´tu 家賃を集める．;DWo～ ¯trhää ´tu 租税
を徴収する．H=bWo～ ¯ngüü ´tu お金を集める．9C` o
Lo～ ¯coo ´tu ウシ科の家畜の糞を集める．GdLo?o～
¯thopca ´tu分担金を集める．L<MYo?o～ ´tupca ´tu会
費を集める．OV<ZoH=bWo～ ¯tshoongüü ´tu 会費を
集める．RWoTHcLZo～ ˆshäntee ´tu 寄付を集める．
LZMoT?Vo～ ¯samcaa ´tu意見を集める．ZVdLo2.oLo～
`laptraa ´tu学生を集める．
2．(～を) 片付ける，取り込む，しまう． L1FMo<KdIo
～ ¯tramtön ´tu展示を片付ける．;DdMo～ ¯trhom ´tu

露店を片付ける．T;D=oT< ( o～ ¯trhantru ´tu 洗濯物
を片付ける．2qVo～ ´khuu ´tu テントを片付ける．
<dZo<?Yo～ ´khiku ´tu 巨大な絹地に描いた仏画を片付
ける．T!=`<o<HIo～ ´giktän ´tuマットレスを片付け
る．HdZo;=oWo～ ´thöökan la ´tu倉庫にしまう．<McVo
NUo～ ´teetse ´tu 皿を片付ける．Kdo;cLZo～ `phokee

´tu掛け布団を片付ける．0<̂Zo){o～ ¯chuktsa ´tu牧
草をしまう．0V̂oR`Lo～ `chuushii ´tu 粉チーズをし
まう．)UHo?Zo～ `tsecää ´tu おもちゃを片付ける．
OV=oSd<o～ `tshongsoo ´tu商品を片付ける．
3．(～を)収穫する． JHo;=o～ `pääkan ´tu菜種を
集める．Ld<ZoR`=o～ ´phokshin ´tu 小作の畑の作物
を収穫する．
4．(衣服のひだを) 寄せる，整える． +WLoZbW o～
¯kupsüü ´tuひだを作る．ZbWo～ ¯süü ´tu ひだを寄
せる．しわを寄せる．
5．(要点などを)まとめる． <F`=oJdoMHdVo～ ¯nyingpu
´dor ´tu要点をまとめる．MHdVo～ ´dor ´tu要約する．
6．選挙する． TdZoGdo～ ´ööto ´tu選挙する．候補者
名の書かれた投票用紙を集める．TdZo～ ˆöö ´tu選挙
する．候補者名の書かれた投票用紙を集める．TdZo
Xd<o～ ˆööshoo ´tu 選挙する．候補者名の書かれた
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投票用紙を集める．
7．(口元に) 皺を寄せる．苦い顔をする． =doI<o～
ˆngonaa ´tu 怒った表情を見せる．しかめっ面をす
る．M?boFdoZbWo～ ¯choto ¯süü ´tu 口元に皺を寄せる
｛気に入らないという表情をする｝．
8．(支配下に)入れる． HL=o6 qo～ ¯on-tu ´tu支配下
に入れる．

L<MYVo ☞　<MYVo (p. 214)

L<MYZo 1 ˆtüü v. non-vol.

npf. pf. imp.

L<MYZo L<MYZo –
ˆtüü ˆtüü –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

簡単である．

L<MYZo 2 ☞　L<MYo (p. 218)

L<McLo ☞　<McLo (p. 214)

L<McLZo ☞　<McLo (p. 214)

L<Mdo ☞　L<MdZo (p. 219)

L<Md<o ☞　<Md<o 1 (p. 215)，<Md<o 2 (p. 214)

L<Md<Zo ☞　<Md<o 1 (p. 215)，<Md<o 2 (p. 214)

L<MdMo ☞　<MdMo 1 (p. 215)

L<MdMZo ☞　<MdMo 1 (p. 215)

L<MdZo ˆtöö v. vol.
npf. pf. imp.

L<MdZo L<MdZo <MdZo
ˆtöö ˆtöö ˆtöö

pres. fut. pt. imp.

[ <Mdo L<Mdo L<MdZo <MdZo ]

危険をかえりみない．命を捨てる．命を懸ける．
ZDd<oH=o～IZo `soo tan ˆtöö ni命を懸けて．
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zIk
Io ´na v. non-vol.

npf. pf. imp.

Io Io –
´na ´na –

pres. fut. pt. imp.

[ Io Io Io – ]

hon.　☞　<FZ=o (p. 170)
1．病気になる．(～の病気に) かかる，なる．(～の
病気を) 患う，病む． 1]oIHo～ `lunää ´na 皮膚病に
かかる．;d<oIHo～ `khoknää ´na内臓疾患にかかる．
2Vd oLbVoGdLo,@<o～ ¯lopur `thopkyaa ´na 急に病気に
なる．, !o9Z<o～ ˆkyulaa ´na盲腸炎になる．?MoJo～
¯champa ´na風邪をひく．M?̀Io<\HIo～ ¯chinträn ´na
肝臓がんを病む．<F`=o～ ¯nying ´na心臓を病む．心
が痛む．KdoLo～ ¯phoo ´na 胃の調子が悪い．0<̂Zo
IHo～ `chuknää ´na 家畜が病気にかかる．V`MZo
～ ˆrim ´na インフルエンザにかかる．V`MZoIHo～
ˆrimnää ´na伝染病にかかる．Z̀LoL̀o～ ¯sipi ´na は
しかにかかる．9ZoT1(Mo～ ¯hlantrum ´na天然痘にか
かる．～?d<o?d<o ´na `choocoo今にも病気になりそ
うな．
2．(～が) 痛い，痛む．(熱などに) 苦しむ． 2FdH o
;d<o～ ˆtrhokoo ´na 腹が痛む．お腹が痛い．M<do～
´go ´na 頭が痛む．M<doIHo～ ˆgonää ´na 頭痛がす
る．T2FMoJo～ ´drampa ´na 頬が痛む．T2FMoZd o～
´dramso ´na 奥歯が痛む．<KdH o～ `töö ´na 背中が
痛む．JbZoMd o～ ¯peemo ´na 膝が痛む．H/>` oVbZo～
`cirüü ´na 腰骨が痛む．M̀<o～ `mii ´na 目を病む．
目が痛む．M̀Ho& d<o～ ˆmiktoo ´na喉仏が痛む．OoLo
～ ¯tshawa ´na熱に苦しむ．O<ZoOT<Zo～ `tshaktsii
´na関節が痛む．UoMo～ ´yama ´naこめかみが痛む
｛甘いものを食べ過ぎるなどして｝．Zdo8F`Wo～ `sunyii

´na歯茎が痛む．Zdo～ ¯so ´na歯が痛む．
3．(心の病気に) なる．精神的に病む． T;dI oIHo
～ `khönnää ´na 心にしこりを持つ．<F`= ow]= o～
¯nyinglun ´na 心を痛める．ZDd<ow]=o～ ¯soolun ´na

ヒステリーの障害を持つ．<F`= o～U< o <̀ o Ud= o+@cI o

¯nying ˆnayaa ki ´yonkyen恨む理由．

I<o ˆnaa v. non-vol.
npf. pf. imp.

I<o I<o –
ˆnaa ˆnaa –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)黒い．

IVo ´nar, ´naa v. non-vol.
npf. pf. imp.

IVo IVo –
´nar, ´naa ´nar, ´naa –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が) 伸びる． T!=`< o～ ˆgik ´nar ゴムが伸び
る．9ZMo<d<o～ `hangkoo ´nar 靴が伸びる．\boMboZbo
～ ¯umu-su ´nar靴下が伸びる．
2．(～が) 長引く．(時間が) 延長される，延びる．
(～が)延期になる． 6 qZoOVHo～ ˆthüütsöö ´nar時間
が延びる．OV<ZoT6 q o～ ¯tshongtu ´nar 会議が長引
く．L8 q<Zo2V`=o～ ´shuulin ´nar ピクニックが長引
く．WZo:o～ ´lääka ´nar仕事が長引く．

7 qLo ˆnup v. non-vol.
npf. pf. imp.

7 qLo 7 qLo –
ˆnup ˆnup –

pres. fut. pt. imp.

[ 7 qLo 7 qLo 7 qLo – ]

1．(日が)沈む，暮れる． ÀoMo～ ´nyima ˆnup日が
暮れる．日が沈む．
2．(～の中に Wo ) 沈み込む． ?bT` oI=oWo～ ¯chüü

´nan la ˆnup水の中に沈む．
3．(～が) すたれる，衰退する． <dMZ o <X̀Z o～
ˆkhumshii ˆnup習慣がすたれる．L<KIoJo～ ¯tänpa
ˆnup仏陀の教えがすたれる．LdIo～ ´phön ˆnupポ
ン教が衰退する．W<o, !Io～ ´lakkyün ˆnup 技術の
伝承がすたれる．WMoWb<Zo～ ˆlamluu ˆnup 制度が
崩れる．ZDdWo, !Io～ ¯söökyün ˆnup 習俗，習慣がす
たれる．

I
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7 qVo ´nur v. non-vol.
npf. pf. imp.

7 qVo 7 qVo –
´nur ´nur –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が) すりつぶされる． <NoGo～ `nataa ´nur 嗅
ぎタバコがすりつぶされる．
2．(～が)溶ける． <RIo～ ¯män ´nur薬が溶ける．

7 qZo ˆnüü v. non-vol.
npf. pf. imp.

7 qZo 7 qZo –
ˆnüü ˆnüü –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

＜ Vnpf (vol) + 7 qZo の形で＞ (敢えて)～できる．
<?YVo～ ¯kuu ˆnüü 敢えて託送することができる．
T2Fdo～ ´dro ˆnüü敢えて行くことができる．9Ko～ ¯ta

ˆnüü敢えて見ることができる．1>cHo～ ´che ˆnüü敢
えてすることができる．

IdIo ☞　<NcMo 1 (p. 223)

IdVo ´noo v. non-vol.
npf. pf. imp.

IdVo IdVo –
´noo ´noo –

pres. fut. pt. imp.

[ IdVo IdVo IdVo – ]

(～が <̀Zo～を)間違える，誤解する． <?Ho?o～ ¯käca
´noo言い間違える．聞き間違える．;o～ ¯kha ´noo
言い間違える．;oJVo～ ¯khapaa ´noo 電話を間
違ってかける．;o0>d<Zo～ `khapcoo ´noo 方向を
間違える．<doL& o～ ´khota ´noo 合図を誤解する．
6 qZoOVHo～ ˆthüütsöö ´noo時間を間違える．<HMo:o
～ ´tamka ´noo 選択を誤る．HM<o@bZo～ `makcüü

´noo 戦略を誤る．OUZo2F=Zo～ `tshetran ´noo 日付
を間違える．ZD`H o@bZo～ `siicüü ´noo 政策を誤る．
LZVLo<K=Zo～ `laptan ´noo教え方を誤る．

<I=o 1 ¯nan v. vol. hon.

npf. pf. imp.

<I=o <I=o <I=o
¯nan ¯nan ¯nan

pres. fut. pt. imp.

[ <I=o <I=o <I=o <Id=o ]

non-hon.　☞　<KcVo (p. 185) ，TGb=o (p. 196) ，\HHo
(p. 230)，1>cHo 1 (p. 249)，So 1 (p. 300)
1．(～を)与える，渡す． 2q=oZc=o～ ˆkhungsan ¯nan
休暇を取る．休暇を与える．H=dZo2)Lo～ `ngöötrup

¯nan 霊験を与える．?d<oM?Io～ ¯choocän ¯nan 許
可を与える．0><oHL=o～ ¯chaawan ¯nan 灌頂を与
える．Vd<ZoH=bWo～ ´roongüü ¯nan 支援金を渡す．
W<o;?cVo～ ´lakkyee ¯nan証明書を渡す．Wc<Zo<\@cZo～
ˆlekkyee ¯nan賞品を与える．
2．(代金などを) 払う． <\@cWo2Vo～ ¯kyääla ¯nan 運
賃を払う．<RIoV`Io～ ¯mänrin ¯nan 薬代を払う．SVo
Kd<Zo～ ˆdapoo ¯nan 月給を払う．V`IoJo～ ´rinpa

¯nan代金を払う．
3．(手紙などを) 出す．(意見などを) 出す． L:To
Ù<o～ `kayii ¯nan 手紙を出す．L:ToWIo～ ¯kalän

¯nan 返答する．返書を出す．L:To<ZWo～ ¯kasää

¯nan 回答を出す．H<d=ZoT?Vo～ ´kongcaa ¯nan 意
見を出す．H<d=Zo8 qo～ ´kongshu ¯nan休暇願いを出
す．M2FdIoL&o～ ´drönta ¯nan 招待状を出す．MGTo
<MdMo～ `thatom ¯nan結論を出す．0><oLD`Zo～ `chaarii
¯nan手紙を出す．Ù<oWIo～ ´yiklän ¯nan手紙の返
事を渡す．
4．(～を)食べる，飲む． MAcZoJdo～ ¯nyeepo ¯nan➀

好む．喜ぶ．➁十分に食べる．十分に飲む．LRcZo
L<o～ ˆsheepaa ¯nan パンを食べる．<ZdWo1)M o～
`söötrum ¯nan肉を食べる．<ZdWo@o～ ¯sööca ¯nan

お茶を飲む．<ZdWo<RIo～ ¯söömän ¯nan薬を与える．
薬を飲む．<ZdWoRdo～ ¯söösho ¯nan ヨーグルトを食
べる．ヨーグルトを与える．
5．(～)する．(～を)行う． <?Yo0><o～ `kucaa ¯nan五
体投地の礼拝をする．L<?d o<R<o～ `koshaa ¯nan 任
命する．;oLXHoW<oL<KVo～ `khashää ´laktaa ¯nan

口で言ったことを実行するようにする．;D` oTHdIo～
¯trhintön ¯nan 即位の儀式をする．;D`MZ oT<Wo～
¯trhimkää ¯nan法律違反をする．2Fo<Ĥ`<o～ ˆtrhatrii

¯nan 準備する．2FdZoMdWo～ ´trhöömöö ¯nan 協議す
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る．T!=dH oJo～ ´gyöpa ¯nan 後悔する．T?MoJd o～
¯champo ¯nan 仲良くする．0><oKcLZo～ `chaapee

¯nan➀来る．➁ようこそいらっしゃいませ．
6．(～の態度を)取る．(～のように)振る舞う． =o
<>̀<o=oLNIo～ ˆngacii ´ngatsän ¯nan唯我独尊の態
度を取る．?coTHdHo～ `chentöö ¯nan偉ぶった態度を
取る．HJdIoAMZo～ `pönnyam ¯nan 偉そうな態度
を取る．R dLZoJo～ ¯popa ¯nan 鼻持ちならない態度
をとる．誇り高い態度になる．K̀<oK̀<o～ `phikpii

¯nan落ち着きがなく浮わついた態度を取る．
7．(～に) なる．(～として) 働く． 2Fd<Z o Jd o～
´trhoko ¯nan友達になる．H<coWb<ZoJo～ ˆkeluu-pa

¯nanゲルー派の僧侶になる．T<do;D`Ho～ ˆgutrii ¯nan

指導者になる．
8．＜ Vnpf - Vd<Zo<I=o の形で＞ ～してください
｛依頼の表現｝． <?YoM;?cIoM!=d<ZoJdoGHoVd<Zo～n ¯ku-ki
´gyoko `thääroo ¯nan.「お願いだから早く行ってく
ださい」H<d=ZoT<WoMcHoJo<I=oVd<Zo～n ´kongkää
ˆmää-pa `nanroo nan.「怒らないでください」9E<Zo
OxoHco<ZdWoVZo<I=oVd<Zo～n ´jaatsa ti `söörää `nanroo
¯nan.「塩を取っていただけないかしら」9ZoVLo1=̂o
IoH<d=ZoJo<I=oVd<Zo～n `hlarap ´chungna ´kongpa
`nanroo ¯nan.「できればお暇をください」
9．＜ Vpf + <I=o の形で動詞敬語形語幹を作る＞
． L:<o～ `kaa ¯nan止める．<?Yo0><oTOWo～ `kucaa

¯tshää ¯nan 五体投地の礼拝をする．0><oLD`ZoLD`Zo～
`chaarii ˆtrhii ¯nan 手紙を出す．手紙を書く．<?Yo
M;?cIo<ÀHoH1Fd<ZoMo～\< ¯ku-ki `nyii `troo ¯manan
aa.「お願いだから起こさないでね」

<I=o 2 ¯nan v. non-vol. hon.
npf. pf. imp.

<I=o <I=o –
¯nan ¯nan –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

non-hon.　☞　 1>cHo 2 (p. 251)
1．(～の状態に) なる． <?MoJdo～ ¯kampo ¯nan 痩
せる．L2FcZoJd o～ ´treepo ¯nan 年老いる．老ける．
L2FcZ oZd= o～ ´treeson ¯nan 老人になる．"HoJd o～
´kapu ¯nan 老人になる．"HoMdo～ ´kamu ¯nan 老

女になる．"IoT;d<Zo～ ˆkänkoo ¯nan 老人になる．
HVoMo～ ´tharma ¯nan 精力が盛んになる．H`<oJo
～ ´tikpa ¯nanどもりになる．6 q<o<\@dIo～ ´thukkyön

¯nan毒殺される．中毒死する．
2．＜ Vpf + <I=o の形で動詞敬語形語幹を作る＞
． <?dMZo～ `kom ¯nan喉が渇く．L2FcZo～ ˆtree ¯nan
老け込む．9Cd<Zo～ `coo ¯nan暇ができる．暇が作れ
る．<RdIo～ ¯mön ¯nan うらやましがる．VoLS`oLXHo
～ ´rapsi `shää ¯nan酔ってくだを巻く．

<IZo 1 `nää v. vol.
npf. pf. imp.

<IZo <IZo <IZo
`nää `nää `nää

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が～に Wo )住む，棲む，宿る． 1]oL6 qHo～ `luptüü
`nää龍魔が棲む．龍魔がいる．1]o～ ¯lu `nää龍神が
棲む．Zo?o2F=oMdT`o<A=oWo～ ¯saca ´trhangmöö ˆkan

la `nää寒い土地に住む．Zo?oTH`T`o<A=oWo～ ¯saca ´dii
ˆkan la `nää この土地に住む．9Zo～ ¯hla `nää 神が
宿る．神が棲む．9Zo～Ud<oVcHoScVoU<o<`oV`o ¯hla `nää
ˆyoo ˆree ˆseyaa ki ´ri神が宿ると言われている山．

<IZo 2 `nää v. non-vol.
npf. pf. imp.

<IZo <IZo –
`nää `nää –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～の状態に Wo ) とどまる． <doV`MoV=oT@<Zo～
ˆkhurim ˆrangcaa `nää 順序が維持される．NoZoHo
<IZoWo～ ¯ngasa ˆthanää la `nää原状のままにとど
まる．
2．(約束が Wo ) 守られる． ;o?HoWo～ `khacää la

`nää約束が守られる．;oHIoOT<oWo～ ¯khatän `tshii

la `nää約束が守られる．条約が守られる．

<IZo 3 `nää v. non-vol.
npf. pf. imp.

<IZo <IZo –
`nää `nää –

I
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pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～の) 値段である． <d=o?cIoJd o～ ´khon ¯chenpo

`nää値段が高い．<AdVoMdo;D`o<>̀<o～ ´koomo ¯trhi `cii

`nää一万元する．

<Id=o 1 ¯non v. non-vol.
npf. pf. imp.

<Id=o <Id=Zo –
¯non `non –

pres. fut. pt. imp.

[ <Id=o <Id=o <Id=Zo – ]

良心が咎める． =do～ ´ngo ¯non良心が咎める．

<Id=o 2 ☞　<I=o 1 (p. 221)

<Id=Zo ☞　<Id=o 1 (p. 223)

<IdHo `nöö v. vol.
npf. pf. imp.

<IdHo <IdHo
`nöö `nöö

pres. fut. pt. imp.

[ <IdHo <IdHo <IdHo – ]

(～が <̀Zo / ø ～に Wo )害する，祟る，祟りをする．
1]oLNIo<̀Zo～ ¯luptsän ki `nöö龍と怨霊が祟る．X̀o
THIco～ ¯shintre `nöö死鬼が祟りをする．

<IdIo ☞　<NcMo 1 (p. 223)

MIIo ☞　<NcMo 1 (p. 223)

' do ¯no v. non-vol.
npf. pf. imp.

' do ' do –
¯no ¯no –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)鋭い．

<NVo ¯nar, ¯naa v. vol.
npf. pf. imp.

<NVo, L<NVo L<NVo <NVo, <NdVo
¯nar, ¯naa ¯nar, ¯naa ¯nar, ¯naa, ¯nor

pres. fut. pt. imp.

[ <NVo L<NVo L<NVo <NdVo ]

1．(手や足などを) 伸ばす．(生地などを) 伸ばす．
(紐などを) 伸ばす． !=oJo～ ¯kangpa ¯nar 足を伸
ばす．2Fd oR`Lo～ ˆtrhushii ¯nar 小麦粉の生地を伸ば
す．9Cc o～ ¯ce ¯nar 舌を出す｛挨拶の時，相手に敬意
を示すため｝．M@b<oMo～ ´jungma ¯nar ➀尻尾を伸
ばす．➁仕事を引き延ばす．G<oJo～ ¯thakpa ¯nar

紐を伸ばす．W<oJo～ ´lakpa ¯nar手を伸ばす．
2．(時間，仕事などを)引き延ばす． <?Ho?o～ ¯käca

¯nar 話を引き延ばす．6 qZoOVHo～ ˆthüütsöö ¯nar 時
間を引き延ばす．WZo:o～ ´lääka ¯nar仕事を引き延
ばす．

<NYLo `nup v. vol.

npf. pf. imp.

<NYLo, L<NYLo L<NYLZo <NYLZo
`nup `nup `nup

pres. fut. pt. imp.

[ <NYLo L<NYLo L<NYLZo <NYLZo ]

(～を) 滅ぼす，無くす． ?dZo～ `chöö `nup 仏教を
滅ぼす．宗教を滅ぼす．L<KIoJo～ ¯tänpa `nup仏教
の教えを滅ぼす．WMoWb<Zo～ ˆlamluu `nup 慣習を
無くす．Wb<ZoZDdWo～ ´loksöö `nup慣習を無くす．

<NYLZo ☞　<NYLo (p. 223)

<NYVo ¯nur v. vol.

npf. pf. imp.

<NYVo, L<NYVo L<NYVo <NYVo
¯nur ¯nur ¯nur

pres. fut. pt. imp.

[ <NYVo L<NYVo L<NYVo <NYVo ]

(～で <̀Z o ～を) すりつぶす．踏みつぶす． !=o
JZ o～ `kangpää ¯nur 足で踏みつぶす．<No G o～
`nataa ¯nur 嗅ぎタバコの粉をすりつぶす．<RIo<No
～ ¯männa ¯nur香辛料をすりつぶす．<RIo～ ¯män

¯nur 薬をすりつぶす．Rd< o;d< o～ ˆshookoo ¯nur

じゃがいもをすりつぶす．W<oJZo～ ˆlakpää ¯nur

手ですりつぶす．Z̀oJIo～ ¯sipän ¯nur唐辛子をすり
つぶす．

<NcMo 1 ¯lem, ¯nem, `lem, `nem v. vol.

I
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npf. pf. imp.

<NcMo, L<NcMo L<NcMZo <NcMZo
MIIo MIIo MIIo
¯lem, ¯nem,
`lem, `nem

¯lem, ¯nem,
`lem, `nem

¯lem, ¯nem,
`lem, `nem

pres. fut. pt. imp.

[ <NcMo L<NcMo L<NcMZo <NcMZo ]
[ <IdIo MIIo MIIo IdIo ]

1．(～で <̀Zo ～を) 押す，押し付ける，押さえる．
!=oJZo～ `kangpää ¯lem 足で押し付ける．& dZo～
ˆtöö ¯lem 石で押し付ける．MPb<o2qZ o～ ˆdzuküü

¯lem指で押す．<8 q=o<Ado～ ´shungko ¯nem正門を押
さえる｛つっかえ棒をして｝．
2．(～を Wo ) 指圧する． <AWoJVo～ ´kääpaa ¯lem

背中を指圧する．
3．(～を)抑制する，鎮圧する，押さえ付ける． HI<o
9q<Zo<̀Zo～ ˆtrhakshuu ki ¯lem 武力で押さえ付け
る．ZD`o～ ¯si ¯lem悪霊を押さえ付ける．

<NcMo 2 `nem v. non-vol.
npf. pf. imp.

<NcMo, L<NcMo L<NcMZo –
`nem `nem –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～に <̀Z o ) 押しつぶされる，覆われる． ?bZ o～
`chüü ¯nem水没する．水をかぶる．水に覆われる．

<NcMZo ☞　<NcMo 1 (p. 223)

<NdIo ¯nön v. vol.
npf. pf. imp.

<NdIo <NdIo <NdIo
¯nön ¯nön ¯nön

pres. fut. pt. imp.

[ <NdIo L<NIo L<NIo <NdIo ]

(～を)更に加える．

<NdMo 1 `num v. vol.
npf. pf. imp.

<NdMo <NdMo <NdMZo
`num `num `num

pres. fut. pt. imp.

[ <NdMo L<NMo L<NMZo <NdMZo ]

(においを)嗅ぐ． HI`oMo～ ´trhima `numにおいを嗅
ぐ．LZb=oHI`o～ ¯sungtri `num香りを嗅ぐ．

<NdMo 2 ☞　L<NMo 1 (p. 224)

<NdMZo ☞　<NdMo 1 (p. 224)，L<NMo 1 (p. 224)

<NdVo ☞　<NVo (p. 223)

L<NIo ☞　<NdIo (p. 224)

L<NMo 1 `nam v. vol. hon.
npf. pf. imp.

L<NMo L<NMZo L<NMZo
`nam `nam `nam

pres. fut. pt. imp.

[ <NdMo L<NMo L<NMZo <NdMZo ]

non-hon.　☞　T;?cVo 1 (p. 101)
1．(～を) 持つ，携帯する，携行する，持ってい
く，持ち込む． <?Yo?Zo～ `kucää `nam 荷物を持
つ．<?YoLD=oWo～ ¯kupan la `nam 胸に抱く．T;Vo
, !<o～ `kharkyuu `nam 杖を持っていく．0><oHJb=o
W o～ ¯chaapun la `nam 肩で担ぐ．0>< o TKDc= o～
¯changtran `nam 数珠を持つ．HLbo<6 q<Zo～ `utuu

`nam傘を携帯する．TLbWoLo～ ´buwa `nam贈り物
を持っていく．OV=oSd<o～ `tshongsoo `nam 商品を
持っていく．ZDdWo, !Io～ ¯söökyün `nam習俗を持ち
込む．LZ=oKdVo～ ¯sangpoo `nam 携帯用の小型の
香炉を持っていく．9ZZ=oLScHo～ `hlungsee `nam 鉢
を持っていく．
2．(責任を) 負う，持つ．(～の任務を)引き受ける．
;bVo～ ¯khur `nam責任を負う．T<Io;bVo～ ´gänkuu
`nam責任を持つ．Gb<Zo;bVo～ ¯thuukur `nam関心
を持つ．配慮する．心遣いをする．Gb<Z oT<I o～
¯thungkän `nam責任を持つ．<NVoT<Io～ ¯tsonkän
`nam主任を引き受ける．WZoT<Io～ ´länkän `nam

責任を負う．
3．(損などに) 甘んじる．(損失などを) 背負い込
む．(苦しみなどに)耐える． !=d=o2qIo～ ´kyhonkün

`nam承知で損失を背負う．!=d=o～ ´kyhon `nam承
知の上で損を背負い込む．<MY<o;bVo～ ´tuukur `nam

I
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我慢する．<Id= o～ ¯noo `nam 良心の呵責に心を
痛める．KMo;o～ ¯phamka `nam 損に甘んじる．
KMoAcZo～ `phamnyee `nam 損害に甘んじる．KMo
～ `pham `nam 損に甘んじる．M?o=Io～ ´nyangän

`nam喪に服す．悲しむ．
4．ひけらかす，言い立てる． =doZdo～ ´ngoso `nam

他人の手柄を自分の手柄のように言い立てる．0>d<Zo
RcIo～ ¯chooshen `nam いつもえこひいきをする．
M̀=o～ ´ming `nam名前を利用する．

L<NMo 2 `nam v. non-vol. hon.
npf. pf. imp.

L<NMo L<NMZo –
`nam `nam –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

non-hon.　☞　T;?cVo 2 (p. 102)
(血筋を)引く． Ko,!Ho～ `phakyüü `nam父の血筋
を引く．

L<NMo 3 ☞　<NdMo 1 (p. 224)

L<NMZo ☞　<NdMo 1 (p. 224)，L<NMo 1 (p. 224)，L<NMo 2
(p. 225)

L<NVo ☞　<NVo (p. 223)

L<NYLo ☞　<NYLo (p. 223)

L<NYLZo ☞　<NYLo (p. 223)

L<NYVo ☞　<NYVo (p. 223)

L<NcMo ☞　<NcMo 1 (p. 223)，<NcMo 2 (p. 224)

L<NcMZo ☞　<NcMo 1 (p. 223)，<NcMo 2 (p. 224)
I
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zJk
J`Ho 1 `pii v. vol.

npf. pf. imp.

J̀Ho J̀Ho J̀Ho
`pii `pii `pii

pres. fut. pt. imp.

[ TLbHo TLbHo LbHo LbHo ]

hon.　☞　LZ̀Wo 2 (p. 358)
1．(～を) 取る，取り外す，外す． <?d<Z o9O<Zo～
`koopaa `pii 外皮を取る．;o<>dHo～ `khapcöö `pii

蓋を取る．M<doVZo～ ˆgorää `pii スカーフを取る．
<Ao～ ´ka `pii鞍を外す．?boOVHo～ `chotsöö `pii 時計
を外す．J=o;cLZo～ `pangkep `pii 前掛けを外す．
KDc=oLo～ ¯trhanga `pii数珠を外す．TL<o～ ˆbaa `pii
面を取り外す．OT<Zo;cLZo～ `tshiikoo `pii指輪を外
す．9ZZo～ ¯hlu `pii部品を外す．
2．(～を)脱ぐ．裸になる． T@bVoFo～ ´jurta `pii革
靴を脱ぐ．<KdHoGb=o～ ¯töötun `pii 上着を脱ぐ．6 q<o
ZVd< o～ ˆthukloo `pii 服を脱ぐ．Kd oHdV o～ ¯photoo

`pii ズボンを脱ぐ．0 ôJo～ ¯chupa `pii チベット服
を脱ぐ．HMVo:L=o～ `maaran `pii裸になる．R|oMdo～
´shamo `pii帽子を脱ぐ．[Lo～ `hap `piiパンツを
脱ぐ．
3．(掛け布団などを)はぐ．(かさぶたなどを)はぐ，
むく． :MoJ"oẀo～ ¯kampaa-li `pii毛布をはぐ．AWo
;cLZo～ ˆnyääkep `pii 掛け布団をはぐ．AWo?Zo～
ˆnyääcää `pii 掛け布団を取る．掛け布団をはぐ．
AWo<SI o～ ´nyääsän `pii 毛布をはぐ．[ o;d< o～
`makoo `piiかさぶたをはぐ．かさぶたをむく．
4．(こびりついたものを) 取る． S=Z o <UT o～
´sangya `pii 緑青を取る．Z<oV` o～ ¯saari `pii こ
びりついて堅くなった垢を取る．
5．(～を) 抜く． 9C<Zo<ScVo～ ¯caksee `pii 釘を抜
く．RYo～ ¯pu `pii 毛を抜く．KbVoJo～ ¯phuupa `pii

杭を抜く．UdLo～ ˆyap `pii 鐙から足を抜く．Zdo～
¯so `pii歯を抜く．
6．(～を～から IZo ) 追い出す，追放する．退学さ

せる． <\@`Ho<MY<oIZo～ `kiituu nää `pii世帯から追い
出す．T;?MZo;?`o～ ¯kyhamki `pii野良犬を追い出す．
,@Wo;LoIZo～ ˆkyääkap nää `pii 国から追放する．
<Ĥ`<o;d=ZoIZo～ ˆtrikun nää `pii 組織から追い出す．
6 q<o<kH=o～ ´thukpan `pii 蚊を追い出す．<HdIoTHIc o～
´tongtre `pii死霊を追い出す．R`oM̀o～ ´shimi `pii猫
を追い出す．<Ud<oJdo～ ¯yoko `pii 使用人を追い出
す．WZo;b=ZoIZo～ ˆlääkun nää `pii 事務所から追
い出す．ZVdLo2.oIZo～ ¯laptra nää `pii退学させる．
7．(～を)除去する． 9ZHo～ `hlää `pii不純物を除去
する．
8．(眠気を) 取る． <ÀHoXo～ ¯nyiisha `pii 眠気を
取る．

J`Ho 2 `pii v. vol.
npf. pf. imp.

J̀Ho J̀Ho J̀Ho
`pii `pii `pii

pres. fut. pt. imp.

[ TL̀<Zo HLb<o Kb<o Kb<o ]

(穴などを)空ける． <FcVo;b=o～ ¯terkun `pii坑道の
入り口を開ける．*Zo;b=o～ ˆtsääkun `pii 発破をか
けるとき火薬を埋め込む穴を開ける．\`o;b=o～ ¯ikun
`pii穴を開ける．

J`Ho 3 `pii v. vol.
npf. pf. imp.

J̀Ho J̀Ho J̀Ho
`pii `pii `pii

pres. fut. pt. imp.

[ TLbLZo HLbLo KbLo KbLo ]

1．(テントなどを) 張る．(傘などを) 差す． 2qVo～
´khuu `pii テントを張る．AWo2qVo～ ´nyääkuu `pii

蚊帳を張る．Ào<6 q<Zo～ ˆnyituu `pii傘を差す．0>`=o
2qVo～ ¯chingkuu `pii フェルトのテントを張る．1>o
<ULo～ ˆchayap `pii日除け，雨除け用のテントを張
る．VZo2qVo～ ´rääkuu `pii木綿のテントを張る．
2．(持続力を) 持ち続ける．(最後まで) 押し通す．
<FZ<ZoG<o～ `nyuktaa `pii 持続力を最後まで持ち続
ける．<FZ<Zo～ `nyuk `pii 持続力を最後まで持ち続
ける．<FZ<ZoVbZo～ `nyukrüü `pii頑張り抜く．MGTo
～ ¯tha `pii押し通す．MGToWo～ ¯tha la `pii押し通

J
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す．V=oM<do～ ´rangko `pii自立する．

J`Ho 4 `pii v. non-vol.
npf. pf. imp.

J̀Ho J̀Ho –
`pii `pii –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(太陽や月に)かさがかかる． T@To2qVo～ ´jakuu `pii
太陽にかさがかかる．月にかさがかかる．Ào2qVo～
´nyikuu `pii日かさがかかる．

HJdHo * `pöö, ¯po v. vol.
npf. pf. imp.

HJdHo HJdHo HJdHo
`pöö, ¯po `pöö `pöö

pres. fut. pt. imp.

[ HJdHo HJdHo HJdHo HJdHo ]

口述筆記する．口述する．口授する． ;oIZo～ ¯kha
nää ¯po口述する．Ùo<cT`o<A=oWo～ ´yikii ˆkan la ¯po

口述して文字にする．Ù<oGd<oWo～ ˆyiktoo la ¯po口
述して文字にする．

H/>Ho `cää v. vol.
npf. pf. imp.

H/>Ho H/>Ho H/>Ho
`cää `cää `cää

pres. fut. pt. imp.

[ H/>dHo H/>Ho H/>Ho H/>dHo ]

調べる． Gb<ZoAMZo～ `thuunyam `cää 吟味する．
調べる．H<oZcWo～ ´thaksee `cää判決の再審査をす
る．Gb<ZoAMZo～M;ZoJdo `thuunyam `cää ¯khääpo

吟味するのが上手な．

H/>dHo ☞　H/>Ho (p. 227)

R=o `pan v. vol.
npf. pf. imp.

R=o R=Zo R=Zo
`pan `pan `pan

pres. fut. pt. imp.

[ R d=o R=o R=Zo R d=Zo ]

1．(～を) やめる，断つ，慎む．(～を) しないよう
にする． <\@coHMIo～ ¯kimän `pan女性との関係を断

つ．;d=o;Dd o～ ¯khongtro `pan 怒らないようにする．
;?d o<o～ ¯kyhoka `pan 男性との関係を断つ．<Ad o=o～
´konga `pan 卵を断つ．?=o～ ¯chan `pan チャン
を断つ．AoK<o<Ad=o<ZbMo～ ˆnyapaa ´kongsum `pan

魚肉，豚肉，卵の三種の食べ物をやめる．GoM<o～
`thamaa `panタバコをやめる．<M`<oJo～ ´tikpa `pan
罪を犯さないようにする．Wd< o<UcM o～ ˆlok’yem

`pan 不倫や姦淫を慎む．Xo～ ¯sha `pan 肉断ちす
る．肉を食べないようにする．Z̀oJIo～ ¯sipän `pan

唐辛子を断つ．ZDd<o<>dHo～ `sokcöö `pan 殺生をや
める．
2．(～と)つき合いをやめる，縁を切る．(故郷を)捨
てる． 2Fd<Zo=Io～ ´trhoongän `pan 悪友と縁を切
る．<Ad o～ ´ko `pan 行き来しない．付き合いをしな
い．<Ado0>d<Zo～ ˆkocoo `pan付き合いをやめて行き来
しない．V=oUbWo～ ´rangyüü `pan故郷を捨てる．

R=Zo ☞　R=o (p. 227)

RLZo `pap v. vol.
npf. pf. imp.

RLZo RLZo RLZo
`pap `pap `pap

pres. fut. pt. imp.

[ TLcLZo HLLo KLo KdLo ]

1．(～を) 降ろす，下ろす． <?ZoTPU<o～ ¯käntsa

`pap 梯子を下ろす．;bV oJd o～ ¯khurpu `pap 荷
物を下ろす．,@WoHVo～ ´kyäätaa `pap 国旗を降
ろす．9C<ZoZV= o～ ¯caklan `pap 鉄鍋を火から下
ろす．@o;d<o～ ˆchakoo `pap 茶釜を下ろす．GLo
S=Zo～ `thapsan `pap 銅鍋を火から下ろす．HVo
9Cd< o～ ˆthaacoo `pap 祈祷旗を降ろす．LW o,@L o
～ ˆphääkyap `pap 羊毛の荷駄を下ろす．Md< o0 ( o
～ ´mootru `pap せいろを火から下ろす．ZVcWoJdo～
¯leepo `pap背負い籠を下ろす．
2．(～を) 落とす，採る． <KVo;o～ ¯taaka `pap く
るみを落とす．V`o;Mo～ ´rikam `pap山桃を落とす．
X̀=oFd<o～ `shingtoo `pap 果物を採る．果物を木か
ら落とす．
3．(地位を) 下げる．(任務から) 降ろす．落第させ
る． <do<IZo～ ˆkhonää `pap地位を下げる．<doZo～
´khosa `pap地位を下げる．T<Io～ ´gän `pap任務
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から降ろす．TPTIo2.o～ ´dzintra `pap落第させる．
4．(雨や雹などを) 降らせる． ZcVoLo～ ¯sera `pap

雹を降らせる．
5．(～を) 煮出す，蒸留する． 9Mc o;b o～ ´diku `pap

(茶などを) 煮出す．wV=Zo?bo～ ¯langcu `pap 蒸留水
を作る．
6．(～を)決める，決定する． <d=oOHo～ ˆkhontsää

`pap値段を決める．
7．(～となるように) 仕向ける． L:T o L;=dI o～
¯kapkyön `pap 他人が叱られるように仕向ける．
HMTo～ ¯ma `papおとしめる．さげすむ．
8．(文字に Wo )変える． Ùo<cVo～ ´yikee `pap文字
にする．
9．(心配事を)無くす． ZcMZo;DWo～ ¯semträä `pap

心配事を無くす．

RMo ¯pam v. non-vol.
npf. pf. imp.

RMo RMo –
¯pam ¯pam –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

適当である．良好である．ほどほどである． ～
MHd<o;oJdo `pamtoo ¯khapoもったいぶった．

RVo ¯paa, ¯par v. vol.
npf. pf. imp.

RVo RVo RVo
¯paa, ¯par ¯paa, ¯par ¯paa, ¯par

pres. fut. pt. imp.

[ R dVo RVo RVo R dVo ]

1．(～を)燃やす，焚く．(～に)点火する． 2Vd<oGLo
～ `loktap ¯paa電熱器をつける．GLoMco～ ¯thapme

¯paa かまどの火を燃やす．& d oZdWo～ ´tosöö ¯paa 練
炭を燃やす．R dZo～ `pöö ¯paa 線香を焚く．MboS`o～
´musi ¯paaマッチに火をつける．Mco9C<Zo～ ˆmecaa
¯paa 火打ち金で火をつける．Mco～ ´me ¯paa 火を
燃やす．火をつける．*ZoMco～ ´tsääme ¯paa 火薬
に点火する．SdZoSdZo～ ˆsöösöö ¯paa ➀ねずみ花火
に点火する．線香花火に点火する．➁花火を上げ
る．WcoBVo～ ´letaa ¯paa ライターをつける．Zo<NYMo

～ ¯sanum ¯paa石油を燃やす．Zd<oKb=o～ ¯soopun

¯paa 麦藁の山を燃やす．LZ=o～ `san ¯paa 香木を
燃やす．
2．(～を) 灯す．(明かりを) つける． 2Vd< o～ `loo

¯paa 電気をつける．2Vd<oL8 q o～ ¯lokshu ¯paa 懐中
電灯をつける．9A=oL8 q o～ ´kangshu ¯paa 提灯に
火を灯す．M?dHoMco～ ¯chööme ¯paa 灯明に火を灯
す．HJWoTLVo～ ¯pänpaa ¯paa 松明を燃やす．<Q` o
>̀oẀ=o～ ´pici-lin ¯paa 懐中電燈をつける．L8 q oMVo
～ ´shumaa ¯paa 灯火をつける．灯火を灯す．W" o
～ ´laa ¯paa ろうそくを灯す．XcWo& d<o～ `shertoo

¯paa 電球を灯す．ZoL8 qo～ ¯sashu ¯paa石油ランプ
を灯す．
3．(～を)爆発させる，撃つ． Gd<oMHTo～ ¯thongta

¯par 礼砲を撃つ．ZoMco～ ¯same ¯paa ダイナマイト
を爆発させる．
4．(値段などを) 上げる．値上げする． <\@cH o:o～
¯kyeka ¯paa利子を上げる．;=o2Vo～ ¯khangla ¯paa

家賃を上げる．;DWo～ ¯trhää ¯par 増税する．<d=o
～ ´khon ¯paa 値段を上げる．2Vo? o～ ¯laca ¯paa

賃金を上げる．LHTo2Vo～ ´taala ¯paa 運賃を上げ
る．<IZo2Vo～ ¯nääla ¯par 宿泊費を上げる．LWo
<d=o～ ´phääkon ¯par 羊毛の値段を上げる．Oxo<d=o
～ ¯tshakon ¯par 塩の値段を上げる．Sd< o<d= o～
´sookon ¯par 物価を上げる．LSd o2Vo～ ´sola ¯par

工賃を上げる．V`IoTLLo～ ˆrinpap ¯paa 値段を上
げる．
5．(～を) 増やす，増す．(幅を) 広げる． ;=oJ o
～ ¯khangpa ¯paa 部屋数を増やす．2F=Z o TLdV o
～ ´trhangpoo ¯paa 定数を増やす．2F=Z oOH o～
ˆtrhangtsää ¯paa定数を増やす．9MLoWd<o～ ˆdaploo

¯par 倍に増やす．7 qZo9q<Zo～ ˆnüüshuu ¯par 能力
を増す．HL=oOHo～ `ongtsää ¯par権限を増す．RdVo
WZo～ ˆshoolää ¯par アルバイトを増やす．SoT1( o
～ ´santru ¯paa食料を増やす．WMoRc=o～ ´lamshan

¯par 道幅を広げる．WZo:o～ ´lääka ¯paa 仕事を増
やす．Zo?o～ ¯saca ¯paa土地を増やす．<ZbMo9MLo～
`sumtap ¯paa三倍に増やす．
6．(等級，地位などを) 上げる．(～の)さばを読む．
<d o<IZ o～ ˆkhonää ¯paa 地位を上げる．<d oZ o～
´khosa ¯paa 地位を上げる．<IZo～ `nää ¯par 地
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位を上げる．TPTIo2. o～ ´dzintra ¯paa 進級させる．
V`MoJo～ ´rimpa ¯par 等級を上げる．Wdo～ ´lo ¯paa

年齢についてさばを読む．

RY=o `pun v. vol.

npf. pf. imp.

RY=o RY=Zo RY=Zo
`pun `pun `pun

pres. fut. pt. imp.

[ RY=o RY=o RY=Zo RY=Zo ]

1．(～を)積む，積み上げる，積み重ねる． & do～ ´to

`pun石を積み上げる．1>coMo～ ´chema `pun砂を積
み上げる．砂を積む．T1 ( o～ ´dru `pun 穀物を積み
上げる．McoX̀=o～ ´mishin `pun薪を積み上げる．){o
～ ¯tsa `pun 草を積み上げる．Rd<o;d<o～ ˆshookoo

`punじゃがいもを積み上げる．Zo～ ¯sa `pun土を
積み上げる．ZoK<o～ `sapaa `pun 煉瓦を積み上げ
る．LZ=o～ `san `pun香木を積み上げる．
2．(仕事を) ためる． WZo:o～ ´lääka `pun 仕事を
ためる．

RY=Zo ☞　RY=o (p. 229)

RYLo `pup, `puk v. vol.

npf. pf. imp.

RYLo RYLZo RYLZo
`pup, `puk `pup `pup

pres. fut. pt. imp.

[ <QYLo <QYLo <QYLZo <QYLZo ]

(～を)伏せる． H:VoUdWo;o～ ¯kayöö ¯kha `pup茶
碗を伏せる．;o～ ¯kha `pup 伏せる．うつむきに
なる．;d<oMo;o～ ¯khooma ¯kha `pup 鍋を伏せる．
KdVoJo;o～ ¯phoopa ¯kha `pupお椀を伏せる．<Q<o～
ˆpaa `pup 麻雀牌を伏せる．XcWoHMo;o～ ¯sheetam

¯kha `pup瓶を伏せる．

RYLZo ☞　RYLo (p. 229)

R cWo ¯pee v. vol.
npf. pf. imp.

R cWo R cWo R cWo
¯pee ¯pee ¯pee

pres. fut. pt. imp.

[ R cWo R cWo R cWo R cWo ]

1．(～を) 増やす，繁栄させる． H:T o =W o～
¯kangää ¯pee苦労を増やす．, !oIdVo～ ´kyunoo ¯pee
財産を増やす．, !Ho)o～ ´kyutsa ¯pee子孫を増やす．
AMZoM?d=o～ ´nyamnyon ¯pee経験を増やす．経験を
交える．GdIo<\@cHo～ `thönkyee ¯pee生産高を増やす．
9MLo～ ˆdap ¯pee倍に増やす．McoFd<o～ ˆmetoo ¯pee

花を増やす．MOVIo?o～ ¯tshönca ¯pee 武器を増や
す．WZo:o～ ´lääka ¯pee仕事を増やす．ZcMZo>Io～
¯semcän ¯pee家畜を増やす．
2．(～を) 発展させる，向上させる，盛んにする．
TGLo)Wo～ ¯thaptsää ¯pee武術を向上させる．I=o
ZD`Ho～ ˆnangsii ¯pee 内政を発展させる．HJWoT1>dVo
～ ¯päncoo ¯pee経済を発展させる．1>oLo～ ´chawa

¯pee 仕事を拡大する．M̀oV`<Zo～ ˆmirii ¯pee 民族
を発展させる．R`=oWZo～ ˆshinglää ¯pee 農業を発
展させる．V`<o<8 q=o～ ´rikshun ¯pee 文化を発展さ
せる．W<o)Wo～ ´laktsää ¯pee 技術を向上させる．
WZoT2qWo～ ´länküü ¯pee運動を盛んにする．
3．(～を) 広める，流行らせる． T;D`H o , !I o～
¯trhiikyün ¯pee 教授法の伝統を広める．1>o\@dH o～
ˆchacöö ¯pee 振る舞いを流行らせる．V`<o<IZo～
ˆringnää ¯pee 文化を広める．WMoWb<Zo～ ˆlamluu

¯pee 制度を広める．XcZoV`<o～ `shiirii ¯pee 文化を
広める．
4．(～を) 公表する，言い渡す． H/>H o <FM o～
¯cäätam ¯pee 論評する．H/>HoMOMZo～ `cäntsam

¯pee判決文を渡す．\@`oL<Ĥ<Zo～ `citraa ¯pee公式発
表する．<ZWoL<Ĥ<Zo～ `säätraa ¯pee発表する．公
表する．
5．(～を) 混ぜる，交える，並べる． OVIoMH=Zo～
`tshöntan ¯pee色彩を並べる．OVZo<R̀o～ ¯tshööshi

¯pee 色彩を合わせる．色彩を並べる．色を混ぜる．
U<oAcZo～ ˆyaanyee ¯pee良い物と悪い物を混ぜる．

R do ¯po v. vol.
npf. pf. imp.

R do R dZo R dZo
¯po `pöö `pöö
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pres. fut. pt. imp.

[ R do R do R dZo R dZo ]

1．(～を) 移す．(～に Wo ) 移る．引っ越す．(～を)
変える． ;o0>d<Zo～ `khapcoo ¯po 位置を変える．
;=oJo～ ¯khangpa ¯po 引っ越す．<d oZo～ ´khosa

¯po (職場の)配置替えをする．2Fd<oO=o～ ´trhootsan

¯po 蟻が巣を移す．,@WoZo～ ´kyääsa ¯po 首都を移
す．<Ado～ ´ko ¯po出入り口を移す．AWo;D`o～ ´nyäätri
¯po ベッドを移す．<MdHo<IZo～ ˆtöönää ¯po 居住地
を移す．<IZoO=o～ ¯näätsan ¯po 旅館を変える．
1>=o0>d<ZoWo～ ˆchangcoo la ¯po 北方に移住する．
TPTIo2.o～ ´dzintra ¯poクラスを変える．別のクラス
に移る．WZo:o～ ´lääka ¯po 仕事を変える．転職す
る．\=o2F=Zo～ `angtran ¯po番号を変える．
2．(草木を) 移植する． <k@Vo<ZVo～ ´caasaa ¯po 箱
柳の若木を移植する．X̀=o～ ¯shing ¯po 木を移植
する．
3．歩く．(足を) 運ぶ． !=oJo～ ¯kangpa ¯po 歩
く．<dMoJo～ ´khompa ¯po歩く．足を運ぶ．<dMoRc=o
?cIoJdo～ ´khomshan ¯chenpo ¯po大股で歩く．<dMo
T2FdZo～<K=Zo ˆkhomtröö `potan 歩き方．小走りに
歩くこと．
4．書き改める． ;oÙ<o～ `khayii ¯po宛名を書き改
める．

R d=o ☞　R=o (p. 227)

R d=Zo ☞　R=o (p. 227)

R dVo ☞　RVo (p. 228)

R dZo ☞　R do (p. 229)

\@=o ¯can v. non-vol.

npf. pf. imp.

\@=o \@=o –
¯can ¯can –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)賢い． ～GWoXdVo ¯cangtää ¯shoo賢すぎて失
敗する．

\@Ho `cää v. vol.

npf. pf. imp.

\@Ho \@Ho \@Ho
`cää `cää `cää

pres. fut. pt. imp.

[ \@dHo \@Ho \@Ho \@dHo ]

1．する．行う． H:ToGbLo～ `katup `cää 苦しみに
耐える．苦行に耐える．THdHoJo～ ´döpa `cää 情交
を結ぶ．IMoTK=o～ ˆnampan `cää 大空高く飛ぶ．
大差がつく．
2．使う．利用する． LcHo～ ˆphee `cää利用する．

\@dHo ☞　\@Ho (p. 230)

\HHo `trää, `tröö v. vol.
npf. pf. imp.

\HHo, \HdHo \HHo \HdHo
`trää, `tröö `trää `tröö

pres. fut. pt. imp.

[ \HdHo \HHo \HHo \HdHo ]

hon.　☞　<I=o 1 (p. 221)，SWo (p. 273)
hum.　☞　KbWo (p. 233)
hon. / hum.　☞　<ĤdIo (p. 138)
1．(～を) 与える． ;o<?d=o～ `khakon `trää 追加を
与える．;coLS=o～ ¯khepsan `trää (相手方に) 利益
を与える，儲けさせる．T;dVoR<o～ `khorshaa `trää

帰省休暇を与える．<=oUdHo～ ˆkhangyöö `trää あ
りったけのものを与える．<doMOVIo～ ´khotsön `trää

武器を渡す．武器を与える．<doZo～ ´khosa `trää地
位を与える．H<dZo?o～ ´kööca `trää必要なものを与
える．T<Io;bVo～ ´gänkuu `trää 責任を与える．\@` o
Wo～ ¯ci la `trää 皆に与える．LboOLoWo～ ˆphutsap

la `trää 養子として与える．1>oH<To～ ´chaka `trää

賞を与える．HL=o?o～ ¯ongca `trää権力を与える．
RWoTHcLZo～ ˆshäntee `trää 寄付する．W<oTHdIo～
´langtön `trää自腹を切る．小遣い銭を使う．ZVd=o～
`lon `trää 施しを与える．9Z<oMo～ `hlaamaa `trää

残り物を与える．
2．(～を) 渡す．(仕事などを) 引き渡す，引き継
ぐ． 9?d< o#Io～ ¯koongän `trää 賄賂を渡す．<?Wo
Lo～ ¯kala `trää分け前を渡す．<\@dIoMcHo～ `kyönmee
`trää 無疵で渡す．;o1>=o～ `khacan `trää 名刺を渡
す．<RIo～ ¯män `trää 薬を渡す．)TZo～ `tsii `trää
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(仕事や任務，身柄などを) 引き渡す．(仕事や任務
などを) 引き継ぐ．TdZoXd<o～ ˆööshoo `trää 投票
用紙を渡す．W<o;?cVo～ ´lakkyee `trää 証明書を渡
す．W<oJVo～ ´lakpaa `trää 手に渡す．ZVdLoHcLo～
`loptep `trää教科書を渡す．
3．(～を)支払う，払う，支給する，返済する． <\@cHo
McHoLboWdIo～ `kyemee ´pholön `trää無利子の貸し付
け金を返済する．;=o2Vo～ ¯khangla `trää 家賃を払
う．2VoV̀Io～ ¯larin `trää 賃金を支給する．?=oV̀Io
～ ¯chanrin `trää酒代を払う．酒代を与える．Kd<Zo
～ `phoo `trää給料を払う．LboWdIo～ ´pholön `trää

借金を払う．借金を返す．借りを返す．返済する．
Sd<o;DWo～ ´sokträä `trää物品税を支払う．関税を支
払う．LSdo2Vo～ ´sola `trää 工賃を支払う．ZcVo2Vo～
¯sela `trää雹害除けの呪術のために呪術師に報酬を
支払う．ZVd=oV`Io～ ¯longrin `trää 結納金を支払う．
ZVdLoUdIo～ ¯lopyön `trää授業料を払う．
4．(補給) する，(補充) する． ;o<NdI o～ ¯khanön

`trää補給する．;oWd=Zo～ `khalon `trää不足分を補
充する．;o<ZLo～ `khasap `trää不足分を補充する．
2qIo<ZLo～ ˆkhünsap `trää損失補填する．TKVo<NdIo
～ ¯pharnön `trää 補填する．TOVo<NdI o～ ¯tshonön

`trää生活費の補助を与える．
5．(料理，茶などを) 出す，振る舞う． ;oW<o～
`khalaa `trää料理を出す．2q=o@o～ ´khungca `trää

昼のお茶を出す．
6．(合図などを) する．(通知) する．(伝言) する．
9?Y<ZoL& o～ ¯kukta `trää 無言の身振りや手振りを
する．9?d< oL& o～ ¯kokta `trää 秘密の合図をする．
<?HoL& o～ ¯kääta `trää 言葉で合図する．;oWIo～
¯khalän `trää伝言する．<doL&o～ ´khota `trää合図
する．, !Zo～ ˆkyüü `trää様子を知らせる．L&oGdo～
´tato `trää通知する．L&o～ ´ta `trää合図する．M̀<o
L&o～ ¯mikta `trää目配せする．MPbLoL&o～ ´dzupta
`trää指を使って合図する．W<oL&o～ ´lakta `trää手
を振って合図する．<ZWoL& o～ ¯sääta `trää 通知
する．
7．(返事を) する．(返答) する． L& oWIo～ ´talän

`trää応答する．Ù<oWIo～ ´yiklän `trää手紙の返事
を渡す．手紙の返事をする．WIo～ ´län `trää 返答
する．返答を与える．仕返しをする．

8．(仕返し，報復などを) する． T;dI o WI o～
¯khönlän `trää仕返しする．H2FoWIo～ ´tralän `trää

報復する．=IoWIo～ ´ngänlän `trää仕返しをする．
ZDd<oWIo～ ¯soolän `trää仇討ちする．
9．(許可を) 与える．(許可) する． H<d=Z o J o～
´kongpa `trää許可を与える．?d<oM?Io～ ¯choocän

`trää 許可を与える．<I=oLo～ ¯nangwa `trää許可
を与える．
10．(訓練を)させる，受ける． <k@d=oL&Vo～ ´congtaa
`trää 訓練させる，訓練を受ける．HM< o<k@d= o～
`makcon `trää軍事教練させる，軍事教練を受ける．
11．(嫁，婿などに)やる． MIToMVo～ ¯namaa `trää
嫁にやる．
12．(試験を) 受ける．(試験を) する． , !<Z o～
ˆkyuu `trää 試験を受ける．試験をする．, !<Zo\HdHo
～ ˆkyuktröö `trää試験を受ける．試験をする．Ù<o
, !<Zo～ ˆyikkyuu `trää試験を受ける．試験をする．
Ù<oOHo～ ˆyiktsää `trää試験を受ける．試験をする．
13．(～の目に) 遭わせる． <NoZbIo～ ¯napsüü `trää

思い知らせる．LSdo9Ko～ ´sopta `trää思い知らせる．
痛い目にあわせる．やっつける．
14．(～の行為を) する． ;oL& o～ ¯khaptaa `trää

おしゃべりをする．<HMo:o～ ´tamka `trää 選択す
る．LH<o<\@d=o～ ˆtakkyon `trää管理する．LH<oJdo～
´tako `trää自分のものにする．L&Lo<Z̀<o～ ˆtapsii

`trää面倒をかける．運動する．<NoMPbLo～ `naptsuu

`trää鼻先に指を突きつける．TPTIoLSb=o～ ˆdzinsun
`trää逮捕する．
15．＜Vo\HHo の形で＞ 証明する． Vo～ ´ra `trää証
明する．証拠を示す．
16．＜ Vnpf - Vo\HHo の形で＞ ～を一致させる．実
際に～する． TGLoVo～ ¯thapra `trää 実戦を交え
る．戦いの火蓋を切って落とす．

\HZo * `pää, `trää v. vol.
npf. pf. imp.

\HZo \HZo \HdZo
`pää, `trää `pää, `trää `pöö, `tröö

pres. fut. pt. imp.

[ \HZo \HZo \HZo \HdZo ]

1．(～を) 着る，身に着ける．(飾りを) 付ける．
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T;DLo?Zo～ `trhapcää `pää 舞台衣装を着ける．2. o
?Zo～ ˆtrhacää `pää僧衣を着る．,@Io?o～ ´kyänca

`pää 飾りをつける．HI<o?Zo～ ˆtrhakcää `pää 武
装する．Kd o?Zo～ `phocää `pää 男の衣装を着る．
男装する．H1>Vo?Zo～ `yaacää `pää 夏の衣服を着
る．TLDd<o?Zo～ ˆdrokcää `pää 牧民の衣服を着る．
Mdo?Zo～ ˆmocää `pää 女性の服を着る．女装する．
HM<o?Zo～ `makcää `pää軍服を着る．<SLo\HdZo～
ˆsaptröö `pää晴れ着を着る．
2．(～を)つなぐ． MGbHo;o～ ¯thüüka `pääつなぐ．

\H`=o `tring v. vol.
npf. pf. imp.

\H`=o \H`=Zo \H`=Zo
`tring `tring `tring

pres. fut. pt. imp.

[ \H`=o \H`=o \H`=Zo \H`=Zo ]

1．(～を)寄こす，渡す，託す．
2．(～が)飛び出す．

\H`=Zo ☞　\H`=o (p. 232)

\ +<o `truu v. vol.

npf. pf. imp.

\ +<o \ +<Zo \ +<Zo
`truu `truu `truu

pres. fut. pt. imp.

[ \ +<o \ +<o \ +<Zo \ +<Zo ]

(木の枝などを) 揺する，揺さぶる．(～を) 振る，う
ち払う．(髪を)揺らす． <\Ho～ ¯tra `truu髪を揺り動

かす．GWoLo～ ¯thala `truu 埃をうち払う．埃をう
ち払ってきれいにする．<HIo～ ´tän `truu 敷物を
振る｛埃や汚れを振り払うために｝．VWoJo～ ´rääpa

`truu長いもつれた髪を揺り動かす．

\ +<Zo ☞　\ +<o (p. 232)

\ +Wo ¯trüü v. vol.

npf. pf. imp.

\ +Wo \ +Wo \ +Wo
¯trüü ¯trüü ¯trüü

pres. fut. pt. imp.

[ \ +Wo \ +Wo \ +Wo \ +Wo ]

(～に Wo ) 化ける．(～を) 変える．目くらましにか
ける．騙す． M̀oWo～ ´mi la ¯trüü 人間に化ける．
<Sb<ZoJdo～ ´suku ¯trüü 変身する．LSdo9Ko～ ´sopta

¯trüü形を変える．ZcMZoJo～ ¯sempa ¯trüü騙す．

\Hdo ¯tro v. non-vol. hon.
npf. pf. imp.

\Hdo \Hdo –
¯tro ¯tro –

pres. fut. pt. imp.

[ \Hdo \Hdo \Hdo – ]

non-hon.　☞　<\@`Ho (p. 85)
(～が)楽しい． ～VboGHo ¯tro-ru `thää楽しくなって
いく．～VboKcLZo ¯tro-ru `phee楽しくなっていく．

\HdHo ☞　\HHo (p. 230)

\HdZo ☞　\HZo (p. 231)
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zKk
K=Zo `phan v. non-vol.

npf. pf. imp.

K=Zo K=Zo –
`phan `phan –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

惜しむ．惜しくなる．残念に思う． ～L>b<o `phan
`cuu惜しむままにする．

KIo ¯phän v. non-vol.
npf. pf. imp.

KIo KIo –
¯phän ¯phän –

pres. fut. pt. imp.

[ KIo KIo KIo – ]

(～が～に Wo )役に立つ，効く．(～のために Wo )な
る，良い． <RIo～ ¯män ¯phän薬が効く．<Sb<ZoJdVo
～ ´sukoo ¯phän 体のためになる．体に良い．WZo
:Vo～ ´lääkaa ¯phän仕事に役立つ．ZcMZoWo～ `sem
la ¯phänなぐさめになる．気休めになる．ZVdLo<k@d=oWo
～ `lopcon la ¯phän 学習に役立つ．HcZo～<̀oMoVcHn
ˆtii ¯phänki ˆmaree.「あんなのは役に立たない」

KLo ☞　RLZo (p. 227)

KMo ☞　TKMo (p. 238)

Kb<o ☞　J̀Ho 2 (p. 226)，TK̀<Zo (p. 239)

Kb=o ☞　TKb=o 1 (p. 239)，TKb=o 2 (p. 239)

KbHo 1 `phüü v. vol.
npf. pf. imp.

KbHo KbHo KbHo
`phüü `phüü `phüü

pres. fut. pt. imp.

[ KbHo KbHo KbHo KbHo ]

(～を)除く． Hco～IZo ´thi `phüü niそれを除いて．

KbHo 2 `phüü v. non-vol.

npf. pf. imp.

KbHo KbHo –
`phüü `phüü –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

年を取る． IoZdo～ ´naso `phüüすっかり年を取る．

KbLo ☞　J̀Ho 3 (p. 226)

KbVo ☞　TKbVo 2 (p. 240)

KbWo ¯phüü v. vol. hum.
npf. pf. imp.

KbWo, TLbWo KbWo KbWo
¯phüü, ´büü ¯phüü ¯phüü

pres. fut. pt. imp.

[ TLbWo HLbWo KbWo KbWo ]

non-hum.　☞　\HHo (p. 230)，<KcVo (p. 185)
1．(～を) 与える，渡す． ;o<?d=o～ `khakon ¯phüü

追加を与える．;o1>=o～ `khacan ¯phüü 名刺を渡
す．;o<ZVo～ ¯khasaa ¯phüü 新品同様のものを与
える．2q=oZc=o～ ˆkhungsan ¯phüü 休暇を与える．
GdLo<?Wo～ ¯thopkää ¯phüü 取り分を与える．THIo
L9qZo～ ˆdrashüü ¯phüü写しを与える．KcLZo*V=Zo
～ `pheptson ¯phüü餞別を渡す．<UVoJdo～ ¯yaapo
¯phüü 貸す．WZoX<o～ ˆlääshaa ¯phüü 社宅を与
える．
2．(～を)供する，振る舞う．(料理を)出す． H1)Mo
O<o～ `trumtsaa ¯phüü 肉入りの粥を供する．<?Wo
Lo～ ¯kala ¯phüü 分け前を差し上げる．;oLF<Zo
～ `khataa ¯phüü カターを差し出す．;oGb<oWo～
`khatuu la ¯phüü 直接差し出す．;oW<o～ `khalaa

¯phüü食事を与える．
3．(～を) 供えて供養する．(～を) 捧げる． H:Vo
KbHo～ `karpüü ¯phüü乳製品の初物を捧げる．L<FcIo
L1qV o～ ¯nyenkuu ¯phüü 供養する．THZoM?dHo～
ˆtääcöö ¯phüü 死者の供養をする．<k@`IoJo～ ´cinpa

¯phüü 布施をする．MIoBWo～ ´mänträä ¯phüü マ
ンダラを献じる．UdIo?Lo～ ˆyöncap ¯phüü 神仏に
水を捧げる．<ZcVo<\@cMZo～ `sekyem ¯phüü酒と茶を
そなえて供養する．LZ=o～ `san ¯phüü薫香を捧げ
る．LZbVo～ ¯suu ¯phüü薫香をたいて供養する．
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4．(～を) 差し出す，差し上げる． <?Yo T!=cH o～
`kunkyee ¯phüü 布施をする．<ZdWoHdHo～ `söötöö

¯phüü祝儀を差し出す．<ZdWoVZo～ `söörää ¯phüü

褒美を差し上げる．
5．(～のお金を)払う． 2VoKd<Zo～ `lapoo ¯phüü給
料を払う．<RIoV̀Io～ ¯mänrin ¯phüü 薬代を払う．
V`Io～ ´rin ¯phüü 代金を払う．ZVdLoUdIo～ ¯lopyön

¯phüü授業料を払う．
6．～して差し上げる． <?Yo< (Z o～ `kutrüü ¯phüü

(神像，仏像などを) 洗い清める．IoLSTo～ ´namsa

¯phüü衣服を差し上げる．衣服を着せる．
7．(礼拝を) する． <?Yo0><o～ `kucaa ¯phüü 五体投
地の礼拝をする．L+@=Zo0><o～ `kyangcaa ¯phüü五
体投地の礼をする．TKDcHo0><o～ `trheecaa ¯phüü横
向きに五体投地の礼拝をする．
8．(書類を) 出す，提出する，渡す． <I o,@o～
´khänkya ¯phüü 証文を差し出す．H<d=Z o 8 q o～
´kongshu ¯phüü 休暇願いを出す．H=bW o TPTI o～
¯ngüntsin ¯phüü 領収書を差し出す．?̀=ZoÙ<o～
`chingyii ¯phüü 条約を結ぶ．MITo<Io～ ¯nakän

¯phüü 誓約書を出す．RWo1>=o～ ˆshäncan ¯phüü

住所氏名を書いた紙きれを渡す．<UV o TPTI o～
¯yantsin ¯phüü 貸し借りの証書を渡す．Z oGd o～
¯sato ¯phüü土地の権利書を渡す．
9．(情報を) 伝える，与える．(手紙を) 出す． FVo
～ ¯tar ¯phüü電報を打つ．0>`VoWIo～ ¯chilän ¯phüü
返事をする．)TZoTLDZo～ `tsinträä ¯phüü 占いの結
果を述べる．TOMZo8 q o～ ¯tshamshu ¯phüü 挨拶を
する．RWoJVo～ ´shääpaa ¯phüü電話をかける．Ùo
<c o～ ´yiki ¯phüü 手紙を出す．<ZWoL& o～ ¯sääta

¯phüü 通知する．<Zb=o～ ¯sun ¯phüü 声をかける．
LZMoT?Vo～ ¯samcaa ¯phüü意見を言う．
10．(政権，地位などを) 与える，譲る． <do<IZo～
ˆkhonää ¯phüü 地位を与える．,@WoZD`Ho～ ˆkyääsii

¯phüü 政権を与える．Gb<Z o T<I o～ ¯thungkän

¯phüü責任を譲る．HL=o?o～ ¯ongca ¯phüü権力を
委譲する．HL=o～ ¯on ¯phüü権力を委譲する．)TZo
～ `tsii ¯phüü仕事を引き渡す．任務を引き渡す．
11．(歌，踊りなどを)披露する，見せる． 2]o～ ¯lu

¯phüü歌を歌う．\@IoL<KVo～ ¯cäntaa ¯phüü貴人の

目の前で見せる．HM<o2]o～ ¯maklu ¯phüü 軍歌を
捧げる．RLZo<RZo～ ˆshapshää ¯phüü歌と踊りを
見せる．<S`<ZoTLbWo～ ´singpüü ¯phüü貴人にお見
せする．<S`<ZoMdo～ ´siimo ¯phüü催し物を見せる．
出し物を見せる．<Zb=oGVo～ ¯suntaa ¯phüü謡曲を
歌って聞かせる．<Zb=o<RZo～ `sungshää ¯phüü歌
を歌う．
12．(宴会を)開く． <KdIoMdo～ ¯tönmo ¯phüü宴会を
開く．Gb<Zo\Hdo～ ¯thootro ¯phüü宴会を開く．<ZdWo
<KdIo～ ¯söötön ¯phüü宴会を開く．
13．(許可を) 申し出る．(許可，休暇などを) 与え
る． <I=oLo～ ¯nangwa ¯phüü許可を与える．8 qoLo
～ ´shoo ¯phüü許しを乞う．願い出る．
14．(試験を) 受ける．(試験を) する． ; o,!<Z o
～ `khakyuu ¯phüü 口述試験を受ける．, !<Zo\HdHo
～ ˆkyuktröö ¯phüü 試験をする．, !<Zo～ ˆkyuu

¯phüü試験をする．Ù<o, !<Zo～ ˆyikkyuu ¯phüü試
験を受ける．
15．～する． T!=dHoLX<Zo～ ˆgyööshaa ¯phüü懺悔
する．,WHo<\@dLo～ ˆküükyop ¯phüü 救済する．M@Wo
8 q o～ ´jääshu ¯phüü 謁見する．拝謁する．L<KdH o
LN<Zo～ `tööngaa ¯phüü 賞賛する．MGdWoLX<Zo
～ `thoshaa ¯phüü懺悔する．HMoL>To～ ´thamca

¯phüü誓約する．<M`<oLX<Zo～ ˆtikshaa ¯phüü懺悔
する．\@` oL<MdMZo～ `citom ¯phüü 総括する．HM̀<Zo
LZWo～ ¯miksää ¯phüü 特別にする．RWoTHcLZo～
ˆshäntee ¯phüü寄付する．

KcHo `phee v. non-vol.
npf. pf. imp.

KcHo KcHo –
`phee `phee –

pres. fut. pt. imp.

[ KcHo KcHo KcHo KcHo ]

(硬い食べ物などが)噛み切れる，噛み砕ける． , !Zo
J o～ ´kyüpa `phee 腱が噛み切れる．0V̂ o<?Mo～
¯chukom `phee干しチーズが噛み切れる．Xo～ ¯sha
`phee肉が噛み切れる．ZdZo～ `söö `phee歯で噛み
切れる．ZDIoMo～ ¯tränma `phee豆が噛み砕ける．

KcLZo 1 `phee v. vol. hon.
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npf. pf. imp.

KcLZo KcLZo KcLZo
`phee `phee `phee

pres. fut. pt. imp.

[ KcLZo KcLZo KcLZo KcLZo ]

non-hon.　☞　T2Fdo 1 (p. 122)，Ud=o 1 (p. 314)，ZVcLo
(p. 349)

1．(～が) 来る． <?Yo+@=o～ ¯kukyan `phee 一人で
来る．<?YoOLo～ `kutsap `phee 代表が来る．9Ko<?dVo
Wo～ ¯takoo la `phee 見物に来る．LVoM o～ ¯lama

`phee 活仏が来る．HLbo;D`H o～ `utrii `phee 指導者
が来る．U=oL<\@Vo～ ´yangkyaa `phee 再び来る．
UVo～ ´yaa `phee ➀来る．➁お上がりください．
～MoG<o ¯pheema `thaa 来るや否や．<?YoM;?cIo～\<
¯ku-ki `phee `aa.「どうぞいらしてくださいね」～
X̀< `phee shii.「いらっしゃい！」～\< `phee `aa.
「いらっしゃいよ！」
2．(～に Wo ) 行く． <IZo<S`<ZoWo～ `nääsii la

`phee 聖地巡礼に行く．\Hd oT?MoWo～ ¯troncam la

`phee散歩に行く．\Hdo<Zc=oWo～ `trosan la `phee気
晴らしに行く．0>d<Zo<\@dHo～ `chookyöö `phee 長旅
に行く．L8 q<Zo2V`=oWo～ ´shuulin la `pheeピクニッ
クに行く．<S`<Zo<?dVo～ ´siikoo `phee 観光に行く．
<S`<Zo<?dVoWo～ ´siikoo la `phee観光する．見物に来
る．回診に来る．往診に来る．Wd<ZoWd<Zo～ ˆlooloo
`phee別々に行く．XVo,@<o～ `shaakyaa `phee真っ
直ぐに行く．真っ直ぐに来る．～Hdn `phee-to.「行き
ましょう」

KcLZo 2 `phee v. non-vol. hon.
npf. pf. imp.

KcLZo KcLZo –
`phee `phee –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

non-hon.　☞　ZVcLo (p. 349)
1．＜ Vnpf - VboKcLZoの形で＞だんだんと～になる．
だんだん～してくる． \HdoVbo～ ¯tro-ru `phee 楽しく
なっていく．U<oVbo～ ˆyaa-ru `phee だんだん良く
なる
2．(刑罰が)下る． L:To?Ho～ `kacää `phee処罰が

下る．
3．(手紙，知らせなどが)届く． L:ToÙ<o～ `kayii

`phee 手紙が届く．L:ToWIo～ ¯kalän `phee 返書
が届く．L:To<ZWo～ ¯kasää `phee 回答がある．
FVo～ ¯tar `phee 電報が来る．0><o%<Zo～ `chaataa

`phee 認可の決定書が来る．0>< o L& o～ ¯chaata

`phee 手の合図がある．0><oLD`Z o～ `chaarii `phee

手紙が来る．TOMoTHI`o～ ¯tshamtri `phee (高位の人
から)挨拶の伝言がある．
4．～される．(～を) 受ける． L:T o L;=dI o～
¯kapkyön `phee叱られる．L:ToM=<Zo～ `kangaa

`phee 依頼がある．L:ToTHI`o～ ¯kantri `phee ［稀］
質問を受ける．質問される．L:To～ ¯ka `phee命令
を受ける．命令が下りる．L:ToZVdLo～ `kalop `phee

助言がある．忠告がある．指示がある．\@Io<N=o～
¯cännan `phee寵愛されるようになる．0><oT@b<o～
`changcuu `phee折檻を受ける．
5．(神などが) 乗り移る． <?Yo<\@c o～ ¯kukye `phee 転
生する．?dZo<\@d=o～ `chöökyon `phee 護法神に神霊
が乗り移る．<HdIoTHIco～ ´tongtre `phee怨霊が乗り
移る．<IZo?b=o～ ¯nääcun `pheeネーチュン寺の護
法神が乗り移る．U=oZD`Ho～ ˆyangsii `phee 活仏が
現れる．UbWo9Zo～ ´yüüla `phee 産土神が乗り移る．
< (=oMo～ ¯sungma `phee 護法神が乗り移る．9Zo～
¯hla `phee 神が乗り移る．<?Yo% cIoWo9Zo～L<MHoJT`o<A=o
Wn ¯kutän la ¯hla `phee ˆtää-pää ˆkan la,「よりまし
に神が乗り移ってきているとき」
6．(年齢などが～に) なる． H2q= o Wd o6 ,< o >bV o～
´konglo ´trhukcoo `phee 六十才になる．HVo<A=o
～ ˆtharkan `phee体力の最も充実した年齢になる．
WZoI<oH2qoL>bVo～ ˆläänaa ´kupcoo `phee全部で九
十になる．
7．(きょうだい，親戚筋に Wo ) 当たる． <?YoM?cHoWo
～ `komcee la `phee きょうだいに当たる．RYIo<\@o
～ `pinkyaa `pheeきょうだいに当たる．RYIo<\@oWo～
`pinkyaa la `pheeきょうだいに当たる．
8．亡くなる． <?YoR`=oWo～ ¯ku ´shing la `phee (ラ
マなどが) 亡くなる．R`=oWo～ ´shing la `phee 亡く
なる．
9．即位する． ;D`oWo～ ¯trhi la `phee即位する．<d=o
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Mo;D`oWo～ ´khongma ¯trhi la `phee皇帝が即位する．
10．(日が)暮れる． ÀoMoWoWo～ ´nyima ´la la `phee
日が山の端に沈む．
11．(占いの結果が) 出る．(占いの卦に Wo ) 現れ
る． Gb<ZoL%<o～ `thutaa `phee 占いの卦が出る．
Gb<ZoHMo～ ¯thutam `phee 占いの卦が出る．0><o
Mdo～ ¯chaamo `phee 占いの卦が出る．<SIoV`Wo～
´sänrii `phee団子のくじ占いで当たりが出る．

Kd<o `phoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

Kd<o Kd<o –
`phoo `phoo –

pres. fut. pt. imp.

[ Kd<o Kd<o Kd<o – ]

1．(石や弾が) 当たる．(～が) 命中する．(毒に) 中
る．(～に Wo )当たる． 6 q<oMHTo～ ´thungta `phoo
毒矢に当たる．6 q<o～ ˆthuu `phoo 毒に中る．6 q<o
wV=Zo～ ˆthuklan `phoo毒ガスに中る．MHTo～ ´da

`phoo 矢に当たる．矢が当たる．M6 q= o～ ´dung

`phoo 槍が当たる．MHcTb o～ ´diu `phoo 弾丸が当
たる．MHcWo?<o～ ˆdeecaa `phoo 流れ弾が当たる．
& d o～ ´to `phoo 石が当たる．9M`= oMHTo～ ´dingta

`phoo ➀ぱちんこが当たる．➁あてこすられる．
<IHoWo～ `nää la `phoo急所に当たる．
2．(病気に) かかる．(発作が) 起こる．負傷する．
2F`L o～ ˆtrhip `phoo 脳卒中になる．?M o =I o～
¯chamngän `phoo 悪性の風邪にかかる．?MoJo～
¯champa `phoo 風邪をひく．IoOo～ ´natsa `phoo

病気にかかる．IHoUMZo～ ˆnääyam `phoo 伝染病
にかかる．M̀o2F`Lo～ ˆmitrip `phoo 人込みの中で圧
迫感を感ずるなどして気分が悪くなる．[Zo<\@dIo～
¯määkyön `phoo 負傷する．LNV<o2F`Lo～ `tsoktrip

`phoo 不潔にしていたために障害が出る．<STo～
´sa `phoo中風になる．
3．(～を) 受ける．(～) される． ,@< o <FM o～
´kyaktam `phoo皮肉られる．皮肉が伝わる．?HoJo
～ ¯chääpa `phoo罰せられる．AcZo.W=o～ ˆnyeetun

`phoo 体罰を与えられる．AcZoJo～ ´nyeepa `phoo

罰が与えられる．<FdVoLX̀<o～ `torshii `phoo 破壊
される．%<Zo～ `taa `phoo 印が付けられる．MGbo

～ ¯thu `phoo まじないがかかる．まじないをかけ
られる．HI<o.W=o～ ˆtrhaktun `phoo 殴打を受ける．
<NoZbIo～ ¯napsüü `phoo鼻っ柱を挫かれる．挫折す
る．思い知らされる．M̀o;o～ ´mika `phoo 噂が立
つ．ZcMZoWo～ `sem la `phoo心に傷が付く．痛いと
ころを突かれる．
4．(日が) 当たる．(雨などに) 降られる．(風に) 吹
かれる． ?V oJ o～ ¯chaapa `phoo 雨に濡れる．
?Vo9Z<Zo～ `charlaa `phoo 風雨に遭う．À oScVo～
´nyisee `phoo日光が当たる．MH=Zo～ ˆdan `phoo

光が当たる．
5．食中りする． SoAcZo～ ˆsanyee `phoo 食中りす
る．SZo2F`Lo～ ˆsäätrip `phoo 食中りする．SZo6q<o
～ ˆsäätuu `phoo食中りになる．
6．～の羽目になる．ひどい目に遭う．(～が) ふり
かかる． !=d=o～ ´kyhon `phoo損害を蒙る．9Kd<ZoX̀o
～ ¯tooshi `phoo 餓死する．I<oAcZo～ ˆnangnyee

`phoo 罪を着せられる．<IdH o<\@dI o～ ¯nöökyön

`phoo害が及ぶ．<No,!<o～ `nakyuu `phoo手痛い打
撃を受ける．1>ZoAcZo～ ˆchäänyee `phoo 過去の過
ちの報いがふりかかる．Mo<UVo～ ´mayaa `phoo継
母がやってくる．UoWo～ ´yala `phoo 濡れ衣を着せ
られる．ZHo<\@dIo～ ¯sääkyön `phoo 霜害が起こる．
ZcVo<\@dIo～ ¯serkyön `phoo雹害が起こる．
7．(～を) 思い付く．(～だと) 思う． <I<oZcMZo～
`naksem `phoo 意地の悪いことを思い付く．L'Lo
ZcMZo～ `napsem `phoo意地悪されたと思う．貪欲
な気持ちが起こる．

Kd=o `phon v. non-vol.
npf. pf. imp.

Kd=o Kd=Zo –
`phon `phon –

pres. fut. pt. imp.

[ Kd=o Kd=o Kd=Zo – ]

没落する．落ちぶれる． ,@Wo;Lo～ ˆkyääkap `phon
国家が衰退する．M̀oO=o～ ´mitsan `phon 家が没落
する．OV=oJo～ ¯tshongpa `phon商人が没落する．

Kd=Zo ☞　Kd=o (p. 236)

KdHo `phöö v. non-vol.
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npf. pf. imp.

KdHo KdHo –
`phöö `phöö –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

＜ Vnpf + KdH o の形で＞ 敢えて～できる． T2Fd o
～ ´dro `phöö 敢えて行くことができる．9Ko～ ¯ta

`phöö敢えて見ることができる．1>cHo～ ´che `phöö

敢えてすることができる．

KdLo ☞　RLZo (p. 227)

0>Vo ☞　T0>Vo 1 (p. 241)，T0>Vo 2 (p. 241)

0>`o ¯chi v. non-vol.
npf. pf. imp.

0>`o 0>`Zo –
¯chi `chii –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が) 遅い，遅くなる． TOMZ o 8 q o 0>`Z o HI<Z o
¯tshamshu `chii ˆtrhaa挨拶が遅きに失する．

0>`Ho ☞　T0>`Ho 1 (p. 242)，T0>`Ho 2 (p. 242)

0>`Io ☞　T2Fdo 1 (p. 122)，T2Fdo 2 (p. 122)

0>`Zo 1 `chii v. vol.
npf. pf. imp.

0>`Zo 0>`Zo 0>`Zo
`chii `chii `chii

pres. fut. pt. imp.

[ T1>`Ho H1>`o 0>`Zo 0>`Zo ]

(～を～で <̀Z o ) 拭く，拭き取る．(錆などを) 取
る． H:V oUdW o～ ¯kayöö `chii 茶碗を拭く．;Do
XcWo～ ¯trhashee `chii 窓ガラスを拭く．OWWoI<o～
`ngüünaa `chii 汗を拭く．GWoLo～ ¯thala `chii ほ
こりを拭く．HIc<oJo～ ´trhakpa `chii 垢を拭く．汚
れを拭く．<Hd= o～ ´ton `chii 顔を拭く．<No%Z<o～
`naptuu `chii 鼻をかむ．0>`ZoVZo<̀Zo～ `chiirää ki

`chii 雑巾で拭く．M̀<o?bo～ ¯mikcu `chii 涙を拭く．
LNTo～ ¯tsa `chii錆を取る．W<oJo～ ´lakpa `chii手
を拭く．自分の罪を人になすりつける．\o>dVo<̀Zo～
¯acoo ki `chiiタオルで拭く．

0>`Zo 2 ☞　 0>`o (p. 237)

0>co 1 ¯che v. vol.
npf. pf. imp.

0>co 0>co 0>co
¯che ¯che ¯che

pres. fut. pt. imp.

[ T1>cHo H1>co 0>co 0>cZo ]

1．(～を) 開ける，開く．(ボタンなどを) 外す．
;o<>dHo～ `khapcöö ¯che 蓋を開ける．T;?<Zo<AMo
～ ¯kyhaakam ¯che 冷蔵庫を開ける．T2Fd o WM o～
´drolam ¯che 封鎖していた道路を再開する．,@Wo
<Ad o～ ´kyääko ¯che 正門を開く．ズボンの前のジッ
パーが開く．<Ad o～ ´ko ¯che 戸を開ける．<FcVo<Ad o～
¯terko ¯che 埋蔵秘宝を発掘する｛“埋蔵秘宝へと至
る扉を開ける” の意｝．G`MoLbo～ ¯thimpu ¯che 栓を
開ける．M̀<o～ `mii ¯che白内障の手術をする．目を
開く．9q<o9Cd<o～ `shuucoo ¯che引き出しを開ける．
XcWoUdWo～ ¯sheeyöö ¯cheカーテンを開ける．
2．＜;o0>co の形で＞ (～の蓋を)開ける．開封する．
:do<AMo;o～ ¯kokam ¯kha ¯che 革製の箱の蓋を開け
る．<?d<Zo;o～ `koo ¯kha ¯che 封筒を開ける．;o～
¯kha ¯che ➀蓋を開ける．➁ (封筒などの)封を開け
る．➂ (テレビやラジオなどを) つける．➃隙間を
作る．H=bWo<AMo;o～ ¯ngüükam ¯kha ¯che金庫を開
ける．9C<Zo1F`Io;o～ ¯caktrin ¯kha ¯che 缶詰めを開
ける．Ù<o<?d<Zo;o～ ˆyiikoo ¯kha ¯che 封筒の封を
開く．
3．(～を) 分ける．区別する． H:VoI<o～ `kaanaa

¯che 白黒をはっきりさせる．LHcIoQWIo～ ´tintsün

¯che 真実のことと偽りのことを分ける．H1>c oLo～
¯yää ¯che区別する．<8 q=o<AcVo～ ´shungkee ¯che公
私を分ける．
4．(～を) 取り除く． H|=ZoZ̀=Zo～ ˆthangsin ¯che

沈殿物を取り除く．

0>co 2 ¯che v. non-vol.
npf. pf. imp.

0>co 0>co –
¯che ¯che –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]
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1．(～が) 開く．(花が) 咲く． G`Tbo～ ¯thiu ¯che つ
ぼみが開く．LRHo;o～ ´shääka ¯che (花が)咲く．
2．(～が)分かれる． H|=Zo<F`<Zo～ ˆthangnyii ¯che

上澄みと沈殿物に分かれる．
3．(食欲が) 出る． H=o<o～ ´thangka ¯che 食欲が
出る．

0>co 3 ☞　H1>co 1 (p. 256)

0>cZo ☞　 0>co 1 (p. 237)，H1>co 1 (p. 256)

0>d<Zo `choo v. vol.
npf. pf. imp.

0>d<Zo 0>d<Zo 0>d<Zo
`choo `choo `choo

pres. fut. pt. imp.

[ 0>d<Zo 0>d<Zo 0>d<Zo – ]

(～の W o ) 肩を持つ，味方になる． 2Fd<Z o JdV o
～ ´trhokoo `choo 友人の肩を持つ．LHcI oJV o～
´tenpaa `choo真理の側に立つ．LdHoJVo～ ´phöpaa

`chooチベット人の肩を持つ．

0>dVo ☞　T0>Vo 1 (p. 241)

KDHo ☞　TKDHo (p. 242)

KDWo ¯trhää v. vol.
npf. pf. imp.

KDWo, TKDWo KDWo KDWo
¯trhää ¯trhää ¯trhää

pres. fut. pt. imp.

[ KDWo KDWo KDWo KDdWo ]

1．(～を) 離す，別々にする． ;o～ ¯kha ¯trhää

別れる．分ける．離れる．別れさせる．<Qo:oZ̀ o～
´paka-si ¯trhää一ダース入りの箱をばらす．LR`o2V`=o
so2V`=o～ ˆshilin `ngalin ¯trhääばらばらの固まりに
する．UoWcoMoWco～ ´yale ´male ¯trhää 上下を別々に
する．UZo9ZcoMZo9Zco～ ´yääle ´määle ¯trhää上下離れ
離れにする．
2．(～を) 引き離す，引き裂く，分かれさせる． Ko
Lb o～ ¯phapu ¯trhää 父と子を引き離す．TLDcW oL o
～ ´drewa ¯trhää 関係を引き裂く．LSToO=o;o～
´satsan ¯kha ¯trhää夫婦を別れさせる．
3．(～を) 切り離す，切り分ける． Mbo;o～ ´muka

¯trhää 衣服のへりを切り離す．LR` o2V`= o～ ˆshilin

¯trhää 一頭を四分の一に切り分ける｛屠殺した動物
について｝．
4．(～を) 解く． ?o;o～ ¯chaka ¯trhää 裾の縫い目
を解く．L<o?o～ ´papca ¯trhää束を解く．OUMo< (LZo
～ `tshemsuu ¯trhää継ぎ目を解く．
5．(～を) はがす． <\@d o<k@Vo～ ¯kyopcaa ¯trhää 糊付
けをはがす．Xd<oLbo～ ¯shuku ¯trhää紙をはがす．
6．(～を) 外す． 9ZZoW<o～ `hlulaa ¯trhää 部品を
外す．

KD`Zo ☞　TKD`o (p. 242)

KDd<Zo ☞　TKDd<o (p. 243)

KDdWo ☞　KDWo (p. 238)

TK=o ☞　TKcIo (p. 240)

TK=Zo ☞　TKcIo (p. 240)

TKMo `pham v. non-vol.
npf. pf. imp.

TKMo KMo –
`pham `pham –

pres. fut. pt. imp.

[ TKMo TKMo KMo – ]

1．負ける．(戦いに)負ける．(武術で) 負ける．(商
売で) 損をする． MGVoGb<o～ `thartuu `pham 最
終的に負ける．TGLo@bZo～ `thapcüü `pham 戦略
で負ける．TGLo)Wo～ ¯thaptsää `pham 武術で負
ける．HM<o～ `maa `pham 戦に負ける．)VHoJo～
¯tsöpa `pham 論争に負ける．OV=o～ ¯tshon `pham

商売に負ける．商売で損をする．9ZoHM<o～ `hlamaa
`pham神々の軍勢が負ける．～WZoZVoJdo `pham ˆlää
¯hlapoすぐ負ける．
2．落胆する．がっかりする．落ち込む． LVd o～ ¯lo

`pham 落胆する．がっかりする．残念がる．ÙHo
～ ˆyii `pham がっかりする．落胆する．残念がる．
ZcMZo～ `sem `pham落胆する．がっかりする．

TKVo ¯phar v. non-vol.
npf. pf. imp.

TKVo TKVo –
¯phar, ¯phaa ¯phar, ¯phaa –
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pres. fut. pt. imp.

[ TKVo TKVo TKVo – ]

1．(金額が) 上がる． <\@cHo:o～ ¯kyeka ¯phar 利子
が上がる．;DWo～ ¯trhää ¯phar 税額が上がる．;DdMo
G=o～ ¯trhomtan ¯phar市価が上がる．<d=o～ ´khon
¯phar 値段が上がる．2VoKd<Zo～ `lapoo ¯phar 給料
が上がる．LHTo2Vo～ ´taala ¯phar 運賃が上がる．
<IZo2Vo～ ¯nääla ¯phar宿泊費が上がる．<IZoG=o～
`näätan ¯phar物価が上がる．TPTo～ ´dza ¯phar為
替相場が上がる．Sd<oV̀Io～ ´sokrin ¯phar 商品の代
金が上がる．
2．(程度が) 上がる．(地位，水準が) 上がる． <d o
<IZ o～ ˆkhonää ¯phar 地位が上がる．<d o Z o～
´khosa ¯phar地位が上がる．<FIo2F<Zo～ `nyäntraa

¯phar 名声が上がる．7 qZo9q<Zo～ ˆnüüshuu ¯phar

能力が上がる．<IZoOHo～ `näätsää ¯phar学力の水
準が上がる．HM<o9q<Zo～ `makshuu ¯phar 武力が
向上する．OHo～ `tshää ¯phar基準が上がる．TPTIo
2.o～ ´dzintra ¯phar進級する．WZo9q<Zo～ ˆlääshuu
¯phar 仕事の効率が上がる．WdoV`Mo～ ˆlorim ¯phar

学年が上がる．\=o2F=Zo～ `angtran ¯phar 順位が
上がる．
3．(～が) 増加する，増す． 2F=Z o TLdV o ～
´trhangpoo ¯phar 定数が増える．2F=Z o OH o～
ˆtrhangtsää ¯phar 定数が増える．GcM o 6 qH o ～
`themtüü ¯phar戸数が増える．GdIoOHo～ `thöntsää
¯phar 生産高が伸びる．GdIo*Zo～ `thöntsää ¯phar

生産物が増える．9MLoWd<o～ ˆdaploo ¯phar倍に増え
る．M̀o2F=Zo～ ˆmitran ¯phar 人口が増加する．)TZo
2F=Zo～ `tsiitran ¯phar 数が余る．WZo:o～ ´lääka

¯phar仕事が増える．<ZbMo9MLo～ `sumtap ¯phar三
倍に増える．
4．(熱が) 出る，上がる．(症状が) ひどくなる．(痛
みが)強まる． <?YoOHo～ `kutsää ¯phar熱が上がる．
;D<ow]=o～ ¯trhaklun ¯phar凝りと痛みがひどくなる．
高血圧症がひどくなる．M;D`ZoOHo～ `trhiitsää ¯phar
胆嚢炎による熱が出る．<AIo;o～ ¯nyänka ¯phar

炎症がひどくなる．<AIoOHo～ `nyäntsää ¯phar炎
症で熱が出る．OoLo～ ¯tshawa ¯phar 熱が上がる．
Sb<o～ ˆsuu ¯phar 刺すような痛みが強まる．Sb<o
<ScVo～ ´suksee ¯phar刺すような痛みが強まる．

5．(心臓が) どきどきする．動悸がする．脈打つ．
(～が) ひくひくする． <F`=o;o～ ¯nyingka ¯phar 動
悸がする．<F`=o～ ¯nying ¯phar 動悸がする．<F`=o)o
～ ¯nyingtsa ¯phar 心臓がどきどきする．TKVo) o
～ ¯phartsa ¯phar脈拍数が多くなる．LVo)o～ ¯latsa

¯phar脈拍が高まる．)o～ ¯tsa ¯phar脈拍が上がる．
脈を打つ．MOV<o<=o～ ¯tshookan ¯phar (新生児の)
頭頂部がひくひくする．ZDd<ow]=o～ ¯soolun ¯pharヒ
ステリーが起こる．\Mo)o～ ¯amtsa ¯phar耳の血管
がひくひくする．
6．(～が) 強まる，強くなる．(気持ちが) 強まる，
高まる． TGcIo9q<Zo～ `thenshuu ¯phar 引っ張る
力が強まる．HL=oOHo～ `ongtsää ¯phar 権限が強
くなる．H1>`=Zo～ `ying ¯phar (～に Wo ) 夢中にな
る，虜になる．おしゃれに夢中になる．ZcMZo9q<Zo
～ `semshuu ¯phar意欲が高まる．

TK`<Zo `phii v. vol.
npf. pf. imp.

TK̀<Zo TK̀<Zo TK̀<Zo
`phii `phii `phii

pres. fut. pt. imp.

[ TL̀<Zo HLb<o Kb<o Kb<o ]

(～を)突く． <IHo～ `nää `phii急所を突く．

TK`Vo ☞　TKbVo 1 (p. 240)

TKb=o 1 `phun v. non-vol.
npf. pf. imp.

TKb=o Kb=o –
`phun `phun –

pres. fut. pt. imp.

[ TKb=o TKb=o Kb=o – ]

(～が) 没落する，衰える． M̀oO=o～ ´mitsan `phun

家が没落する．Wb=oJo～ ´lungpa `phun国が衰える．

TKb=o 2 `phun v. non-vol.
npf. pf. imp.

TKb=o Kb=o –
`phun `phun –

pres. fut. pt. imp.

[ TKb=o TKb=o Kb=o – ]

1．(～が)山積みになる． & do～ ´to `phun 石が山積
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みになる．WbHo～ ˆlüü `phun 肥料が山積みになる．
Zo～ ¯sa `phun土が山積みになる．
2．(～が) たまる． <?Ho?o～ ¯käca `phun 話がたま
る．T;D=oT< ( o～ ¯trhantru `phun 洗濯物がたまる．
<Ho<F`<Zo～ ˆkhäänyii `phun ごみがたまる．WZo:o
～ ´lääka `phun仕事がたまる．

TKbVo 1 * ¯phir v. vol.
npf. pf. imp.

TKbVo TKbVo TKbVo
TK̀Vo TK̀Vo TK̀Vo
¯phir ¯phir ¯phir

pres. fut. pt. imp.

[ TKbVo TKbVo TKbVo – ]

1．(～が) 飛ぶ，飛びはねる． ;b o1<̂ o～ `khuyuu

¯phirかっこうが飛ぶ．< (=o<(=o～ ¯trüntrün ¯phir鶴
が飛ぶ．==oJo～ ´angpa ¯phir野鴨が飛ぶ．6 q<o<kH=o
～ ´thukpan ¯phir蚊が飛ぶ．THLo?<Zo～ ˆdapcaa

¯phir 鳥が飛ぶ．<IMo2) o～ ¯namtru ¯phir 飛行機
が飛ぶ．1>oTK̀Vo～ ´chapii ¯phir 凧が飛ぶ．1>`Tb o～
´chiu ¯phir 小鳥が飛ぶ．TLboLVoMoMoE`o～ ´bu ¯lama

´mani ¯phirとんぼが飛ぶ．
2．(空を Wo ) 飛ぶ． <IMoWo～ ¯nam la ¯phir 空を
飛ぶ．LVo<N=oWo～ ´phaanan la ¯phir空を飛ぶ．

TKbVo 2 ¯phur v. vol.
npf. pf. imp.

TKbVo KbVo KbVo
¯phur ¯phur ¯phur

pres. fut. pt. imp.

[ TKbVo TKbVo KbVo KbVo ]

(～を) 揉む，揉み合わせる，こすり合わせる，こす
る，さする． :do9O<Zo～ `kopaa ¯phur革を揉む．2F`o
M<do～ ´trhinko ¯phur刀の柄をさする．刀の柄に幾
度も手をかける｛切りかかろうとして｝．M̀<o～ `mii

¯phur 目をこする．Tdo& d<o～ ˆotoo ¯phur 乳を揉む．
W<oJo～ ´lakpa ¯phur手を揉み合わせる．Wb<o9O<Zo
～ ˆlukpaa ¯phur 羊の皮を揉む．羊の皮をこすり
合わせる．Z<oV`o～ ¯saari ¯phur こびりついて堅く
なった垢をこする．< (Zo～ `trun ¯phur 未成熟な麦
の穂を焼いて揉む．\d<oMo～ ¯ooma ¯phur顎をこす
る｛ざまあ見ろという気持ちを表す｝．

TKcIo ¯phen, `phan v. vol.
npf. pf. imp.

TKcIo, TK=o TKcIo, TK=Zo TKcIo, TK=Zo
¯phen , `phan ¯phen , `phan ¯phen , `phan

pres. fut. pt. imp.

[ TKcIo TK=o TK=Zo TKd=Zo ]

1．(～を)放つ，投げる．(矢を) 射る． MHTo～ ´da

¯phen矢を射る．
2．(票を)投ずる． THcMoXd<o～ ˆdamshoo ¯phen投
票する．

TKcVo ¯pher, ¯phee v. non-vol.
npf. pf. imp.

TKcVo TKcVo –
¯pher, ¯phee ¯pher, ¯phee –

pres. fut. pt. imp.

[ TKcVo TKcVo TKcVo – ]

(～が) できる，可能になる．使える． \@dH o<Ad o～
¯cööko ¯pher用途がある．Vo\H<Zo～ ˆraptraa ¯phee
証明される．Vo\HdHo～ ˆraptröö ¯phee証明される．

TKcWo ¯phee v. non-vol.
npf. pf. imp.

TKcWo TKcWo –
¯phee ¯phee –

pres. fut. pt. imp.

[ TKcWo TKcWo TKcWo – ]

1．(～が) 増える，増大する，増殖する． , ! o IdV o
～ ´kyunoo ¯phee 財産が増える．, !HoJo～ ´kyupa

¯phee子孫が増える．GdIo<\@cHo～ `thönkyee ¯phee生
産高が増える．生産が増える．GdIoTLLo～ `thönpap
¯phee 収量が増える．9MLo～ ˆdap ¯phee 倍に増え
る．IHoTLbo～ ´nänpu ¯phee細菌が増殖する．H/>`Ho
HIdHo～ `ciitröö ¯phee春の暖かさが増す．0<̂ZoSd<o～
`chuksoo ¯phee家畜が増える．M̀oTLdVo～ ´minpoo

¯phee人口が増える．
2．(～が)向上する，発展する，盛んになる，繁栄す
る． <\@c o<KdLZo～ `kyetop ¯phee 活力が盛んになる．
, !Ho)o～ ´kyutsa ¯phee子孫が繁栄する．7 qZo<KdLZo～
ˆnüütop ¯phee 能力が向上する．IdVoZD`Ho～ ˆnorsii

¯phee財政が向上する．HJWoT1>dVo～ ¯päncoo ¯phee
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経済が発展する．W<o)Wo～ ´laktsää ¯phee 技術が
向上する．W<oXcZo～ ˆlakshen ¯phee 技術が向上
する．WbZo<KdLZo～ ˆlüütop ¯phee 体力が向上する．
XcZoV`<o～ `shiirii ¯phee文化が発展する．ZoL>bHo～
`sapcüü ¯phee地力が向上する．
3．(温度が)上がる． HIdHoOHo～ ˆtrhöötsää ¯phee温
度が上がる．
4．(期間が)長くなる． <IZoOHo～ `näätsää ¯phee

存続期間が長くなる．

TKdo ¯pho, `phöö v. non-vol.
npf. pf. imp.

TKdo, TKdZo TKdZo –
¯pho, `phöö `phöö –

pres. fut. pt. imp.

[ TKdo TKdo TKdZo – ]

1．(～が) 変わる，移る．配置替えになる．転任す
る． <do<IZo～ ˆkhonää ¯pho 地位が変わる．<doZo
～ ´khosa ¯pho (職場で) 配置替えになる．<IZo～
`nää ¯pho地位が変わる．\@`oTHdMZo～ `cintom ¯pho

団体の長が転任する．TPTIo2.o～ ´dzintra ¯phoクラ
スが変わる．進級する．WZo:o～ ´lääka ¯pho 仕事
が変わる．WZoT<Io～ ´länkän ¯pho任務が変わる．
Zo<IZo～ `sanää ¯pho居住地が変わる．
2．(魂が)抜ける．転生する． <\@coLo～ ¯kyewa ¯pho

転生する．'MoXcZo～ `namshee ¯pho 魂が抜ける．
OUo～ ¯tshe ¯pho死ぬ．

TKd=Zo ☞　TKcIo (p. 240)

TKdZo ☞　TKdo (p. 241)

T0><o `chaa v. vol.
npf. pf. imp.

T0><o T0><Zo T0><Zo
`chaa `chaa `chaa

pres. fut. pt. imp.

[ T0><o T0><o T0><Zo T0>d<Zo ]

(～を) 掃く，掃き寄せる．(ほうきで <̀Zo / ø ) 掃
く．掃除する． <?YHoVd o～ ¯küüro `chaa 糸屑を掃
く．<=Z o～ ˆkhan `chaa 雪を掃く．<H o<F`<Z o～
ˆkhäänyii `chaa ごみを掃く．% o<Q=Zo～ `tääpan

`chaa馬糞を掃き寄せる．GLoM̀<o～ `thapmii `chaa

かまどの上の穴を掃除する．GWoLo～ ¯thala `chaa

ほこりを掃く．6 qoVWo～ ´thurää `chaaすすを掃く．
0><ZoMo～ ¯chaama `chaa ほうきで掃く．0><ZoMZo
～ `chaamää `chaa ほうきで掃く．Wb<oVo～ ´lukra

`chaa羊の囲いを掃除する．X̀=oRd<Zo～ `shingshoo

`chaa鉋屑を掃く．

T0><Zo ☞　T0><o (p. 241)

T0>Vo 1 ¯chaa, ¯char v. vol.
npf. pf. imp.

T0>Vo 0>Vo 0>dVo, 0>Vo
¯chaa, ¯char ¯chaa, ¯char ¯choo, ¯chaa,

¯char
pres. fut. pt. imp.

[ T0>Vo T0>Vo 0>Vo 0>dVo ]

1．(～を) 掲げる．(空に Wo ) 掲げる．(～を) かざ
す，振りかざす．(手を) 挙げる． %o9C<o～ `tääcaa

¯chaa鞭を振りかざす．9K<oJo～ ¯takpa ¯char刀を振
りかざす．<Ko2F`o～ ¯tatri ¯char斧をかざす．HVo?o～
´tharca ¯chaa旗を掲げる．<IMoWo～ ¯nam la ¯chaa

空に掲げる．KbLo～ `phuu ¯char楯を掲げる．LoHIo
～ ´phatän ¯chaa 飾り横断幕を掲げる．MOVIo?o～
¯tshönca ¯chaa武器を振りかざす．VWo2F`o～ ´räätri

¯chaa 長剣を振りかざす．W<oJo～ ´lakpa ¯char 手
を挙げる．
2．(穀物を) 風選する． 2Fd o<F`<Zo～ ˆtrhonyii ¯char

小麦のくずを風に飛ばす．Kb<oMo～ ¯phungma ¯char
外皮を風選する．T1 (o～ ´dru ¯chaa麦を風選する．

T0>Vo 2 ¯chaa, ¯char v. non-vol.
npf. pf. imp.

T0>Vo 0>Vo –
¯chaa, ¯char ¯chaa, ¯char –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(恥を) かく，さらす． N d oWdo～ ¯ngolo ¯chaa 恥をか
く．恥をさらす．面子がつぶれる．

T0>`=Zo `chin v. non-vol.
npf. pf. imp.

T0>`=Zo T0>`=Zo –
`chin `chin –
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pres. fut. pt. imp.

[ T0>`=Zo T0>`=Zo T0>`=Zo – ]

(糸などが)絡み合う，もつれて絡み合う． <\Ho～ ¯tra

`chin 髪の毛が絡み合う．0>`=oJo～ ¯chingpa `chin

フェルトが絡み合う．LWo～ ´phää `chin 羊毛が絡
み合う．Z̀oXIo～ ¯sishän `chin絹糸が絡み合う．

T0>`Ho 1 * `chip, `chii v. non-vol.
npf. pf. imp.

T0>`Ho 0>`Ho –
`chip, `chii `chip, `chii –

pres. fut. pt. imp.

[ T0>`Ho T0>`Ho 0>`Ho – ]

ただれる．擦れる．こすれる． +WLo～ `kup `chipお
尻がただれる．M@`=oJo～ ´jingpa `chip うなじが擦
れる．M̀<o～ `mii `chip 目が見えなくなる｛雪や煙
のせいなどで｝．LwVoXo～ ¯läsha `chip股が擦れる．

T0>`Ho 2 `chii v. non-vol.
npf. pf. imp.

T0>`Ho 0>`Ho –
`chii `chii –

pres. fut. pt. imp.

[ T0>`Ho T0>`Ho 0>`Ho – ]

(～が) 足りる，やっと間に合う．暮らせる． 9Kd o
<dZo～ `toköö `chii 衣食がやっと間に合う．9Kd o)o～
¯totsa `chii生活を何とか維持する．

T0<̂o `chuu, `chuk v. non-vol.
npf. pf. imp.

T0<̂o T0<̂Zo –
T?b<o T?b<Zo –
`chuu, `chuk `chuu, `chuk –

pres. fut. pt. imp.

[ T0<̂o T0<̂o T0<̂Zo – ]

(～を) 間違える，誤る．(～に) 失敗する． <?Ho?o～
¯käca `chuu話し方を間違える．@bZo～ ˆchüü `chuu
対策を誤る．1>oLo～ ´chawa `chuu仕事を誤る．1>cHo
<K=Zo～ ˆchetan `chuuやり方を間違える．LV=oHdVo～
¯langtoo `chuk是非の選択を誤る．WZo:o～ ´lääka

`chuu仕事で間違いを犯す．仕事に失敗する．LZMo
LVdo～ ¯samlo `chuu考え方を誤る．

T0<̂Zo ☞　T0<̂o (p. 242)

T0V̂o ¯chur v. non-vol.
npf. pf. imp.

T0V̂o T0V̂o –
¯chur ¯chur –

pres. fut. pt. imp.

[ T0V̂o T0V̂o T0V̂o – ]

1．(煙などが)立ち上る．(蒸気などが) 上がる．(波
などが) 逆巻く． GWow]=o～ ¯thäälun ¯chur 砂ぼこ
りが舞上がる．6 q oLo～ ´thoo ¯chur 煙が立ち上る．
\H`IoJoWd=oWd=o～ ¯trinpa ˆlon–lon ¯chur 雲がもくも
くわき上がる．(owVLZo～ ˆparap ¯chur波が逆巻く．
波がもり上がる．wV=ZoJo～ ¯langpa ¯chur蒸気が上
がる．W=oWd=o～ ´langlon ¯chur もくもくとわき上
がる｛雲などについて｝．
2．(～の雰囲気で) 一杯になる． \Hd o AMZ o～
`tronyam ¯chur楽しげな様子で一杯になる．

T0>d<Zo ☞　T0><o (p. 241)

TKDHo `trhää v. non-vol.
npf. pf. imp.

TKDHo KDHo –
`trhää `trhää –

pres. fut. pt. imp.

[ TKDHo TKDHo KDHo – ]

1．(人に) 出会う．(～が) 面会する． 2Fd<Zo=Io～
´trhoongän `trhää 悪い仲間に出会う．2Fd<ZoJd o～
´trhoko `trhää 友達に出会う．2Fd<ZoMdo～ ´trhoomo

`trhää女友達に出会う．KoLbo～ ¯phapu `trhää父と
子が面会する．MoLbo～ ´mapu `trhää 母と息子が会
う．X̀o;oWoMdVo～ ¯shika ¯hlamoo `trhää死ぬ間際に
出会う．
2．(災難，危機などの憂き目に) 遭う． H:To=Wo～
¯kangaä `trhää苦労の憂き目に遭う．ひどい目に逢
う．苦労する．H:ToGbLo～ `katup `trhää 苦しい目
に遭う．H:To<MY<o～ `katuu `trhää 苦労の憂き目に
遭う．+@cIo=Io～ ¯kyenngän `trhää災難に遭う．ZDd<o
AcIo～ ¯soonyen `trhää生命の危機に遭う．

TKDWo ☞　KDWo (p. 238)

TKD`o ¯trhi, `trhii v. vol.

K



T0 (Wo 243 TKDdHo

npf. pf. imp.

TKD`o KD`Zo KD`Zo
¯trhi, `trhii `trhii `trhii

pres. fut. pt. imp.

[ TLD`Ho HLD`o KD`Zo KD`Zo ]

(～を)減らす． ;boLo～ ¯khoo ¯trhi 汁を減らす．?bo
～ ¯chu ¯trhi 水を減らす．TLDZo～ ˆdrää ¯trhi 米を
減らす．TdoMo～ ´oma ¯trhiミルクを減らす．

T0 (Wo ¯trhüü v. non-vol.
npf. pf. imp.

T0 (Wo T0 (Wo –
¯trhüü ¯trhüü –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

誘惑される．幻覚が起きる．(熱に <̀Zo ) うなされ
る． <?Ho?o～ ¯käca ¯trhüüうわごとを言う｛熱など
のために｝．M̀<o～ `mii ¯trhüü幻覚が起きる．OoLZo
～ `tshawää ¯trhüü熱にうなされる．ZcMZo～ `sem

¯trhüü誘惑される．

TKDdo ¯trho v. non-vol.
npf. pf. imp.

TKDdo TKDdZo –
¯trho `trhöö –

pres. fut. pt. imp.

[ TKDdo TKDdo TKDdZo – ]

(光が)差す．(光を)放つ，発する． TdHo<Kd=o～ ´ööton
¯trho 太陽のように明るい光が差す．TdH o<N= o～
´öönan ¯trho 光明が差す．TdH o～ ˆöö ¯trho 光が
差す．TdHoScVo～ ´öösee ¯trho光線が差す．<ZcVoTdHo
～ `ser’öö ¯trho金色の光を放つ．

TKDd<o `phoo v. vol.
npf. pf. imp.

TKDd<o KDd<Zo KDd<Zo
`phoo `phoo `phoo

pres. fut. pt. imp.

[ TKDd<o TKDd<o KDd<Zo KDd<Zo ]

(～を) 奪う． ;oHL=o～ ¯khawan `phoo 家財一切
合切を奪う．;oW<o～ `khalaa `phoo 食物を奪う．
<d oMOVIo～ ´khotsön `phoo 武器を奪う．, ! oIdV o～

´kyunoo `phoo 財産を奪う．H=bWo～ ¯ngüü `phoo

お金を奪う．>oW<o～ `calaa `phoo 品物を奪う．
GdLoG=o～ ¯thoptan `phoo権利を奪う．LH<oHL=o～
´taawan `phoo 所有権を奪う．HL=o～ ¯on `phoo

権力を奪う．M̀T`oH<ToVd<Zo～ ´mii ˆkaroo `phoo人
の恋人を奪う．ZcMZo～ `sem `phoo 心を奪う．ZD`Ho
HL=o～ ¯siwan `phoo政権を奪う．

TKDdHo `trhöö v. non-vol.
npf. pf. imp.

TKDdHo TKDdHo –
`trhöö `trhöö –

pres. fut. pt. imp.

[ TKDdHo TKDdHo TKDdHo – ]

1．(手紙，通知などが)届く，届けられる． <?WoLo～
¯kala `trhöö分け前が届けられる．<?YVoMo～ ¯kurma

`trhöö託送品が届く．<\@`IoJo～ ¯kinpa `trhöö弁償の
金品が届く．;oWIo～ ¯khalän `trhöö伝言が相手に
届く．FVoWIo～ ¯tarlän `trhöö (相手に)電報の返事
が届く．L&o;?Lo～ ˆtakyap `trhöö通知が行き渡る．
L&oGdo～ ´tato `trhöö (相手に) 通知が届く．Ùo<co～
´yiki `trhöö手紙が届く．W<o%<Zo～ ˆlaktaa `trhöö
土産物が届く．WIo～ ´län `trhöö 返答が届く．伝
言が届く．仕返しができる．<Z=oÙ<o～ `sangyii

`trhöö密書が届けられる．密書が伝わる．<ZWoL&o
～ ¯sääta `trhöö通知が届く．
2．(言葉，合図などが) 通じる，伝わる． 9?d<oL& o
～ ¯kokta `trhöö 秘密の合図が通じる．<?HoL& o～
¯kääta `trhöö言葉が通じる．話が通じる．言葉によ
る合図が通じる．;o～ ¯kha `trhöö 意見が合う．口
に合う．(手紙の返事などが) 届く．<doL&o～ ´khota

`trhöö 理解できる．聞き取れる．合図が伝わる．
M̀<oL&o～ ¯mikta `trhöö目配せが通じる．HM<oL&o
～ ¯makta `trhöö戦いの合図が伝わる．<Z=oL&o～
¯sangta `trhöö 秘密の指令が伝わる．<ZVoT!V̂o～
¯sankyuu `trhöö ニュースが伝わる．<ZWoLXHo～
`sääshää `trhöö 説明が明快で相手方に通じる．9Zo
～ ¯hla `trhöö気持ちが神に通じる．
3．(～が)支払われる．(返済が)完了する．(借金が)
清算される． <\@cH o:o～ ¯kyeka `trhöö 利子が支払
われる．<\@cHoMcHoLb oWdIo～ `kyemee ´pholön `trhöö
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無利子の貸し付け金の返済が完了する．AcZoH=bWo
～ ´nyengüü `trhöö 罰金が支払われる．I=oLbIo～
´nangpün `trhöö 仲間内の借金が完済される．0>` o
LbIo～ ¯chipün `trhöö 外国にたいする債務が支払
われる．LboWdIo～ ´pholön `trhöö 借金が清算され
る．Ld<ZoMo～ ´pooma `trhöö小作料が支払われる．
LSdo2Vo～ ´sola `trhöö工賃を払い終える．V`Io～ ´rin

`trhöö代金を払い切る．V`IoTLLo～ ˆrinpap `trhöö

代金の支払いが済む．
4．(見分けが) つく．分かる． =d o%<Zo～ ˆngotaa

`trhöö見分けがつく．=do～ ´ngo `trhöö見分けがつ
く．分かる．
5．(～が) 成功する，うまく行く． <IHo～ `nää

`trhöö 急所を突く．HM<oWIo～ ¯maklän `trhöö 反
撃に成功する．)TZo～ `tsii `trhöö引き継ぎがうまく
行く．
6．＜VoTKDdHoの形で＞ (証明が)うまく行く．証明さ

れる． Kb<ZoVo～ ¯phukra `trhöö 将来証明される．
Vo～ ´ra `trhöö証明される．Vo<ZWoJdo～ ´ra ¯sääpo

`trhööはっきり証明される．
7．(試験に) 合格する，通る，受かる． ;o,!<Zo～
`khakyuu `trhöö口述試験に合格する．, !<Zo\HdHo～
ˆkyuktröö `trhöö 試験に合格する．試験を切り抜
ける．, !<Zo～ ˆkyuu `trhöö 試験に合格する．=<o
, !<Zo～ ˆngakkyuu `trhöö 口述試験に合格する．
Ù<o, !<Zo～ ˆyikkyuu `trhöö試験に受かる．
8．(～に)合う． Zo?bo～ ¯sacu `trhöö風土に合う．
9．(光が)届く． TdHoScVo～ ´öösee `trhöö 光線が届
く．光線が入る．
10．＜ Vnpf - VoTKDdHo の形で＞ ～が一致する．～
が符合する．～が実際に始まる． TGLoVo～ ¯thapra
`trhöö戦いの火蓋が切って落とされる．

TKDdZo ☞　TKDdo (p. 243)
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zLk
L<o ☞　LDc<Zo (p. 253)

L<Zo ☞　LDc<Zo (p. 253)

LHo ˆphää v. non-vol.
npf. pf. imp.

LHo LHo –
ˆphää ˆphää –

pres. fut. pt. imp.

[ LHo LHo LHo – ]

酔う． <?YoVo～ ¯kura ˆphää酔う．

LLo 1 ˆphap v. vol.
npf. pf. imp.

LLo LLo LLo
ˆphap ˆphap ˆphap

pres. fut. pt. imp.

[ TLLo TLLo LLo LdLo ]

1．(～に Wo ) 降りる，降り立つ．(～から IZo /
WZo ) 降りる，下りる．(～を Wo / ø ) 降りる，下
りる． :doZVo～ ¯kosaa ˆphap 舟着き場に降りる．
<?ZoTPU<o～ ¯käntsa ˆphap 梯子を下りる．;D` o IZ o
MVo～ ¯trhi nää ´maa ˆphap退位する．%oIZo～ ¯ta

nää ˆphap 馬から降りる．% oWZo～ ¯ta lää ˆphap

馬から降りる．GbVoWo～ ¯thur la ˆphap 坂を下り
る．GcMo<?Zo～ `themkää ˆphap梯子段を下りる．& do
L;=<o～ ˆtopkyaa ˆphap 石段を下りる．LLZoOb<Zo
Wo～ ˆphaptsuu la ˆphap駅に降りる．MVo～ ´maa

ˆphap下方に下りる．V`oẀo～ ´rili ˆphap汽車を降り
る．X̀=o<Md=o<A=oIZo～ ¯shington ˆkan nää ˆphap木
から下りる．
2．宿泊する．泊まる． <AVo～ ´kar ˆphap 宿営す
る．Ob<Zo～ `tshuu ˆphap 泊まる．野宿する．Zo
Ob<ZoWo～ `satsuu la ˆphap宿場に泊まる．
3．(～を)蒸留する． \oV<o～ `aaraa ˆphapアラー
を作るために蒸留する．
4．(鳥などが)とまる，舞い降りる．(飛行機などが)
着陸する． < (=o<(=o～ ¯trüntrün ˆphap鶴がとまる．
鶴が舞い降りる．;xoFo～ ¯khata ˆphapカラスがとま

る．==oJo～ ´angpa ˆphap野鴨がとまる．GHoTKbVo
<IMo2)o～ ¯thääpur ¯namtru ˆphapヘリコプターが
着陸する．<IMo2) o～ ¯namtru ˆphap 飛行機が降下
する．飛行機が着陸する．1>`Tbo～ ´chiu ˆphap 小鳥
がとまる．

LLo 2 ˆphap v. non-vol.
npf. pf. imp.

LLo LLo –
ˆphap ˆphap –

pres. fut. pt. imp.

[ TLLo TLLo LLo – ]

1．(～が)下がる，落ちる．(地位が)下がる． M?̀Io
Jo～ ¯chimpa ˆphap 肝臓が下がる．<IZo～ `nää

ˆphap地位が下がる．
2．(雨などが) 降る．(冷気などが) 生じる．
<=Z o～ ˆkhan ˆphap 雪が降る．<=Z o M o ?V o～
´khangma-caa ˆphap みぞれが降る．?V o J o～
¯chaapa ˆphap 雨が降る．HI< o ?V o～ ´trhakcaa

ˆphap どしゃぶりの雨が降る．L6 qH o)To～ ´tüütsi

ˆphap 甘露が降る．\H`Io?Vo～ ¯trincaa ˆphap 天気
雨が降る．小雨が降る．<kH=o?Vo～ ´trangcaa ˆphap

小雨が降る．ZcVoHI<o～ `setraa ˆphap 激しい雹が
降る．ZcVoLo～ ¯sera ˆphap 雹が降る．LZ̀Wo～ ¯sii

ˆphap冷えてくる．
3．(煮出し汁が)出来上がる． 9Mco;bo～ ´diku ˆphap

煮だし汁が出来上がる．
4．(水が)流れ落ちる． 2Fd<o?bo～ ´trhokcu ˆphap沢
の水が流れ落ちる．LD<o?bo～ ´trhakcu ˆphap岩の間
から水が流れ落ちる．HLdVo?bo～ ¯oocu ˆphap 樋の
水が落ちる．TLLo?bo～ ´bapcu ˆphap滝が流れ落ち
る．9ZZ=o9ZZ=o～ `hlunglun ˆphap さらさらと流れ落
ちる．
5．(～が) 出る． <\@<oJo～ ¯kyakpa ˆphap 大便が
出る．<>̀IoJo～ ¯cinpa ˆphap小便が出る．?Lo?cIo
～ ¯chapcen ˆphap 大便が出る．SVoMOIo～ ´datsän

ˆphap月経がある．
6．(質が) 落ちる． =Vo～ ´ngar ˆphap 切れ味が落
ちる．
7．(占いの結果が) 出る．(さいころの目が) 出る．
0><oMd o～ ¯chaamo ˆphap 占いの卦が出る．0><oXd o

L



L`Ho 246 Ldo

～ ¯chaasho ˆphapさいころの目が出る．Mdo～ ´mo

ˆphap 占いが出る．<SIoV`Wo～ ´sänrii ˆphap 団子
のくじ占いで当たりが出る．<Zb=oL%<o～ `sungtaa

ˆphap占いの卦が出る．
8．(時間に Wo ) なる． 6 qZoOVHoWo～ ˆthüütsöö la

ˆphap 時期になる．時間になる．6 qZoWo～ ˆthüü la

ˆphap時が来る．時機が到来する．
9．(～が)静まる，落ち着く． =Vo～ ´ngar ˆphapい
きり立った気持ちが静まる．
10．(気に) 入る．(気分が～に) なる． LVd oWo～ ¯lo

la ˆphap 気に入る．ZcMZoWo～ `sem la ˆphap 気に
入る．ZcMZo9ZdHoWo～ `sem `hlöö la ˆphap のんびり
する．
11．(悪口や罵りを) 受ける．(殴打) される． HMTo
～ ¯ma ˆphap おとしめられる．<RHoVo～ ¯määra

ˆphap罵られる．
12．(神が) 来臨する． 9Zo～ ¯hla ˆphap 神が降臨
する．

L`Ho ☞　LbHo 1 (p. 246)

Lb<Zo ˆphup v. non-vol.
npf. pf. imp.

Lb<Zo Lb<Zo –
ˆphup, ˆphuk ˆphup, ˆphuk –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)没落する，落ちぶれる，衰える，ぼろになる．
;=oJo～ ¯khangpa ˆphup 家がぼろになる．家が荒
れ果てる．M̀o～ ´mi ˆphup人が虚弱になる．人が衰
える．M̀oO=o～ ´mitsan ˆphup 家が没落する．OV=o
;=o～ ¯tshongkan ˆphup商店が落ちぶれる．WZo:o
～ ´lääka ˆphup仕事をする能力が落ちる．

LbHo 1 * ˆphii, ˆphüü v. non-vol.
npf. pf. imp.

LbHo LbHo –
ˆphii, ˆphüü ˆphii, ˆphüü –

L̀Ho L̀Ho –
ˆphii ˆphii –

pres. fut. pt. imp.

[ LbHo LbHo LbHo – ]

1．(～が) 外れる．(関節や顎などが) 外れる，脱臼

する． !=oOT<Zo～ `kangtsii ˆphii 足首の関節が外
れる．;o<>dHo～ `khapcöö ˆphii 蓋が外れる．JbZo
OT<Zo～ `piitsii ˆphii 膝の関節が外れる．MZoWco～
´määle ˆphii 顎の骨が外れる．W<oOT<Zo～ ˆlaktsii

ˆphii 手首の関節が外れる．XIo～ ¯shän ˆphii たが
が外れる．9ZZo～ ¯hlu ˆphii部品が外れる．9ZZoOT<Zo～
`hlutsii ˆphii 関節が外れる．9ZZoW<o～ `hlulaa ˆphii

部品が外れる．\d<oMo～ ¯ooma ˆphii顎が外れる．
2．(釘などが) 抜ける．(歯，毛，角などが) 抜ける．
(かさぶたが) はがれる，むける． 9C<Z o<ScV o～
¯caksee ˆphii 釘が抜ける．RYo～ ¯pu ˆphii 毛が抜
ける．MZoZdo～ ´määso ˆphii 下歯が抜ける．[o;d<o
～ `makoo ˆphii かさぶたがはがれる．かさぶたが
むける．Sco～ ´se ˆphii たてがみが抜ける．<S`oMo～
´sima ˆphii まつげが抜ける．Vzo>do～ ´raco ˆphii 角
が抜ける．Zdo～ ¯so ˆphii歯が抜ける．
3．(帽子，靴などが) 脱げる．(指輪などが) 抜ける．
(布団などが)はがれる． ;oVo～ ¯khapra ˆphii家畜
用マスクが外れる．AWo;cLZo～ ˆnyääkep ˆphii掛け
布団がはがれる．AWo<SIo～ ´nyääsän ˆphii毛布が
はがれる．OT<Zo;cLZo～ `tshiikoo ˆphii 指輪が抜け
る．R|oMdo～ ´shamo ˆphii 帽子が脱げる．9ZMo<d<o～
`hangkoo ˆphii靴が脱げる．

LbHo 2 ˆphii v. non-vol.
npf. pf. imp.

LbHo LbHo –
ˆphii ˆphii –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(穴，孔などが) 開く． \` o;b=o～ ¯ikun ˆphii 穴が
開く．

LbHo 3 ☞　J̀Ho 1 (p. 226)

LbZo ☞　TLbHo 1 (p. 257)

Ldo ´pho v. non-vol.
npf. pf. imp.

Ldo LdZo –
´pho ˆphöö –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]
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(液体や粉などが)こぼれる． ;boLo～ ¯khoo ´pho汁
がこぼれる．2Fd oR`Lo～ ˆtrhushii ´pho 小麦粉がこぼ
れる．>̀oI`o～ ¯cini ´pho砂糖がこぼれる．?bo～ ¯chu

´pho 水がこぼれる．@o～ ´cha ´pho お茶がこぼれ
る．Gb<oJo～ ¯thukpa ´pho 粥がこぼれる．<NYMo～
¯num ´pho 油がこぼれる．)MoJo～ ¯tsampa ´pho

麦こがしがこぼれる．<SIoJo～ ´sänpa ´pho家畜が
踏みつぶした麦わらがこぼれる．MVo;boFZoNo>̀<oZo
WoLdZoZd=on ´maaku `tää-tse ci ¯sa la ˆphöö son.「溶
かしバターが少し地面にこぼれてしまった」

LdLo ☞　LLo 1 (p. 245)

LdVo ´phor ［文］ v. vol.
npf. pf. imp.

LdVo LdVo
´phor ´phor

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(呪いの言葉などを) 言う，発する． HMdH o Md o～
¯momo ´phor呪いの言葉を言う．

LdZo 1 ˆphöö v. vol.
npf. pf. imp.

LdZo LdZo LdZo
ˆphöö ˆphöö ˆphöö

pres. fut. pt. imp.

[ TLdHo TLdHo LdZo LdZo ]

(～を) 呼ぶ．(名前で IZo ) 呼ぶ．(返事を) する．
<\@d oVd<Zo～ `kyoroo ˆphöö なぐさめる．なぐさめて
くれる人を呼ぶ．TGb=oVd<Zo～ `thungroo ˆphöö 飲
み友達を呼ぶ．<MdHoVd<Zo～ ˆtööroo ˆphöö同居人を
呼ぶ．M̀=oIZo～ ´ming nää ˆphöö 名前で呼ぶ．名
前を呼ぶ．M̀=o～ ´ming ˆphöö 名前を呼ぶ．\oWIo
～ ¯alän ˆphöö 返事をする．\=o2F=Zo～ `angtran

ˆphöö番号で呼ぶ．

LdZo 2 ☞　LDdZo (p. 254)，Ldo (p. 246)

1>o ☞ 1>cHo 1 (p. 249)

1>MZo ˆcham v. non-vol.
npf. pf. imp.

1>MZo 1>MZo –
ˆcham ˆcham –

pres. fut. pt. imp.

[ 1>MZo 1>MZo 1>MZo – ]

優しい． ～VboGHo ˆcham-ru `thää だんだん優しく
なる．

1>Zo ☞　 1>cHo 1 (p. 249)，1>cHo 2 (p. 251)

1>`=o ˆching, ´ching v. non-vol.
npf. pf. imp.

1>`=o 1>`=o –
ˆching, ´ching ˆching, ´ching –

pres. fut. pt. imp.

[ T1>`=o T1>`=o 1>`=o – ]

(～が) 染み込む，にじむ．(液体の中に) 広がる．
?bT`oI=oWo～ ¯chüü ´nan la ˆching水の中に広がる．
<N<oOo～ ¯naktsa ˆching インクが染み込む．R<oOTo
～ ´shaktsi ˆching油脂が染み込む．LZcoHI`o～ ¯siptri

ˆchingわきがのにおいが染み込む．

1>`Zo ☞ 1>cHo 1 (p. 249)

1<̂o ˆchuu v. vol.
npf. pf. imp.

1<̂o 1<̂Zo 1<̂Zo
ˆchuu ˆchuu ˆchuu

pres. fut. pt. imp.

[ T1<̂o 1<̂o 1<̂Zo 1<̂Zo ]

(～を～に Wo )塗る，塗りつける．(香水を)つける．
(おしろいを) はたく． H:VoJdo～ ¯kaapo ˆchuu 白
く塗る．おしろいを塗る．L1F<o)To～ ¯traktsi ˆchuu

艶出しを塗る．<\Ho<NYMo～ ¯tranum ˆchuu 整髪油を
塗る．;oZ̀oRd<o～ ¯khasi-poo ˆchuu 香水をつける．
<NYMoR<Zo～ `numpaa ˆchuu 麦こがしをお茶と油で
練ったもので床を拭く．T1>Vo)To～ ´jartsi ˆchuu 糊
付けする．MVo～ ´maa ˆchuu バターを塗る．HMVo
Jdo～ ¯maapo ˆchuu 赤く塗る．口紅を塗る．HMVo
)To～ ¯martsi ˆchuu (供物に) 食紅を塗る．[o<RIo～
¯mamän ˆchuu 傷薬を塗る．)To～ ¯tsi ˆchuu 油性
の塗料を塗る．うるしを塗る．OVIo)To～ ¯tshöntsi

ˆchuuペンキを塗る．Xo<ZdZo～ `shapsöö ˆchuuク
リームを塗る．

1<̂Zo ☞　 1<̂o (p. 247)
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1=̂o 1 ´chun v. non-vol.
npf. pf. imp.

– 1=̂o –
– ´chun –

pres. fut. pt. imp.

[ T1=̂o T1=̂o 1=̂o – ]

❏この動詞は口語では完了形のみで用いられる．
1．(～が) 手に入る，見つかる．(～を) 得る，も
らう． L:ToT;DdW o～ ¯katröö ´chun 許可が出る．
<\@`I oOLo～ `kintsap ´chun 弁償の金品を得る．;o
<ZVo～ ¯khasaa ´chun新品同様のものを得る．2)Lo
TLDZo～ ˆtrhumträä ´chun成果がある．2FdZoMGbIo～
´trhöötün ´chun 賛同を得る．2VoZo～ ¯lasa ´chun

➀ 勤め口が見付かる．➁ 勤めることができる．
AMZoM?d=o～ ´nyamnyon ´chun経験する．GdLoG=o～
¯thoptan ´chun権利を得る．MGd=oGdZo～ `thongtöö

´chun 見聞する．LVo<Zc=o～ ˆpharsan ´chun 暇が
できる．1>oH<To～ ´chaka ´chun 賞を得る．賞をも
らう．M?d=oOVVo～ ´nyontsoo ´chun実感する．LSdo2Vo
～ ´sola ´chun 工賃を得る．V=oHL=o～ ´rangwan

´chun 自由を得る．V=oLNIo～ ´rangtsän ´chun独
立する．WIo～ ´län ´chun 返答を得る．WMo2Fd<Zo
～ ˆlamtroo ´chun 道連れができる．<ZW o% d<Z o
～ `säätoo ´chun はっきり分かる．LZdH oIMZo～
`sonam ´chun福運を得る．
2．(～が) 生じる，現れる，起きる，起こる． 2Vc=o
<R`o～ ¯linshi ´chun 問題の原因が生ずる．T<WoSVo
～ ´gänta ´chun対立が生ずる．=Io9KZo～ ˆngäntää

´chun不吉な前兆が生ずる．AcIo;o～ ´nyänka ´chun
危険なことが起こる．AcZo<\@dIo～ ´nyeekyön ´chun

災害が起こる．Hd<ZoJo～ ´thokpa ´chun 疑いが生
じる．LVo;?Ho～ ˆpharkyää ´chun 差異が生ずる．
1>ZoAcZo～ ˆchäänyee ´chun 過去の過ちの報いが生
ずる．TLVo<Zo～ ˆbarkää ´chun 爆発する．WdoAcZo
～ ˆlonyee ´chun 凶作が起こる．X̀o<\@dIo～ ¯shikyön

´chun死傷事故がある．
3．(～の状態に) なる． H==Zo<\H<o～ `ngamtraa

´chun 興奮する．<>̀<o<Ĥ`Wo～ ¯ciktrii ´chun 全体が
一つにまとまる．GLZo.W<Zo～ `thaptuu ´chunどう
しようもなくなる．GdLoXdVo～ ¯thopshoo ´chun 勝
敗が分かれる．勝負がつく．LHcoJdo～ ´tepo ´chun

安らかになる．9MLoWd<o～ ˆdaploo ´chun倍になる．
LVdoMdZo～ `lomöö ´chun 同意する．MdZoJdo～ ´mööpo

´chun 気に入る．MOUVoJd o～ ¯tsheepo ´chun 恥ず
かしくなる．UVo,@Zo～ ˆyarkyää ´chun 発展する．
<ZWoJdo～ ¯sääpo ´chun明らかになる．
4．(酷い目に)遭う． H:To=Wo～ ¯kangää ´chun苦
労の憂き目に遭う．H:ToWZo～ `kalää ´chun苦しい
目に遭う．<FdVo<\@dIo～ ¯torkyön ´chun 損傷を受け
る．MGTo=Io～ ¯thangän ´chun 最後にむごい仕打
ちを受ける．<6 q<o)WLo～ ˆtuktsup ´chun 残酷な目
にあう．<IdHoJo～ ¯nöpa ´chun 祟りにあう．祟り
がある．祟りを受ける．ZcMZo<MY<o～ `semtuu ´chun

苦しむ．
5．(～が) うまくいく，可能になる，完成する．
I=oT2F`<o～ ˆnangtrii ´chun 示談が成立する．<k@d= o
L&V o～ ´congtaa ´chun 訓練になる．)TZ oH< o～
`tsiitaa ´chun 清算する．)TZo\HdHo～ `tsiitröö ´chun

引き継ぎされる．OVZoJd o～ ¯tshööpo ´chun よく
煮える．TOVoWd=Zo～ `tsharlon ´chun 成長する．
TdZo<k@dVo～ ´öncoo ´chun 推薦する．Ù<o, !<ZoTKDdHo
Jd o～ ˆyikkyuu ¯trhööpo ´chun 試験に合格する．
VLo<IZo～ ˆramnää ´chun 魂が入る．WMoT2Fd o～
´lamtro ´chun成功する．WMo9Zd=Zo～ ˆlamlon ´chun
うまく行く．9ZZIo2)Lo～ `hluntrup ´chun成功する．
6．(～の思いが) する．(～の感じが) する． T?Vo
<N= o～ ¯chaanan ´chun 想像する．思い出す．Hd o
<N= o～ ´thonan ´chun 気付く．<N= o L o～ ¯nawa

´chun気が付く．気がする．感じがする．OVVo<N=o～
¯tshoonan ´chun感じがする．ZcMZo;DWo～ ¯semträä
´chun 心配する．ZcMZoT2qWo～ ¯semküü ´chun 心
が動かされる．ZcMZo=Wo～ ¯semngää ´chun心配に
なる．ZcMZoMGbIo～ ¯semtün ´chun 意気投合する．
LZMoLZMo～ `samsan ´chun思いがする．
7．～される｛受け身的な意味を持たせる機能｝．
<\@dLo<Zd o～ ¯kyopso ´chun 救済される．2FdZoMdWo～
´trhöömöö ´chun 協議が行われる．%<Zo～ `taa

´chun 印が付けられる．Kd<oGb<o～ `phootuu ´chun

中傷される．打撃を被る．UoWo～ ´yala ´chun 言い
がかりをつけられる．
8．＜ Vnpf - H<dZo1=̂ o の形で＞ ～する羽目にな
る．～しなければならなくなる． L:dH oH<dZ o～
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`köö-ko ´chun 記録する必要が生ずる．L<\@WoH<dZo
～ ¯kyää-ko ´chun 届けなければならなくなる．;o
W<oLSZoOVoWoMoOVoWoT2Fd oH<dZo～n `khalaa ˆsää
¯tshaala ¯hmatsaa la ´dro-ko ´chun.「食事が終わる
か終わらないうちに出かけなければならなくなった」
9．＜ Vnpf - , ! o1=̂o の形で＞ ～することができる．
～することになる． L:Wo,!o～ ¯kääkyu ´chun乗せ
ることができる．+Wo,!o～ ¯kukyu ´chun 盗むことが
できる．
10．＜ Vnpf - , ! oMo1=̂o の形で＞ ～することができ
ない．～する機会を得られない． =o, !IoIZoSo, ! oMo

～n ´nga ´kyün nää ´sakyu ´macun.「私は全然食べ
ませんでした」
11．＜ Vnpf + GbLoJo1=̂o の形で＞ ～できるように
なる． ;doOVoZVdLo2.o?cIoMdVoT2FdoGbLoJo～LoVcHn ¯khontso
¯laptra ¯chenmoo ´dro ¯thu-pa ´chu-nga ˆree.「彼
らは大学に行くことができるようになった」
12．＜ Vnpf - Zo1=̂o の形で＞ ～するところが見つ
かる．～する機会を得る． 2VoZo～ ¯lasa ´chun ➀勤
め口が見つかる．➁勤めることができる．<UVoZo
～ ¯yaasa ´chun 借りるところが見つかる．借りら
れる．

1=̂o 2 ´chun v. pred. ❑詳細は「第一部動詞概説：1述語動詞」の各項目を参照．

1. ＜名詞 / 形容詞 + 1=̂o の形で＞ ［名詞 /形容詞述語：体感・獲得］ ～であった．～があった．
2. ＜ Vpf + 1=̂oの形で＞［動詞述語：完了・非継続アスペクト：観察知］～した．～してくれた．～し
てもらった．～された．

3. ＜ Vnpf - , !oMo1=̂o の形で＞ ～することができなかった．～しなかった．
4. ＜ Vnpf - Wd=oMo1=̂o の形で＞ ～する暇がなかった．
5. ＜ Vnpf - H<dZo1=̂oの形で＞ ～しなければならなくなった．

1>co ´che v. non-vol.
npf. pf. imp.

1>co 1>co –
´che ´che –

pres. fut. pt. imp.

[ T1>co T1>co 1>co – ]

開く． M?d=o<6 q<Zo～ `chomtuu ´che落下傘が開く．

1>cHo 1 ´che, ˆchee v. vol.
npf. pf. imp.

1>cHo 1>Zo 1>`Zo
´che, ˆchee ˆchää ˆchii

pres. fut. pt. imp.

[ 1>cHo 1>o 1>Zo 1>dZo ]

hon.　☞　<I=o 1 (p. 221)
hum.　☞　8 qo 1 (p. 289)
1．(～)する．(～を)行う． ;oUo～ ¯khaya ´che相
手をする．相手にする．;=o<ZdWo～ ¯khangsöö ´che
新築祝いをする．<AcIo<Ĥ`<o～ `nyäntrii ´che 結婚す

る．MGbIoJdo～ ¯thünpu ´che 仲良くする．MGd=o?b=o
～ ¯thongcun ´che 軽視する．馬鹿にする．HdIo<^!Vo
～ ´thönkyuu ´che意訳する．LH<oJdo～ ´tako ´che

所有する．IHo<Ud<o～ ˆnääyoo ´che 看護する．So
M;ZoTGb=oM;Zo～ ˆsakää `thungkää ´che飲食のや
りくりを上手にする．Vo\HdHo～ ˆraptröö ´che証明す
る．VcoT6 qIo～ ´rintün ´che 期待する．W<oL<KVo～
´laktaa ´che実行する．
2．(～に) なる．(～として) 働く． LHcI oHJ= o～
ˆtänpan ´che 証人になる．I=oJo～ ´nangpa ´che

仏教徒になる．0><o<kHcWo～ ¯chaatree ´che 同僚にな
る．LboOLo～ ˆphutsap ´che 養子になる．<k@`IoLH<o
～ ˆcintaa ´che施主になる．Mo<Ud<o～ ˆmayoo ´che
料理人の手伝いになる．HM<oM̀o～ ¯maami ´che 兵
隊になる．<NVoLdo～ ¯tsoo ´che➀主だった人になる．
中心的な人物となる．➁＜名詞 + Wo / - Vo / ø の
形で＞～を主にする．～を主に行う．LNVIo< (=oLo～
¯tsönsu-nga ´che看守になる．看守として働く．
3．(～のように) 振る舞う．(～のような態度を) 取
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る． 1Fd<o1Fd<o～ `troktroo ´che 気取る．人目を引く
ように振る舞う．M;ZoJd o～ ¯khääpo ´che 上手に
する．利口に振る舞う．"IoJZo"IoJo～ ´kän-pää

´kän-pa ´che 年長者が年長者らしく振る舞う．=o
,@Wo～ ´ngarkyää ´che 尊大に振る舞う．M=dIo9?d<o
～ `ngönkoo ´che 陰日向のある態度を取る．HJTo
AMZo～ `panyam ´che勇気のある態度を取る．R dLZo
Jo～ ¯popa ´che 鼻持ちならない態度を取る．誇り
高い態度になる．\@=oJdo～ ¯cangko ´che賢く振る舞
う．L)UoJdo～ ¯tsipu ´che 愛情深く振る舞う．MPUZo
AMZo～ ˆdzeenyam ´che 美人であることを鼻にか
けた態度を取る．美人らしく振る舞う．ZbIo<N=o～
¯sünnan ´che煩わしげな態度を取る．
4．(～と) 言う． ;?cHoV=oWo<oVcoH<dZoIT`o=Zo\HHo<̀o
ÙIoSco1>ZoJoVcHn ¯kyheran la ´khare ´koonää ˆngää
¯trääki ´yin se ˆchää-pa ˆree.「あなたが欲しいもの
は何でも私があげましょうと言いました」
5．＜ Vnpf - No (>̀<o) 1>cHo の形で＞ ちょっと～す
る． <?dWoNo～ ¯köö-tse ´cheちょっと煮立てる．Gb<o
No>̀<o～ `thuk-tse ci ´cheちょっと触れる．LXHoNo
LXHoNo～ `shää-tse `shää-tse ´cheちょこちょこと
言いかける．
6．＜ Vnpf - +@=o1>cHo の形で＞ ひたすら～する．必
ず～する．間違いなく～する． 1Vd<o+@=o～ ¯lookyan

´che ひたすら読む．Ud=o+@=o～ ´yongkyan ´che 必
ず来る．ZVd<o+@=o～ ¯lookyan ´che 間違いなく返却
する．
7．＜ Vnpf - <\@dVo1>cHo の形で＞ ～し直す．繰り返し
～する． L]<o<\@dVo～ ¯luukyoo ´che 注ぎ直す．WLo
<\@dVo～ ´lapkyoo ´che繰り返し言う．
8．＜ Vnpf - ;bWo1>cHo の形で＞ ～する振りをする．
<\@d= o;bWo～ ¯kyongküü ´che 保護する振りをする．
ÙIo;bWo～ ´yinküü ´che～である振りをする．
9．＜ Vnpf - <<o1>cHo の形で＞ ～する振りをする．
～したりする．～したりなんかする． =dMo<<o～
ˆngomkaa ´cheひけらかす素振りをする．ひけらか
したりする．M=<o<<o～ `ngaakaa ´che注文する素
振りをする．注文したりする．KbWo<<o～ `phüükaa

´che 差し上げる振りをする．差し上げたりする．
0>d<Zo<<o～ `chookaa ´che 肩をもつ振りをする．
LZVLo<<o～ `lapkaa ´che教えたりする．

10．＜ Vnpf - , ! o1>cHo の形で＞ ～することにする．
L:dHo, ! o～ ¯köökyu ´che 記録することにする．+Wo
, ! o～ ¯kukyu ´che 盗むことにする．<?d o, ! o～ ¯kokyu

´che 任命することにする．LZVLo, ! o～ ¯lapkyu ´che

教えることにする．
11．＜ Vnpf - ?d<o1>cHo の形で＞ いつでも～できる
ようにする． KbWo?d<o～ `phüücoo ´cheいつでも与
えることができる状態にする．Ud=o?d<o～ ˆyoncoo

´cheいつでも来れる状態にする．
12．＜ Vnpf - MAMo1>cHo の形で＞ 一緒に～する．同
時に～する． L;=<oMAMo～ `kyaanyam ´che一緒に
持ち上げる．9KoMAMo～ `tanyam ´che 同時に見る．
TGdIoMAMo～ `thönnyam ´che一緒に出発する．
13．＜ Vnpf - GLZo1>cHo の形で＞ ～する手だてを
講じる．～する手段を講じる．～する方法を取る．
H1Fd<oGLZo～ `trootap ´che 驚かす手立てを講じる．
T;D`HoGLZo～ `trhiitap ´che 連れていく手段を講じ
る．<KZIoGLZo～ `tüntap ´che 順応する方法を取る．
<UVoGLZo～ `yaatap ´che借りる手段を講じる．V<o
GLZo～ ˆraktap ´che入手する手立てを講ずる．
14．＜ Vnpf - )TZo1>cHo の形で＞ ～しようとする．
1Vd< o)TZo～ `lootsii ´che 読もうとする．T;?cV o)TZo
～ `kyheetsii ´che 持って行こうとする．T;D`Ho)TZo
～ `trhiitsii ´che 連れて行こうとする．\HHo)TZo～
`träätsii ´che与えようとする．X̀o)TZo～ `shitsii ´che
死のうとする．
15．＜ Vnpf - VcZo1>cHo の形で＞ 順番に～する．～
し合う．互いに～する． 1Vd<oVcZo～ `looree ´che 順
番に読む．<?Ho?oLXHoVcZo～ ¯käca `shääree ´che話
し合いをする．$ coVcZo～ ˆceree ´che交換する．L<KdHo
VcZ o～ `tööree ´che 互いに褒め合う．TGMoVcZo～
`thamree ´che抱き合う．TKDd<oVcZo～ `phooree ´che
奪い合う．TPT=oVcZo～ ˆdzingree ´che取っ組み合い
をする．<8 qoVcZo～ ˆshuree ´che殴り合う．
16．＜ Vnpf - U<o1>cHo の形で＞ ～することは～す
る． LZVLoU<o～ `lapyaa ´che教えることは教える．
17．＜ Vnpf - Vd<Zo1>cHo の形で＞ ～する手助けをす
る．共に～する． L:dHoVd<Zo～ `kööroo ´che 記録
する手助けをする．<?YVoVd<Zo～ `kuuroo ´che 託送
する手助けをする．AdoVd<Zo～ ˆnyoroo ´che 買い物
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のお供をして買う手伝いをする．
18．＜ Vnpf - Vd<Zo1>`Zo の形で＞ ～してください
｛依頼の表現｝． Vd<Zo1>cHoVd<Zo1>`Zn ˆroo ˆcheroo cii.
「助けてください」

1>cHo 2 ´che v. non-vol.
npf. pf. imp.

1>cHo 1>Zo –
´che ˆchää –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

hon.　☞　<I=o 2 (p. 222)
1．(～の状態に)なる． "HoJdo～ ´kapu ´che老人に
なる．GLoL̀oG`LoL̀o～ ¯thapi ¯thipi ´che 曇る．GWo
OWo(HoOWo～ ¯thätsää ´patsää ´che ぼろぼろにな
る．9M`Lo9M`Lo～ ˆdiktii ´cheどもる．0<̂oJdo～ ¯chuku

´che 裕福になる．LVdoLHcoLHco～ ¯lo ´tete ´che 安心す
る．ほっとする．McHoJo～ ˆmää-pa ´che なくなる．
死ぬ．Rco<M=o～ ´shetan ´che怒る．嫉妬する．ZcMZo
K=ZoJdo～ `sem ¯phangko ´che がっかりする．[dIo
TGdVoTGdVo～ ¯hön ¯thootoo ´cheびっくり仰天する．
あきれかえる．\boL]<oH2q oL]<o～ `uluu ˆkuluu ´che

満腹になる．
2．うまくいく． 1>ZoMoZd=on ˆchää ´mason.「駄目
だ．まずいことになった」
5．＜ Vnpf - No (>̀<o) 1>cHo の形で＞ ちょっと～す
る． T2qWoNo～ ´güü-tse ´cheちょっと動く．MoX̀oNo
～ ¯mashi-tse ´cheやっと生き延びる．
4．＜ Vnpf - +@= o 1>cH o の形で＞ ひたすら～す
る．必ず～する．間違いなく～する． TKMo+@= o
～ ¯phamkyan ´che 間違いなく負ける．X̀ o+@= o
～ ¯shikyan ´che 間違いなく死ぬ．LXH o+@= o～
¯shääkyan ´che 他人のことを気にしないで自分の
思った通りに話す．
5．＜ Vnpf - 2FLZo1>cHo の形で＞ ～しそうになる．
T;dW o2FLZo～ ¯khöötroo ´che 沸騰しそうになる．
T;D`H o2FLZo～ ¯trhiitroo ´che 連れて行きそうにな
る．=bo2FLZo～ ´ngutroo ´che 泣きそうになる．VWo
2FLZo～ ´räätroo ´che 破れそうになる．X̀o2FLZo～
¯shitroo ´che死にそうになる．
6．＜ Vnpf - H<dZo1>cHo の形で＞ ～しなければなら

なくなる． 1Vd<oH<dZo～ `loo-ko ´che 読まなければ
ならなくなる．<?dWoH<dZo～ `köö-ko ´che沸かさねば
ならなくなる．ZbLoH<dZo～ `sup-ko ´che消さなけれ
ばならなくなる．<ZHoH<dZo～ `sää-ko ´che 殺さな
ければならなくなる．LZVLoH<dZo～ `lap-ko ´che 教
えなければならなくなる．
7．＜ Vnpf - AcZo1>cHo の形で＞ まずいことに～する
羽目になる． 8 qoAcZo～ ˆshunyee ´cheまずいことに
言う羽目になる．
8．＜ Vnpf - MAMo1>cHo の形で＞ 一緒に～する．同
時に～する． XVoMAMo～ `shaanyam ´che同時に現
れる．
9．＜ Vnpf - THdHo1>cHo の形で＞ ～したがる． <?d=o
THdHo～ `kongtöö ´che 連れ戻したがる．T;?cVoTHdHo
～ `kyhentöö ´che 持って行きたがる．T2Fd oTHdHo～
ˆdrontöö ´che 行きたがる．AIoTHdH o～ ˆnyäntöö

´che 聞きたがる．SoTHdHo～ ˆsantöö ´che 食べたが
る．Wd<oTHdHo～ ˆlongtöö ´che 帰りたがる．X̀oTHdHo
～ `shintöö ´che死にたがる．
10．＜ Vnpf - X<o1>cHoの形で＞～するものとばかり
思い込む． <?dWoX<o～ `kööshaa ´che沸かすものと
ばかり思い込む．M;?cIoX<o～ `kyhenshaa ´che分か
るものとばかり思い込む．UdHoX<o～ ˆyööshaa ´che

あると思い込む．
11．＜ Vnpf - U<o1>cH o の形で＞ ～することは～
する．
<\@c oU<o～ `kyeyaa ´che 生まれるには生まれる．V<o
U<o～ ˆraayaa ´che 手に入ることは手に入る．X̀o
U<o～ `shiyaa ´che死ぬことは死ぬ．

1>do ´cho v. vol.
npf. pf. imp.

1>do 1>dZo 1>dZo
´cho ˆchöö ˆchöö

pres. fut. pt. imp.

[ T1>do 1>do 1>dZo 1>dZo ]

(～を)移す｛一つの容器から別の容器へ｝． 2FdoR`Lo～
ˆtrhushii ´cho 小麦粉を移す．& d o: -<o～ ˆtoruu ´cho

石ころを移す．L=oLT̀oI=oWo～ ´phangngää ´nan

la ´cho 貯蔵庫に移す．1>c oMo～ ´chema ´cho 砂を移
す．TLDZo～ ˆdrää ´cho米を移す．)MoJo～ ¯tsampa
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´cho麦こがしを移す．Zo～ ¯sa ´cho土を移す．

1>d=o ˆchon v. non-vol.
npf. pf. imp.

1>d=o 1>d=o –
ˆchon ˆchon –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～に)習熟する，精通する，熟達する． Ùo<co～ ´yiki
ˆchon文字に習熟する．UdIoFIo～ ´yöntän ˆchon学
問に習熟する．W<oXcZo～ ˆlakshen ˆchon 技術に習
熟する．WZo:o～ ´lääka ˆchon仕事に習熟する．

1>dZo ☞　 1>cHo 1 (p. 249)，1>do (p. 251)

LDIo ´pän v. vol.
npf. pf. imp.

LDIo LDIo LDIo
<QIo <QIo <QIo
´pän ´pän ´pän

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(糸を)張る． G<Zo～ `thaa ´pän縦糸を張る．

LDWo ´trhää, ´phää v. non-vol.
npf. pf. imp.

LDWo LDWo –
´trhää, ´phää ´trhää, ´phää –

pres. fut. pt. imp.

[ TLDWo TLDWo LDWo – ]

1．(～が) 離れる，離れ離れになる．(～と H=o ) 離
れる，別れる．(～を IZo / ø ) 離れる． ;o～ ¯kha

´trhää 別れる．離れる．2Fd<Z oMd oH= o～ ´trhoomo

tan ´trhää女友達と別れる．KoMoH=o～ ¯phama tan

´trhää 父母のもとから離れる．KoUbWo～ ¯phayüü

´trhää故郷を離れる．～L>b<o ´trhää `cuu離れるま
まにする．MoLbo～ ´mapu ´trhää 母と子が離れ離れ
になる．LSToSVo～ ´santa ´trhää 夫婦が別れる．Uo
～ ´ya ´trhää離れ離れになる．Wb=oJoIZo～ ´lungpa

nää ´trhää国を離れる．
2．(方法，策，望みなどが) なくなる，尽きる，絶
たれる． T2FIoSVo～ ´dränta ´trhää競争相手がなく
なる．卓越する．T2Fd o<K=Zo～ ˆdrotan ´trhää 手だ

てがなくなる．?<Zo%cIo～ ¯chakten ´trhää 拠り所
がなくなる．?<Zo<M=o～ ¯chaktan ´trhää 素晴しく
て嫉妬する余地がなくなる．MGbIoGLZo～ `thüntap

´trhää 調停工作の策が尽きる．1>oGLZo～ ˆchatap

´trhää 方法がなくなる．やりようがなくなる．TOVo
% cIo～ ¯tshotän ´trhää生活費がなくなる．TOVoGLZo
～ `tshotap ´trhää生活するための手段がなくなる．
LSdHoGLZo～ ˆsöötap ´trhää我慢する術がなくなる．
VcoLo～ ´rewa ´trhää望みが絶たれる．
3．(苦労，楽しさなどが H=o )なくなる． H:To=Wo
H=o～ ¯kangää tan ´trhää 苦労がなくなる．<\@`HoJdo
H=o～ ¯kipu tan ´trhää 楽しくなくなる．<MY<oLNWo
H=o～ ´tungää tan ´trhää苦しみがなくなる．
4．(～が) 外れる，解ける，はがれる． <\@d o<k@V o
～ ¯kyopcaa ´trhää 糊付けがはがれる．OUMoLb o～
¯tshempu ´trhää 縫い目が離れる．OUM o< (LZ o～
`tshemsuu ´phää継ぎ目が解ける．9ZZo～ ¯hlu ´trhää
部品が外れる．9ZZoOT<Zo～ `hlutsii ´trhää 関節が外
れる．
5．(値段が)つけられない． V`IoG=o～ ´rintan ´trhää
非常に高価である．値段のつけられないほどである．
6．(命と H=o ) 離れる．死ぬ． ZDd<oH=o～ `soo tan

´trhää死ぬ．
7．＜ Vnpf - GLZo ( H=o ) LDWo の形で＞ ～する術
がなくなる．～することができなくなる． AWoGLZo
H=o～ ˆnyäätap tan ´trhääどうにも寝ていられなく
なる．

LD`o ´trhi, ˆtrhii v. vol.
npf. pf. imp.

LD`o LD`Zo LD`Zo
´trhi, ˆtrhii ˆtrhii ˆtrhii

pres. fut. pt. imp.

[ TLD`o LD`o LD`Zo LD`Zo ]

1．(～を) 書く．(線を) 引く． :oLXHo～ `kapshää

´trhi いろは歌を書く．:cV oG`< o～ `kirtii ´trhi 縦
線を引く．;oGb<o～ `khatuu ´trhi 真っ直ぐ書く．
<I o,@o～ ´khänkya ´trhi 証文を書く．, !<Z oXd< o
～ ˆkyukshoo ´trhi 問題用紙に答えを書く．H=bWo
TPTIo～ ¯ngüntsin ´trhi 領収書を書く．<F`= oHdI o～
¯nyingtön ´trhi 心のうちを書く．Gd o～ ¯tho ´trhi
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メモを書く．I<oJ=oWo～ ´nakpan la ´trhi 黒板に
書く．KdMoXd<o～ `phomshoo ´trhi 申請書を書く．
)VMoÙ<o～ `tsumyii ´trhi 著作を書く．Ro<l!<o<̀Zo～
ˆshanyuu ki ´trhi鉛筆で書く．Ùo<co～ ´yiki ´trhi手
紙を書く．W<oL<KVoMVo～ ´lakta-maa ´trhi 自分の
手で書く．～LHcoJdo ´trhi ´tepo書きやすい．
2．(絵などを) 描く． H:VoG̀<o～ `kartii ´trhi 吉祥
の白線模様を描く．H;=`WoT;dVo～ ¯kinkoo ´trhi マ
ンダラを描く．<\@c oL%<o～ `kyeptaa ´trhi 死者の供
養のためにタンカを描く．!== oV`Z o～ ˆkyhangrii

´trhi 壁画を描く．HJc o V`Z o～ `pirii ´trhi 図案を
描く．M̀<oRYo～ ¯mikpu ´trhi 眉毛を描く．<Sb<Zo
L8FIo～ ´sungnyän ´trhi肖像画を描く．<Ub=o6 ,=o～
¯yungtrun ´trhi 卍模様を描く．V`oMdo～ ´rimu ´trhi

絵を描く．9Zo～ ¯hla ´trhi仏画を描く．

LD`Io * ´phin, ´phim v. non-vol.
npf. pf. imp.

LD`Io LD`Io –
´phin, ´phim ´phin, ´phim –

pres. fut. pt. imp.

[ LD`Io LD`Io LD`Io – ]

売れる． >oW<o～ `calaa ´phin品物が売れる．OV=o～
¯tshon ´phim売れる．OV=oSd<o～ `tshongsoo ´phin

商品が売れる．

LD`Zo ☞　LD`o (p. 252)

1 (o ´trhu v. vol.
npf. pf. imp.

1 (o 1 (Zo 1 (Zo
6 ,o 6 ,Zo 6 ,Zo
´trhu ˆtrhüü ˆtrhüü
T1 (o 1 (Zo 1 (Zo
´dru ˆtrhüü ˆtrhüü

pres. fut. pt. imp.

[ T1 (Ho 1 (o 1 (Zo 1 (Zo ]
[ T6 ,o T6 ,o 6 ,Zo 6 ,Zo ]
[ 1 (Zo 1 (Zo 1 (Zo 1 (Zo ]

1．(～を)掘る，うがつ． :d=o:d=o～ ¯kongkon ´trhu
掘って窪みを作る．;d<o<Kd=o～ ¯khokton ´trhu 穴を
掘る．;DdI oJo～ ¯trhompa ´trhu 井戸を掘る．<Lo
Hd= o～ ´khapton ´trhu 防空壕を掘る．Hd= oWM o～

´thonlam ´trhu 地下道を掘る．Rd<oHd=o～ ´shooton

´trhu じゃがいも貯蔵用の室を掘る．UbV o Lb o～
´yoopu ´trhu 灌漑水路を掘る．ZoKb< o～ `sapuu

´trhu 地下の穴を掘る．Zo～ ¯sa ´trhu 地面を掘る．
ZdWoHd=o～ ¯sööton ´trhu炭焼き窯を掘る．
2．(～を) くり抜く． X̀=o～ ¯shing ´trhu 木をくり
抜く．
3．(腹を) 探る． ;d<oJo～ ¯khokpa ´trhu 体内を探
る．腹を探る．

1 (Zo ☞　 1 (o (p. 253)

LDc<Zo * ˆphaa v. vol.
npf. pf. imp.

LDc<Zo LDc<Zo LDc<Zo
L<o L<Zo L<Zo
ˆphaa ˆphaa ˆphaa

pres. fut. pt. imp.

[ TLDc<o TLDc<o LDc<Zo LDc<Zo ]

(～を)切る，刈る．(～で <̀Zo )切る，刈る． !=oJo
～ ¯kangpa ˆphaa足を切る．<\Ho～ ¯tra ˆphaa髪を切
る．2F`Zo～ ˆtrhii ˆphaaナイフで切る．9C<Zo～ `caa

ˆphaa 鉄を切る．LWo～ ´phää ˆphaa 羊毛を刈る．
McoFd<o～ ˆmetoo ˆphaa花を切る．<8 q<o2qo～ ´shuku

ˆphaa 尻尾を切る．VZo～ ˆrää ˆphaa 布を切る．
W<oJo～ ´lakpa ˆphaa 手を切る．Xo～ ¯sha ˆphaa

肉を切る．X̀=o～ ¯shing ˆphaa 木を切る．Xd<oLbo～
¯shuku ˆphaa 紙を切る．Zd<oWcZo～ `soolee ˆphaa

鋸で切る．\o9Cd<o～ `amcoo ˆphaa耳を切る．

LDdo ´pho, ´trho v. non-vol.
npf. pf. imp.

LDdo LDdo –
´pho, ´trho ´pho, ´trho –

pres. fut. pt. imp.

[ LDdo LDdo LDdo – ]

催す．ある気分，状態になる．きざす． <\@<oJo～
¯kyakpa ´pho大便を催す．<\!<oJo～ ¯kyukpa ´pho

吐き気を催す．<\!V oT<d=o～ ¯kyungkon ´pho 酔っ
て絡む．酔って男が女と (女が男と)寝たがる．<\!Vo
HI` o～ ¯kyuutri ´pho 酸っぱいにおいがする．;D<o
HI` o～ ¯trhaktri ´trho 血のにおいがする．<HoMd o～
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´käämo ´pho 笑いたくなる．おかしくなる．<>̀Io
Jo～ ¯cinpa ´pho 小便がしたくなる．?<Zo<M=o～
¯chaktan ´pho焼き餅を焼く．<ÀHo～ `nyii ´pho眠
くなる．<No%Z<o～ `naptuu ´pho 鼻汁が出そうにな
る．VcoLo～ ´rewa ´pho期待する．心待ちにする．

LDdZo * ˆphöö v. vol.
npf. pf. imp.

LDdZo LDdZo LDdZo
LdZo LdZo LdZo
ˆphöö ˆphöö ˆphöö

pres. fut. pt. imp.

[ TLDdZo TLDdZo LDdZo LDdZo ]

(～から IZo )逃げる，逃げ出す． +WIoMo～ `kumaa

ˆphöö泥棒が逃げる．+@=o～ ¯kyan ˆphööチベット
ノロバが逃げる．<AcTbo;b=oI=oIZo～ ´kikun ´nan nää

ˆphöö窓から逃げる．I=oIZo～ ´nan nää ˆphöö家
から逃げ出す．～T2Fdo ˆphöö ´dro逃げていく．LNVIo
;=oI=oIZo～ ¯tsönkan ´nan nää ˆphöö牢獄から逃
げる．V`oH|<Zo～ ˆritaa ˆphöö野生の草食動物が逃げ
る．ZcMZo>Io～ ¯semcän ˆphöö家畜が逃げる．ZVdLo
2.oIZo～ ¯laptra nää ˆphöö学校から逃げ出す．

LV=o ☞　WcIo 1 (p. 328)

LV=Zo ☞　WcIo 1 (p. 328)

L]o ¯lu v. vol.

npf. pf. imp.

L]o L]Zo L]Zo
¯lu `lüü `lüü

pres. fut. pt. imp.

[ L]o L]o L]Zo L]Zo ]

1．(経典，仏像，仏画などを) 買う． <?Yo THIo～
¯kuntra ¯lu 仏像を買う．JVoMo～ ¯parma ¯lu 印
刷本を買う｛経典類の印刷本について｝．HJco?o～
¯peca ¯lu 経典を買う．<Zb=oTLbMo～ ¯sungpum ¯lu

著作全集を買う．
2．(担保などを)取り戻す． <FcoMo～ ¯tema ¯lu担保
を取り戻す．担保を引き出す．
3．助ける｛代金を払って｝． ZDd<o～ `soo ¯lu代金を
払って命を助ける｛殺される運命にある人や動物な
どの命を助けること｝．

L]<o 1 `luu v. vol.

npf. pf. imp.

L]<o L]<Zo L]<Zo
`luu `luu `luu

pres. fut. pt. imp.

[ L]<o L]<o L]<Zo L]<Zo ]

hum.　☞　L;=<o 1 (p. 79)
1．(～を) 注ぐ，流し込む，入れる． ;boLo～ ¯khoo

`luu汁を注ぐ．;dWoMo～ ¯khööma `luuお湯を注ぐ．
;D<o～ `trhaa `luu輸血する．2Vd<o～ `loo `luu充電す
る．?=o～ ¯chan `luuチャンを注ぐ．チャンを (相手
に)注いでやる．?bo～ ¯chu `luu水を注ぐ．@o～ ´cha
`luu お茶をいれる．お茶を注ぐ．R c o1FdWo～ ¯petröö

`luuガソリンを入れる．MVo～ ´maa `luuバターを
入れる．M̀<o<RIo～ ¯mingmän `luu 目薬を入れる．
V<o～ ˆraa `luu 真鍮を鋳型に流し込む．VbZoG=o～
¯rüütan `luu骨で出しをとったスープを注ぐ．
2．(～を) 盛る，盛りつける，よそう． ;oW<o～
`khalaa `luu 料理を盛る．料理をよそう．料理を
入れる．Gb<oJo～ ¯thukpa `luu トゥクパをよそう．
KbHo～ `phüü `luu 初物を注ぐ．初物を盛る．Md<o
Md<o～ ˆmoomoo `luu饅頭を盛り付ける．
3．(～を)飲ませる． \boL]<oH2qoL]<o～ `uluu ˆkuluu
`luu (酒，お茶などを)満腹になるまで飲ませる．
4．(息を) 吹き込む． HLb<Zo～ `uu `luu 息を吹き
込む．
5．(～を)入れる，装着する，詰め込む． \@`IoXd<o～
`pinshoo `luu フィルムを入れる．LN=Zo～ `tsan

`luu 箱などの隙間に詰め物を入れる．LNTVoV`WoTb o
V`W o～ ¯tsirii-urii `luu ぎっしり詰め込む．*Zo～
ˆtsää `luu火薬を詰める．
6．(人を車に I=oWo )乗せる． M̀o～ ´mi `luu (乗り
物に)人を乗せる．
7．(～を) 投じる，投票する，投下する． THcMoXd<o
～ ˆdamshoo `luu投票する．TLdMo～ ˆbom `luu爆
弾を落とす．<k@`IoZDc<o～ ˆcinsee `luu護摩を焚く．護
摩の火の中に投じる．TdZoXd<o～ ˆööshoo `luu 投票
する．
8．(～を Wo～で)殴る，打つ，ひっぱたく． :do9C<o～
`kopcaa `luu革の鞭で打つ．;oKd<o<NoKd<o～ `khapoo
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`napoo `luu ひどく殴る．, !<oJo～ ˆkyukpaa `luu

棒で打つ．棒で殴る．%o9C<o～ `tääcaa `luu 馬を鞭
で打つ．GWo9C<o～ `thääcaa `luu 平手打ちをする．
& d<o,@<o～ ˆtongkyaa `luu 蹴飛ばす．9MIo;d<oWo～
ˆdänkoo la `luu 横っ面を殴る．9MIo9C<o～ ˆdäncaa

`luu びんたを張る．R dV oWo～ ¯por la `luu 口許を
ひっぱたく．Ld=o, !<o～ ˆphungkyuu `luuろばを追
うための棍棒で打つ．MbVoMPV<o～ ˆmurtsoo `luuげ
んこつで殴る．SLo)Vo～ ´saptsaa `luuほっぺたを
叩く．
9．［俗］(行為を) する，やる． +WLo～ `kup `luu

底を抜く．はっきりさせる．暴露する．;o.W=o～
`khaptun `luu 罵る．R dZo% dWo～ ¯pöötöö `luu 悪意
のこもった返答をする．LdVo<KdZo～ ˆphortöö `luu男
色に耽る．

L]<o 2 `luu v. non-vol.

npf. pf. imp.

L]<o L]<Zo –
`luu `luu –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(雨などに)降られる．(雨などが)降る． <=ZoMo
?Vo～ ´khangma-caa `luuみぞれが降る．?VoHI<o～
`chartraa `luu豪雨が降り注ぐ．?Vo.W=o～ `chartun
`luuにわか雨が降る．にわか雨に降られる．HI<o?Vo
～ ´trhakcaa `luuどしゃぶりの雨が降り注ぐ．ZcVo
.W=o～ `setun `luu雹に打たれる．
2．(～が)命中する． McoMHToOoJdo～ ´menta ¯tshapo
`luu 鉄砲が命中する．OoJd o～ ¯tshapo `luu 命中
する．

L]<Zo ☞　L]<o 1 (p. 254)，L]<o 2 (p. 255)

L]Ho `lüü v. vol.

npf. pf. imp.

L]Ho L]Ho L]Ho
`lüü `lüü `lüü

pres. fut. pt. imp.

[ L]Ho L]Ho L]Ho L]Ho ]

(～を) 飲ませる． %o?bo～ ¯tacu `lüü 馬に水を飲ま
せる．

L]Zo ☞　L]o (p. 254)

HL=o `wan v. vol.
npf. pf. imp.

HL=o HL=o
`wan `wan

pres. fut. pt. imp.

[ HL=o HL=o HL=o – ]

(国土を) 領有する．(政権を) 掌握する． ,@WoZD`Ho～
ˆkyääsii `wan政権を握る．国土を領有する．

HLLo ☞　RLZo (p. 227)

HLb<o ☞　J̀Ho 2 (p. 226)，TK̀<Zo (p. 239)

HLbLo ☞　J̀Ho 3 (p. 226)

HLbVo ¯ur v. vol.
npf. pf. imp.

HLbVo HLbVo HLbVo
¯ur ¯ur ¯ur

pres. fut. pt. imp.

[ HLbVo HLbVo HLbVo HLbVo ]

1．(墨，薬，薬草，顔料などを) する，すりつぶす．
& d oGo～ ´tota ¯ur タバコを作るために材料をすりつ
ぶす．<NoGo～ `nataa ¯ur 嗅ぎタバコの原料をする．
<N<oOo～ ¯naktsa ¯ur墨をする．LdHo<RIo～ ´phöömän
¯urチベット薬をする．<RIo<No～ ¯männa ¯urスパイ
スをする．<RIo){o～ ¯mäntsa ¯ur薬草をする．OVZo～
`tshöö ¯ur 顔料をする．R`LoJdo～ ´shipu ¯ur 細かく
する．
2．(セメントなどを)撹拌する． \VoTHMo～ ¯artam
¯ur セメントを撹拌する．コンクリートの材料を撹
拌する．
3．(床を)磨く． RWoLo～ ´shala ¯ur床を磨く．
4．(仕事を) させる． WZo:o～ ´lääka ¯ur 仕事をさ
せる．こき使う．
5．(取っ組み合いを) する． \LoF=o～ ¯aptan ¯ur

取っ組み合いの相撲をする．

HLbWo ☞　KbWo (p. 233)

HLdVo ¯oo v. vol.
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npf. pf. imp.

HLdVo HLdVo HLdVo
¯oo ¯oo ¯oo

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～を) 運ぶ，運搬する．(肩で Wo ) 運ぶ． >oW<o
～ `calaa ¯oo 品物を運ぶ．?b o～ ¯chu ¯oo 水を運
ぶ．GdIoSd<o～ `thönsoo ¯oo 産物を運搬する．HdoJdo
～ ´thopo ¯oo荷物を運ぶ．J=oJVo～ ¯pangkaa ¯oo

抱えて運ぶ．HJb=oJVo～ ¯pungpaa ¯oo 肩で運ぶ．
Kb=oJdo～ ¯phungpo ¯oo死体を運ぶ．1>coMo～ ´chema

¯oo砂を運ぶ．T1 (o～ ´dru ¯oo大麦を運ぶ．)Mo+@Wo
～ ¯tsamkyää ¯oo 麦こがしを入れた大袋を運ぶ．
OV=oSd<o～ `tshongsoo ¯oo 商品を運ぶ．MOVIo?o～
¯tshönca ¯oo武器を運ぶ．WbHo～ ˆlüü ¯oo肥料を運
ぶ．ZoK<o～ `sapaa ¯oo煉瓦を運ぶ．

H1>`o ☞　 0>`Zo (p. 237)

H1<̂o ☞　<Ub<o 1 (p. 317)

H1<̂Zo ☞　<Ub<o 1 (p. 317)

H1>co 1 ¯ye ［文］ v. vol.
npf. pf. imp.

H1>co
¯ye

pres. fut. pt. imp.

[ T1>cHo H1>co 0>co 0>cZo ]

(～を)分ける，区別する．(白黒を)はっきりさせる．
H:VoI<o～ `kaanaa ¯ye白黒をはっきりさせる．?dZo
Wb<Zo～ `chööluu ¯ye 宗派を分ける．I=o<ZcZo～
ˆnangsee ¯ye 区分する．\@`o<AcVo～ ¯cikee ¯ye 公私を
分ける．0>` oI=o～ ¯chinan ¯ye 内と外を区別する．
Wc<ZoAcZo～ ´leknyee ¯ye 善悪を分ける．Xd<o;<o～
`shookaa ¯ye組に分ける．Zo;d=Zo～ `sakon ¯ye領
土を分ける．ZdIoLS=o～ `sönsan ¯ye 優良な種子を
分ける．

H1>co 2 ☞ 0>co 1 (p. 237)

HLDWo ¯rää v. vol.
npf. pf. imp.

HLDWo HLDWo HLDWo
¯rää ¯rää ¯rää

pres. fut. pt. imp.

[ HLDdWo HLDWo HLDWo HLDdWo ]

1．(～を) 破る，裂く，引き裂く． <I o ,@o～
´khänkya ¯rää証文を破る．#o9O<Zo～ `ngapaa ¯rää
太鼓の革を破る．6 q<oZVd<o～ ˆthukloo ¯rää 衣服を
破る．HcLo～ ˆthep ¯rää 本を破る．0 ôJo～ ¯chupa

¯rää チベット服を破る．Ù<o?o～ ´yikca ¯rää 文書
を破る．Xd<oLbo～ ¯shuku ¯rää 紙を破る．9ZMo<d<o～
`hangkoo ¯rää靴を破る．
2．(制度などを)打ち破る，打破する．(条約などを)
破棄する． WMoWb<Zo～ ˆlamluu ¯rää 制度を打ち
破る．

HLD`o ☞　TKD`o (p. 242)

HLD`Wo ¯rii v. vol.
npf. pf. imp.

HLD`Wo HLD`Wo HLD`Wo
¯rii ¯rii ¯rii

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～を) 転がす，転ばす． & d o～ ´to ¯rii 石を転がす．
LD<o～ ˆtrhaa ¯rii岩を転がす．X̀=o～ ¯shing ¯rii木を
転がす．

HLDdWo ☞　HLDWo (p. 256)

TLIo ☞　<QIo 1 (p. 259)

TLLo ☞　LLo 1 (p. 245)，LLo 2 (p. 245)

TLVo ´baa, ´bar v. non-vol.
npf. pf. imp.

TLVo TLVo –
´baa, ´bar ´baa, ´bar –

pres. fut. pt. imp.

[ TLVo TLVo TLVo – ]

1．(～が)燃える，爆発する． ;Do?̀Wo<Q`o?̀Wo～ ¯trhacii
´picii ´baa ちらちら燃える．& d oZdWo～ ´tosöö ´baa

練炭が燃える．HJWoTLVo～ ¯pänpaa ´baa 松明が
燃える．TLVo*Zo～ ˆbartsää ´baa 火薬が爆発す
る．TLdMo～ ˆbom ´baa 爆弾が爆発する．McoKb=o～
´mepun ´bar たき火が燃え上がる．Mco～ ´me ´baa

火が燃える．Mc oV` o～ ´miri ´baa 火山が爆発する．

L



TL`<Zo 257 T1>`Ho

Xd<o<Q<o～ `shoopaa ´bar爆竹が破裂する．ZdWoLo～
¯sola ´baa 炭が燃える．LZ=o～ `san ´baa薫香が燃
える．～;<oJdo ´baa ¯khako 燃えにくい．～LHcoJdo
´baa ´tepo燃えやすい．
2．(電気，明かり，火などが) つく．(光が) 輝く．
2Vd< o～ `loo ´baa 電気がつく．Mb oS` o～ ´musi ´baa

マッチに火がつく．L8 qoMVo～ ´shumaa ´baa明かり
がつく．TdHo<Kd=o～ ´ööton ´bar 光がかっかく (赫赫)
と輝く．WcoBVo～ ´letaa ´baaライターがつく．
3．(～が) 増大する，大きくなる，みなぎる． <\@cZo
<KdLZo～ `kyeetop ´bar 生気がみなぎる．, ! o～ ´kyu

´baa財産が増大する．LZdHoIMZo～ `sonam ´baa運
が非常に良くなる．
4．(～が)ひどくなる，腫れる． <AIo;o～ ¯nyänka

´bar 炎症がひどくなる．<No9q o～ ¯nashu ´bar 鼻の
中にできた吹き出物がひどくなる．LHoGdV oL o～
´phääto-ra ´barにきびが大きくなる．9qoLo～ ¯shoo

´barとびひがひどくなる．
5．(～が)怒る． ;d=o;Ddo～ ¯khongtro ´bar激怒する．
;d=o;DdoMco9Cco～ ¯khongtro ´mece ´bar烈火のごとく怒
る．～VboL>b<o ´baa-ru `cuu怒らせる．VLo5[o～ ˆrap
tu ´bar ひどく怒る．～M!=d<ZoJdo ´bar ´gyoko すぐ
怒る．～?d<o?d<o ´bar `choocooいまにも怒り出さん
ばかりの．～LHcoJdo ´bar ´tepo怒りやすい．

TL`<Zo ☞　J̀Ho 2 (p. 226)，TK̀<Zo (p. 239)

TLbHo 1 ˆbüü, ˆphüü v. vol.
npf. pf. imp.

TLbHo, LbZo LbZo LbZo
ˆbüü , ˆphüü ˆphüü, ˆbüü ˆphüü, ˆbüü

pres. fut. pt. imp.

[ TLbHo TLbHo LbZo LbZo ]

1．(～を) 燃やす，焚く，火にくべる． 9C`oLoZcVo<?Mo
Mo～ ¯coo ¯seka-ma ˆbüü 燃料用の乾燥糞を燃や
す．& d oZdWo～ ´tosöö ˆbüü 練炭を燃やす．TLbVoXd<o
～ ˆburshoo ˆbüü 鉋屑を燃やす．McoX̀=o～ ´mishin

ˆbüü 薪を燃やす．X̀=o0>c o～ ¯shingce ˆbüü おがく
ずを燃やす．X̀=o～ ¯shing ˆbüü 木を燃やす．X̀=o
: -<o～ `shingruu ˆbüü 木っ端を燃やす．Zd<oMo～
`soomaa ˆbüü 麦藁を燃やす．ZdWoLo～ ¯sola ˆbüü

炭を燃やす．

2．(笛などを)吹く． !=o2V`=o～ ¯kanglin ˆbüü骨笛
を吹く．

TLbHo 2 ☞　J̀Ho 1 (p. 226)

TLbLZo ☞　J̀Ho 3 (p. 226)

TLbWo ☞　KbWo (p. 233)

TLcLZo ☞　RLZo (p. 227)

TLcWo * ´bää v. non-vol.
npf. pf. imp.

TLcWo TLcWo –
´bää ´bää –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が) 豊富である． >oW<o～ `calaa ´bää 品物が豊
富である．～VboGHo ´bää-ru `thää 徐々に豊富にな
る．So?Zo～ ˆsapcää ´bää食料が豊富である．

TLdHo ☞　LdZo 1 (p. 247)

T1>Vo ´jaa v. non-vol.
npf. pf. imp.

T1>Vo T1>Vo –
´jaa ´jaa –

pres. fut. pt. imp.

[ T1>Vo T1>Vo T1>Vo – ]

1．(～が～に Wo ) 貼り付く，張り付く，貼られて
いる，貼ってある．(～が～に Wo ) くっつく，くっ
ついている． ;o～ ¯kha ´jaa 貼り付く．;=oJo～
¯khangpa ´jaa 家並がくっついている．RYo～ ¯pu

´jaa 毛が張り付く．<k@VoÙ<o～ ˆcayii ´jaa 貼り紙が
貼られる．Ùo<co～ ´yiki ´jaa文書が張ってある．WZo
%<Zo～ ˆläätaa ´jaa商標が貼ってある．Wb=o～ ´lung
´jaa 取っ手が付く．XoWo～ ¯sha la ´jaa 肌に張り
付く．
2．(継ぎ当てが)当ててある． 9ZIoJo～ ¯hlänpa ´jaa
継ぎが当たる．
3．(虫などが～に Wo ) 付く． JHoJo～ ¯pääpa ´jaa

蛭が付く．X̀<o～ `shii ´jaaしらみが付く．

T1>`=o ☞　 1>`=o (p. 247)

T1>`Ho ☞　 0>`Zo (p. 237)
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T1<̂o ☞　 1<̂o (p. 247)

T1=̂o ☞　 1=̂o 1 (p. 248)

T1V̂o ´jur v. non-vol.
npf. pf. imp.

T1V̂o T1V̂o –
´jur ´jur –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

溢れる． L=oLo～ ´phangnga ´jur倉庫から溢れる．

T1>co ☞ 1>co (p. 249)

T1>cHo ☞ 0>co 1 (p. 237)，H1>co 1 (p. 256)

T1>do ☞ 1>do (p. 251)

T1>dVo ´joo v. non-vol.
npf. pf. imp.

T1>dVo T1>dVo –
´joo ´joo –

pres. fut. pt. imp.

[ T1>dVo T1>dVo T1>dVo – ]

1．(～が) 到着する，着く，来る，届く，着陸す
る． 2)o*T=Zo～ ˆtrhutsin ´joo船が着く．M2FdIoXd<o～
ˆdrönshoo ´joo招待状が届く．,@LoHM<o～ ˆkyamaa
´joo 援軍が来る．Ac o?Vo～ ´nyecaa ´joo 最近到着
する．I=oWo～ ´nan la ´joo 家に着く．<IMo2) o～
¯namtru ´joo 飛行機が着陸する．<kH<o～ ˆtraa ´joo

郵便物が届く．<8 q<oMo～ ˆshungmaa ´joo後で到着
する．Ùo<co～ ´yiki ´joo 手紙が届く．手紙が来る．
ZVdLo2. oIZo～ ¯laptra nää ´joo 学校から来る．\VoJdo
Lo～ `aapoo ´joo土木作業員が到着する．
2．(電話が)ある．(通知が)ある． ;oJVo～ ¯khapaa
´joo 電話がかかってくる．FVo～ ¯tar ´joo電報が来
る．L&o;?Lo～ ˆtakyap ´joo 通知がある．L&o～ ´ta

´joo合図がある．

TLD=o ˆdran v. vol.
npf. pf. imp.

TLD=o TLD=Zo TLD=Zo
ˆdran ˆdran ˆdran

pres. fut. pt. imp.

[ TLD=o TLD=o TLD=Zo TLDd=Zo ]

追う． $ cZoZbo～ ˆcee-su ˆdran付き従う．随行する．
追随する．

TLD=Zo ☞　TLD=o (p. 258)

TLDWo ☞　LDWo (p. 252)

TLD`o ☞　LD`o (p. 252)

TLD`Ho ☞　TKD`o (p. 242)

T1(o ☞　 1 (o (p. 253)

T1(Ho ☞　 1 (o (p. 253)

TLDc<o ☞　LDc<Zo (p. 253)

TLDcWo ´dree v. non-vol.
npf. pf. imp.

TLDcWo TLDcWo –
´dree ´dree –

pres. fut. pt. imp.

[ TLDcWo TLDcWo TLDcWo – ]

1．(～が)つながる，連なる．(国境が)接する． Ub<o
<>̀<oWo～ ˆyuk `cik la ´dree 切れ目なく連なる．V`o
, !Ho～ ˆrikyüü ´dree山脈が連なる．Wo1]=o～ ˆlalun

´dree野山が連なる．ZoMOMZo～ `santsam ´dree国
境を接する．国境が接している．
2．続く． ÀoMoL>bo～ ´nyima ¯cu ´dree十日間続く．
ÀoMoH=oSVoLo～ ´nyima tan ´dawa ´dree日夜続く．
3．(～と H=o ) 同居する，離れずにいる，一緒にい
る． Jbo2qoH=o～ ¯puku tan ´dree子供と離れずにい
る｛離婚して子供を引き取るなどして｝．

TLDd=Zo ☞　TLD=o (p. 258)

TLDdZo ☞　LDdZo (p. 254)

<Qo ☞　<QZo (p. 259)

<Q=o 1 ˆpan, ´pan v. vol.
npf. pf. imp.

<Q=o <Q=Zo <Q=Zo
ˆpan, ´pan ˆpan ˆpan

pres. fut. pt. imp.

[ <Qd=o <Q=o <Q=Zo <Qd=Zo ]

(～を～に Wo / <̀Zo ) 浸す，浸ける．(～を) 湿らせ
る． T;D=oT< ( o～ ¯trhangtru ˆpan 洗濯物を浸けお
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きする．洗濯物を水に浸ける．?=o<̀Zo～ ¯chan kää

ˆpanチャンに浸す．?boWo～ ¯chu la ˆpan水に浸す．
L<oWcLo@oWo～ ˆphaalee ´cha la ˆpan パンをお茶に
浸す．TLDZoUdZo～ ˆdrääyöö ˆpan (お茶などに)煎り
米を浸す．Md<oVdo～ ´mooro ˆpanきくらげを水に浸
す．V`WoLbo～ ´riipu ˆpan丸薬を水に浸す．X̀=oZdIo～
¯shingsön ˆpan 苗木を水に浸す．ZoLdIo～ ¯sapön

ˆpan 種を水に浸す．ZDIoMo～ ¯tränma ˆpan 豆を
浸す．

<Q=o 2 ˆpan v. non-vol.
npf. pf. imp.

<Q=o <Q=Zo –
ˆpan ˆpan –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～で <̀Zo ) 濡れる．ずぶ濡れになる． ?VoJZo～
`chaapää ˆpan 雨でずぶ濡れになる．?bZo～ `chüü

ˆpan 水浸しになる．6 q<oZVd<o～ ˆthukloo ˆpan 着物
がずぶ濡れになる．S`WoJZo～ ˆsiipää ˆpan 露に濡
れる．

<Q=Zo ☞　<Q=o 1 (p. 258)，<Q=o 2 (p. 259)

<QIo 1 ´pän v. vol.
npf. pf. imp.

<QIo <QIo <QIo
´pän ´pän ´pän

TLIo TLIo TLIo
´bän ´bän ´bän

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

⇒ Chi. Ϻ bàn

(どろどろした物を) 掻き混ぜる，掻き回す，撹拌す
る． <\@d oMo～ `kyomaa ´pän キョマーを作る．糊を
作る．?boT6 qVo～ ¯chumtuu ´pän飼料を掻き回わす．
TH<oL<o～ ˆdakpaa ´pän 泥を掻き回す．Oxo?b o～
¯tshacu ´pän塩水を掻き混ぜて作る．OVIo～ ¯tshön

´pän塗料を掻き混ぜる．OVIo)To～ ¯tshöntsi ´pänペ
ンキを混ぜ合わせ掻き回す．

<QIo 2 ☞　LDIo (p. 252)

<QVo ´paa v. vol.

npf. pf. imp.

<QVo <QVo <QVo
´paa ´paa ´paa

pres. fut. pt. imp.

[ <QdVo <QVo <QVo <QdVo ]

(～を) 燃やす．(ランプなどを) つける． M?dHoMco～
¯chööme ´paa 灯明をつける．<NYMoL8 q o～ ¯numshu

´paaランプをつける．

<QZo ˆpää v. vol.
npf. pf. imp.

<QZo <QZo <QdZo
ˆpää ˆpää ˆpöö

pres. fut. pt. imp.

[ <QcHo <Qo <QZo <QdZo ]

1．(～を～に Wo )隠す，埋める，埋蔵する． <\@dIo～
¯kyön ˆpää 欠点を隠す．L+WZoIdVo～ ¯küünor ˆpää

盗品を隠す．;b<o;=d<oWo～ `khukyoo la ˆpää 辺鄙
な土地に隠す．片隅に隠す．>oW<o～ `calaa ˆpää

品物を隠す．<>cZoIdVo～ ¯ceenoo ˆpää 大切な宝物
を隠す．<FcVo～ ¯ter ˆpää 経典や宝物を地中など
に埋めて隠す．JHoX<o～ `pääshaa ˆpää お金を隠
す．Kb=oJdo～ ¯phungpo ˆpää死体を埋める．UdIoFIo
～ ´yöntän ˆpää教養を隠す．V=o<\@dIo～ ´rangkyön

ˆpää 自分の欠点を隠す．Vdo～ ´ro ˆpää 死骸を埋め
る．ZoWo～ ¯sa la ˆpää地中に隠す．
2．(支払うべき税金を) 隠匿する． ;DWo～ ¯trhää

ˆpää税金逃れをする．

<Q`Vo ☞　<kH`Ho (p. 261)

<QYLo ☞　RYLo (p. 229)

<QYLZo ☞　RYLo (p. 229)

<QcHo ☞　<QZo (p. 259)

<Qd=o ☞　<Q=o 1 (p. 258)

<Qd=Zo ☞　<Q=o 1 (p. 258)

<QdMo ´pom v. non-vol.
npf. pf. imp.

<QdMo <QdMo –
´pom ´pom –
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pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)太い．

<QdVo ☞　<QVo (p. 259)

<QdWo ´pöö v. vol.
npf. pf. imp.

<QdWo <QdWo <QdWo
´pöö ´pöö ´pöö

pres. fut. pt. imp.

[ <QdWo <QdWo <QdWo <QdWo ]

1．(土などを)掘り返す，掘り返して柔らかくする．
(荒れ地を) 開墾する． THcLZoR̀=o～ ¯tapshin ´pöö

畑の土を柔らかくする．R`=o;o～ ´shingka ´pöö畑の
土を掘り返して柔らかくする．R`=o"dHo～ ˆshingköö

´pöö荒れ地の土を掘り返して柔らかくする．Zo"dHo
～ `saköö ´pöö 荒れ地の土を掘り返す．Zo<Kd= o～
`saton ´pöö荒れ地を掘り返す．Zo～ ¯sa ´pöö土を
掘り返す．
2．(～を)混ぜる，混ぜ合わせる． WbHo～ ˆlüü ´pöö

肥料を混ぜる．

<QdZo 1 ˆpöö v. non-vol.
npf. pf. imp.

<QdZo <QdZo –
ˆpöö ˆpöö –

pres. fut. pt. imp.

[ <QdZo <QdZo <QdZo – ]

1．(生地などが)ふくらむ．(お腹が)張る．(手足や
顔などが)むくむ，腫れる． !=oJo～ ¯kangpa ˆpöö

足がむくむ．2FdHo;d<o～ ˆtrhokoo ˆpöö お腹が張る．
<Hd=o～ ´ton ˆpöö 顔がむくむ．M̀<o～ `mii ˆpöö 目
が腫れる．Zdo8F`Wo～ `sunyii ˆpöö歯茎が腫れる．
2．迷う．混乱する． M<do～ ´go ˆpöö混乱する．

<QdZo 2 ☞　<QZo (p. 259)

<k@<o ˆcaa v. non-vol.

npf. pf. imp.

<k@<o <k@<Zo –
ˆcaa ˆcaa –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(家畜などが) 痩せる． %oXcHoMdo～ ¯ta ¯sheemo ˆcaa

馬が痩せる．Ld=oLboXcHoMdo～ ´phungku ¯sheemo ˆcaa
ろばが痩せる．XcHo～ `shee ˆcaa 痩せる．XcHoMdo～
¯sheemo ˆcaa痩せる．

<k@<Zo ☞　<k@<o (p. 260)

<k@=o ˆcan v. vol.

npf. pf. imp.

<k@=o <k@=Zo <k@=Zo
ˆcan ˆcan ˆcan

pres. fut. pt. imp.

[ <k@d=o <k@=o <k@=Zo <k@d=Zo ]

1．(～を) 習う，学ぶ，教わる，身に付ける，修業す
る． :o;o～ ¯kaka ˆcanチベット文字を習う．H;=`Wo
T;dVo～ ¯kinkoo ˆcanマンダラの作り方を習う．+@Wo
～ ¯kyää ˆcan水泳を習う．<?Ho～ `kää ˆcan言葉を
習う．T<<̂oÙ<o～ `kyhuk’yii ˆcan 草書体の文字を
習う．<=oXcZo>̀oXcZo～ ˆkhangshin `cishin ˆcan知り
得る限りの全てを習う．<Ĥo<FIo～ ´tramnyän ˆcanダ
ムニェンを習う．& doLSdo～ ´topso ˆcan石工の仕事を
習う．石工の仕事を教わる．LdHo<RZo～ ˆphööshää

ˆcan チベットの伝統的な歌を習う．MdoBo～ ´motra

ˆcan車の運転を習う．OIoV`<o～ `tshänrii ˆcan科学
を学ぶ．Ùo<co～ ´yiki ˆcan 文字を習う．W<o)Wo～
´laktsää ˆcan 技術を習う．<ZdoV`<o～ `sorii ˆcan 医
学を学ぶ．:[VoG<o～ `hutaa ˆcan一生懸命学ぶ．一
生懸命習う．
2．(～を)鍛える，訓練する． TGLo)Wo～ ¯thaptsää
ˆcan武術を訓練する．9q<Zo～ `shuk ˆcan体力を鍛
える．腕力を訓練する．
3．(～に)仕込む． , !<o%o～ ´kyukta ˆcan競走馬に
仕込む．
4．(おきを)寝かせる． McoMH<o～ ˆmentaa ˆcanお
きを寝かせる．

<k@=Zo ☞　<k@=o (p. 260)

<k@Vo ´caa v. vol.
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npf. pf. imp.

<k@Vo <k@Vo <k@Vo
´caa ´caa ´caa

pres. fut. pt. imp.

[ <k@dVo <k@Vo <k@Vo <k@dVo ]

1．(～を) 貼る，貼り付ける，張り付ける，付ける，
くっつける． :doUdWo～ ¯koyöö ´caa 絆創膏を貼る．
1F`o:oZ̀o～ ¯trika-si ´caa切手を貼る．<?d<Zo;o～ `koo

¯kha ´caa封筒を閉じる．<\@do<k@Vo～ ¯kyopcaa ´caa糊
付けをする．;o～ ¯kha ´caa 貼る．封をする．くっ
つける．接触させる．!==o9McLZoWo～ ˆkyhangtep la

´caa 壁面に貼る．H=bWoXd<o～ `ngüüshoo ´caa銀箔
を貼り付ける．Gd<oXd<o～ `thooshoo ´caa 天井紙を
糊付けして張り付ける．[oVZo～ `marää ´caa 包帯
をあてる．
2．(～を) 縫い付ける，はぎ合わせる． <d= oL o～
´khonga ´caaチベット服の衿を付ける．<Ĥd<o<HIo～
´trootän ´caa ドーデンを付ける．HcoRIo～ ´thepän

´caa 縁取りの布を縫い付ける．Jo:̀T̀o～ ¯pakii ´caa

ポケットを付ける．9ZMoUbo～ ¯hamyoo ´caa (靴底に)
靴の胴を縫い付ける．
3．(肌に) 触れる．(肌身に) つける．(手を) 合わせ
る． T2FMoJo～ ´drampa ´caa頬をくっつける．GWo
Mdo～ ¯thäämo ´caa合掌する．WbZoWo～ ˆlüü la ´caa

肌身につける．Xo～ ¯sha ´caa肌に触れる．
4．(法律に)訴える． ;D`MZoWo～ `trhim la ´caa法に
訴える．告訴する．
5．(例に)例える．引用する． HJco～ ¯pe ´caa 例え
る．HJco～IZoLXHo ¯pe ´caa ni `shää 例を挙げて説
明する．HJcoWo～ ¯pe la ´caa諺を引用する．
6．(資金を)預ける． GcLZo)o～ ¯theptsa ´caa運営
資金を預ける．
7．(～を)結び付ける，利用する．(禍根などを)なす
り付ける． Kb=o<R`o～ ¯phungshi ´caa禍根をなすり
付ける．MOMZo～ `tsham ´caa機会を設ける．

<k@d=o ☞　<k@=o (p. 260)

<k@d=Zo ☞　<k@=o (p. 260)

<k@dVo ☞　<k@Vo (p. 260)

<kH<o ˆtraa v. vol.

npf. pf. imp.

<kH<o <kH<Zo <kH<Zo
ˆtraa ˆtraa ˆtraa

pres. fut. pt. imp.

[ <kH<o <kH<o <kH<Zo <kHd<Zo ]

(～を) 合わせる，伴う．(～を H=o ) 一緒にする，兼
ねる． . . . H=o<kH<ZoIZo tan ˆtraa ni～を兼ねて．～
と一緒に．～と共に．

<kH<Zo ☞　<kH<o (p. 261)

<kH`Ho ´pir v. non-vol.
npf. pf. imp.

<kH`Ho <kH`Ho –
<Q`Vo <Q`Vo –
´pir ´pir –

pres. fut. pt. imp.

[ <kH`Ho <kH`Ho <kH`Ho – ]

しびれる．酔って感覚がなくなる．麻酔にかかる．
!=oJo～ ¯kangpa ´pir足がしびれる．;o～ ¯kha ´pir
口がしびれる．9Cco～ ¯ce ´pir 舌がしびれる．<Sb<Zo
Jdo～ ´suku ´pir体がしびれる．<UcVoMo;o～ ¯yerma

¯kha ´pir山椒で口がしびれる．W<oJo～ ´lakpa ´pir
手がしびれる．

<kHc=o ˆpan v. non-vol.
npf. pf. imp.

<kHc=o <kHc=Zo –
ˆpan ˆpan –

pres. fut. pt. imp.

[ <kHc=o <kHc=o <kHc=Zo <kHc=Zo ]

(～が) 並ぶ． <kHc=Zo1>ZoT2Fd o ˆpan cää ´dro 並んで
行く．

<kHc=Zo ☞　<kHc=o (p. 261)

<kHcWo ´tree, ´pee v. vol.
npf. pf. imp.

<kHcWo <kHcWo <kHcWo
´tree, ´pee ´tree, ´pee ´tree, ´pee

pres. fut. pt. imp.

[ <kHcWo <kHcWo <kHcWo <kHcWo ]

1．(～を) つなぐ，つなぎ合わせる． 2V= o<d< o～
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`langkoo ´tree 牡牛を二頭並べてつなぐ．G<oMGbHo
～ `thaktüü ´tree 縄を何本もつなぐ．G< o J o～
¯thakpa ´pee 紐でつなぐ．HIoLo～ ´trhaa ´tree 網
をつなぎ合わせる．<NWoMo～ ¯nääma ´tree織物の縦

糸をつなぐ．
2．続ける． ÀIoMOIo～ ´nyintsän ´tree昼も夜も続
ける．ÀIoR<o～ ˆnyinsha ´tree昼も夜も続ける．

<kHd<Zo ☞　<kH<o (p. 261)
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zMk
M=o ´man v. non-vol.

npf. pf. imp.

M=o M=Zo –
´man ˆman –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が) 多い． ～HI<Zo ´man ˆtrhaa 多過ぎる．M̀ o
TLdVo～Vbo<F=o ´minpoo ´mang-ru ¯tan人口を多く
する．Oxo～ ¯tsha ´man 塩が多い．～No ´man-tse
少々多めの．

M=Zo ☞　M=o (p. 263)

M`Ho ˆmik, ˆmii v. vol.
npf. pf. imp.

M̀Ho M̀Ho M̀Ho
ˆmik, ˆmii ˆmik, ˆmii ˆmik, ˆmii

pres. fut. pt. imp.

[ M̀Ho M̀Ho M̀Ho M̀Ho ]

(～を) 丸飲みする，飲み込む． <=o1=̂ oM=o1=̂ o～
´khangcun ´mangcun ˆmik何でもかんでも飲み込
む．9Kdo?Zo～ `topcää ˆmik食物を飲み込む．食物を
丸呑みする．R<Zo～ `paa ˆmik練った麦こがしを丸
呑みする．1>coV`Wo～ ´chirii ˆmik あめ玉を飲み込む．
あめ玉を丸呑みする．<RIo～ ¯män ˆmik薬を丸呑み
する．

MbVo ´mur v. vol.
npf. pf. imp.

MbVo MbVo MbVo
´mur ´mur ´mur

pres. fut. pt. imp.

[ MbVo MbVo MbVo MbVo ]

もぐもぐ噛む．咀嚼する． T!=`<o1>coV`Wo～ ˆgik ´chirii
´mur チューインガムを噛む．0V̂o<?Mo～ ¯chukum

´mur干しチーズを噛む．1>coV`Wo～ ´chirii ´mur飴を

噛んで食べる．<RIo～ ¯män ´mur 薬を噛む．Xo<?Mo
Jdo～ ¯sha ¯kampo ´mur 干し肉を噛む．XcWo:oVo～
¯shee-kara ´mur氷砂糖を噛む．

M?=o 1 ˆnyan, ´nyan v. vol.
npf. pf. imp.

M?=o M?=Zo M?=Zo
ˆnyan, ´nyan ˆnyan ˆnyan

pres. fut. pt. imp.

[ M?d=o M?=o M?=Zo M?d=Zo ]

1．(味を)見る． LDdoLo～ ´trhoo ˆnyan味を見る．体
験する．VdoL>bHo～ ˆrucüü ˆnyan味わう．
2．(～を)経験する，体験する． H:ToWZo～ `kalää

ˆnyan困難を経験する．

M?=o 2 ˆnyan, ´nyan v. non-vol.
npf. pf. imp.

M?=o M?=Zo –
ˆnyan, ´nyan ˆnyan –

pres. fut. pt. imp.

[ M?d=o M?d=o M?d=o – ]

(～の目に) 遭う．(～を) 受ける，経験する． <ATo
<IdIo～ ¯nyanön ˆnyan抑圧を経験する．9Kd<ZoL1FcZo
～ `toktree ˆnyan飢えと渇きを味わう．<MY<oLNWo～
´tungää ˆnyan 苦しみを経験する．<MY<oJdo～ ´tuku

ˆnyan 苦しみを経験する．MIV o<>dH o～ `narcöö

ˆnyan 虐待を受ける．HM?WoLo～ ¯nyala ˆnyan 地獄
のような苦しみを経験する．L9q o<Rd<o～ `shushoo

ˆnyan搾取される．

M?=Zo ☞　M?=o 1 (p. 263)，M?=o 2 (p. 263)

M?d=o 1 ´nyon v. non-vol.
npf. pf. imp.

M?d=o M?d=o –
´nyon ´nyon –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

＜ Vnpf + M?d=o の形で＞ ～したことがある． <ZHo
～ `sää ´nyon殺した経験がある．

M?d=o 2 ´nyon v. pred. ❑詳細は「第一部動詞概説：1述語動詞」の各項目を参照．
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＜ Vnpf/ Vpf + M?d=o の形で＞ ［動詞述語：経験］ ～したことがある．

M?d=o 3 ☞　M?=o 1 (p. 263)，M?=o 2 (p. 263)

M?d=Zo ☞　M?=o 1 (p. 263)

HMTo ¯ma v. non-vol.
npf. pf. imp.

HMTo HMTo –
¯ma ¯ma –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)低い．

HMVo ¯maa v. non-vol.
npf. pf. imp.

HMVo HMVo –
¯maa ¯maa –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)赤い． ～+@=o ¯markyan真っ赤な．

0W<o `muu v. vol.

npf. pf. imp.

0W<o 0W<Zo 0W<Zo
`muu `muu `muu

pres. fut. pt. imp.

[ 0W<o 0W<o 0W<Zo 0W<Zo ]

(犬などが) 噛みつく． ;?` o～ ¯khi `muu 犬が噛み
つく．

0W<Zo 1 `muu v. non-vol.

npf. pf. imp.

0W<Zo 0W<Zo –
`muu `muu –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

気持ちが落ち込む． ÙHo～ ˆyii `muu気持ちが落ち
込む．気が滅入る．

0W<Zo 2 ☞　0W<o (p. 264)

0WVo ¯mur v. vol.

npf. pf. imp.

0WVo 0WVo 0WVo
¯mur ¯mur ¯mur

pres. fut. pt. imp.

[ 0WVo 0WVo 0WVo 0WVo ]

1．(～が <̀Zo )噛みつく，食らいつく． ;?`Zo～ `khii

¯mur犬に噛まれる．
2．(～が <̀Zo )いじめる． M̀Zo～ ˆmii ¯mur人にい
じめられる．

[ do ¯mo v. vol.
npf. pf. imp.

[do [dZo [dZo
¯mo `möö `möö

pres. fut. pt. imp.

[ [dHo [do [dZo [dZo ]

(～を)耕す，開墾する． 9MYMoVo～ ´dumra ¯mo庭を
耕す．OWoR`=o～ ¯tshääshin ¯mo野菜畑を耕す．R`=o
;o～ ´shingka ¯mo 畑を耕す．R`=o"dHo～ ˆshingköö

¯mo荒れ地を耕す．R`=o～ ´shing ¯mo畑を耕す．V`o
<XMo～ ´risham ¯mo 山麓を耕す．Zo～ ¯sa ¯mo 土
を耕す．ZoR`=o～ ¯sashin ¯mo畑を耕す．

[ dHo ☞　 [do (p. 264)

[ dZo ☞　 [do (p. 264)

<R`Io * ¯mim, ¯min v. non-vol.
npf. pf. imp.

<R`Io <R`Io –
¯mim, ¯min ¯mim, ¯min –

pres. fut. pt. imp.

[ <R`Io <R`Io <R`Io – ]

1．(作物，果物などが) 熟す，実る，稔る． 1) oM o
1) o～ ¯trumaa-tru ¯mim トマトが実る．<KdI oGd<o～
`töntoo ¯mim作物が熟す．収穫が稔る．GoVcoGdoVco～
¯thare ¯thore ¯mim 少々熟す．TLDZoLbo～ ´drääpu

¯mim実が熟す．WdoFd<o～ ˆlotoo ¯mim作物が稔る．
X̀=oFd<o～ `shingtoo ¯mim 果物が熟す．X̀=oTLDZo～
`shingträä ¯mim 果実が熟す．Z̀Tbo～ ¯siu ¯mim さ
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んざしの実が熟す．ZcoT1 (o～ ¯sintru ¯mimざくろが
熟す．
2．(～の結果が) 出る，業果が熟す．報いがある．
2)LoTLDZo～ ˆtrhumträä ¯mim報いがある．<FHo～
`tää ¯mim呪いがかかる．<IHoWo～ `nää la ¯min急
所に当たる．'Mo<R`Io～ ¯nammin ¯min 因果が巡っ
てくる．WZoTLDZo～ ˆlänträä ¯mim業果が熟す．

<Rd<o `moo v. vol.
npf. pf. imp.

<Rd<o <Rd<o <Rd<o
`moo `moo `moo

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(液状の調味料，塗料などを ø / Wo ) つける｛ち
ょっと，さっと｝． L1F<o)To～ ¯traktsi `moo ラッ
カーをつける．@o～ ´cha `moo お茶をつける．@=o
UbTbo～ ´cangyuu `moo 醤油をつける．HMoMOWo～
´thamtsää `moo 朱肉をつける．<N<oOo～ ¯naktsa

`moo 墨をつける．HMVoT6 qVo～ ¯mantuu `moo ち
ょっと唐辛子みそをつける．ObTbo～ ¯tshuu `moo酢
をつける．R<oOTo～ ´shaktsi `moo 脂をつける．Z̀o
JIo～ ¯sipän `moo 唐辛子をつける．Z̀ oJIoWo～
¯sipän la `moo唐辛子を付ける．

<RdIo ¯mön v. non-vol.
npf. pf. imp.

<RdIo <RdIo –
¯mön ¯mön –

pres. fut. pt. imp.

[ <RdIo <RdIo <RdIo <RdIo ]

(～を Wo ) うらやむ，うらやましく思う，うらやま
しがる，羨望する． ;=oJVo～ ¯khangpaa ¯mön家
をうらやましく思う．2V`=o<Vo～ ¯lingkaa ¯mön 公
園をうらやましく思う．,@Io?Vo～ ´kyäncaa ¯mön

飾りをうらやましがる．6 q< oZVd< oWo～ ˆthukloo la

¯mön 衣服をうらやましがる．～X<oX<o1>cHo ¯mön
`shaashaa ´cheやたらにうらやましがる．TPTIo?Zo
W o～ ˆdzincää la ¯mön 家具をうらやましがる．
<Sb<Zo1>HoWo～ ˆsukcää la ¯mön 容姿をうらやま
しがる．Ù<o<Sb<ZoWo～ ˆyiksuu la ¯mön 文字の形
をうらやましがる．ÙHo～ ˆyii ¯mönうらやむ．UdIo
FIoWo～ ´yöntän la ¯mön教養をうらやましく思う．
～T1>=oW=oJdo ¯möncan ´langkoやたらにうらやまし
がる．

<l@do ¯nyo v. non-vol.

npf. pf. imp.

<l@do <l@do –
¯nyo ¯nyo –

pres. fut. pt. imp.

[ <l@do <l@do <l@dZo – ]

1．気が狂う．気が触れる． \oMoW<ZoMcHoIo=o～Jn
¯ama-laa ´määna ´nga ¯nyo-pa.「お母さんがいな
かったら，僕，気が狂っちゃうよ」
2．夢中になる．

<l@dZo ☞　<l@do (p. 265)
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zN k
N<Zo ☞　LN<o (p. 267)

NTVo ☞　LNTVo 1 (p. 267)

Nb<Zo ☞　LNb<Zo (p. 268)

NbMZo ☞　LNbMo 1 (p. 269)

NV=Zo ☞　LNV=o (p. 270)

NVZo ☞　LNVo (p. 270)

<N<o `tsaa v. vol.
npf. pf. imp.

<N<o <N<Zo <N<Zo
`tsaa `tsaa `tsaa

pres. fut. pt. imp.

[ <N<o <N<o <N<Zo <NV<Zo ]

(針を刺すなどして血や膿などを) 出す，採る．採血
する． ;D<o～ `trhaa `tsaa 採血する．動物に針を
刺して悪血を採る．ヤクの血を採る｛血をゼリー状
に固めて食べるため｝．'<o～ `naa `tsaa 膿を出す
｛尖った骨などで傷口を突ついて｝．

<N<Zo ☞　<N<o (p. 266)

<N=o `tsan v. non-vol.
npf. pf. imp.

<N=o <N=o –
`tsan `tsan –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が)清潔である． +WLo～ `kup `tsan［俗］身
持ちがいい．
2．(～が) 清算される．(返済が) 完了する． <\@cHo:o
～ ¯kyeka `tsan利子が清算される．<\@cHoMcHoLboWdIo～
`kyemee ´pholön `tsan 無利子の貸し付け金の返済
が完了する．H=bWo<\@cHo～ `ngüükyee `tsan利息が清
算される．0>`oLbIo～ ¯chipün `tsang外国にたいする
債務を完済する．LboWdIo～ ´pholön `tsan 借金が清
算される．)TZo～ `tsii `tsan清算される．XcoTLLo～
`shenpap `tsan貸与の家畜から生産された乳製品の

一定量が所有者へ支払われる．
3．(～が) 終わる，満了する．(期限が) 切れる．
;DW o～ ¯trhää `tsan 義務を全うする．2q= o Zc= o
～ ˆkhungsan `tsan 休暇が終わる．6 qZ o OVH o～
ˆthüütsöö `tsan 期限が満了する．L6 qI o OT<Z o～
ˆtüntsii `tsan 人の死後 49 日間７日毎に行う仏事
が終わる．<RdIo;DWo～ ´shönträä `tsan 若い者の義
務を果たす期間が済む．VcZo<?dVo～ ´reekoo `tsan 順
番の仕事が終わる．WZoT<Io～ ´länkän `tsan 任務
が終わる．WdoOHo～ ˆlotsää `tsan年限が切れる．

<NLo 1 `tsap v. vol.
npf. pf. imp.

<NLo, LNLo LNLZo <NLZo
`tsap `tsap `tsap

pres. fut. pt. imp.

[ <NLo LNLo LNLZo <NVLZo ]

1．(～を)刻む，細かくする，細かく割る． ?̀IoOWo
～ ¯chintsää `tsapセロリを刻む．NV=o～ ¯tson `tsap
ねぎを刻む．OWo～ ¯tshää `tsap 野菜を刻む．Wo
Kb<o～ ˆlapuu `tsap大根を刻む．Xo$ cIo～ ¯shapcen

`tsap 肉のたたきを作るために肉を刻む．Xo～ ¯sha

`tsap 肉を刻む．X̀= o～ ¯shing `tsap 木を細かく
する．
2．(火打ち金を)打つ． Mco9C<Zo～ ˆmecaa `tsap 火
打ち金を打つ．

<NLo 2 `tsap v. non-vol.
npf. pf. imp.

<NLo, LNLo LNLZo –
`tsap `tsap –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が) 破れる，ぼろぼろになる． 0 ôJo～ ¯chupa

`tsapチベット服が破れる．

<NLZo ☞　<NLo 1 (p. 266)

<NT<Zo `tsii ［文］ v. vol.
npf. pf. imp.

<NT<Zo <NT<Zo
`tsii `tsii
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pres. fut. pt. imp.

[ <NT<Zo <NT<Zo <NT<Zo – ]

(牙などを)むき出す． M?coLo～ ¯chee `tsii牙をむき
出す．

<NV<Zo ☞　<N<o (p. 266)

<NVLZo ☞　<NLo 1 (p. 266)

LN<o `tsaa, `tshaa v. vol.
npf. pf. imp.

LN<o, TO<o LN<Zo N<Zo
`tsaa, `tshaa `tsaa `tsaa

pres. fut. pt. imp.

[ TO<o LN<o LN<Zo OV<Zo ]

1．(～を) 濾す．(酒や油を) 搾る． ;b oLo～ ¯khoo

`tsaa 汁を濾す．?=o～ ¯chan `tsaa チャンを濾す．
@o;bo～ ´chaku `tsaa茶汁を濾す．@o～ ´cha `tsaa茶
を濾す．9Mc o;b o～ ´diku `tsaa 煮出し汁を濾す．<NYMo
～ ¯num `tsaa 油を濾す．油を搾り出す．0V̂o;bo～
¯chuuku `tsaa 乳清を濾す．0V̂oO<Zo～ `churtsaa

`tsaa チーズ濾しで濾す．MVo;bo～ ´maaku `tsaa 溶
かしバターを濾す．* oMo～ ´tsama `tsaa 素焼きの
かめの栓を外して中の酒を濾す．Tdo<F`<Zo～ ˆo’nyii

`tsaa ミルクの中のごみを濾す．ZcIo<Kd=o～ ¯senton

`tsaa三番目，四番目に酒を搾る．
2．(～を) ふるい分ける，ふるいにかける． 2Fd o
～ ´trho `tsaa 小麦をふるいにかける．2Fd o R`L o～
ˆtrhushii `tsaa小麦をふるい分ける．<NoGo～ `nataa

`tsaa 嗅ぎタバコの粉をふるい分ける．1>c o M o～
´chema `tsaa 砂をふるい分ける．砂をふるいにか
ける．TLDZo～ ˆdrää `tsaa米をふるい分ける．T1 (o～
´dru `tsaa 穀類をふるい分ける．)MoJo～ ¯tsampa

`tsaa 麦こがしをふるい分ける．Zo～ ¯sa `tsaa 土
をふるい分ける．土をふるいにかける．ZDIoMo～
¯tränma `tsaa 豆をふるい分ける．豆をふるいにか
ける．
3．(値段に Wo / ø )食い下がる｛値下げ交渉などで｝．
<d=oWo～ ´khon la `tsaa 値段を下げるように食い下
がる．値段交渉をする．

LN<Zo ☞　LN<o (p. 267)

LN=o ☞　TO=o 1 (p. 278)

LN=Zo ☞　TO=o 1 (p. 278)

LNIo ¯tsän v. non-vol.
npf. pf. imp.

LNIo LNIo –
¯tsän ¯tsän –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

厳重な状態である．

LNLo ☞　<NLo 1 (p. 266)，<NLo 2 (p. 266)

LNLZo ☞　<NLo 1 (p. 266)，<NLo 2 (p. 266)

LNWo ☞　TOWo 1 (p. 278)，TOWo 2 (p. 279)

LNTVo 1 ¯tsir, ¯tsii v. vol.
npf. pf. imp.

LNTVo LNTVo NTVo
¯tsir, ¯tsii ¯tsir, ¯tsii ¯tsir, ¯tsii

pres. fut. pt. imp.

[ TOTVo LNTVo LNTVo OTVo ]

1．(酒や油などを) 搾る，圧搾する． <NYMo～ ¯num

¯tsir 油を搾る．きつく叱る．尋問する．JHo;=o～
`pääkan ¯tsir 菜種を搾る．TLTo?o～ ´baca ¯tsir 菜
種や胡麻などを搾る．<Q=o2]Mo～ ´panglum ¯tsir も
ろみ酒を搾る．
2．(水気，汁気を)絞る． ;boLo～ ¯khoo ¯tsir汁を絞
る．T;D=oT< ( o～ ¯trhantru ¯tsir 洗濯物を絞る．?bo～
¯chu ¯tsir水を絞る．
3．(首を)締める． <?co～ ¯ke ¯tsir首を締める．
4．(～を) ひねる． W<oJo～ ´lakpa ¯tsir 手をひね
る．W<oJZo～ ˆlakpää ¯tsir 手でひねる．\o9Cd<o～
`amcoo ¯tsir耳をひねる．
5．(出来物を)つぶす．(出来物の中身を)搾り出す．
<AIoTLbVo～ ¯nyänpur ¯tsir出来物を搾り出す．'<o
～ `naa ¯tsir膿を搾り出す．LHoGdVoLo～ ´phääto-ra

¯tsirにきびを搾り出す．
6．(乳を)揉む． TdoMo～ ´oma ¯tsir乳房を揉む．
7．(～を) 痛めつける，きつく尋問する，追い詰め
る． *Lo?cI o～ ´tsapcen ¯tsir 不遜な輩を痛めつ
ける．

LNTVo 2 ¯tsir, ¯tsii v. non-vol.
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npf. pf. imp.

LNTVo LNTVo –
¯tsir, ¯tsii ¯tsir, ¯tsii –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が) 締め付けられる，締め付けられて痛い，きつ
い． !=oJo～ ¯kangpa ¯tsir足が痛む｛靴がきついた
めに｝．9ZMo<d<o～ `hangkoo ¯tsir靴がきつい．

LNb<Zo `tsuu v. vol.
npf. pf. imp.

LNb<Zo LNb<Zo Nb<Zo
`tsuu `tsuu `tsuu

pres. fut. pt. imp.

[ TPb<Zo <Sb<Zo LNb<Zo Ob<Zo ]

1．(針，刀などを)刺す，突き刺す，挿す．(嘴で)突
く． ;Lo～ `khap `tsuu 針を刺す．2Vd o2F` o～ ¯lutri

`tsuu 短刀で刺す．M?boFdo～ ¯choto `tsuu くちばし
で突く．M6 q= o～ ´dung `tsuu 槍で突く．<k@<oMo～
´caama `tsuu (土などに)スコップを突き刺す．)Uo<Ĥdo
～ ¯tseptro `tsuuツェプトを挿す．
2．(～を) 建てる，建設する，設立する，樹立する，
作る，開設する． 2Vd< o;=o～ ¯lookan `tsuu 発電
所を建設する．H<dIoJo～ ´konpa `tsuu 寺を建て
る．,@Wo;Lo～ ˆkyääkap `tsuu 国を建てる．,@Wo
KDIoMAMoTLDcWo～ ´kyääträn ¯nyamtree `tsuu 連邦
国家を作る．JVo;=o～ ¯parkan `tsuu 印刷所を建
てる．L=o;D` o～ ´phangtri `tsuu 棚を作る．LLZo
Ob<Zo～ ˆphaptsuu `tsuu 駅を作る．LboL>dWo;=o～
´phucöö-kan `tsuu保育園を建てる．<8 q=o～ ´shun
`tsuu政権を樹立する．WMoZDdWo～ ´lamsöö `tsuu制
度を作る．ZD`H o<8q= o～ ¯sishun `tsuu 政府を作る．
ZVdLo2. o～ ¯laptra `tsuu 学校を建てる．9ZoLNb<Zo～
`hlaptsuu `tsuu祠を建てる．
3．(木を) 植える，植え付ける．挿木する． ;Mo
<Md= o～ ¯khamton `tsuu 桃の木を植える．9C=oMo～
¯cangma `tsuu 柳を植える．柳を挿木する．LVoX̀=o
～ ¯lashin `tsuu 霊魂の宿る木を植える．) oL o～
¯tsaa `tsuu, ¯tsawa `tsuu ➀根を植える．➁資金を
出す．➂基盤を作る．X̀=o<Md=o～ ¯shington `tsuu樹
木を挿し木する．X̀=o～ ¯shing `tsuu 木を植える．
挿し木する．X̀=oZdIo～ ¯shingsön `tsuu 苗木を挿

し木する．X̀=o<ZVo～ ¯shingsaa `tsuu 若木を挿し
木する．9q<oJo～ ¯shukpa `tsuu シュクパを挿し木
する．
4．(橋や梯子を)架ける． <?ZoTPU<o～ ¯käntsa `tsuu
梯子を架ける．, !<oSMo～ ´kyuksam `tsuu 丸木橋
を架ける．H/>=oSMo～ ¯cangsam `tsuu 吊り橋を架
ける．SMo?cIo～ ´samcen `tsuu大きな橋を架ける．
SMoJo～ ´sampa `tsuu橋を架ける．
5．(旗を) 掲げる，立てる． ,@WoHV o～ ´kyäätaa

`tsuu 国旗を掲げる．HVo?o～ ´tharca `tsuu旗を立
てる．HVo?cIo～ ´tharcen `tsuu 大きな旗の付いた
旗竿を立てる．HVoX̀=o～ ´tharshin `tsuu 旗竿を立
てる．
6．(杖を)つく． T;Vo, !<o～ `kharkyuu `tsuu杖を
つく．<Qo,!<o～ ˆpakyuu `tsuu籐の杖をつく．

7．(人を) 置く，雇う． ;=o<AcV o～ ¯khangnyee

`tsuu 建物管理人を置く．;= o< (= o～ `khangsun

`tsuu 守衛を置く．,@=oZd o～ ´kyangso `tsuu 遠く
から偵察する人を置く．<Ado<(=oLo～ ´kosu-nga `tsuu

門番を置く．?=oMo～ ¯changma `tsuu 酒を造って
売る女を置く．酒を造って売る女を雇う．@oMo～
´chama `tsuu お茶の支度をする人を置く．HM<o
HJb= o～ `makpun `tsuu 部隊を置く．ZcV o<(= o～
`sersun `tsuu雹を止める呪術師を雇っておく．
8．(～を) 設置する，据える． H:VoUdWo～ ¯kayöö

`tsuu 茶碗を置く．H<dIoW<o～ ˆkönlaa `tsuu 末寺
を置く．<Ĥd<oNUo～ ´troktse `tsuu テーブルを置く．
GLo& d o～ ¯thapto `tsuu かまどの石を置く．KdVoJo
～ ¯phoopa `tsuu お椀を置く．S=Zo& `<o～ ˆsangtii

`tsuu銅鍋を置く．
9．(法律を) 施行する． ;D`MZo～ `trhim `tsuu 法律
を施行する．
10．(電気，水道などを) 引く． :oWo～ ¯kala `tsuu

水道を引く．水道を設置する．2Vd<o<?YHo～ `looküü

`tsuu電線を引く．2Vd<o～ `loo `tsuu電気を引く．
11．(関係を) 結ぶ，樹立する，作る． MITo?̀=Zo
～ `nacin `tsuu 盟約を結ぶ．MIToTLDcWo～ ¯nantree

`tsuu同盟関係を結ぶ．0>`oTLDcWo～ ¯chintree `tsuu外
交関係を樹立する．TLDcWoLo～ ´drewa `tsuu関係を
作る．
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12．(～を)組織する． UbWoHM<o～ ˆyüümaa `tsuu

民兵を組織する．
13．(せいろを) 載せる．(鍋を) かける．(レコード
をプレーヤーに) 載せる．(入れ歯を) 装着する．
1F`Iow]=o～ ¯trinlun `tsuuせいろを載せる．<?HoJVo～
¯kääpaa `tsuu レコード盤をプレーヤーに載せる．
;Dd oS=Zo～ `trhosan `tsuu 銅鍋を火にかける．OWo
ZV=o～ ¯tshäälan `tsuu 炒め物に使う鍋を火にかけ
る．ZdoOLo～ `sotsap `tsuu 入れ歯をする．[oU=o～
¯hayan `tsuuアルミの鍋をかまどにかける．
14．(訴訟を) する． ;oM?bo～ ¯khamcu `tsuu 訴訟
する．訴える．
15．(あらぬ嫌疑を)かける．濡れ衣を着せる． +WIo
MoUoWo～ `kumaa ´yala `tsuu 泥棒の濡れ衣を着せ
る．<\@dIo～ ¯kyön `tsuu 難癖をつける．非難する．
<FdIoH1F`o～ ¯nyöntri `tsuuあらぬ嫌疑をかける．濡れ
衣を着せる．UoWo～ ´yala `tsuu 言いがかりをつけ
る．濡れ衣を着せる．[Mo<l@dIo～ ¯hamnyön `tsuuあ
からさまな嘘で押し通す．
16．(金品を) 賭ける． ,@I o～ ´kyän `tsuu 賭け
る．,@IoWo～ ´kyän la `tsuu (～を) 賭ける．H=bWo
～ ¯ngüü `tsuuお金を賭ける．
17．(資本を)投じる． Mo!=o～ ´makan `tsuu資本
を投じる．資本を出す．MoH=bWo～ ´mangüü `tsuu

資本金を投じる．Mo)o～ ´matsa `tsuu 資本を投じ
る．)oLo～ ¯tsaa `tsuu, ¯tsawa `tsuu➀根を植える．
➁資金を出す．➂基盤を作る．
18．(足など) 地につける，地につけて踏ん張る．
!=oJ o～ ¯kangpa `tsuu 足を地につける．% `= oJ o
～ ¯tingka `tsuu かかとを地につける．RLZoTLd<o
～ ˆshampoo `tsuu 尻を地につける．Zb< oW< o～
`suklaa `tsuu 四肢を地につけて踏ん張る．9Zo=o～
¯hlanga `tsuu膝頭を地面につける．
19．(証人を) 立てる．(～を証人に 6 q o ) 立てる．
H:dI oM?d< oHJ= o6 q o～ `köncoo ¯pang-tu `tsuu 三
宝を証人に立てる．@d oLd oV`IoJd o?c oHJ=o6 q o～ ´choo

´rinpo-ce ¯pang-tu `tsuu 釈尊を証人に立てる．
HJ=o%<Zo～ `pangtaa `tsuu (～を) 証人を立てる
｛誓いを立てたときに，その証として石塚を建てたり
すること｝．HJ=o6 qo～ ¯pang-tu `tsuu証人に立てる．
HJ=oJdo～ ¯pangpo `tsuu 証人を立てる．\oMoHJ=o

6 qo～ ¯ama ¯pang-tu `tsuu母親を証人に立てる．
20．(～を)始める． 2FdZoT<do～ ´trhönko `tsuu会合
を始める．I<ZoWZo～ ˆnaklää `tsuu林業を始める．
HLdVoTHIcIo～ ¯ontren `tsuu 輸送を始める．WZo2. o～
´läätra `tsuu工事を始める．
21．(印を)押す． GcWoNUo～ ¯theetse `tsuu押印する．
22．(指で)示す．指示する．(的に)狙いを定める．
HM̀<ZoTPb<Zo～ `mingtsuu `tsuu指定する．MPb<o2qo
～ ´dzuku `tsuu指し示す．ZDd<oTLcIoWo～ `soo ´ben

la `tsuu命を懸ける．命を的にする．
23．(～の姿勢を) 取る． <\@`Wo1)=o～ `kitrum `tsuu

あぐらをかく．JbZoMdo～ ¯peemo `tsuu跪く．
24．(心構えを)持つ． \@`oZcMZo～ `cisem `tsuu社会
全体のために働こうと心がける．

LNbIo ¯tsün v. non-vol.
npf. pf. imp.

LNbIo LNbIo –
¯tsün ¯tsün –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

真面目である．よく励む．

LNbMo 1 `tsum v. vol.
npf. pf. imp.

LNbMo LNbMZo NbMZo
`tsum `tsum `tsum

pres. fut. pt. imp.

[ TPbMo LNbMo LNbMZo ObMZo ]

(口，目などを)閉じる． ;o～ ¯kha `tsum 口を閉じ
る．口を閉じて黙る．M̀<o～ `mii `tsum 目を閉じ
る．目をつぶる．見ない振りをして見逃す．我慢す
る．+WLoNbMZn `kup `tsum.「黙れ！」<KVo;o;oNbMZn
¯taaka ¯kha `tsum. 「黙れ！」<MY<o;oNbMZn ´tuka
`tsum.「黙れ！」

LNbMo 2 `tsum v. non-vol.
npf. pf. imp.

LNbMo LNbMZo –
`tsum `tsum –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]
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(花などが) 閉じる，しぼむ． LRHo; o～ ´shääka

`tsum (花が)閉じる，しぼむ．

LNbMZo ☞　LNbMo 1 (p. 269)，LNbMo 2 (p. 269)

LNUMo `tsem, `tshem v. vol.
npf. pf. imp.

LNUMo, TOUMo LNUMZo, TOUMZo OUMZo
`tsem, `tshem `tsem, `tshem `tshem

pres. fut. pt. imp.

[ TOUMo LNUMo LNUMZo OUMZo ]

(～を)縫う，縫い付ける，縫い合わせる． ;o～ ¯kha
`tsem 袋の口を縫う．2qVo～ ´khuu `tsem テントを
縫う．2.o?Zo～ ˆtrhacää `tsem僧衣を縫う．HVo9Cd<o
～ ˆthaacoo `tsem 祈祷旗を縫い合わせる．6 q<oZVd<o
～ ˆthukloo `tsem 服を縫う．I=oX o～ ´nangsha

`tsem 裏地を縫い付ける．J<Z o)< o～ `paktsaa

`tsem 皮製のチベット服を縫う．0 ô J o～ ¯chupa

`tsemチベット服を縫う．VZo;b<o～ ˆrääkuu `tsem

木綿の袋を縫う．W<oL<KVoMVo～ ´lakta-maa `tsem

自分の手で縫う．9ZMo<d<o～ `hangkoo `tsem靴を縫
う．9ZMoMG`Wo～ ¯hamtii `tsem 靴底を縫い付ける．
9ZZ<o9ZZ<o～ `hlukluu `tsemゆるゆるに縫う．

LNUMZo ☞　LNUMo (p. 270)

LNVo ¯tso v. vol.
npf. pf. imp.

LNVo LNVZo NVZo
¯tso `tsöö `tsöö

pres. fut. pt. imp.

[ TOVHo LNVo LNVZo OVZo ]

1．(～を)煮る，煮出す，煎じる． :doLo～ ¯koo ¯tso

革を煮る．2Fdo?=o～ ´trhocan ¯tso小麦酒を作るため
に小麦を煮る．, !oMo～ ˆkyumaa ¯tso腸詰めを煮る．
?=o～ ¯chan ¯tso チャンを作るために材料の穀物を
煮る．?bVo?bVo～ ¯chucuu ¯tso ルバーブを煮る．@o
Wdo～ ´chalo ¯tso 茶の葉を煮る．K<oXo～ ¯phaksha

¯tso 豚肉を煮る．<RIo～ ¯män ¯tso 薬を煮る．薬を
煎じる．O<ZoXo～ ¯tshaksha ¯tsoヤクの肉を煮る．
Rd<o;d<o～ ˆshookoo ¯tso じゃがいもを煮る．VdLoNo
～ ˆrop-tse ¯tsoざっと煮る．Wb<oM<do～ ´longko ¯tso
羊の頭を煮る．ZcVoXo～ ¯sesha ¯tsoキノコを煮る．

2．(～を) ゆでる． 2Fd oMo～ ´trhoma ¯tso トマをゆ
でる．<Ad o=o～ ´konga ¯tso 卵をゆでる．Md<oMd<o～
ˆmoomoo ¯tso ➀饅頭をゆでる．➁饅頭を蒸す．
: -T`o>dTdoNUo～ ¯hrüü ¯coo-tse ¯tso水餃子をゆでる．

3．(～を)ふかす，蒸す． Md<oMd<o～ ˆmoomoo ¯tso

➀饅頭をゆでる．➁饅頭を蒸す．
4．(ご飯を)炊く． TLDZo～ ˆdrää ¯tsoご飯を炊く．

LNV=o `tson, `tshon v. vol.
npf. pf. imp.

LNV=o, TOV=o LNV=Zo, TOV=Zo NV=Zo, OV=Zo
`tson, `tshon `tson, `tshon `tson, `tshon

pres. fut. pt. imp.

[ TOV=o LNV=o LNV=Zo OV=Zo ]

1．(～を) 売る． 1F` o:oZ̀ o～ ¯trika-si `tson 切符を
売る．9?d< oWo～ `koo la `tson 密かに売る．;=oJo
～ ¯khangpa `tson 家を売る．,@Wo;Lo～ ˆkyääkap

`tson 国を売る．<Ad<oNV=o～ ´koktson `tson にんに
くとねぎを売る．>oW<o～ `calaa `tson 品物を売
る．?=o～ ¯chan `tson チャンを売る．GdI o*Zo～
`thöntsää `tson 生産物を売る．<MY<oVbWo～ ´tukrüü

`tsonひどいものを売る．KoIdVo～ ¯phanor `tson父
祖伝来の遺産を売る．Qo9O<Zo～ ˆwopaa `tson 狐
の毛皮を売る．LSTo<NYMo～ ´sanum `tson 食用油
を売る．<U<o～ `yaa `tson ヤクを売る．Wb<oXo～
´luksha `tson羊の肉を売る．Zo?o～ ¯saca `tson土
地を売る．
2．(～を～と Wo )物々交換する． MVoH=o0V̂oLoT1 (o
Wo～ ´maa taa ¯chuura ´dru la `tsonバターとチー
ズを麦と交換する．
3．居直る．居座る．知らない振りをする． T;DcLo～
`trhep `tson横着でふてぶてしく居直る．2FdHo;d<o～
ˆtrhokoo `tsonよその家に行って食事が出るまで居
座る．相手の弱みにつけ込みいい思いをする．呼ば
れもしないのに押しかけてただ食いする．<AWoVWo～
´käärää `tsonふてくされて怠ける．居直る．ふてぶ
てしくサボる．駄々をこねる．9MdLZo～ ˆdop `tson

知らない振りをする．*Lo～ ˆtsap `tson強情でふて
ぶてしく相手をものとも思わない態度を取る．ごた
ごた言う．UoMcHo～ ˆyamee `tsonふてぶてしく振る
舞う．
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4．因縁を付ける．言いがかりをつける．威嚇する．
弱みにつけ込む．ぐずぐず言う． 8Fd<oHIo～ ¯nyoktra
`tson因縁をつける．やっかいなことを言う．<l@doVdZo
～ `nyoröö `tson だだをこねてぐずぐず言う．UoWo
～ ´yala `tson因縁をつける．
5．思い切ってやる． LVdo;d<o～ `lokoo `tson 慎みや
羞恥心を捨てて思い切ってやってみる．
6．強情を通す． :LoẀo～ ¯kapli `tson 頑固一徹で
通す．\dVoTGdMo～ `ortom `tsonごり押しする．無理
強いする．固執する．

LNV=Zo ☞　LNV=o (p. 270)

LNVZo ☞　LNVo (p. 270)

)To ¯tsi v. vol.
npf. pf. imp.

)To, L)To L)TZo )TZo
¯tsi `tsii `tsii

pres. fut. pt. imp.

[ )To L)To L)TZo )TZo ]

1．計算する．計算に入れる．測る． <\@cH o : o～
¯kyeka ¯tsi 利子を計算する．利子を計算に入れる．
;coLcHo～ `khepee ¯tsi 利潤を計算する．2F=Zo:o～
´trhangka ¯tsi 計算する．数える．H=bWo～ ¯ngüü

¯tsi金銭を数える．GdIo2F=Zo～ `thöntran ¯tsi生産額
を計算する．GdIoOHo～ `thöntsää ¯tsi生産高を計算
する．\@`o;Dco～ ¯citri ¯tsiメートル単位で測る．\@`oWco～
¯cili ¯tsiキロメートル単位で測る．
2．数える．(～として) 数える． +WLoIZo～ `kup

nää ¯tsi最後尾から数える．;?`Mo6 qHo～ `khimtüü ¯tsi
戸数を数える．;?dIoTLdVo～ ¯kyhönpoo ¯tsi 総量を
数える．A<o2F=Zo～ ˆnyaktran ¯tsi 天秤の目盛を
数える．JHoX<o～ `pääshaa ¯tsi お金を数える．\@` o
TLdVo～ ¯cinpoo ¯tsi 総量を数える．\@`oOUZo～ `citsee

¯tsi 太陽暦で数える．TLdVo2F=Zo～ ˆbortran ¯tsi 数
量を数える．M̀o2F=Zo～ ˆmitran ¯tsi 人数を数える．
OUZo2F=Zo～ `tshetran ¯tsi日付を数える．WIo2F=Zo～
ˆläntran ¯tsi回数を数える．<XMoIZo～ ¯sham nää

¯tsi下から数える．
3．(干支などを) 調べる． Wdo;MZo～ ˆlonkam ¯tsi

干支を数える．干支を調べる．

4．(～を Wo / ø ) 尊重する，重んじる，重視する，
大事にする，考慮する． L:ToWo～ ¯ka la ¯tsi 命令
を重んじる．;D`MZo～ `trhim ¯tsi 法律を尊重する．
;D`MZoWo～ `trhim la ¯tsi 法律を尊重する．"Io<RdIo
～ ´känshön ¯tsi 長幼の序を尊重する．<Ĥ`<ZoWMo～
´triklam ¯tsi規律を尊重する．?dZoWo～ `chöö la ¯tsi
仏法を尊重する．MGd=o?cIoJdo～ `thon ¯chenpo ¯tsi

重視する．MGd=o～ `thon ¯tsi 重視する．尊重する．
T6 q oXcZo～ ˆdushee ¯tsi よしみを大事にする．MITo
Wo～ ¯na la ¯tsi誓いを尊重する．'Mo% d<o～ `namtoo
¯tsi 迷信を重んじる．<N=o?cIo～ ¯nangcen ¯tsi 重視
する．V`<ZoVbZo～ ˆrikrüü ¯tsi血統を考慮する．
5．(～と Wo / ø )見なす．(～に Wo )数える，数え入
れる． <\@c oTKDc=oWo～ ¯kyentran la ¯tsi 転生者の系譜
として数える．<\@dIoWo～ ¯kyön la ¯tsi欠点と見なす．
H2Fo～ ´tra ¯tsi敵と見なす．<M`<oJo～ ´tikpa ¯tsi罪と
見なす．<MY<o?<Zo～ ˆtukcaa ¯tsi悪いものと見なす．
I=o;d=Zo～ ˆnangkun ¯tsi 内部の人間と見なす．M̀o
Wo～ ´mi la ¯tsi 人と見なす．[d=ZoOVHo～ `montsöö

¯tsi 当てずっぽうの見当であると見なす．U<oJdo～
´yako ¯tsi 良いものと見なす．UdIoFIoWo～ ´yöntän

la ¯tsi知識と見なす．

)T<o `tsii v. vol.
npf. pf. imp.

)T<o, L)T<o L)T<Zo )T<Zo
`tsii `tsii `tsii

pres. fut. pt. imp.

[ )T<o L)T<o L)T<Zo )T<Zo ]

1．(～を) 積み重ねる，積む，積み上げる，積み上
げて山にする． <AMo～ ´kam `tsii 箱を積み重ねる．
AWo?Zo～ ˆnyääcää `tsii 布団を積み重ねる．Hd oJd o
～ ´thopo `tsii荷物を積み重ねる．<HIo～ ´tän `tsii

じゅうたんを積み重ねる．& d oKb=o～ ´topun `tsii 神
を供養するために石の山を築く．& do～ ´to `tsii 石を
積み上げる．HJco?o～ ¯peca `tsii経典を積み重ねる．
L<o?o～ ´phapca `tsii束を積み上げる．たくさん積
み上げる．LWo<AdVo～ ´phääkoo `tsii羊毛の塊を積み
上げる．OVoMo～ ¯tshaama `tsii 穂のついた麦を積
み上げる．ZoK<o～ `sapaa `tsii煉瓦を積み重ねる．
2．(塀，壁，堤防などを) 築く．(家を) 建築する，
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建てる． <\@o～ ¯kya `tsii 壁を築く．M;V o*V=o～
`khartson `tsii城塞を築く．!==o～ ´kyhan `tsii壁を
築く．土壁を積み重ねる．?boV<Zo～ `churaa `tsii堤
防を築く．R cIoLHo～ `penpää `tsii細い柳の枝を束に
して積み上げて壁を築く．0<̂Zo9ZZo～ `chuklää `tsii
家畜用の囲いの石塀を築く．Ld=oO=o～ ´phongtsan

`tsiiろば小屋を建てる．TLDd<oVo～ ´drokra `tsii牧場
の囲いを建てる．[=o<R`o～ ¯mangshi `tsii (家屋な
どの) 基礎を築く．)T<oJo～ ¯tsikpa `tsii 壁を築く．
<ZbMoGd<o～ `sumtoo `tsii三階建てを建てる．

)T<Zo ☞　)T<o (p. 271)

)T=o ¯tsing v. non-vol.
npf. pf. imp.

)T=o )T=o –
¯tsing ¯tsing –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(穀物などの粒が)粗い．

)TZo ☞　)To (p. 271)

)WLo `tsup v. non-vol.

npf. pf. imp.

)WLo )WLo –
`tsup `tsup –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(衣服などが)粗い．

)Uo ¯tse v. vol.
npf. pf. imp.

)Uo, L)Uo L)UZo )UZo
¯tse `tsee `tsee

pres. fut. pt. imp.

[ )Uo L)Uo L)UZo )UZo ]

1．(～で ø / <̀Zo ) 遊ぶ．(遊び，ゲームなどを) す
る． :oFdVo<̀Zo)UHoMdo～ ¯katoo ki ¯tseemo ¯tse 薬
莢で遊ぶ．:Io5[Vo～ ¯käntuu ¯tse でんぐり返しを
して遊ぶ．<=Zo9qV o～ ´khangshuu ¯tse スキーを
して遊ぶ．<LoVcZoTbVoVcZo～ ˆkhaprii ˆuurii ¯tse か
くれんぼする．5 % oZco～ ¯taase ¯tse トランプをする．
TH<o)UHo～ ˆdaktsee ¯tseどろんこ遊びをする．JdoWdo

～ ¯polo ¯tse ボールで遊ぶ．M̀<oM=Zo～ `mingmaa

¯tse 囲碁をする．～GWoXdVo ¯tsetää ¯shoo 遊び過ぎ
る．)UHoMdo～ ¯tseemo ¯tse遊ぶ．ふざける．VdWo)UHo
～ ˆröötsee ¯tse 遊戯をする．W<o9q<Zo～ ˆlakshuu

¯tse 腕相撲をする．WbZo)Wo～ ´lüütsää ¯tse 体操
する．Xdo<Q<o～ `shopaa ¯tse さいころ遊びをする．
麻雀をする．\o>b<o～ ¯apcuu ¯tse 骨のおはじきを
する．
2．(芸を)演じる． <do)UHo～ ˆkhotsee ¯tse武芸を演
ずる．\HcTbo)UHo～ `piitsee ¯tse猿の芸を演ずる．HM<o
)Wo～ ¯maktsää ¯tse戦闘術を演じる．
3．振る舞う．(～の) 振る舞いをする．(いかさま行
為を) する． M<doWd<o～ ˆgoloo ¯tse とんでもない
ことをする．\HoW<o～ `traplaa ¯tse 何かと狡猾に振
る舞う．MoVLZo～ ˆmarap ¯tse 下品なことをする．
HMbo～ `muk ¯tse意地悪な振る舞いをする．<Udo<^!o～
¯yokyu ¯tse詐欺を働く．V`Lo～ ˆrip ¯tseいかさまを
やる．\dVoTGdMo～ `ortom ¯tse ごり押しする．無理
強いする．固執する．
4．ふざける．もてあそぶ． L<KIoLX̀<o～ `tänshii

¯tse ふざける．RWoXdLo～ ˆshääshoo ¯tse 冗談を言
う．W<oGWo～ ´laktää ¯tse手でもてあそぶ．いじく
り回わす．

)U<o * `tsaa v. vol.
npf. pf. imp.

)U<o, L)U<o L)U<Zo )U<Zo
`tsaa `tsaa `tsaa

pres. fut. pt. imp.

[ )U<o L)U<o L)U<Zo )U<Zo ]

1．(～を)重ねる，積み上げる． H:VoUdWo～ ¯kayöö
`tsaa茶碗を重ねる．<AMo～ ´kam `tsaa箱を重ねる．
%o<HIo～ ¯tatän `tsaa 鞍下を重ねる．HcLo～ ˆthep

`tsaa 本を重ねる．<HIo～ ´tän `tsaa じゅうたんを
重ねる．& d<o;DcZo～ ˆtoktree `tsaa荷物を積み上げる．
<NdHo?Zo～ `nööcää `tsaa容器を重ねる．JdoF`o～ ¯puti
`tsaa経典を積み上げる．Md<o0(o～ ´mootru `tsaaせ
いろを重ねる．
2．(～を)重ね着する． KboMcHo～ `phumee `tsaa 袖
無しを重ねる．0ôJo～ ¯chupa `tsaaチベット服を重
ね着する．
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3．(～を) 続けてする，連続してする． <k+M oM o～
´trumma `tsaa出産後続けて妊娠する．

)U<Zo ☞　)U<o (p. 272)

)UZo ☞　)Uo (p. 272)

)VMo `tsom v. vol.
npf. pf. imp.

)VMo L)VMZo )VMZo
`tsom `tsom `tsom

pres. fut. pt. imp.

[ )VMo L)Mo L)MZo )VMZo ]

1．(～を) 著述する，書き著す，書く． : oLXH o
～ `kapshää `tsom いろは歌を作る．,@WoVLZo～
ˆkyäärap `tsom王統記を著す．<^+=o～ ˆtrum `tsom

物語を書く．?dZoT1=̂o～ ¯chöncun `tsom 仏教史を
編纂する．HcLo～ ˆthep `tsom 本を書く．'MoGVo
～ ¯namtaa `tsom 伝記を書く．JVo1>=o～ `parcan

`tsom 跋文を書く．HJc o?o～ ¯peca `tsom 経典を
著述する．OT<o<>Ho～ `tshikcää `tsom 韻文を作
る．<RZoOT<o～ ˆshäätsii `tsom 歌詞を作る．<8 q=o
T2FcWo～ ´shungtree `tsom経典の注釈を著す．Wdo, !Zo
～ ˆlukkyüü `tsom 歴史を書く．～M;ZoJdo `tsom
¯khääpo著作・詩作に優れた．文章がうまい．
2．(仕事などに) 着手する．(事業などを) 始める．
M<do～ ´go `tsom 開始する．T<do～ ´go `tsom 始め
る．開始する．WZo:o<ZVoJo～ ´lääka ¯saapa `tsom
新しい仕事に着手する．WZoT<do～ ´länko `tsom 事
業を開始する．WZoT<do～M;Io ´länko ¯tsomngän事
業を開始した人．

)VMZo ☞　)VMo (p. 273)

SWo ¯tsää v. vol. hon.
npf. pf. imp.

SWo SWo
¯tsää ¯tsää

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

non-hon.　☞　\HHo (p. 230)
(～を) 賜る，下賜する．(命令などを) 下す． L<?d o
<R< o～ `koshaa ¯tsää 任命する．0>< o %<Z o～
`chaataa ¯tsää認可の決定を下す．

L)Mo ☞　)VMo (p. 273)

L)MZo ☞　)VMo (p. 273)

L)To ☞　)To (p. 271)

L)T<o ☞　)T<o (p. 271)

L)T<Zo ☞　)T<o (p. 271)

L)TZo ☞　)To (p. 271)

L)Uo 1 ¯tse ［文］ v. vol.
npf. pf. imp.

L)Uo L)Uo
¯tse ¯tse

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

愛おしむ．大事にする．愛情を持つ．

L)Uo 2 ☞　L)UHo (p. 273)，)Uo (p. 272)

L)U<o ☞　)U<o (p. 272)

L)U<Zo ☞　)U<o (p. 272)

L)UHo `tsep v. non-vol.
npf. pf. imp.

L)UHo L)UHo –
L)Uo L)Uo –
`tsep `tsep –

pres. fut. pt. imp.

[ L)UHo L)UHo L)UHo – ]
[ L)Uo L)Uo L)Uo – ]

耐えられない．耐え難い． Zdo～ ¯so `tsep歯が浮く．

L)UZo ☞　)Uo (p. 272)

L)VMZo ☞　)VMo (p. 273)
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zO k
Oo ¯tsha v. non-vol.

npf. pf. imp.

Oo Oo –
¯tsha ¯tsha –

pres. fut. pt. imp.

[ Oo Oo Oo – ]

1．(～が) 熱い．暑い． ～HI<Zo ¯tsha ˆtrhaa 熱過
ぎる．
2．辛い． ;o～ ¯kha ¯tsha ➀辛い．➁口うるさい．
3．(～が)痛む，ひりひりする． KdoLo～ ¯phoo ¯tsha
胃が痛む．M̀<o～ `mii ¯tsha ➀目が痛む．➁やきも
ちを焼く．M̀Ho&d<o～ ˆmiktoo ¯tsha 喉仏がひりひり
と痛む．M̀HoJo～ ´mikpa ¯tsha喉が痛む．[o～ ¯ma

¯tsha傷が痛む．W<oJo～ ´lakpa ¯tsha手がひりひり
する．ZcIo<\@`o～ ¯sintsi ¯tshaささくれが痛む．
4．(～の程度が)ひどい．(～の味が)強い． <\!VoMdo～
¯kyuumu ¯tsha 酸味が強い．;oF̀<o～ `khatii ¯tsha

苦味が強い．2Fd=o<ZcLo～ ˆtrhongsee ¯tshaひどく鄙
びている．M=VoMd o～ ¯ngaamo ¯tsha 甘味が強い．
9MLo9MdLo～ ˆdomtoo ¯tsha どろどろし過ぎる．I=o
O<Zo～ ˆnangtsaa ¯tshaなれなれし過ぎる．K̀<oK̀<o
～ `phikpii ¯tsha 落ち着きがない．Oxo;bo～ ¯tshaku

¯tsha 塩気が強い．RWoQWIo～ ´shäätsün ¯tsha やた
らに嘘をつく．ZdLoZdLo～ `sopsoo ¯tshaふかふかし
過ぎる．8Fd<oHIo～No ¯nyoktra ¯tsha-tse 少々やっか
いな．
5．うるさい．やかましい． \o9Cd<o～ `amcoo ¯tsha

やかましい．
6．＜=doOo の形で＞ 恥ずかしい． =do～ ´ngo ¯tsha

恥ずかしい．恥ずかしがる．

O=o ¯tshan, `tshan v. non-vol.
npf. pf. imp.

O=o O=o –
¯tshan, `tshan ¯tshan, `tshan –

pres. fut. pt. imp.

[ O=o O=o O=o – ]

(～が) 揃う，足りる．(～が) 揃って現れる． M;Zo

LNbIoLS=o<ZbMo～ ¯khäätsün ´sangsum `tshan学問
に通じ品行方正で心根が良いという三つの美徳が揃
う．<doW<o～ ˆkholaa ¯tshan武器が揃う．2F=Zo:o～
´trhangka ¯tshan 数が揃う．M<do<8 q<o～ ˆgoshuu

¯tshan 上下全部揃う．, ! o?o～ ´kyupca ¯tshan 材料
が揃う．?o～ ¯cha ¯tshan 揃う．HL=oJdo～ ¯ongpo

`tshan 感覚器官が揃っている．M̀o2F=Zo～ ˆmitran

¯tshan人数が揃う．OV<ZoM̀o～ ¯tshoomi ¯tshanメン
バーが揃う．SVoLo～ ´dawa `tshan (誕生後)満一カ月
になる．産み月になる．X̀o%<Zo～ `shiptaa `tshan

死相が揃って現れる．

OHo `tshää v. vol.
npf. pf. imp.

OHo OHo OHo
`tshää `tshää `tshää

pres. fut. pt. imp.

[ OHo OHo OHo OVHo ]

1．(～を～単位で W o / ø ) 計る，測る，量る．
1q=oWco～ ¯kungli `tshää キロメートル単位で測る．
M!=d<ZoWdZo～ ˆgyoklöö `tshää 速さを計る．<F`MoLbVo
～ ¯nyimpoo `tshää ニンブ単位で量る．G`<oX̀=o～
¯thikshin `tshää物差しで測る．THdMoJo～ ´dompa

`tshää 尋で測る．HJb=oRc=o～ ¯pungshan `tshää肩
幅を測る．M= o3[= o～ ´mangnyun `tshää 量を量
る．Rc=o;o～ ´shangka `tshää 幅を測る．V`=oGb=o～
´ringtun `tshää 長さを測る．9ZMo<d<o～ `hangkoo

`tshää靴の大きさを測る．
2．(～を) 比べる．(力) 比べをする． MGd oHMIo～
¯thomän `tshää高さを比べる．WbZo<KdLZo～ ˆlüütop
`tshää体力を比べる．9q<Zo～ `shuk `tshää力を比
べる．相撲を取る．\LoF=o～ ¯aptan `tshää取っ組
み合いの相撲をする．
3．(狙いを)つける． McoMHTo～ ´menta `tshää鉄砲
で狙いをつける．鉄砲で撃つ構えをする．

OVo ¯tshaa v. non-vol.
npf. pf. imp.

OVo OVo –
¯tshaa ¯tshaa –

pres. fut. pt. imp.

[ OVo OVo OVo – ]

O
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hon.　☞　2)Lo 1 (p. 112)
1．(～が) 終わる，済む，完了する，終了する．
L:To)VMo～ `katsom ¯tshaa 著作が完了する．<d o
<Ĥ`< o～ ˆkhutrii ¯tshaa 準備完了する．, !<Zo\HdH o～
ˆkyuktröö ¯tshaa 試験が終わる．# oL<MYo～ ¯ngatu

¯tshaa 収穫が終わる．<AcIo<Ĥ`<o～ `nyäntrii ¯tshaa

結婚式が済む．OV<ZoT6q o～ ¯tshongtu ¯tshaa 会議
が終わる．R`=oWZo～ ˆshinglää ¯tshaa 畑仕事が終
わる．<UbW o; o～ ¯yüüka ¯tshaa 脱穀作業が終わ
る．Wd o<ZVo～ ´löösaa ¯tshaa 正月が終わる．Z̀Wo
OV=o～ ¯siitson ¯tshaa 小売りしたものが売り切れ
る．ZVd=o?=o～ ¯loncan ¯tshaa 婚約の儀式が終わる．
<Zb=oLXHo～ `sungshää ¯tshaa講演が終わる．LZ=o
<ZdWo～ ¯sangsöö ¯tshaa薫香を焚く儀式が終わる．
2．(～の任期が)終わる． M;IoJdo～ ¯khänpo ¯tshaa
ケンボの任期が終わる．
3．＜ Vpf + OVo の形で＞ ～し終える．～してしま
う． <FIoT;cWo～ ¯tänkee ¯tshaa確定し終える．0>`Io
～ `chin ¯tshaa 行ってしまう．1>Zo～ ˆchää ¯tshaa

為し終える．L8 qHo～ ˆshüü ¯tshaa (日が) 沈んでし
まう．AWo～No>̀<oWo ´nyää ¯tshaa-tse cii la 寝付
いた頃に．寝入りばなに．<Ub<Zo～X< `yuu ¯tshaa
`shaa.「凌駕してしまった．引き離してしまった．
差をつけてしまった」

OZo `tshää v. non-vol.
npf. pf. imp.

OZo OZo –
`tshää `tshää –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．＜OZoHI<Zo の形で＞ (～が) 熱過ぎる． HLbVoF`o
～HI<Zo ¯uti `tshää ˆtrhaaアイロンが熱過ぎる．Mco
～HI<Zo ´me `tshää ˆtrhaa 火が強過ぎる．Mco9q<Zo
～HI<Zo ˆmeshuu `tshää ˆtrhaa火力が強過ぎる．～
HI<Zo `tshää ˆtrhaa熱過ぎる．
2．＜OZoHI<Zo の形で＞ (～を) やり過ぎる．(～の)
度が過ぎる． McoH1)<o～HI<Zo ˆmitruu `tshää ˆtrhaa
灰掻きで灰を掻き出し過ぎる．

OT<o ☞　TOT<o (p. 279)

OTMo `tshim v. non-vol.

npf. pf. imp.

OTMo OTMZo –
`tshim `tshim –

pres. fut. pt. imp.

[ OTMo OTMo OTMZo – ]

満足する． <F`=o～ ¯nying `tshim満足する．Gb<Zo～
`thuu `tshim満足する．THdHoJo～ ´döpa `tshim望
みがかなって満足する．情欲が満たされる．THdHoLVdo
～ ´döölo `tshim満足する．LVdo;o～ ¯loka `tshim満
足する．LVdo～ ¯lo `tshim満足する．充足する．十分
だと思う．ÙHo～ ˆyii `tshim満足する．

OTMZo ☞　OTMo (p. 275)

OTVo ☞　LNTVo 1 (p. 267)

Ob<Zo 1 `tshuu v. non-vol.
npf. pf. imp.

Ob<Zo Ob<Zo –
`tshuu `tshuu –

pres. fut. pt. imp.

[ Ob<Zo Ob<Zo Ob<Zo – ]

1．(～が) 始まる．(～の状態に)なる，なり始める．
;oTHdIo～ ¯khantön `tshuu 読経が始まる．#oL<MYo～
¯ngatu `tshuu収穫が始まる．?=oTGb=o～ ¯changtun
`tshuu酒盛りが始まる．?Vo6 qZo～ `chartüü `tshuu
雨期が始まる．?dZoVo～ ¯chööra `tshuu 問答修行
が始まる．9KHoMd o～ ¯täämo `tshuu 催し物が始ま
る．H/>`How]=o～ ¯ciilun `tshuu春の嵐が吹き始める．
OV<Zo～ `tshoo `tshuu 僧侶の集会が始まる．TPTIo
2. o～ ´dzintra `tshuu クラスが始まる．RLZo<RZo
～ ˆshapshää `tshuu歌と踊りが始まる．<UbWo;o～
¯yüüka `tshuu脱穀作業が始まる．WZo:o～ ´lääka

`tshuu仕事が始まる．
2．＜名詞語幹または Vnpf - T<doOb<Zoの形で＞～が
始まる． <\@`HoT<do～ ¯kinku `tshuu 楽しみにしてい
ることが始まる．2FdZoT<do～ ´trhönko `tshuu会合が
始まる．T<do～ ´go `tshuu始まる．[doT<do～ ¯monko
`tshuu 耕作が始まる．WZoT<do～ ´länko `tshuu 事
業が開始する．WdoT<do～ ´lonko `tshuu 元旦になる．
ZVdLoT<do～ ¯lomko `tshuu授業が始まる．
3．(～が)開設される，開店する，開局する． H;=`Wo
;DdMo～ ¯kitrum `tshuu 市場中央の露店が店開きす
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る．<\Ho;=o～ ¯trakan `tshuu 理髪店が店開きする．
FVo;=o～ ¯tarkan `tshuu 電報局が開局する．MOIo
MdT`oZVdLo2. o～ ¯tshänmöö ¯laptra `tshuu 夜学が開設
される．
4．(足が)地に着く． !=oJo～ ¯kangpa `tshuu足が
地に着く．
5．(～が) 根付く．基盤ができる．根拠がある．定
住する． <MdHo～ ˆtöö `tshuu 落ち着きがある．じっ
としている．おとなしくしている．) oL o～ ¯tsaa

`tshuu, ¯tsawa `tshuu根付く．基盤ができる．<R`o
!=o～ ˆshikan `tshuu 基礎ができている．<R`o)o～
´shitsa `tshuu根拠がある．<R`o～ ´shi `tshuu基盤
ができる｛仕事，生活などについて｝．<R`Zo?<Zo～
ˆshiicaa `tshuu定住する．
6．(馬の歩き方が)安定する．(側対歩が)定着する．
T2FdZo～ ˆdröö `tshuu 滑らかな歩き方が定着する．
側対歩で歩けるようになる．｛馬などについて｝．
?̀LZoT2FdZo～ `chimtröö `tshuu側対歩で歩けるよう
になる．滑らかな歩き方が定着する．｛馬などにつ
いて｝．%oT2FdZo～ ¯ta ˆdröö `tshuu 側対歩で歩ける
ようになる．滑らかな歩き方が定着する．｛馬など
について｝．
7．(資本が) 投じられる． Mo!=o～ ´makan `tshuu

資本が投じられる．Mo)o～ ´matsa `tshuu資本が投
じられる．資本力がつく．

Ob<Zo 2 ☞　LNb<Zo (p. 268)

ObHo `tshüü v. non-vol.
npf. pf. imp.

ObHo ObHo –
TObHo TObHo –
`tshüü `tshüü –

pres. fut. pt. imp.

[ ObHo ObHo ObHo – ]

1．(～に Wo ) 入る，加入する，所属する． ;d=Zo
<Fd<Zo～ `khungtoo `tshüü 所属する．;d=ZoWo～
`khon la `tshüü 所属する．仲間に入る．領域に
入る．範囲に入る．;?Lo;d=ZoI=oWo～ `kyhapkon

´nan la `tshüü範囲に入る．;?Lo;d=Zo～ `kyhapkon
`tshüü 範囲に入る．領域に入る．2F=Z o :V o～
´trhangkaa `tshüü 員数に入る．\H`I o <ZcL o W o～

`trinsip la `tshüü 雲の間に入る．LV o N o W o W o
～ ´phaatsa-la la `tshüü 間に入る．HM< o M̀V o～
¯maamää `tshüü 軍隊に入隊する．Td<oWo～ ˆoo la

`tshüü 下に入る．WZo:Vo～ ´lääkaa `tshüü仕事に
入る．Zo;d=ZoI=oWo～ `sakon ´nan la `tshüü領土に
入る．ZVdLo2.Vo～ ¯laptraa `tshüü学校に入る．
2．(力が) 入る． TGcIo9q<Zo～ `thenshuu `tshüü

引っ張る力が入る．HJTo<KdLZo～ `patop `tshüü 胆
力がついてくる．9q<Zo～ `shuk `tshüü 力が入る．
エンジンがかかる．
3．(罠に W o ) かかる．とばっちりをくう． 8F` o
W o～ ¯nyi la `tshüü 罠にかかる．GLZoT0 (W oWo～
¯thaptrüü la `tshüü 手練手管にかかる．RdVoWo～
´shoo la `tshüüとばっちりを受ける．
4．(～に Wo )なる．(～と Wo )見なされる． M̀o2FWoWo
～ ´miträä la `tshüü大人と見なされる．人と見なさ
れる．人並みと見なされる．TdZo;d=ZoWo～ ˆöökon

la `tshüü候補者として推薦される．TdZoWo～ ˆöö la

`tshüü候補者として推薦される．
5．理解する． ;d<oWo～ `khoo la `tshüü把握する．
熟知する．通暁する．
6．没入する．夢中になる． <F`=o;d=ZoVbZoJT`o% `=oWo
～ `nyingkon ´rüüpää ¯ting la `tshüü心に沁みる．
心底夢中になる．GoM<oH1>`=ZoWo～ `thamaa `ing la

`tshüüタバコに夢中になる．H1>`=Zo～ `ying `tshuu
夢中になる．H1>`=Z oW o～ `ying la `tshüü 夢中に
なる．

ObMZo ☞　LNbMo 1 (p. 269)

OUMZo ☞　LNUMo (p. 270)

OV<Zo 1 `tshoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

OV<Zo OV<Zo –
`tshoo `tshoo –

pres. fut. pt. imp.

[ OV<Zo OV<Zo OV<Zo – ]

1．(～が) 集まる．(集会が) 開かれる．会合す
る．(人が大勢集まって) 混み合う． ?dZ oOV<Zo～
`chöötsoo `tshoo 宗教関係の会合が開かれる．?dZo
V o～ ¯chööra `tshoo (僧侶が) 問答修行場に集ま
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る．TKVoMo～ ¯pharma `tshoo 臨時に集まる．M̀ o
Kb= o～ ´mipun `tshoo 人が混み合う．M̀ oM=oJd o～
´mi ´mangku `tshoo 人が大勢集まる．<l!=o<IZo～
`nyungnää `tshoo 断食の行に集まる．OV<Zo?cIo～
¯tshokcen `tshoo 大集会が行われる．OV<ZoM?dHo～
`tshongcöö `tshoo 歴代ダライラマを追悼供養する
集会が行われる．OV<ZoT6 qo～ ¯tshongtu `tshoo会議
が行われる．OV<Zo～ `tshoo `tshoo僧侶の集会が行
われる．
2．(市が)立つ． OV=oT6 qZo～ `tshongtüü `tshoo市
が立つ．
3．(～が)揃う． KbIoZbMo～ ¯phünsum `tshoo満ち
足りる．

OV<Zo 2 ☞　LN<o (p. 267)

OV=Zo ☞　LNV=o (p. 270)，TO=o 1 (p. 278)

OVHo ☞　OHo (p. 274)

OVVo ¯tshor, ¯tshoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

OVVo OVVo –
¯tshor, ¯tshoo ¯tshor, ¯tshoo –

pres. fut. pt. imp.

[ OVVo OVVo OVVo – ]

気付く．感じる．察知する．聞こえる．理解する．
<?Ho?o～ ¯käca ¯tshor話が聞こえる．HI`oMo～ ´trhima

¯tshor においを感じる．においを察知する．HI`I o
～ ´trhin ¯tshor 恩に気付く．<IZoObWo～ ¯näätsüü

¯tshor 事情に気付く．\Hd oZcMZo～ `trosem ¯tshor 喜
びを感じる．～L>b<o ¯tshor `cuu 気付くままにす
る．RWo～ ´shää ¯tshoo分かる．知っている．～<\@cIo
Jdo ¯tshor ¯kyenpo気付くのが速い．

OVWo ☞　TOWo 1 (p. 278)

OVZo 1 `tshöö v. non-vol.
npf. pf. imp.

OVZo OVZo –
`tshöö `tshöö –

pres. fut. pt. imp.

[ OVZo OVZo OVZo – ]

1．(～が) 煮える，揚がる，蒸し上がる，炊き上が

る．(～に) 火が通る． 2q=oWoKb<o～ ´khun ˆlapuu

`tshöö 人参が煮える．1>oXo～ ´chasha `tshöö 鳥肉
が煮える．TLDZo～ ˆdrää `tshöö 米が煮える．ご飯
が炊き上がる．Md<oMd<o～ ˆmoomoo `tshöö 饅頭が
煮える．<RY<oGb=o～ ¯muktun `tshööムクトゥンが揚
がる．～L>b<o `tshöö `cuu 煮えるままにする．よ
く煮る．Rd<o;d<o～ ˆshookoo `tshöö じゃがいもが
煮える．<U<oM<do～ ¯yangko `tshöö ヤクの頭が煮
える．WoKb<o～ ˆlapuu `tshöö 大根が煮える．Xo～
¯sha `tshöö肉が煮える．XoV`Wo～ ¯shaprii `tshöö肉
団子が煮える．
2．(酒が)醸し上がる． ?=o～ ¯chan `tshööチャン
が醸し上がる．

OVZo 2 ☞　LNVo (p. 270)

MOb=Zo `tshun v. non-vol.
npf. pf. imp.

MOb=Zo MOb=Zo –
`tshun `tshun –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

合致する．合う．共に備わっている． ?o～ ¯cha

`tshun 釣り合っている．よく合っている．HJcoHdIo
～ ¯petön `tshun例えと事実が合致する．M̀=oHdIo～
´mingtön `tshun名実共に備わっている．;o<F`=oMo
～Jo ¯khatin `hmatsun-pa言うことと考えているこ
とが裏腹な．

MOUVo ¯tshee v. non-vol.
npf. pf. imp.

MOUVo MOUVo –
¯tshee ¯tshee –

pres. fut. pt. imp.

[ MOUVo MOUVo MOUVo MOUVo ]

恥ずかしい．

MOVIo ¯tshön v. vol.
npf. pf. imp.

MOVIo MOVIo MOVIo
¯tshön ¯tshön ¯tshön

pres. fut. pt. imp.

[ MOVIo MOVIo MOVIo MOVIo ]
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1．(～を)示す，表す． HJco～ ¯pe ¯tshön例示する．
例として示す．
2．(～を) 始めとする． LdH o M̀ o HM=Z o <̀ o V= o G< o
V=o<>dHo<̀ oGdLoG=o<̀Zo～;d=oOVT` o<R` o)T` oT2Fd oL oM̀T` o
GdLoG=oH=on ˆphöö ˆmiman ki ˆrangtaa ˆrangcöö
ki ¯thoptan kii ¯tshön, ¯khontsöö ´shitsää ´drowa

´mii ¯thoptan tan,「チベット人民の民族自決権を始
めとする彼らの基本的人権や」

TO<o 1 `tshaa ［文］ v. vol.
npf. pf. imp.

TO<o TO<Zo
`tshaa `tshaa

pres. fut. pt. imp.

[ TO<o TO<o TO<Zo TOV<Zo ]

1．(～を) 保管する，持つ． Kb<ZoSd<o～ `phuksoo

`tshaa家宝を持つ．
2．(家畜を) 飼う． K<oMdo～ ¯phaamo `tshaa 牝豚
を飼う．Kdo0<̂Zo～ `phocuu `tshaa牡の家畜を飼う．

TO<o 2 ☞　LN<o (p. 267)

TO<Zo ☞　TO<o 1 (p. 278)

TO=o 1 `tshan v. vol.
npf. pf. imp.

TO=o TO=Zo TO=Zo
`tshan `tshan `tshan

pres. fut. pt. imp.

[ TO=o LN=o LN=Zo OV=Zo ]

(～に Wo ) 押し分けて入る．(～に Wo ) 割り込む．
LSToO=o<̀oLVoNoWoWo～ ´satsan ki ´phaatsa-laa la

`tshan夫婦の間に割り込む．

TO=o 2 `tshan v. non-vol.
npf. pf. imp.

TO=o TO=Zo –
`tshan `tshan –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が)入る． Kbo～ ¯phu `tshan空気が入る．M̀<o
I=oWoZ`oJIoTO=ZoIZn `mii ´nan la ¯sipän `tshan ni.
「目の中に唐辛子が入って」
2．(霊が)取り憑く． <HdIoTHIco～ ´tongtre `tshan死

霊が取り憑く．<HdIo～ ´tön `tshan死霊が取り憑く．
3．(怒りや悲しみの気持ちに) なる． <F`= ow]= o～
¯nyinglun `tshan 心を痛める．w]=o～ ¯lun `tshan

腹を立てる．怒る．腹にガスがたまる．

TO=Zo ☞　TO=o 1 (p. 278)，TO=o 2 (p. 278)

TOLo `tshap v. non-vol.
npf. pf. imp.

TOLo TOLZo –
`tshap `tshap –

pres. fut. pt. imp.

[ TOLo TOLo TOLZo TOVLZo ]

気がせく．あたふたする．せかせかする．慌て
る． Gb<Zo～ `thuu `tshap 慌てる．Gb<ZoZcMZo～
`thuusem `tshap焦る．ZcMZo～ `sem `tshap心が落
ち着かない．慌てる．あたふたする．

TOLZo ☞　TOLo (p. 278)

TOMo `tsham v. non-vol.
npf. pf. imp.

TOMo TOMZo –
`tsham `tsham –

pres. fut. pt. imp.

[ TOMo TOMo TOMZo – ]

ふさわしい．合う． HI=oR`=oTOMZoJo ˆtrhan-shin
`tsham-pa正直でかつふさわしい．

TOMZo ☞　TOMo (p. 278)

TOWo 1 ¯tshää, ¯tsää v. vol.
npf. pf. imp.

TOWo, LNWo TOWo, LNWo TOWo, LNWo
¯tshää, ¯tsää ¯tshää, ¯tsää ¯tshää, ¯tsää

pres. fut. pt. imp.

[ TOVWo LNWo LNWo OVWo ]

(～を) 探す，探し求める．(利益を) 求める． 1VIo:o
～ ¯länka ¯tshääあらを探す．+WLoL;=<o～ `kupkyaa
¯tshää 席を探す．<\@dIo～ ¯kyön ¯tshää 欠点を探す．
;coLS=o～ ¯khepsan ¯tshää 利益を求める．;?d o<o～
¯kyhoka ¯tshää男を探す．結婚相手の男を探す．<do
<?LZo～ ˆkhokap ¯tshääチャンスを探す．2Fd<ZoMdo～
´trhoomo ¯tshää 女友達を探し求める｛恋人や愛人
として｝．H<ToVd<Zo～ ˆkaroo ¯tshää恋人を探し求
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める．H<co"Io～ ´kekän ¯tshää先生を探す．M!=d<Zo
WMo～ ´gyoklam ¯tshää 近道を探す．M2FdI o;=o～
´drönkan ¯tshääホテルを探す．T2FdoWMo～ ´drolam

¯tshää 活路を探す．9K<o) o～ ¯taktsa ¯tshää 後ろ
楯を探す．LDdZoZo～ ´phöösa ¯tshää 逃げ場を探す．
<k@`IoLH<o～ ˆcintaa ¯tshää 施主を探す．TOVoGLZo～
`tshotap ¯tshää 生活するための手段を探す．U=o
ZD`Ho～ ˆyangsii ¯tshää活仏を探す．Ù<o?o～ ´yikca

¯tshää文書を探す．Vd<ZoJo～ ´rokpa ¯tshää仲間を
探す．WMo:o～ ˆlangkaa ¯tshää道を探す．

TOWo 2 ¯tshää v. vol.
npf. pf. imp.

TOWo TOWo TOWo
¯tshää ¯tshää ¯tshää

pres. fut. pt. imp.

[ TOWo LNWo LNWo TOVWo ]

(五体投地の礼を) する． <?Yo0>< o～<I= o `kucaa
¯tshää ¯nan 五体投地の礼拝をする．0><o～ `chaa

¯tshää五体投地の礼をする．

TOT<o `tshii v. non-vol.
npf. pf. imp.

TOT<o OT<o –
`tshii `tshii –

pres. fut. pt. imp.

[ TOT<o TOT<o OT<o – ]

1．(～が)焼ける，焦げる．(日に <̀Zo )焼ける．(火
で <̀Zo ) 焼かれる． ÀoMZo～ ˆnyimää `tshii 日に
焼ける．IZoUdZo～ ˆnääyöö `tshii 煎り大麦が焦げ
る．L<oWcLo～ ˆphaalee `tshii パンが焼ける．TLDZo
～ ˆdrää `tshii米飯が焦げる．McZo～ ˆmee `tshii火
に焼かれる．～L>b<o `tshii `cuu焼けるままにする．
X̀=o～ ¯shing `tshii木が焼ける．
2．(～が)火傷する． W<oJo～ ´lakpa `tshii手が火
傷する．
3．(日が照って)暑い． Oo<6 q<o～ `tshatuu `tshii暑
苦しい．日に焼かれて熱い．
4．(馬，ろば，らばなどが) 発情する． ;?` o～ ¯khi

`tshii 犬が発情する．"dH oMo～ ´kööma `tshii 牝馬
が発情する．% o～ ¯ta `tshii 馬が発情する．HIcWo～
´trhee `tshiiらばが発情する．

5．(～で <̀Zo ) いらつく，いらいらする． KD<oHd<o
<̀Zo～ `trhatoo ki `tshii焼きもちを焼く．
6．(電球が)切れる｛電球の中のフィラメントなどが
焼き切れて｝． XcWo& d<o～ `sheetoo `tshii 電球が切
れる．
7．怖じ気づく． +WLo～ `kup `tshii 怖じ気づく．
戦々恐々とする．びくびくする．

TOTVo ☞　LNTVo 1 (p. 267)

TOb<o `tshuu v. vol.
npf. pf. imp.

TOb<o TOb<o TOb<o
`tshuu `tshuu `tshuu

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

始める． <KdI oMd o～ ¯tönmo `tshuu 宴会を始める．
0><o<XdV o～ ¯chaashoo `tshuu 計量を始める．0>` o
LFLo～ `chitap `tshuu 遅まきを始める．0>` oTHcLZo
～ `chintep `tshuu 遅まきを始める．0>` o TLDcW o～
¯chintree `tshuu 外交関係を始める．0<̂ZoT?<o～
`chukcaa `tshuu家畜による脱穀を始める．

TObHo ☞　ObHo (p. 276)

TObLo `tshup v. non-vol.
npf. pf. imp.

TObLo TObLZo –
`tshup `tshup –

pres. fut. pt. imp.

[ TObLo TObLo TObLZo – ]

1．(風，雨，雪などが) 激しくなる，もうもうと
立ち込める，吹き荒ぶ，吹き荒れる． ?V ow]= o
～ ¯charlun `tshup 風雨が激しくなる．GWow]=o～
¯thäälun `tshup 砂ぼこりが吹き荒れる．LboUb<o～
ˆphuyuu `tshup 吹雪が激しくなる．吹雪く．XVo
w]=o～ ¯shalun `tshup東の風が吹き荒れる．
2．(雲が)わき立つ． ?bo\H`Io～ ¯chutrin `tshup雨雲
が渦巻く．\H`IoI<o～ `trinnaa `tshup黒雲がわき立
つ．\H`IoJo～ ¯trinpa `tshup雲がわき立つ．\H`Io<RY<o
～ `trinmuu `tshup雨雲がわき立つ．
3．(蒸気，霧などが) 立ち上る，勢いよく出る．
6 q o R< o～ ˆthushaa `tshup 霧が立ち上る．<RY<oJ o
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～ ¯mukpa `tshup 霧が激しく流れる．wV=ZoJo～
¯langpa `tshup蒸気が勢いよく出る．
4．(においが) 充満する，漂ってくる，立ち上る．
<Ad< oHI` o～ ´koktri `tshup にんにくのにおいが充満
する．AW oHI` o～ ´nyäätri `tshup 寝間のにおいが
漂ってくる．HI` o M o～ ´trhima `tshup においがす
る．パッとにおいがしてパッと消える．<NYMoHI` o～
¯numtri `tshup 油のにおいが充満する．HMVoHI` o～
¯matri `tshup ひどく血のにおいがする．TOT<oHI` o～
¯tshiktri `tshup 焦げたにおいが立ち込める．*Zo
HI` o～ ´tsäätri `tshup 火薬のにおいがパッとにおう．
LZcoHI`o～ ¯siptri `tshup わきがのにおいが充満する．
わきががパッとにおう．[MoHI`o～ ¯hamtri `tshupか
び臭いにおいが鼻につく．
5．(忙しさが) たけなわになる． LDcWoLo～ ´trhewa

`tshup忙しさがたけなわになる．

TObLZo ☞　TObLo (p. 279)

TOUMo ☞　LNUMo (p. 270)

TOUMZo ☞　LNUMo (p. 270)

TOUVo ¯tsher v. non-vol.
npf. pf. imp.

TOUVo TOUVo –
¯tsher ¯tsher –

pres. fut. pt. imp.

[ TOUVo TOUVo TOUVo – ]

光り輝く．光を放つ． TdHo～ ˆöö ¯tsher光り輝く．

TOVo 1 ¯tsho v. vol.
npf. pf. imp.

TOVo TOVZo TOVZo
¯tsho `tshöö `tshöö

pres. fut. pt. imp.

[ TOVo TOVo TOVZo TOVZo ]

(～を) 放牧する，飼育する． 2V=o<d<o～ `langkoo

¯tsho 牡牛を放牧する．<Ad o0<̂Zo～ ˆkocuu ¯tsho 家
畜を放牧する．%o<ô～ ¯takyu ¯tsho馬の群れを放牧
する．IdVo0<̂Zo～ ˆnorcuu ¯tsho 家畜を放牧する．
0<̂ZoV̀<Zo～ `chukrii ¯tsho家畜類を放牧する．TLD`o
<U<o～ ˆdriyaa ¯tsho 牝ヤクと牡ヤクを放牧する．
MPVoMd o～ ´dzomo ¯tsho ゾモを放牧する．<U<o～

`yaa ¯tsho ヤクを放牧する．VoWb<o～ ˆraluu ¯tsho

山羊と羊を放牧する．V`oTHLZoWo～ ˆrintap la ¯tsho

山麓で放牧する．V`o9McLZoWo～ ˆrintep la ¯tsho 山の
斜面で放牧する．V`oMoG=oWo～ ´rima-tan la ¯tsho山
ほど険しくなく平原ほどなだらかでないところで放
牧する．

TOVo 2 ¯tsho v. non-vol.
npf. pf. imp.

TOVo TOVo, TOVZo –
¯tsho ¯tsho, `tshöö –

pres. fut. pt. imp.

[ TOVo TOVo TOVZo – ]

生きる．生き長らえる． ～GbLo ¯tsho `thuu 生活で
きる．

TOV<o `tshoo v. vol.
npf. pf. imp.

TOV<o TOV<Zo TOV<Zo
`tshoo `tshoo `tshoo

pres. fut. pt. imp.

[ TOV<o TOV<o TOV<Zo TOV<Zo ]

1．(～が)集まる，集合する．(集会，会合などを)開
く，開催する，催す． ?dZoOV<Zo～ `chöötsoo `tshoo
宗教関係の会合を開く．TKVoMo～ ¯pharma `tshoo

臨時に集まる．<l!= o<IZo～ `nyungnää `tshoo 断
食の行に集まる．O=oTPVMZo～ `tshangtsom `tshoo

全員集合する．OV<ZoT6 q o1(W o0>`I o0>`I o～ ¯tshongtu

´trhüü ¯chincin `tshoo あわただしく会議をする．
OV<Zo～ `tshoo `tshoo 僧侶の集会を開く．MOI o
OV<Zo～ `tshäntsoo `tshoo夜の会合に集まる．TPTIo
2.o～ ´dzintra `tshooクラスに集まる．OV<ZoT6 qo～Zo
¯tshongtu ¯tshoosa会議場．
2．(～を) 集める．(会議を) 招集する． M̀ oHM=Zo
～ ˆmiman `tshoo 市民を集める．OV<Z o T6 q o～
¯tshongtu `tshoo 会議を招集する．9ZI o ,@Z o～
`hlänkyää `tshoo一緒に集める．
3．(市場が) 店開きする． H<d= o;DdM o～ ´kontrom

`tshoo午後の市が立つ．

TOV<Zo ☞　TO<o 1 (p. 278)，TOV<o (p. 280)

TOV=o ☞　LNV=o (p. 270)
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TOV=Zo ☞　LNV=o (p. 270)

TOVHo ☞　LNVo (p. 270)

TOVLZo ☞　TOLo (p. 278)

TOVMZo `tshom v. non-vol.
npf. pf. imp.

TOVMZo TOVMZo –
`tshom `tshom –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

▼ ( H<d=ZoJoTOVMZo の形で，“怒る”) H<d=ZoJo～
´kongpa `tshom 怒る．H<d=ZoJo～M̀IoWoMo9KdZoJVn
´kongpa ¯tshommin la `matöö-paa,「お怒りになる
かどうかにかかわらず」

TOVWo ☞　TOWo 1 (p. 278)，TOWo 2 (p. 279)

TOVZo 1 `tshöö v. non-vol.

npf. pf. imp.

TOVZo TOVZo –
`tshöö `tsöö –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．理解する．分かる． M<do～ ´go `tshöö 分かる．
了解する．M<doTOVZoWoMo～ ´go ¯tshöö la `hmatsöö

分かったような分からないような．
2．(～が) 染み込む．(～に) まみれる． <NYMo<̀Zo～
¯num ki `tshöö 油が染み込む．R<oOTZo～ ˆshaktsii

`tshöö脂肪にまみれる．
3．(～で <̀Zo ) わけが分からなくなる． ?=o<̀Zo～
¯chan ki `tshöö 酒に酔ってわけが分からなくなる．
<ÀHo<̀Zo～ `nyii ki `tshöö深い眠りから覚めきらな
い状態である．
4．(～に <̀Zo )没頭する． WZo:Zo～ ˆlääkää `tshöö
仕事に没頭する．

TOVZo 2 ☞　TOVo 1 (p. 280)，TOVo 2 (p. 280)
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zP k
PVVo 1 ´tshor v. non-vol.

npf. pf. imp.

PVVo PVVo –
´tshor ´tshor –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～で <̀Zo )ぼろを出す． ?=o<̀Zo～ ¯chan ki ´tshor

酒に酔ってぼろを出す．

PVVo 2 ´tshoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

PVVo PVVo –
´tshoo ´tshoo –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)汚い，汚くなる．

MPUZo ˆdzee v. non-vol.
npf. pf. imp.

MPUZo MPUZo –
ˆdzee ˆdzee –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)美しい．

TP<o ˆdzaa v. non-vol.
npf. pf. imp.

TP<o TP<o –
ˆdzaa ˆdzaa –

pres. fut. pt. imp.

[ TP<o TP<o S<o – ]

(水などが) 漏れる，滴る．(よだれ，鼻水などが) 垂
れる．(涙が)落ちる． ;o?bo～ ¯khacu ˆdzaaよだれ
が垂れる．;boLo～ ¯khoo ˆdzaa 汁が垂れる．;D<o～
`trhaa ˆdzaa 血が垂れる．血が滴る．?=o～ ¯chan

ˆdzaa チャンが漏れる．?b o～ ¯chu ˆdzaa 水が漏
れる．G`<oWco～ ¯thikli ˆdzaa 精液が垂れる．G`<Zo
Jo～ ¯thikpa ˆdzaa 水滴が垂れる．しずくが落ち
る．<No?b o～ ¯nacu ˆdzaa 鼻水が垂れる．LD<o?b o～

´trhakcu ˆdzaa 岩の間から水が垂れる．M̀<o?b o～
¯mikcu ˆdzaa涙が落ちる．SVoMOIo～ ´datsän ˆdzaa
月経がある．TdoMo～ ´oma ˆdzaa乳が滴る．

TP=Zo ˆdzan v. non-vol.
npf. pf. imp.

TP=Zo TP=Zo –
ˆdzan ˆdzan –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

なくなる．尽きる． 0><o～ `chaa ˆdzanお金が足り
なくて困る．手元不如意である．

TPHo ☞　SHo (p. 301)

TPVo ´dzaa, ´dzar v. non-vol.
npf. pf. imp.

TPVo TPVo –
´dzaa, ´dzar ´dzaa, ´dzar –

pres. fut. pt. imp.

[ TPVo TPVo TPVo – ]

1．(布などが) 垂れ下がる，垂れる． <?cH oV<Zo～
`keraa ´dzaa帯が垂れ下がる．<NcoMo～ ¯nema ´dzar

先端が垂れ下がる．<Nc o～ ¯ne ´dzar 先端が垂れ下
がる．
2．(～が) 飛び抜けて長い． Zdo～ ¯so ´dzar 歯が飛
び抜けて長い．
3．(仕事などが) 中途半端な状態になる． WZo:o～
´lääka ´dzar仕事が中途半端な状態になる．
4．(よだれ，鼻水などを) 垂らす． ;o?bo～ ¯khacu

´dzaaよだれが垂れる．M?̀WoMo～ `chimaa ´dzarよ
だれを流す．<No?bo～ ¯nacu ´dzar 鼻水が垂れる．<No
%Z<o～ `naptuu ´dzar鼻水が垂れる．

TPT=o 1 ˆdzing v. vol.
npf. pf. imp.

TPT=o TPT=Zo TPT=Zo
ˆdzing ˆdzing ˆdzing

pres. fut. pt. imp.

[ TPT=o TPT=o TPT=Zo TPT=Zo ]

(～が)取っ組み合う．(～と Wo )戦う． H2FoWo～ ´tra
la ´dzin敵と戦う．Jbo2qo～ ¯puku ˆdzing子供が取っ
組み合う．M̀o<ÀZo～ ´mi ¯nyii ˆdzing二人が取っ組
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み合う．

TPT=o 2 ˆdzing v. non-vol.
npf. pf. imp.

TPT=o TPT=Zo –
ˆdzing ˆdzing –

pres. fut. pt. imp.

[ TPT=o TPT=o TPT=Zo – ]

(～が)もつれる，絡み合う． <?YHoJo～ ¯kupa ˆdzing

糸がもつれる．<\Ho～ ¯tra ˆdzing 毛髪がもつれる．
RYIoHd<o～ `püntoo ˆdzing毛糸がもつれる．Z̀oXIo～
¯sishän ˆdzing絹糸がもつれる．

TPT=Zo ☞　TPT=o 1 (p. 282)，TPT=o 2 (p. 283)

TPTIo 1 ´dzin v. vol.
npf. pf. imp.

TPTIo TPTIo TPTIo
´dzin ´dzin ´dzin

pres. fut. pt. imp.

[ TPTIo <Sb=o LSb=o Sb=o ]

1．(～を) つかむ，しっかりと持つ． T6 q o XcZ o～
ˆdushee ´dzin よしみにすがる．<R` oW o～ ´shi la

´dzin基本とする．根拠とする．拠り所とする．
2．(政権を) 執る，掌握する． ,@WoZD`H o～ ˆkyääsii

´dzin 政権を執る．?LoZD`H o～ `chapsii ´dzin 政権
を握る．I=oZD`Ho～ ˆnangsii ´dzin 内政を掌握する．
ZD`Ho～ `sii ´dzin政権を掌握する．
3．(～を)継ぐ，受け継ぐ． L<KIoJo～ ¯tänpa ´dzin

仏陀の教えを受け継ぐ．Ko<R`Zo～ `phashii ´dzin

荘園を継ぐ．荘園に住む．9qW o,!I o～ ¯shüükyün

´dzin遺産を継ぐ．9qWo～ ¯shüü ´dzin (子が親の)跡
を継ぐ．
4．(心に怨みなどを) 持ち続ける． T;dI oZcMZo～
`khönsem ´dzin怨みを持つ．<M=oZcMZo～ ˆtangsem
´dzin恨む．
5．(仕事に) 就く． WZo, !Io～ ´lääkyün ´dzin 就業
する．

TPTIo 2 ☞　<Sb=o 1 (p. 306)

TPTVo * ´dzir v. non-vol.

npf. pf. imp.

TPTVo TPTVo –
´dzir ´dzir –

pres. fut. pt. imp.

[ TPTVo TPTVo TPTVo – ]

(～が) 搾り出される，染み出る．(汁が) 吹きこぼれ
る． ;boLo～ ¯khoo ´dzir汁が搾り出される．汁がふ
きこぼれる．G`MoLbo～ ¯thimpu ´dzir 栓がゆるんで
染み出る．TdoMo～ ´oma ´dzir乳が染み出る．

TPb<Zo ☞　LNb<Zo (p. 268)

TPbMo ☞　LNbMo 1 (p. 269)

TPbVo ☞　<SbVo (p. 307)

TPbWo ´dzüü v. vol.
npf. pf. imp.

TPbWo TPbWo TPbWo
´dzüü ´dzüü ´dzüü

pres. fut. pt. imp.

[ TPbWo TPbWo TPbWo TPbWo ]

1．(～に Wo / I=oWo ) 入る．(～から IZo ) 入る．
+WIoMo～ `kumaa ´dzüü泥棒が入る．;=oJT`oI=oWo～
¯khangpää ´nan la ´dzüü 家の中に入る．2Fd<oMo～
ˆtrhoomaa ´dzüü蟻が入る．<Ado～ ´ko ´dzüü入り口
から入る．9K<o<Ad oIZo～ ¯taako nää ´dzüü 裏門から
入る．I=oWd<ZoWo～ ˆnangloo la ´dzüü内側に入る．
Kb<oWMoWo～ ¯phuklam la ´dzüü トンネルに入る．
)T<oJT`o<Zc=oWo～ ¯tsikpää ¯sing la ´dzüü壁の隙間
に入る．Td<oWo～ ˆoo la ´dzüü 下に入る．<Zc=oWo
～ ¯sing la ´dzüü隙間に入る．\`o;b=oI=oWo～ ¯ikun

´nan la ´dzüü穴の中に入る．
2．(乗り物に Wo / I=oWo ) 乗る，乗り込む． KcLZo
:dVo～ ¯pheekoo ´dzüü 革舟に乗る．MdoBT`oI=oWo～
´moträä ´nan la ´dzüü車に乗り込む．車に乗る．
3．(組織などに Wo ) 入る，所属する，加わる． <\@`Ho
<MY<oWo～ `kituu la ´dzüü所帯に加わる．;d=Zo<Fd<Zo
～ `khungtoo ´dzüü 所属する．2. oZVo～ ´trhasaa

´dzüü 大寺院に入る．H<dIoJVo～ ´konpaa ´dzüü

寺に入る．"Io<Zd o;= oI= oW o～ ´känso-kan ´nan

la ´dzüü 養老院に入る．<Ĥ`<o;d=ZoWo～ ˆtrikun la

´dzüü 組織に入る．M=T o;d=Z oW o～ `ngakon la

´dzüü管轄下に入る．M=ToTd<oWo～ `ngaoo la ´dzüü
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統治下に入る．HM<oM̀Vo～ ¯maamää ´dzüü軍隊に
入る．ZVdLo2.Vo～ ¯laptraa ´dzüü 学校に入る．入学
する．

TPU<o * ˆdzaa v. vol.
npf. pf. imp.

TPU<o TPU<Zo TPU<Zo
ˆdzaa ˆdzaa ˆdzaa

pres. fut. pt. imp.

[ TPU<o TPU<o TPU<Zo TPU<Zo ]

1．(～を ø / Wo ) 登る．(～を Wo / <A=oWo ) 登る．
<?ZoTPU<o～ ¯käntsa ˆdzaa 梯子を登る．Gd<o;Vo～
¯thookaa ˆdzaa 屋根に登る．& d oL;=<o～ ˆtopkyaa

ˆdzaa 石段を登る．R=oV`o～ ¯pangri ˆdzaa 草地の
山に登る．V`o9McLZoWo～ ˆrintep la ˆdzaa山の斜面を
登る．V`o～ ´ri ˆdzaa 山に登る．V`oWo～ ´ri la ˆdzaa

山に登る．Wo～ ´la ˆdzaa 峠を登る．X̀=o<A=oWo～
¯shing ˆkan la ˆdzaa木の上に登る．
2．(踏み台などに)上がる． !=o;D`o～ ¯kangtri ˆdzaa
踏み台に上がる．
3．(～の上に <A=oWo ) 乗っかる． \o>cT` o<A=oWo～
¯acee ˆkan la ˆdzaa女の上に乗っかる．

TPU<Zo ☞　TPU<o (p. 284)

TPUHo ☞　<ScHo 1 (p. 307)

TPUMo ˆdzem v. vol.
npf. pf. imp.

TPUMo TPUMZo TPUMZo
ˆdzem ˆdzem ˆdzem

pres. fut. pt. imp.

[ TPUMo TPUMo TPUMZo TPUMZo ]

1．(～を ø / Wo ) 避ける，忌避する，やめる，慎
む，控える． <\!VoWo～ ¯kyur la ˆdzem 酸っぱいも
のを避ける．M=VoMdo～ ¯ngaamo ˆdzem 甘いもの
を控える．?=o～ ¯chan ˆdzem 酒を慎む．GoM<o～
`thamaa ˆdzem タバコをやめる．<M`<oJo～ ´tikpa

ˆdzem罪を避ける．R<oOTo～ ´shaktsi ˆdzem脂身を
避ける．V=oZDd<oWo～ ˆrangsoo la ˆdzem自分の命を
惜しむ．Xo～ ¯sha ˆdzem 肉を慎む．肉を食べない
ようにする．Z̀oJIo～ ¯sipän ˆdzem 唐辛子を慎む．
唐辛子を食べないようにする．

2．(飲食を) 控える，慎む． ;o～ ¯kha ˆdzem 飲食
を慎む｛病気のときなど｝．

TPUMZo ☞　TPUMo (p. 284)

TPUVo ´dzer v. non-vol.
npf. pf. imp.

TPUVo TPUVo –
´dzer ´dzer –

pres. fut. pt. imp.

[ TPUVo TPUVo TPUVo – ]

(喉が) かすれる，かすれて声が出ない．(声が) しわ
がれる． <?Ho～ `kää ´dzer声がかすれる．M̀HoJo～
´mikpa ´dzer喉がかすれる．声がしわがれる．

TPVMo 1 ˆdzom v. vol.
npf. pf. imp.

TPVMo TPVMZo TPVMZo
ˆdzom ˆdzom ˆdzom

pres. fut. pt. imp.

[ TPVMo TPVMo TPVMZo TPVMZo ]

(～が) 集まる，会う，揃う． ?=oJ o～ ¯changpa

ˆdzom 大酒飲みが集まる．?dZo2Fd<Zo～ `chöötroo

ˆdzom 信仰の同じ仲間が集まる．TGbZ o M̀ o～
¯thüümi ˆdzom 代表が集まる．I=oM̀o～ ´nangmi

ˆdzom 家族が集まる．KoLbo～ ¯phapu ˆdzom 父と
子が出会う．KoMo～ ¯phama ˆdzom 両親が揃う．
Lb oRYIo～ ´phupün ˆdzom きょうだいが会う．M̀ o
HM=Zo～ ˆmiman ˆdzom 市民が集まる．LSdoVd<Zo
～ ˆsoroo ˆdzom製作の助っ人が集まる．ZVdLo2.oLo～
`laptraa ˆdzom学生が集まる．

TPVMo 2 ˆdzom v. non-vol.
npf. pf. imp.

TPVMo TPVMZo –
ˆdzom ˆdzom –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(条件，必要なものなどが) 揃う．(種類が)揃う．
M;ZoLNbIoLS=o<ZbMo～ ¯khäätsün ´sangsum ˆdzom
学問に通じ品行方正で心根が良いという三つの美
徳が揃う．?o+@cIo～ ¯chakyen ˆdzom 条件が揃う．
MGbIo+@cIo～ ¯thünkyen ˆdzom 生活条件が揃う．<No
;o～ ¯naka ˆdzom種類が揃う．
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2．(～が)集中する． WZo:o～ ´lääka ˆdzom仕事が
一度に集中する．

TPVMZo ☞　TPVMo 1 (p. 284)，TPVMo 2 (p. 284)

TPVWo ´dzöö v. non-vol.
npf. pf. imp.

TPVWo TPVWo –
´dzöö ´dzöö –

pres. fut. pt. imp.

[ TPVWo TPVWo TPVWo – ]

1．(～が)食い違う，ずれる，引き離される． <?Ho?o
～ ¯käca ´dzöö話が食い違う．,@=o(Ho～ ˆkyangpää
´dzöö 距離がひどく離れる．遠くに引き離される．
No%̀=o～ ¯ngantin ´dzöö (並んでいたものが)前と後
にずれる．WIo～ ´län ´dzöö伝言が食い違う．
2．(～を) 誤る，間違える，誤解する． <do0>d<Zo～
ˆkhocoo ´dzöö 聞き方を誤る．誤解する．<d oLo～
´khowa ´dzöö解釈を誤る．<doV`Mo～ ˆkhurim ´dzöö
順序を間違える．LV=oHdVo～ ¯langtoo ´dzöö 是非の
選択を間違える．UbWo0>d<Zo～ ˆyüücoo ´dzöö 方向
を誤る．WMo:o～ ˆlangkaa ´dzöö 道を行き違える．
WZo:o～ ´lääka ´dzöö 仕事を間違える．XVo7 qL o
～ `shaanup ´dzöö 東西の方向を誤る．XVo1>=o～
¯shaacan ´dzöö 東と北を間違える．Zo?o～ ¯saca

´dzöö場所を間違える．

*=Zo ☞　L*=o (p. 286)

*To ´tsi v. vol.
npf. pf. imp.

*To, L*To L*TZo *TZo
´tsi ˆtsii ˆtsii

pres. fut. pt. imp.

[ *To L*To L*TZo *TZo ]

1．(～を) こねる，練る，つぶす． M;Dc<Z o Jd o～
¯trhako ´tsi 固く練る．2Fd oR`Lo～ ˆtrhushii ´tsi 小麦
粉をこねる．9C`oLo～ ¯coo ´tsiウシ科の家畜の糞をこ
ねる．TH<oL<o～ ˆdakpaa ´tsi泥をこねる．R<Zo～
`paa ´tsi麦こがしをこねる｛茶汁などで｝．LoMVo～
´phamaa ´tsi牝牛の乳で作ったバターをこねる｛水
分を抜くために｝．L<oGb<o～ ˆphaatuu ´tsiパートゥ
団子を作るために粉を練る．L<oWcLo～ ˆphaalee ´tsi

パン生地を練る．LdHoGb<o～ ˆphöötuu ´tsi チベット
風の太いうどんを作るために粉をこねる．
2．(～が <̀Zo )踏みつぶす．(車が <̀Zo 人を)轢く．
MdoBZo～ ˆmoträä ´tsi車に轢かれる．

*T<o ˆtsik, ˆtsii v. non-vol.
npf. pf. imp.

*T<o *T<o –
ˆtsik, ˆtsii ˆtsik, ˆtsii –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

豊かである．豪勢である．立派である． ～MHd< o
;oJd o ˆtsingtoo ¯khapo 立派そうな．裕福そうな．
T2)WoJo～MHd<o;oJdo ´drüüpa ˆtsingtoo ¯khapo裕福
そうな旅人．裕福そうな客人．

*TZo ☞　*To (p. 285)

*Uo ´tse, ˆtsee v. vol.
npf. pf. imp.

*Uo, L*Uo L*UZo *UZo
´tse, ˆtsee ˆtsee ˆtsee

pres. fut. pt. imp.

[ *Uo L*Uo L*UZo *UZo ]

(～を) 巻き上げる，たくし上げる，はしょる，つま
んで上げる． <dZoGb=o～ ´khutun ´tse ズボンをた
くし上げる．<ALo<8 q< o～ ˆkapshuu ´tse チベット
服の裾をはしょる．<ALo<XMo～ ´kapsham ´tse チ
ベット服の裾をはしょる．<Ad oUdWo～ ´koyöö ´tse の
れんを巻き上げる．GboLo～ ¯thula ´tse 裾をたくし
上げる．6 q<oZVd<o～ ˆthukloo ´tse 服の裾をたくし上
げる．KboGb=o～ ¯phutun ´tse 袖をたくし上げる．0 ô
Jo～ ¯chupa ´tse チベット服をたくし上げる．M̀<o
9O<Zo～ `mikpaa ´tse瞼をつまんで上げる．XcWoUdWo
～ ¯sheeyöö ´tseカーテンを巻き上げる．

*UZo ☞　*Uo (p. 285)

*V<o ˆtsoo v. vol.
npf. pf. imp.

*V<o, L*V<o L*V<Zo *V<Zo
ˆtsoo ˆtsoo ˆtsoo

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]
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1．(～を)搗く，叩いて砕く，つき砕く，つぶす． <do
<FdHo～ ˆkhonyöö ˆtsoo アニスをつぶす．<Ad<oF`=oI=o
Wo～ ´kootin ´nan la ˆtsoo (香辛料を)すり鉢でつぶ
す．乳鉢でつぶす．<Ad<oJo～ ´kokpa ˆtsooにんにく
をつぶす．IZo?<o～ ˆnääcaa ˆtsoo麦を打って押し
麦にする．<NoGo～ `nataa ˆtsoo嗅ぎタバコの原料を
つぶす．KLZo～ `phap ˆtsoo酒の醸造に用いる麹を
砕く．<RHoVbZo～ `määrüü ˆtsoo (食肉用家畜の) 骨
盤を打ち砕く．<RIo<No～ ¯männa ˆtsoo香辛料をつぶ
す．香辛料を叩いて砕く．<RIo～ ¯män ˆtsoo薬を叩
いて砕く．R`LoJdo～ ´shipu ˆtsoo細かく搗く．<UcVo
Mo～ ¯ema ˆtsoo 山椒をつぶす．VbZo;d<o～ `rukoo

ˆtsoo骨をつき砕く．Z̀oJIo～ ¯sipän ˆtsoo唐辛子を
つぶす．: -<o:-<o～ `hrukruu ˆtsoo 細かい固まりに
砕く．
2．殴る．

*V<Zo 1 ˆtsoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

*V<Zo *V<Zo –
ˆtsoo ˆtsoo –

pres. fut. pt. imp.

[ *V<Zo *V<Zo *V<Zo – ]

1．(～が) なくなる，尽きる． <?Ho?o～ ¯käca ˆtsoo

話が尽きる．6 qZ oOVHo～ ˆthüütsöö ˆtsoo 時間がな
くなる．JHoX<o～ `pääshaa ˆtsoo お金がなくな
る．1>oGLZo～ ˆchatap ˆtsoo 方法が尽きる．1>cHo, ! o
～ ´chekyu ˆtsoo やることがなくなる．T1 (oV`<Zo～
ˆdrurii ˆtsoo 穀類がなくなる．VcoLo～ ´rewa ˆtsoo

望みがなくなる．絶望する．W<oH=bWo～ ´laangüü

ˆtsoo 小遣い銭がなくなる．WZo:o～ ´lääka ˆtsoo

仕事がなくなる．WZoHL=o～ ´lääwan ˆtsoo 縁がな
くなる｛夫婦の契りなどについて｝．9q<Zo～ `shuk

ˆtsoo 力がなくなる．Zo<NYMo～ ¯sanum ˆtsoo石油が
なくなる．
2．(～が)減る，すり減る，すり減ってなくなる． Mco
& d o～ ´meto ˆtsoo ライターの石がなくなる．ÙoNTo～
´yiitsi ˆtsoo石鹸が減る．9ZMo<d<o～ `hangkoo ˆtsoo
靴がすり減る．
3．(～が) 終わる．(年が) 明ける． M@b< o～ ˆjuu

ˆtsoo 終了する．<KdIo6 qZo～ `töntüü ˆtsoo 秋季が終

わる．<KdI o<8 q< o～ `tönshuu ˆtsoo 晩秋が終わる．
6 qZoVLZo～ ˆthüürap ˆtsoo 時代が終わる．IMo6 qZo
～ ˆnamtüü ˆtsoo 季節が終わる．H/>`Ho:o～ ¯ciika

ˆtsoo 春が終わる．H/>`Ho6 qZo～ `ciitüü ˆtsoo 春の季
節が終わる．M̀ oOUo～ ´mitse ˆtsoo 一生が終わる．
<8 q<o～ ˆshuk ˆtsoo 終わる．完成する．SVo<8 q<o～
ˆdapshuu ˆtsoo 月末が終わる．Wdo<8 q<o～ ˆlushuu

ˆtsoo 年が明ける．ZVdLo6 qZo～ `loptüü ˆtsoo 学期が
終わる．
4．満たされる．満足する． Gb<Z oLVd o～ ¯thuulo

ˆtsoo 満足する．THdH oJo～ ´döpa ˆtsoo 望みがか
なって満足する．THdHoLVdo～ ´döölo ˆtsoo欲望が満た
される．
5．(命が) 尽きる．死ぬ． H<d=Z oJ o～ ´kongpa

ˆtsoo亡くなる．OUo～ ¯tshe ˆtsoo命が尽きる．死ぬ．

*V<Zo 2 ☞　*V<o (p. 285)

*V=o ☞　L*=o (p. 286)

*V=Zo ☞　L*=o (p. 286)

L*=o ˆtsan v. vol.
npf. pf. imp.

L*=o L*=Zo *=Zo, *V=Zo
ˆtsan ˆtsan ˆtsan, ˆtson

pres. fut. pt. imp.

[ *V=o L*=o L*=Zo *V=Zo ]

1．(厄払いの品物などを) 送り出す，捨てる． 2]Ho
T<d=o～ ¯lokon ˆtsan 厄払いのための身代わりを送
り出す．2]Ho～ `lüü ˆtsan 厄払いのための人形を送
る｛捨てる場所に｝．MHdZo～ ˆdöö ˆtsan 呪物を送り
出す｛捨てる場所に｝．
2．(～を) 送付する． >oW<o～ `calaa ˆtsan 品物を
送付する．HdoJdo～ ´thopo ˆtsan荷物を送付する．
3．(～を)行かせる，遣る． WZo:Vo～ ´lääkaa ˆtsan
仕事に行かせる．

L*=Zo ☞　L*=o (p. 286)

L*To ☞　*To (p. 285)

L*TZo ☞　*To (p. 285)

L*Uo ☞　*Uo (p. 285)
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L*UZo ☞　*Uo (p. 285)

L*V<o ☞　*V<o (p. 285)

L*V<Zo ☞　*V<o (p. 285)

zQk （該当する動詞なし）

P
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zRk
Ro ☞　RVo 1 (p. 288)

R<o 1 ˆshaa v. non-vol.
npf. pf. imp.

R<o R<o –
ˆshaa ˆshaa –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(竹や木などが)割れる，裂ける，破裂する．(布など
が) 裂ける． ;o～ ¯kha ˆshaa (竹，木，くるみ，布，
地面などが) 破裂する，真っ二つになる．6 q<oZVd<o～
ˆthukloo ˆshaa 着物が裂ける．& d o～ ´to ˆshaa 石が
割れる．J=oWcLo～ `panglee ˆshaa板が割れる．<l!<o
Mo～ ¯nyungma ˆshaa 竹が裂ける．X̀=o～ ¯shing

ˆshaa木が割れる．

R<o 2 ☞　<R<o (p. 293)

RIo ´shän v. non-vol.
npf. pf. imp.

RIo RIo –
´shän ´shän –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が) 劣る，弱い，悪い． IoOo@c o<MY<o@c o～WoT2Fd o
´natsa ˆchetuu ´cheshän la ´dro病気がますます悪
くなる．

RVo 1 ´shar v. non-vol.
npf. pf. imp.

RVo RVo –
Ro Ro –
´shar ´shar –

pres. fut. pt. imp.

[ Ro Ro Ro – ]

不具になる．(身体が) 不自由になる． != oJ o～
¯kangpa ´shar 足が不自由になる．W<oJo～ ´lakpa

´shar手が不自由になる．

RVo 2 ´shar v. non-vol.

npf. pf. imp.

RVo RVo –
´shar ´shar –

pres. fut. pt. imp.

[ RVo RVo RVo – ]

視力を失う．失明する． M̀<o～ `mii ´shar視力を失
う．失明する．

R`o ´shi v. non-vol.
npf. pf. imp.

R`o R`o –
´shi ´shi –

pres. fut. pt. imp.

[ R`o R`o R`o – ]

(～が) 収まる, 治まる，静まる，失せる，消え
る． <?Yow]=o～ ¯kulun ´shi 怒りが収まる．;d=o;Dd o～
¯khongtro ´shi 怒りが収まる．T< (Wo～ ¯trhüü ´shi

幻覚が消える．幻覚が治まる．=o,@Wo～ ´ngarkyää

´shi 尊大な心が静まる．おとなしくなる．=VoL<\@cHo
～ ˆngarkyee ´shi 奮い立つ気持ちが静まる．IHo
<HdIo～ ´näätön ´shi病魔が静まる．

R`<o ˆshii v. non-vol.
npf. pf. imp.

R`<o R`<o –
ˆshii ˆshii –

pres. fut. pt. imp.

[ T@`<o T@`<o R`<o – ]

1．(～が)壊れる，崩れる，崩壊する，破壊される，壊
滅する． ;=oJo～ ¯khangpa ˆshii家が壊れる．!==o
～ ´kyhan ˆshii 土壁が壊れる．2. oX<o～ ˆtrhashaa

ˆshii 僧坊が壊れる．9Cd< o～ `coo ˆshii 山積みした
ものが崩れる．)T<oJo～ ¯tsikpa ˆshii 壁が壊れる．
TPT=oV<Zo～ ˆdzingraa ˆshii 塹壕が崩れる．LSdo9Ko
～ ´sopta ˆshii形が崩れる．
2．(～が) 解ける．(糸が) ほつれる． <?cH oV<Zo～
`keraa ˆshii 帯が解ける．;o<Ĥd< o～ `khatroo ˆshii

袋の口紐が解ける．;o～ ¯kha ˆshii 解ける．2FdW o
M6 qHo～ ˆtrhöntüü ˆshii 片結びが解ける．<Ĥd<o;o～
´trooka ˆshii紐が解ける．9C=oWdo～ ¯canglo ˆshiiお
下げ髪が解ける．M6 qHoJo～ ´drüpa ˆshii結びが解け
る．[oH1F`Zo～ `matrii ˆshii包帯が解ける．OUMoLbo～

R
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¯tshimpu ˆshii 縫い目が解ける．9ZZoMo～ ¯hlääma

ˆshii編物が解ける．
3．(～が) 外れる． <ĤdMo～ ´trom ˆshii 枠が外れる．
<>bZoKbVo～ ¯cüüpuu ˆshiiねじが外れる．9ZZoOT<Zo～
`hlutsii ˆshii 関節が外れる．9ZZo～ ¯hlu ˆshii 部品が
外れる．
4．(規律などが)乱れる．(制約などが)解除される．
<Ĥ`<oTPb<Zo～ ˆtriktsuu ˆshii 集団の規律が乱れる．
<Ĥ`<Zo;D`MZo～ ˆtriktrim ˆshii 規律が乱れる．HM<o
;D`MZo～ `maktrim ˆshii 戒厳令が解除される．軍紀
が乱れる．
5．(列が)崩れる，乱れる． 2FWo～ ´trhää ˆshii座席
の列が崩れる．L<KVoJo～ ¯tarpa ˆshii 列が崩れる．
HJb=o<KVo～ ¯pungtaa ˆshii 隊列が崩れる．<kHc=Zo～
ˆpan ˆshii 列が崩れる．Zdo2FWo～ ¯soträä ˆshii 歯並
びが乱れる．

RL̀o ˆship v. non-vol.
npf. pf. imp.

RL̀o R`Lo –
ˆship ˆship –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)細かい．

RM̀o ´shim v. non-vol.
npf. pf. imp.

RM̀o R`Mo –
´shim ´shim –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)おいしい．

8 qo 1 ´shu v. vol. hum.
npf. pf. imp.

8 qo 8 qZo 8 qZo
´shu ˆshüü ˆshüü

pres. fut. pt. imp.

[ 8 qo 8 qo 8 qZo 8 qZo ]

non-hum. ☞　TGb=o (p. 196)，1>cHo 1 (p. 249)，So
1 (p. 300)，ScVo 1 (p. 304)，WLo (p. 326)，LXHo 1 (p.
340)

1．(～を) する． <?Yo< (=o～ `kusun ´shu 護衛する．
2qZoRLZo～ ˆkhüüshap ´shu 尊敬する．2FdZoMdWo～
´trhöömöö ´shu 協議する．H<ToLZbo～ ´kasu ´shu

歓迎する．L<KdHoLN<Zo～ `tööngaa ´shu 賞賛する．
\@IoRYZo～ `cänpüü ´shu (貴人に) 見本を見せる．
0><oVd<Zo～ `chaaroo ´shu お供をする．手伝う．
MdZoMGbIo～ ´möötün ´shu賛成する．同意する．<RdIo
WMo～ ¯molam ´shu 祈願する．)ToL1qVo～ ¯tsikuu

´shu尊重する．
2．(～に) なる．(～として) 働く． H:dI o<AcV o～
¯könnyee ´shu 堂守になる．<?Ho< !̂V o～ ¯kääkyuu

´shu通訳する．通訳になる．T<do;D`Ho～ ˆgutrii ´shu

指導者になる．,@Lo)o～ ´kyaptsa ´shu 後ろ楯にな
る．0<̂Zo*To～ ¯chuktsi ´shu牧童になる．Ud=ZoTPTIo
～ ´yongtsin ´shu 高位のラマの仏教の先生になる．
WZo1>cHoJo～ ´lääce-pa ´shu職員になる．WZoVd<Zo～
ˆlääroo ´shu補佐になる．補佐する．
3．(～を)差し上げる． H=bWoKdVoI=oWo～ ¯ngüüpoo
´nan la ´shu 銀のお椀に入れて差し上げる．@=o
UbTbo～ ´cangyuu ´shu 醤油をかける．醤油を注ぐ．
L% cIoL<?dVo～ ¯tenkoo ´shuかくまう．<Sc=ZoL<KdHo～
ˆsengtöö ´shu表彰する．賞品を与える．
4．(～を)捧げる，献上する． ?=oKbHo～ `changpüü
´shu チャンのお初を捧げる．M?dH o TLbW o ～
¯chönpüü ´shu 献上する．@oKbHo～ ˆchapüü ´shu

お茶のお初を注ぐ．KbHo<FdVo～ ¯phüütoo ´shu初物
を振りまく．UdIo?Lo～ ˆyöncap ´shu神仏に捧げる
水を注ぐ．
5．(～を) 得る，もらう，受け取る，いただく，授
けてもらう． <\@cHo:o～ ¯kyeka ´shu 利子を受け取
る．T;dV oR< o～ `khorshaa ´shu 帰省休暇をもら
う．?d<oM?Io～ ¯choocän ´shu許可をもらう．<IZo
2Vo～ ¯nääla ´shu 宿泊費をもらう．KcLZo*V=Zo～
`pheptson ´shu餞別をもらう．Kd<Zo～ `phoo ´shu

給料をもらう．0><oHL=o～ ¯chaawan ´shu灌頂をも
らう．1>`Io% cIo～ ´chintän ´shu 霊物をもらう．M̀=o
～ ´ming ´shu名前を付けてもらう．
6．(～を)飲む，食べる． M?dHo?=o～ ¯chöcan ´shu

チャンをいただく．RWoW<o～ ˆshäälaa ´shu食事を
いただく．< (LoMo～ ¯süüma ´shuバター茶をいただ
く．<ZdWo@o～ ¯sööca ´shu お茶をいただく．<ZdWo
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OT<Zo～ `süütsii ´shu食事をいただく．
7．(～を) してもらう．(～して) いただく． L:To
?dZo～ `kacöö ´shu 説教を聞かせていただく．0><o
HMo～ ¯chaatam ´shu 印鑑を押してもらう．HL=o
～ ¯wang ´shu 灌頂を受ける．灌頂を授けてもら
う．HM̀<ZoLZWo～ ¯miksää ´shu 特別にしてもら
う．<Zb=oL%<o～ `sungtaa ´shu占いをしてもらう．
8．(～を) 言う． L:ToMdWo～ ¯kamöö ´shu 話をす
る．L1FoX̀ZoLHcoWc<Zo～ `trashii ˆtelee ´shu祝言を述
べる．よろしくと伝言する．<?Yo)UHo～ `kutsee ´shu

冗談を言う．からかう．LHc o<MY<o～ ˆtituu ´shu 苦
情を言う．苦しみを訴える．I=oO<Zo～ ˆnangtsaa

´shu 家族同様遠慮なく言う．)TZoTLDZo～ `tsinträä

´shu 占いの結果を述べる．RWoXdL o～ ˆshääshoo

´shu 冗談を言う．LZMoT?Vo～ ¯samcaa ´shu 意見
を言う．LZMoObWo～ ¯samtsüü ´shu考え方を話す．
9ZHoMcHo～ `hläämee ´shu真実を言う．
9．(～と) 言う．(～と) 言われる，言われている．
MOIoWo<oVco～<̀oUd< ¯tshän la ´khare ´shuki ˆyoo.
「お名前は何とおっしゃいますか」
10．(～について) 尋ねる，問い合わせる，伺いを立
てる． 1]o～ ¯lu ´shu龍神に伺いを立てる．L:ToTHI`o
～ ¯kantri ´shu質問する．<\@cZo9Zo～ ¯kyeela ´shu産
土神に神意を尋ねる．<FIo8 qo～ ¯nyänshu ´shu 伺い
を立てる．<FIo<Zc=o～ `nyänsan ´shu 伺いを立て
る．報告する．申請する．THI` o)Ho～ ˆdritsää ´shu

問い合わせる．<IZo?b=o～ ¯nääcun ´shuネーチュン
寺の護法神に神託を伺いに行く．OoTHI` o～ ¯tshantri

´shu暴力的な尋問をする．
11．(挨拶) する． <Nc oWcIo～ ¯nelen ´shu 挨拶する．
HLbo<5[<o～ `utuu ´shu 額を触れ合わせる挨拶をす
る．TOMoTHI`o～ ¯tshamtri ´shu挨拶する．よろしく
伝える．<ZVoM@Wo～ ¯sancää ´shu 新任の挨拶を
する．
12．(～を) 依頼する，頼む，請う． L:ToM=<Zo～
`kangaa ´shu依頼する．L:ToZVdLo～ `kalop ´shu教
えを請う．<\@LZoT@b<o～ `kyamcuu ´shu頼む．お願
いする．2VdHoL1FdWo～ ¯löötröö ´shu 釈放してくれる
ように頼む．H<d=ZoJo～ ´kongpa ´shu許可を願う．
暇乞いする．休暇をもらう．辞職する．失礼する｛“

退室する” の意で｝．Gb<ZoHMo～ ¯thutam ´shu 占
いを頼む．0><oU=Zo～ `chaayan ´shu 許しを請う．
RLZoL%Io～ ´shaptän ´shu 長寿のための祈祷をす
る．長寿のための祈祷を頼む．Vd<ZoVMo～ ´rooram

´shu援助する．援助を頼む．
13．(関係を)持つ． 9?d<oTLDcWo～ ¯kongtree ´shu秘
密の関係を持つ．<AcIoTLDcWo～ ¯nyentree ´shu 婚姻
関係になる．親戚関係になる．MGbIo<Ĥ`Wo～ ¯thüntrii

´shu 友好的な関係を結ぶ．MGbIoTLDcWo～ ¯thüntree

´shu 友好関係になる．0>` oTLDcWo～ ¯chintree ´shu 外
交関係を持つ．TLDcWoMGbHo～ ˆdreetüü ´shu 連結す
る．関係する．TLDcWoLo～ ´drewa ´shu 関係する．
OV=oTLDcWo～ ¯tshongtree ´shu 取り引き関係になる．
<8 q=oTLDcWo～ ´shungtree ´shu公の関係を持つ．ZD`Ho
HdIo～ ¯sitön ´shu政治に関係する．政治的な仕事を
する．
14．(～の儀式を)する．(～の供養を) する． L:To
L<Ad o～ ¯kako ´shu 厄払いの儀式をする．L<FcIoL1qVo
～ ¯nyenkuu ´shu 供養する．% cIoTLDcWo～ ¯temtree

´shu 祝い事を行う．THZoM?dHo～ ˆtääcöö ´shu 死
者の供養をする．L=oZcWo～ ´phangsee ´shu誕生の
厄払いをする．<SLo<ZdWo～ ´sapsöö ´shu祭礼をす
る．<U=o<^+Lo～ `yangtrup ´shu招運の儀式をする．
VLo<IZo～ ˆramnää ´shu 入魂の儀式をする．ZVd=o
?=o～ ¯loncan ´shu 婚約の儀式をする．<ZcVo<\@cMZo
～ `sekyem ´shu酒と茶をそなえて供養する．
15．(～を招待) する． ?dZo2.o<HIoTHIcIo～ ¯chöötra

´träntren ´shu祈祷僧を招く．<HIoTHIcIo～ ´täntren
´shu 招待する．招く．招き入れる．呼ぶ．案内す
る．<HIo8 q o～ ´tänshu ´shu 招待する．\@IoTHIcI o
～ ¯cäntren ´shu 神を招請する．LVoMo<HIoTHIcIo～
¯lama ´täntren ´shu活仏を招く．
16．(～の態度を)取る．(～に)振る舞う． M;ZoJdo
～ ¯khääpo ´shu上手にする．利口に振る舞う．T2Fdo
LSdo<MdHoM;Zo～ ´droso ˆtöökää ´shu 秩序や慣習に
合うように上手に振る舞う．==oGb=oTOLoTObLo～
´ngangtun `tshaptsup ´shu短気でぷりぷりした態
度を取る．M=dIo9?d<o～ `ngönkoo ´shu陰日向のある
態度を取る．\@=o2)=o～ ¯cangtrun ´shu 賢く振る舞
う．\@=oJdo～ ¯cangko ´shu賢く振る舞う．LLZo<KZIo
～ ´phaptün ´shu相手の様子を見ながら相応に振る
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舞う．L)UoJdo～ ¯tsipu ´shu愛情深く振る舞う．愛し
ている．愛しく思う．大事に思う．
17．(～の世話を) する． %o<Ud<o～ `tayoo ´shu 馬
の世話をする．M̀<o9Ko～ ¯mikta ´shu 世話をする．
RLZoFd<o～ ˆshaptoo ´shu 仕える．接待する．もて
なす．世話をする．RLZo0>` o～ ´shapci ´shu 召使に
なる．お世話する．仕える．奉公する．
18．(～を) 認める． <?Yo <\@c o =dZ o TPTI o～ ¯kukye

´ngöntsin ´shu 転生者を認定する．;Z o WcI o～
¯khäälen ´shu 約束する．認める．=dZ o TPTI o～
´ngöntsin ´shu承認する．=dZoWcIo～ ´ngöölen ´shu

罪を認める．白状する．自白する．自供する．\ +Wo
<?Yo=dZoTPTIo～ ¯trüüku ´ngöntsin ´shu化身を認定す
る．0><o%<Zo～ `chaataa ´shu認可の決定を受ける．
19．(～に)服す． AcZo?Ho～ ˆnyecää ´shu科せられ
た罪に服す．M?o=Io～ ´nyangän ´shu 喪に服す．悲
しむ．
20．(～を) 買う． RYZo:o～ ¯püüka ´shu 品物を
買う．
21．(面倒なことを) かける，させる． 8Fd< o HIo～
¯nyoktra ´shu 面倒をかける．<FIoZbIo～ ¯nyänsün

´shu 煩わせる．GLZo=Io～ ¯thapngän ´shu計略に
かける．Gb<ZoZbIo～ ¯thuusün ´shu 迷惑をかける．
LNIoTHI`o～ ¯tsäntri ´shu拷問にかける．
22．(～に)属する． ;d=Zo<Fd<Zo～ `khungtoo ´shu
所属する．0>d<Zo;<o～ `chookaa ´shu 党派に属す
る．0>d<Zo<Fd<Zo～ `chootoo ´shu党派に属する．
23．(～に) 帰依する． ?dZo～ `chöö ´shu 仏教に帰
依する．

8 qo 2 ´shur, ´shu v. non-vol.
npf. pf. imp.

8 qo 8 qo –
´shur, ´shu ´shur, ´shu –

L8 qVo L8 qVo –
´shur ´shur –

pres. fut. pt. imp.

[ 8 qo 8 qo 8 qo – ]

(～が) 溶ける． T;?<ZoJo～ `kyhakpaa ´shur 氷が
溶ける．T;?<Zo～ `kyhaa ´shur 凍ったものが溶け
る．<=Zo～ ˆkhan ´shur雪が溶ける．LHo～ ˆphää

´shur霜が溶ける．MVo～ ´maa ´shurバターが溶け
る．ÙoNTo～ ´yiitsi ´shur石鹸が溶ける．

8 qo 3 ☞　T@bo 2 (p. 163)

8 q<Zo 1 ˆshuu v. non-vol.
npf. pf. imp.

8 q<Zo 8 q<Zo –
ˆshuu ˆshuu –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(病気に) かかる． ;d<o<>d=o～ ¯khokcon ˆshuu

慢性の内臓疾患にかかる．2Vd o<>d=o～ ¯locon ˆshuu

慢性の肺病にかかる．<>d=o～ ¯con ˆshuu 慢性病に
なる．
2．(神，悪魔などが)乗り移る． 1]o～ ¯lu ˆshuu龍神
が乗り移る．<\@cZo9Zo～ ¯kyeela ˆshuu 産土神が乗り
移る．,@WoT<d=o～ ´kyänkon ˆshuu悪魔に取り憑か
れる．<HdIoTHIc o～ ´tongtre ˆshuu 怨霊が乗り移る．
<IZo?b=o～ ¯nääcun ˆshuuネーチュン寺の護法神が
乗り移る．< (=oMo～ ¯sungma ˆshuu護法神が乗り移
る．9Zo～ ¯hla ˆshuu神が乗り移る．
3．(～の気持ちに) なる．(～の気持ちを) 抱く，持
つ． T;dI o<\HI o～ ¯khönträn ˆshuu 恨みを抱く．
T;dIoT2FZo～ `khönträä ˆshuu敵意を持つ．T;dIo～
¯khön ˆshuu 怨みに思う．怨みを抱く．T;dIoZcMZo
～ `khönsem ˆshuu怨みを持つ．
4．(～の状態に) なる． 9Kd<ZoOT<o～ `tootsii ˆshuu

空腹のために怒る．<IdHoJo～ ¯nöpa ˆshuu祟りが及
ぶ．害が禍をしている．\@IoWo～ ¯cän la ˆshuuうら
やましくなる．H1>`=Zo～ `ying ˆshuu 夢中になる．
w]=o～ ¯lun ˆshuu 逆上する．ZbVo～ ¯suu ˆshuu (バ
ターに)かびが生える．
5．癖になる． ;o～ ¯kha ˆshuu 食べつける．癖に
なる．

8 q<Zo 2 ˆshuu v. vol.
npf. pf. imp.

8 q<Zo 8 q<Zo 8 q<Zo
ˆshuu ˆshuu ˆshuu

pres. fut. pt. imp.

[ T@b<o T@b<o 8 q<Zo 8 q<Zo ]
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(～が～に Wo ) 入る，加入する，加わる，参加す
る． <\@`H o<MY<oWo～ `kituu la ˆshuu 所帯に加わる．
;d=Zo<Fd<ZoWo～ `khungtoo la ˆshuu 領域に入る．
所属する．2. oZVo～ ´trhasaa ˆshuu 寺に入る．"Io
<Zdo;=oI=oWo～ ´känso-kan ´nan la ˆshuu 養老院
に入る．,@Wo;d=ZoWo～ ˆkyääkon la ˆshuu 国籍を
取る．,@WoKDIoMAMoTLDcWoWo～ ´kyääträn ¯nyamtree

la ˆshuu 連邦国家に入る．<Ĥ`<o;d=ZoWo～ ˆtrikun la

ˆshuu組織に入る．HM<oWo～ `maa la ˆshuu戦争に
参加する．OV<ZoT6 qVo～ ¯tshongtoo ˆshuu会議に参
加する．OV<ZoJVo～ ¯tshokpaa ˆshuu団体に加入す
る．ZVdLo2.Vo～ ¯laptraa ˆshuu学校に入る．

8 qHo ˆshüü v. non-vol.
npf. pf. imp.

8 qHo 8 qHo –
ˆshüü ˆshüü –

pres. fut. pt. imp.

[ 8 qHo 8 qHo 8 qHo – ]

1．(色などが) 落ちる．(光が) 消える． 1>=o<?VoRYIo
L6 qIo～ ´changkaa ¯püntün ˆshüü北斗七星が消え
る．OVIoMHd<o～ `tshöntoo ˆshüü 色が落ちる｛染料
などでつけた色が落ちること｝．OVZo～ `tshöö ˆshüü
色が落ちる．SVoH:Vo～ ´dakaa ˆshüü満月の光が消
える｛朝が来て｝．
2．(～が) 下がる，ずり下がる，斜めになる． ;o
<>dHo～ `khapcöö ˆshüü蓋がずれて斜めになる．Ao
<o～ ´nyaka ˆshüü小さい天秤が下がる．

8 qMo * ˆshum, ˆshom v. non-vol.
npf. pf. imp.

8 qMo 8 qMo –
ˆshum, ˆshom ˆshum, ˆshom –

pres. fut. pt. imp.

[ 8 qMo 8 qMo 8 qMo – ]

1．萎縮する．縮こまる．怖じ気づく．恐れる．落
胆する． HJTo～ ¯pa ˆshum 怖じ気づく｛圧倒され
て｝．R dLZoJo～ ¯popa ˆshum自信がなくなる．自負
心がしぼむ．尊大な気持ちが打ち砕かれる．ZcMZo～
`sem ˆshum萎縮する．
2．(～が) しぼむ．(腫れが) ひく． <\H=Z o Jd o～
¯trangko ˆshum 腫れが引く．9A=oKb<o～ ˆkangpuu

ˆshum風船がしぼむ．

8 qZo ☞　8 qo 1 (p. 289)

RcHo ˆshee v. non-vol.
npf. pf. imp.

RcHo RcHo –
ˆshee ˆshee –

pres. fut. pt. imp.

[ RcHo RcHo RcHo – ]

(～を Wo ) 恐れる，怖がる． H2FoWo～ ´tra la ˆshee

敵を恐れる．<HdIoTHIcVo～ ´tongtree ˆshee悪霊を恐
れる．(HoHco～ ˆpää-ti ˆshee 心底恐れる．<k+WoWo～
´trüü la ˆshee 蛇を恐れる．M̀oWo～ ´mi la ˆshee 人
を恐れる．McoMHVo～ ´mentaa ˆshee 鉄砲を恐れる．
ZcMZo>IoWo～ ¯semcän la ˆshee動物を恐れる．X̀oWo
～<̀oMcHn ¯shi la ´sheeki ˆmää.「(私は)死を恐れては
いない」

Rd<o ☞　<R<o (p. 293)

Rd<Zo ☞　<Rd<o (p. 296)

RdIo ´shön v. vol.
npf. pf. imp.

RdIo, LRdIo LRdIo RdIo
´shön ´shön ´shön

pres. fut. pt. imp.

[ RdIo LRdIo LRdIo RdIo ]

hon.　☞　T?̀Lo (p. 160)
1．(～に ø / Wo / <̀o<A=oWo )乗る． !=o;D`o～ ¯kangtri

´shön踏み台に乗る．!=o<AoV`o～ ¯kan-kari ´shön自
転車に乗る．# oMd=o<A=oWo～ ¯amoo ˆkan la ´shön

らくだに乗る．# oMd=o～ ¯amoo ´shön らくだに乗
る．#oMd=oWo～ ¯amoo la ´shön らくだに乗る．%o～
¯ta ´shön 馬に乗る．HIcWo～ ´trhee ´shön 騾馬に乗
る．Ld=oLbo～ ´phunku ´shönろばに乗る．<Q<o<Q<o～
ˆpakpaa ´shön バイクに乗る．LRdIo% o～ ´shönta

´shön 乗馬用の馬に乗る．LRdI oHIcW o～ ´shöntree

´shön 乗用の騾馬に乗る．\oUb o～ ¯ayu ´shön 角
のないヤクに乗る．
2．(牝と交尾をしようとして牡が)乗りかかる． Ko
%o～ ¯phata ´shön種馬が交尾しようと牝馬に乗りか
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かる．KoLb=o～ ¯phapun ´shön種付け用の牡ろばが
交尾しようと牝に乗りかかる．Kdo%o～ ¯phota ´shön

牡馬が交尾しようと牝馬に乗りかかる．

RdMo ˆshom, ´shom v. non-vol.
npf. pf. imp.

RdMo RdMo –
ˆshom, ´shom ˆshom, ´shom –

pres. fut. pt. imp.

[ RdMo RdMo RdMo – ]

1．(～が) へこむ，くぼむ． ?b o S=Z o～ `chusan

ˆshom ➀銅製の水がめがくぼむ．➁ 銅製の水瓶
の水が少なくなる．
2．(腫れやむくみが)ひく． <\H=Zo<QdZo～ `trangpöö

ˆshomむくみが引く．腫れが引く．
3．(～が) 痩せる． <?YoXo～ ¯kusha ˆshom 痩せる．
Xo,@<ZoJo～ ¯sha ´kyakpa ˆshom太っている人が痩
せる．
4．(量が)減る． ?boS=Zo～ `chusan ˆshom ➀銅製
の水がめがくぼむ．➁銅製の水瓶の水が少なくな
る．<N=oJdo～ ¯tsangko ˆshom川の水量が減る．
5．(暑さが)治まる． OoLo～ ¯tshawa ˆshom暑さが
収まる．気温が下がる．

<R<o ˆshaa v. vol.
npf. pf. imp.

<R<o, LR<o LR<o R<o, Rd<o
ˆshaa ˆshaa ˆshaa, ˆshoo

pres. fut. pt. imp.

[ T@d<o <R<o LR<o Rd<o ]

1．(物を) 置く． !=o;D` o～ ¯kangtri ˆshaa 踏み台
を置く．;oJV o～ ¯khapaa ˆshaa 受話器を置く．
;D`<ZoZco～ `trhik-se ˆshaa きちんと置く．2F`LoI<oWo
～ ˆtrhimnaa la ˆshaa日陰に置く．>d<oNUT`o<A=oWo～
¯coktsee ˆkan la ˆshaaテーブルの上に置く．L>boX̀=o
～ ¯cushin ˆshaa十数える度に記憶用に木を置く．Ào
MVo～ ´nyimaa ˆshaa日差しの中に置く．MAMo6 qo～
¯nyamtoo ˆshaa一緒にする．MOMZoGdo～ ¯tshamto

ˆshaa 結界石を置く．<U=o*Zo～ `yangtsää ˆshaa

福運を呼ぶ縁起物を置く．
2．(人を) 置く，雇う． <?YoOLo～ `kutsap ˆshaa 代

表を置く．<?Yo<(=o～ `kusun ˆshaa 護衛を置く．,@Lo
*To～ ´kyaptsi ˆshaa 現場監督を置く．<Ad o< (= oLo～
´kosu-nga ˆshaa 門番を置く．AcIo< (=o～ ˆnyensun

ˆshaa 警備員を置く．HM<oHJb=o～ `makpun ˆshaa

部隊を駐屯させる．Wb<o*To～ ´luktsi ˆshaa 羊飼いを
雇う．< (=o?o～ ¯sungca ˆshaa監視を置く．
3．(距離を) 置く．(距離を置いて) 仲間外れにす
る． :oHLD<o～ `kapraa ˆshaa 仲間外れにする．J"o
VbTbo～ ¯paaruu ˆshaa 間を置く．間隔を置く．LVo
G<o～ ˆphartaa ˆshaa 距離を置く．LVoMOMZo～
ˆphantsam ˆshaa間を置く．
4．(～を)残す． <?Ho2F<Zo～ `käätraa ˆshaa名声を
残す．;o?cMZo～ `khacem ˆshaa 遺言する．;oWIo
～ ¯khalän ˆshaa 伝言を残す．1>Zo$ cZo～ ˆchääcee

ˆshaa業績を残す．WZo<8 q<o～ ˆlääshuu ˆshaa仕事
を残す．ZcMZo% cIo～ ¯semtän ˆshaa思い出の品を残
す｛恋人同志の間などで｝．記念品を残す．形見を
残す．
5．(～の状態に Wo ) しておく．(～の状態の Wo )ま
まにする．(～を) ほうっておく，放置する． ;o;Vo
～ ¯khakaa ˆshaaそっとしておく．NoZoHo<IZoWo～
¯ngasa ˆthanää la ˆshaa原状を維持する．原状のま
まにする．LF=o<FdMZoWo～ `tannyom la ˆshaa 公平
にする．<Kd=oJVo～ ¯tongpaa ˆshaa空のままにする．
空いたままにする．<Kd=oZ=oWo～ ¯tongsan la ˆshaa

空っぽにする．GVoJVo～ ¯tharpaa ˆshaa 見逃して
おく．LNTVoV`WoTboV`Wo～ ¯tsirii-urii ˆshaaぎっしり詰
めておく．R`=o;oMGToT;dLoWo～ ´shingka `thakoo la
ˆshaa休耕地にする．
6．(命令などを) 無視する，ないがしろにする．
L:To～ ¯ka ˆshaa命令を無視する．言いつけをない
がしろにする．
7．(人のせいに)する． ;oTK=Zo～ `khanpan ˆshaa
人のせいにする．
8．信頼する．認める．受け入れる． ? o～ ¯cha

ˆshaa ➀信頼する．認める．受け入れる．➁（～
を Wo）例に取る，基準にする．（～について）言う．
9．(～を) やめる，中断する． ;oL& o～ ¯khaptaa

ˆshaa おしゃべりをやめる．2FdZ o MOMZ o ～
ˆtrhöntsam ˆshaa 協議を中断する．HM< oMOMZ o

R



<R<o 294 <R<o

～ `mangtsam ˆshaa 戦闘を中断する．MOMZo～
`tsham ˆshaa間を置く．中断する．WZo:o～ ´lääka

ˆshaa 仕事をほったらかす．ZDd< o<>dH o～ `sokcöö

ˆshaa 殺生をやめる．ZVdLo<k@d=o～ `lopcon ˆshaa勉強
をほったらかす．
10．(～の時間に) する． ÀI o H2q= o～ ´nyinkun

ˆshaa 昼食にする．Oo% `=o～ ¯tshatin ˆshaa 間食の
時間にする｛午前十時頃の｝．
11．(～を) 取っておく．(～を) 取り分けておく．
;DWoH=bWoSbVo6 qo～ ¯trhäängüü ´sur tu ˆshaa税金を別
に取っておく．HM̀<Zo% cIo～ ¯miktän ˆshaa 将来の
ための資金を取っておく．ZdIo,! o～ ¯sönkyu ˆshaa

種子を取り分けておく．ZdIo)o～ ¯söntsa ˆshaa種子
を取り分けておく．ZdIo～ ¯sön ˆshaa種にする分を
取り分けておく．
12．(不要な物などを)捨てる，捨て置く． OT<oVdo～
¯tshikru ˆshaa無意味な言葉を削除する．
13．(お金を) 預ける．(子供を) 預ける． H=bWo～
¯ngüü ˆshaa お金を置く．(銀行に) お金を預ける．
LboL>dWo;=oWo～ ´phucöö-kan la ˆshaa保育園に入れ
る．OV=o, !o～ ¯tshongkyu ˆshaa他人に代行して売っ
てもらうよう品物を預ける．
14．(約束などを) 取り結ぶ．(証文などを) 作る．
(条約などを) 結ぶ．(誓いを) 立てる． <I o,@o～
´khänkya ˆshaa 証文を置く．証文を入れる．<Io
TPTIo～ ´khäntsin ˆshaa証文を入れる．?̀=ZoÙ<o～
`chingyii ˆshaa 条約を結ぶ．HMoL>To～ ´thamca

ˆshaa誓約する．R`o?̀=Zo～ ˆshicin ˆshaa講和条約を
結ぶ．和睦する．
15．(～の枠に)入れる．(～に)推薦する．(～に Wo)
所属させる． ;d=Zo<Fd<ZoWo～ `khungtoo la ˆshaa

所属させる．TdZo;d=Zo～ ˆöökon ˆshaa 候補者に推
薦する．TdZo;d=ZoWo～ ˆöökon la ˆshaa 候補者に推
薦する．
16．(心に) 留める． ZcMZo～ `sem ˆshaa 心に懸け
る．ZcMZoWo～ `sem la ˆshaa心に留める．気に掛け
る．気にする．
17．(責任を) 負わせる．(濡れ衣を) 着せる． ;<o
～ `khaa ˆshaa 過失責任を負わせる．<FdI o H1F` o～
¯nyöntri ˆshaa あらぬ嫌疑をかける．濡れ衣を着

せる．UoWo～ ´yala ˆshaa濡れ衣を着せる．
18．(ひげを)伸ばす． RWoVo～ ´shäära ˆshaa口髭
を伸ばす．
19．(爆弾などを)仕掛ける． TLVoMHcWo～ ´bantee

ˆshaa爆弾を仕掛ける．
20．(借金を) する． LboWdIo～ ´pholön ˆshaa 借金
する．
21．＜,@Io ( Wo ) <R<o の形で＞ (金品を) 賭ける．
,@Io～ ´kyän ˆshaa 賭けをする．,@IoWo～ ´kyän la

ˆshaa (～を)賭ける．
22．＜HJco<R<o の形で＞ (例に)取る．模範となる．
HJc o～ ¯pe ˆshaa 引き比べる．M̀< oHJc o～ ¯mikpe

ˆshaa 模範となる．V=oWbZoWoHJco～ ˆranglüü la ¯pe

ˆshaaわが身に引き比べる．
23．(お金を)払う，出す．(資本を)投じる． TLTo～
´ba ˆshaa保証金を差し出す．Mo!=o～ ´makan ˆshaa
資本を投じる．資本を出す．MoH=bWo～ ´mangüü

ˆshaa 資本金を出す．OUMo2Vo～ ¯tshemla ˆshaa 仕立
て代を置く．V`IoJo～ ´rinpa ˆshaa 代金を置く．代
金を払う．V`IoOLo～ ˆrintsap ˆshaa代価を置く．代
価を払う．
24．＜MGd=oWo<R<o の形で＞ (～と)見なす． <?Yo=dZo
9?Y<ZoJT`oMGd=oWo～ `kongöö ¯kukpää `thon la ˆshaa
主人を阿呆と見なす．
25．＜MGd=o<R<oの形で＞重視する．目をかける．
MGd=o～ `thon ˆshaa重視する．尊重する．\@IoMGd=o
`cänton ˆshaa目をかける．寵愛する．
26．(基準を) 設ける．(～を Wo ) 基準にする． ?o
～ ¯cha ˆshaa➀信頼する．認める．受け入れる．➁

(～を Wo ) 例に取る，基準にする．(～について) 言
う．OHo<R`o～ ¯tshääshi ˆshaa基準を設ける．<R`oWo
～ ´shi la ˆshaa根拠とする．拠り所とする．IoWb<Zo
<R`oLR<oIo ˆnaluu ´shi ´shaana病状によると．
27．＜～ KVoLR<o の形で＞ (～は)さておく． KVo
LR<o ¯phaa ˆshaa (～は)さておき．(～) どころか．
KVoLR< GoIo ¯phaa ˆshaa, ¯thana～はおろか～
すら (ない)｛否定表現を伴う｝．?=oKVoLR< GoIo?bo
TGb=oU<oTT`oM̀oT6q< ¯chan ¯phaa ˆshaa, ¯thana ¯chu
`thungyaa ää ˆmintuu.「チャンはおろか水もない」
28．＜ Vnpf - TKDdZ o<R<o の形で＞ ～する途中で
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そのままにする．～する途中でし残す． 0>c oTKDdZ o
～ `chentröö ˆshaa 開きかけた状態にしておく．So
TKDdZo～ ˆsantröö ˆshaa 食べ残しを置く．食べかけ
のままにする．LXHoTKDdZo～ `shäätröö ˆshaa話しか
けただけでほったらかす．言い残す．

<RLo ˆshap v. vol.
npf. pf. imp.

<RLo <RLo
ˆshap, ˆyap,
`chap

ˆshap, ˆyap,
`chap

ˆyap, `chap

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(表面に張った膜状のものを)すくい取る． \H`ZoMo～
¯pima ˆshapミルクの皮膜を集める．

<RVo ´shaa v. vol.
npf. pf. imp.

<RVo LRVo LRVo, <RdVo
LRVo LRVo LRVo, LRdVo
´shaa ´shaa ´shaa, ´shoo

pres. fut. pt. imp.

[ <RVo <RVo LRVo <RdVo ]
[ LRVo LRVo LRVo LRdVo ]

(髪，髭などを) 剃る． <\Ho～ ¯tra ´shaa 髪を剃る．
;oRYo～ ¯khapu ´shaa 口髭を剃る．,@o～ ´kya ´shaa

頬髭を剃る．RYo～ ¯pu ´shaa 毛を剃る．M̀<oRYo～
¯mikpu ´shaa眉毛を剃る．\oVo～ ¯aara ´shaa口髭
を剃る．

<RWo ☞　T@Wo (p. 162)

<R`<o ˆshii v. vol.
npf. pf. imp.

<R`<o <R`<Zo <R`<Zo
ˆshii ˆshii ˆshii

pres. fut. pt. imp.

[ <R`<o <R`<o <R`<Zo <R`<Zo ]

(～を Wo ) 分析する，調べる，斟酌する，鑑みる，
考慮に入れる，参照する，照らし合わせる． <IZo
ObWoWo～ ¯näätsüü la ˆshii事情を調べる．IoWb<ZoWo
<R`<ZoIo ˆnaluu la ´shiina病状によると．<IZoObWo
1=̂oObWoWo<R`<ZoIo ¯näätsüü ´chuntsüü la ´shiina事

の次第を調べると．

<R`<Zo ☞　<R`<o (p. 295)

<R`Lo ☞　T@`Lo (p. 162)

<R`LZo ☞　T@`Lo (p. 162)

<8 qo 1 ´shu v. vol.
npf. pf. imp.

<8 qo L8 qZo, <8 qZo <8 qZo
´shu ˆshüü ˆshüü

pres. fut. pt. imp.

[ <8 qo <8 qo L8 qZo <8 qZo ]

1．(～で) 打つ，殴る，叩く． :Io;D=o～ ¯käntran

´shu 麺棒で殴る．:do9C<o～ `kopcaa ´shu 革の鞭で
打つ．;oKd<o<NoKd<o～ `khapoo `napoo ´shuひどく殴
る．T;Vo, !<o～ `kharkyuu ´shu杖で打つ．2F`o9K<o～
ˆtrhitaa ´shu峰打ちする．2)o5[oVboMdo～ ´trhoto-romo
´shu肘鉄砲を食わせる．, !<oJo～ ˆkyukpaa ´shu棒
で打つ．#oH1<̂o～ `ngayoo ´shu太鼓のばちで打つ．
GdoLo～ ¯thoo ´shu 金槌で打つ．<No, !<o～ `nakyuu

´shu手痛い打撃を与える．
2．(～を Wo )ひっぱたく，平手打ちする． T2FMoJVo
～ ´drampaa ´shu 頬を叩く．GWo9C<o～ `thääcaa

´shu平手打ちをする．9MIo9C<o～ ˆdäncaa ´shuびん
たを張る．R dVoWo～ ¯por la ´shu口許をひっぱたく．
OoJdo～ ¯tshapo ´shu強くひっぱたく．SLo)Vo<A=oWo
～ ´saptsaa ˆkan la ´shuほっぺたを平手打ちする．
3．(～を) 投げ付ける，ぶつける． <=Z o& d< o～
ˆkhangtoo ´shu 雪の固まりを投げつける．<=Zo
V`Wo～ ´khangrii ´shu 雪つぶてを投げつける．& d o～
´to ´shu 石で打つ．石をぶつける．TLdMo～ ˆbom

´shu爆弾を投げる．<S`VoJdo～ ´sirpu ´shu的確にぶ
つける．
4．(足で <̀Zo ) 蹴る． !=oJZo& d<o,@<o～ `kangpää

ˆtongkyaa ´shu 足蹴にする．& d<o,@<o～ ˆtongkyaa

´shu蹴飛ばす．
5．(刀で)切りつける，切りかかる． 2F`o～ ´trhi ´shu
刀で上から切りつける．<Ko2F` o～ ¯tatri ´shu 斧で切
りつける．HJToHMo～ ¯patam ´shu長剣で切りかか
る．VWo2F`o～ ´räätri ´shu長剣で切りつける．
6．(～で) 削る，掘る． T@dVo～ ´joo ´shu つるはし
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で掘る．つるはしで打つ．<Kc o<N<o～ `teptsaa ´shu

手斧で削る．
7．思い知らせる． <No;b<oWo～ `nakuu la ´shu鼻柱
を折る．思い知らせる．
8．(悪意のある言葉を) 発する．罵る． ;o.W=o～
`khaptun ´shu罵る．,@<o<FMo～ ´kyaktam ´shu皮
肉を言う．R dZo% dWo～ ¯pöötöö ´shu 悪意のこもった
返答をする．
9．(～の行為を)する． LdVo<KdZo～ ˆphortöö ´shu男
色に耽る．

<8 qo 2 ´shu v. non-vol.
npf. pf. imp.

<8 qo L8 qZo –
´shu ˆshüü –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(雨に) 降られる． ?Vo.W=o～ `chartun ´shu にわか
雨に降られる．

<8 q<o ☞　L>b<o 1 (p. 150)，L>b<o 2 (p. 151)

<8 qZo ☞　<8 qo 1 (p. 295)

<Rd<o ˆshoo v. vol.
npf. pf. imp.

<Rd<o LRd<Zo Rd<Zo
ˆshoo ˆshoo ˆshoo

pres. fut. pt. imp.

[ T@d<o <Rd<o LRd<Zo Rd<Zo ]

1．削る． 6 qMoLbo～ ´thumpu ˆshoo 細切れに削る．
JVo X̀= o～ ¯parshin ˆshoo 版木を削る．J̀ o Z̀I o～
¯pisin ˆshoo鉛筆を削る．TLbVoWcIo<̀Zo～ ´burlen ki
ˆshoo 鉋で削る．<Qo～ ´pa ˆshoo 籐を削る．X̀=o～
¯shing ˆshoo木を削る｛鉋で｝．
2．(丸く) くり抜く． <AdV o～ ´kor ˆshoo 丸くくり
抜く．

<RdIo ´shön v. non-vol.
npf. pf. imp.

<RdIo <RdIo –
´shön ´shön –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)若い．

<RdMo ☞　L>dMo 1 (p. 151)

<RdVo ☞　<RVo (p. 295)

LR<o ☞　<R<o (p. 293)

LRHo 1 ˆshää v. vol. hon.
npf. pf. imp.

LRHo LRHo
ˆshää ˆshää

pres. fut. pt. imp.

[ LRHo LRHo LRHo LRdHo ]

笑う． LRHoMdo～ ´shäämo ˆshää笑う．

LRHo 2 ˆshää v. non-vol.
npf. pf. imp.

LRHo LRHo –
ˆshää ˆshää –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(輝き，喜びなどが)増す． HJWoUdIo～ ¯pääyön

ˆshää 輝きが増す｛春の季節などの｝．H/>`HoHJWo～
¯ciipää ˆshää春の輝きが増す．
2．(花が)咲く．(～が)開く．

LRVo ☞　<RVo (p. 295)

L8 qo ´shur, ´shu v. vol.
npf. pf. imp.

L8 qo L8 qZo L8 qZo
´shur, ´shu ´shur, ˆshüü ´shur, ˆshüü

L8 qVo L8 qVo L8 qVo
´shur ´shur ´shur

pres. fut. pt. imp.

[ L8 qo L8 qo L8 qZo L8 qZo ]

(～を) 溶かす． ;Dd o9C<Zo～ `trhocaa ´shur 鋳鉄を
溶かす．>̀oI`o～ ¯cini ´shur 砂糖を溶かす．9C<Zo～
`caa ´shur 鉄を溶かす．M?dHoMco～ ¯chööme ´shur

灯明用のバターを溶かす．\@`Io～ ¯ping ´shur膠を溶
かす．\HoOTWo～ ¯patsii ´shur 蜜ろうを溶かす．K<o
OTWo～ ¯phaktsii ´shur 豚の脂身を溶かす．LboVMo～
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´phoron ´shur 黒砂糖を溶かす．T1>Vo)To～ ´jartsi

´shur糊を溶かす．MVo;bo～ ´maaku ´shurバターを
溶かす．MVo<F`<Zo～ ˆmarnyii ´shur 容器にこびり
ついた残りかすのバターを溶かす．容器にこびりつ
いた残りかすのバターをこそげ落とす．MVo～ ´maa

´shurバターを溶かす．OToWbo～ ¯tshilu ´shur脂肪を
溶かす．Wo?o～ ´laca ´shur封蝋を溶かす．

L8 q<Zo ˆshuu v. vol. hon.

npf. pf. imp.

L8 q<Zo L8 q<Zo L8 q<Zo
ˆshuu ˆshuu ˆshuu

pres. fut. pt. imp.

[ L8 q<Zo L8 q<Zo L8 q<Zo L8 q<Zo ]

non-hon.　☞　L<MHo 1 (p. 216)
1．(～に W o ) 座る，座っている． ; o \HdH o～
`khaptröö ˆshuu 面と向かって座る．面と向かっ
ている．;D` oW o～ ¯trhi la ˆshuu 台座に座る．2FWo
M<dV o～ ´trhänkoo ˆshuu 上座に座る．2FWo<8 q< o
Wo～ ˆtrhääshuu la ˆshuu 末席に座る．<AdV oT;?`W o
WcVo～ ´koo ¯khilii ˆshuu 円く車座に座る．ÀoMVo～
´nyimaa ˆshuu日向ぼっこする．9K<o\HdHo～ `taktröö
ˆshuu 背中合わせに座る．<HIoWo～ ´tän la ˆshuu

敷物に座る．NV<o<coLo～ ¯tsokee ˆshuu しゃんとし
て座っている．ÙHoLR`IoIdVoLb o～ ´yiishin ´noopu

ˆshuu ダライラマがお座りになる．\oWcT`o～ ¯alee

ˆshuu 先ず座る．<oWco～n ´khale ˆshuu.「さような
ら」｛後に残る人に対して｝．
2．いる．(～の状態で) いる．(寝ないで) 起きてい
る． ;D`HoWo～ `trhii la ˆshuu 指導している．<oWcVo
～ ´khalii ˆshuu ゆったりといる．<S`M o;=oWo～
´sinkan la ˆshuu 家にいる．<S`MoHJdIo～ ´simpön

ˆshuu 待従がいる．9ZIo,@Zo～ `hlänkyää ˆshuu 一
緒にいる．
3．住む． <?Yo+@=o～ ¯kukyan ˆshuu一人で住む．2Fd=o
;?cVoWo～ ´trhongkyee la ˆshuu町に住む．
4．待つ． \=o<ZVoVcVo～ ¯ang ¯saree ˆshuu準備万
端にして待つ．万端準備を整えて待つ．

L8 qHo ˆshüü v. non-vol.

npf. pf. imp.

L8 qHo L8 qHo –
ˆshüü ˆshüü –

pres. fut. pt. imp.

[ L8 qHo L8 qHo L8 qHo L8 qHo ]

(日が) 沈む｛“去っていく” の意｝． ÀoMo～ ´nyima

ˆshüü 日が落ちる．日が沈む．ÀoMoWoWo～ ´nyima

´la la ˆshüü 日が山の端に沈む．～T2Fd o ˆshüü ´dro
(日が)沈んでいく．～OVo ˆshüü ¯tshaa (日が)沈ん
でしまう．～VIo ˆshüü ´rän (日が)沈む頃合いにな
る．～;<oJdo ˆshüü ¯khako (日が)長い｛平原などの
地形により｝．～M!=d<ZoJdo ˆshüü ´gyoko (日が) 沈
むのが速い．～T<dVoJd o ˆshüü ´goopo (日が) 沈む
のが遅い．～?d<o?d<o ˆshüü `choocoo今にも (日が)
沈みそうな．～LHcoJdo ˆshüü ´tepo (日が) 沈むのが
早い｛岩山などがあるために｝．～WZoZVoJd o ˆshüü
ˆlää ¯hlapo (日が)沈むのが早い｛岩山などがあるた
めに｝．

L8 qVo 1 ´shur v. vol.
npf. pf. imp.

L8 qVo L8 qVo L8 qVo
´shur ´shur ´shur

pres. fut. pt. imp.

[ L8 qVo L8 qVo L8 qVo L8 qVo ]

1．(髪，髭などを) 剃る．(羊毛などを) 刈り取る <\Ho
～ ¯tra ´shur 髪を剃る．RYo～ ¯pu ´shur 毛を剃る．
LWoRYo～ ´phääpu ´shur 羊毛を刈り取る．LWo～
´phää ´shur羊毛を刈り取る．\oVo～ ¯aara ´shur口
髭を剃る．
2．(骨についた肉などを) そぐ．(ペン先などを) 削
る．(皮などを)はぎ取る． <l!o2qo～ ¯nyuku ´shur竹
ペンを削る．Xo～ ¯sha ´shur肉をそぐ．X̀=o<̀oJ<Zo
Jo～ ¯shing ki ¯pakpa ´shur木の皮をはぐ．
3．(枝などを) 払う． UWo<o～ ´yänka ´shur 枝を
払う．

L8 qVo 2 ☞　L8 qo (p. 296)

L8 qVo 3 ☞　8 qo 2 (p. 291)

L8 qZo ☞ 　<8 q o 1 (p. 295) ，<8 q o 2 (p. 296) ，L8 q o (p.
296)
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LRc=Zo 1 * ˆshan v. vol. hon.
npf. pf. imp.

LRc=Zo LRc=Zo LRc=Zo
ˆshan ˆshan ˆshan

pres. fut. pt. imp.

[ LRc=Zo LRc=Zo LRc=Zo LRc=Zo ]

non-hon.　☞　W=o 1 (p. 325)
1．(～が) 立つ，立ち上がる，起きる． <?Yo=dZ o～
`kongöö ˆshan主人が起きる．
2．(～を) 立てる． HVo?cIo～ ´tharcen ˆshan 大き
な旗の付いた旗竿を立てる．)Uo<Ĥd o～ ¯tseptro ˆshan

ツェプトを挿す．
3．(仏像，仏画などを) 作る，建てる，建立する．
1]o;=o～ ¯lukan ˆshan 龍神廟を建てる．H;=`WoT;dVo
～ ¯kinkoo ˆshan マンダラを作る．<?YoG=o～ ¯kutan

ˆshan タンカを作る．<?YoTHIo～ ¯kuntra ˆshan 仏像
を作る．2]Ho～ `lüü ˆshan厄払いのための人形を作
る．H<dIoJo～ ´konpa ˆshan 寺を建てる．M?dHo% cIo
～ ¯chötän ˆshan 仏塔を建てる．<FdVoMo～ ¯tooma

ˆshan トルマを作る．G=o<o～ ¯thangka ˆshan タ
ンカを作る｛絵師が描く場合と制作費を出して絵
師に描かせる場合の両方に用いられる｝．Jd oF oW o
～ ¯pota-la ˆshan ポタラ宮殿を建立する．9Zo;=o～
¯hlakan ˆshan仏堂を建てる．
4．(～を) 捧げる，供える． M?dH oMc o～ ¯chööme

ˆshan 灯明を捧げる．OV<Zo～ `tshoo ˆshan 供物を
供える．

LRc=Zo 2 ˆshan v. non-vol. hon.
npf. pf. imp.

LRc=Zo LRc=Zo –
ˆshan ˆshan –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

non-hon.　☞　W=o 2 (p. 325)
(～の状態に)なる．(～の感情が)起こる． <?Yow]=o～
¯kulun ˆshan怒る．

LRcZo 1 ˆshee v. vol. hon.
npf. pf. imp.

LRcZo LRcZo LRcZo
ˆshee ˆshee ˆshee

pres. fut. pt. imp.

[ LRcZo LRcZo LRcZo LRcZo ]

non-hon.　☞　<dIo 1 (p. 109)，TGb=o (p. 196)，So
1 (p. 300)

1．(～を) 食べる，飲む． 1q o9q o～ ¯kushu ˆshee り
んごを食べる．<?Yo+@=o～ ¯kukyan ˆshee 一人で食
べる．;oSZo～ `khapsää ˆshee カプセーを食べる．
< (Zo?Lo～ `trhüücap ˆshee沐浴の水を飲む．,@o;d<o
～ ˆkyakoo ˆshee 寄せ鍋料理を食べる．?LoRd o～
¯chapsho ˆshee ミルクを飲む．<RIo～ ¯män ˆshee

薬を飲む．RWoFd<o～ ˆshäätoo ˆshee菓子を食べる．
LRcZoG<o～ ˆsheetaa ˆsheeタバコを飲む．<ZdWo1)Mo
～ `söötrum ˆshee 肉を食べる．<ZdWo@o～ ¯sööca

ˆsheeお茶を飲む．
2．(～を) 着る，履く，はめる，掛ける，身につけ
る． :d o9ZMo～ ¯kolam ˆshee 革靴を履く．:dV o～
¯kor ˆshee 背広を着る．<?Yo)<o～ `kutsaa ˆshee 毛
皮のチベット服を着る．<?Yo<SIo～ ¯kusän ˆshee 袈
裟を掛ける．<dZoGb=o～ ´khutun ˆshee ズボンをは
く．M2qW oHVo～ ´güütaa ˆshee カターを身につけ
る．M2qWoTKDc=o～ ´güütran ˆshee (首に)数珠を掛け
る．IoLSTo～ ´namsa ˆshee 服を着る．RLZoZb<o～
ˆshapsuu ˆshee 靴下を履く．<SLo\HdZo～ ˆsaptröö

ˆshee 晴れ着を着る．[VoJdo～ ¯harpo ˆshee 派手な
ものを着る．9ZHo<dIo～ ¯hlääkön ˆshee 引っ掛けて
無造作に着る．
3．(毛布，布団などを) 掛ける． :M o J" o Ẁ o～
¯kampaa-li ˆshee毛布を掛ける．
4．(～を) 受け取る，受ける，もらう． <?WoLo～
¯kala ˆshee分け前を受け取る．<?YoT!=cHo～ `kunkyee

ˆshee 布施を受け取る．;oJVo～ ¯khapaa ˆshee 電
話を受ける．Gb<Zo<ZdZo～ `thuusöö ˆshee見舞金を
受け取る．香典を受け取る．<HMZo=<o～ ˆtamngaa
ˆshee助言を受ける．<I=oLo～ ¯nangwa ˆshee許可
をもらう．KbHo～ `phüü ˆshee 初物をもらう．0><o
%<Zo～ `chaataa ˆsheeみやげをもらう．TLbWoLo～
´buwa ˆshee 贈り物を受け取る．8 q o% cIo～ ´shutän

ˆshee お礼を受け取る．V`IoJo～ ´rinpa ˆshee 代金
を受け取る．Wc<Zo<\@cZo～ ˆlekkyee ˆshee賞品をもら
う．<ZdWoKd<Zo～ `sööpoo ˆshee給料を受け取る．
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5．(～を) 引き継ぐ． <?Yo<\@c o～ ¯kukye ˆshee 転生す
る．)TZo～ `tsii ˆshee 仕事を引き継ぐ．任務を引き
継ぐ．
6．(責任を) 持つ．(約束を) する． ;bV o～ ¯khur

ˆshee 責任を持つ．T<Io;bVo～ ´gänkuu ˆshee責任
を負う．T<Io～ ´gän ˆshee 責任を取る．責任を持
つ．Gb<ZoT<Io～ ¯thungkän ˆshee責任を負う．RWo
～ ´shää ˆshee約束する．
7．(～を)娶る． <?YoSVo～ ¯kunta ˆshee結婚する．配
偶者を娶る．<Z=oUbMo～ ¯sangyum ˆshee密教修法
上の妻を娶る．
8．(～を)使う． LRcZoGbVo～ ´shiptuu ˆsheeスプー
ンを使う．
9．考える，思う，心配する，関心を持つ． H<d=Zo
Jo～ ´kongpa ˆshee 考える．Gb<Zo;DWo～ ¯thuuträä

ˆshee心配する．Gb<ZoLZMo～ `thuksam ˆshee考え
る．<Id=o～ ¯noo ˆshee 良心の呵責に心を痛める．
ZcMZo;bVo～ ¯semkuu ˆshee 関心を持つ．配慮する．
心遣いをする．
10．(質問，試験などを)する． HI`oLo～ ´trhiwa ˆshee
質問する．尋問する．Ù<o, !<Zo～ ˆyikkyuu ˆshee

試験をする．
11．誓いを立てる． MITo～ ¯na ˆshee 誓いを立て
る．HLboMITo～ ¯una ˆshee誓いを立てる．

LRcZo 2 ˆshee v. non-vol. hon.

npf. pf. imp.

LRcZo LRcZo –
ˆshee ˆshee –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(灯明が)長持ちする． M?dHoMco～ ¯chööme ˆshee灯
明が消えずに長持ちする．

LRdo ´sho v. vol.
npf. pf. imp.

LRdo LRdZo LRdZo
´sho ˆshöö ˆshöö

pres. fut. pt. imp.

[ T@do LRdo LRdZo T@dZo ]

(乳を) 搾る． Lo0<̂Zo～ ˆphacuu ´sho 牝牛の乳を
搾る．TLD` o～ ´bi ´sho 牝ヤクの乳を搾る．MoMd o～
´mamo ´sho 牝山羊の乳を搾る．MPVoMdo～ ´dzomo

´sho ゾモの乳を搾る．TdoMo～ ´oma ´sho ➀乳を搾
る．➁お金を搾り取る．VoMdo～ ´ramo ´sho牝山羊
の乳を搾る．

LRd<Zo ☞　<Rd<o (p. 296)

LRdHo ☞　LRHo 1 (p. 296)

LRdIo ☞　RdIo (p. 292)

LRdVo ☞　<RVo (p. 295)

LRdZo ☞　LRdo (p. 299)
R



So 300 S<o

zSk
So 1 ´sa v. vol.

npf. pf. imp.

So, LSTo LSZo Sdo
´sa ˆsää ´so

pres. fut. pt. imp.

[ So LSTo LSZo Sdo ]

hon.　☞　M?dHo (p. 157)，<I=o 1 (p. 221)，LRcZo
1 (p. 298)

hum.　☞　8 qo 1 (p. 289)
1．(～を) 食べる，食う，なめる，しゃぶる，噛む，
口にする． T!=`<o1>coV`Wo～ ˆgik ´chirii ´saチューイン
ガムを噛む．N doOWo～ ¯ngoptsää ´sa野菜を食べる．
6 q<o～ ˆthuu ´sa 毒を飲む．毒を口にする．I=o?o～
´nangca ´sa内臓を食べる．0>cHoT2F=Zo～ `chentran

´sa腹半分の食事を食べる．LbVoX̀=o～ ´phurshin ´sa
砂糖黍をしゃぶる．1>coV`Wo～ ´chirii ´sa飴をなめる．
OWo～ ¯tshää ´sa野菜を食べる．R`MoR`MoM=VoM=Vo～
´shimshim ¯ngaangaa ´sa おいしいものを食べる．
～GWo ´sa ¯thää食べ過ぎる．Xo～ ¯sha ´sa肉を食べ
る．～<K=Zo ˆsatan食べ方．
2．(固形の薬を)服用する． <\!<o<RIo～ ¯kyungmän

´sa 催吐剤を服用する．M;D`Z o<RIo～ ¯trhiimän ´sa

胆嚢の薬を服用する．2Vo)To～ ¯latsi ´sa 麝香を服用
する．2Vd o<RIo～ ¯lomän ´sa 咳止めの薬を飲む．LdHo
<RIo～ ´phöömän ´saチベットの伝統的な薬を飲む．
<RIo～ ¯män ´sa 薬を飲む．V`WoLbo～ ´riipu ´sa 丸薬
を飲む．LXWo<RIo～ ¯shäämän ´sa下剤を飲む．
3．(～を) 横領する．(賄賂を) 取る． 9?d< o#I o～
¯koongän ´sa 賄賂を取る．, ! o～ ´kyu ´sa 賄賂を
取る．\@`oH=bWo～ ¯ci’ngüü ´sa 公金を横領する．M̀T`o
, ! o～ ´mii ´kyu ´sa 他人の財産を横領する．M̀T`oJHo
X<o～ ´mii `pääshaa ´sa他人のお金を横領する．
4．(利益，儲けを) 得る，儲ける． <\@cHo:o～ ¯kyeka

´sa 利子を稼ぐ．;c oLS=o～ ¯khepsan ´sa 儲ける．
LVo;c o～ ´pharke ´sa 仕入れた物を売って儲けを
得る．
5．(誓いを)破る． MITo～ ¯na ´sa誓いを破る．

6．(縁起を)かつぐ． 'Mo% d<o～ `namtoo ´sa縁起を
かつぐ．
7．(虫に <̀Zo )食われる． 6 q<o<kH=o<̀Zo～ ´thukpan

kää ´sa蚊に食われる．THIcoX̀<o<̀Zo～ ˆdrishii ki ´sa

南京虫に食われる．

So 2 ´sa v. non-vol.
npf. pf. imp.

So LSZo –
´sa ˆsää –

pres. fut. pt. imp.

[ So So So – ]

(～が) かゆい，かゆくなる． M<do～ ´go ´sa 頭がか
ゆい．GdVoJo～ ¯thoopa ´sa 吹き出物がかゆい．M̀<o
～ `mii ´sa目がかゆい．[o;o～ ¯maka ´sa傷口がか
ゆい．[o～ ¯ma ´sa 傷がかゆい．<Sb<ZoJdo～ ´suku

´sa 身体がかゆい．W<oMG`Wo～ ´laktii ´sa 手の平が
かゆくなる｛良いことがあるという兆し｝．\o9Cd<o～
`amcoo ´sa耳がかゆい．

So 3 ´sa v. non-vol.
npf. pf. imp.

So LSZo –
´sa ˆsää –

pres. fut. pt. imp.

[ So So LSZo – ]

～の気分になる．～の感じがする． ;d= o ;Dd o～
¯khongtro ´sa怒る．9Kd<ZoOT<o～ `tootsii ´saすきっ
腹で怒りっぽくなる．GcoOVMo～ ¯thetsom ´sa 疑う．
疑問に思う．Hd<ZoJo～ ´thokpa ´sa疑う．IHoOT<o～
ˆnäätsii ´sa病気のために腹を立てる．NUMo～ ¯tsem

´sa疑う．不安感を感じる．OT<oJo～ ¯tshikpa ´sa怒
る．\`oNToWbo2qo～ ¯itsi ´luku ´saくすぐったくなる．

So 4 ´sa v. non-vol.
npf. pf. imp.

So So –
´sa ´sa –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～色に) 染まる． <KVoOVZo～ `tartsöö ´sa くるみ色
に染まる．

S<o 1 ˆsaa, ´saa v. non-vol.
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npf. pf. imp.

S<o S<Zo –
ˆsaa, ´saa ˆsaa, ´saa –

pres. fut. pt. imp.

[ S<o S<o S<Zo – ]

1．(～が)落ちる，落下する，墜落する． ?boHd=oWo～
¯chuton la ˆsaa 水のたまっている穴に落ちる．%T`o
<A=oIZo～ ¯tää ˆkan nää ˆsaa馬から落ちる．G`<ZoJo
～ ¯thikpa ˆsaa水滴が落ちる．<M`<oSco～ ˆtik-se ˆsaa

ドシンと落ちる．<IMoÙ<o～ `namyii ˆsaa 天から
のお告げの文が落ちてくる．1>o<\@<o～ ˆchakyaa ˆsaa

鳥の糞が落ちる．LD<o&do～ ´trhakto ˆsaa岩石が落ち
る．TLdMo～ ˆbom ˆsaa 爆弾が落ちる．S<ZoL<MHo
ˆsaa ˆtää落ちている．<U=oWo～ `yan la ˆsaa谷底に
落ちる．WdoMo～ ´loma ˆsaa葉が落ちる．X̀=o<A=oIZo
～ ¯shing ˆkan nää ˆsaa 木から落ちる．X̀=oFd<o～
`shingtoo ˆsaa果実が落ちる．Vd=oRcoJdo>̀<oWoS<ZoJo
THIn ˆrom ´shipu-ci la ˆsaa-pa ˆdraa.「大変な谷に転
がり落ちてしまったようです」
2．＜<?YoL&LZoS<o の形で＞ 倒れる． <?YoL&LZo～
`kutap ˆsaaつまずく．

S<o 2 ☞　TP<o (p. 282)

S<Zo ☞　S<o 1 (p. 300)

SHo ˆsää v. non-vol.
npf. pf. imp.

SHo SHo –
ˆsää ˆsää –

pres. fut. pt. imp.

[ TPHo TPHo SHo – ]

1．(～が)すり減る，減る．(すり減って鋭さなどが)
なくなる． ;o～ ¯kha ˆsää 刃先がすり減る．& d<oJo
～ ´tokpa ˆsää 靴底がすり減る．' do～ ¯no ˆsää 鋭さ
がなくなる．鈍くなる．0>` oT!=`<o～ `chinkii ˆsää タ
イヤがすり減る．<Sd=o;o～ ´songka ˆsää のみの刃
がすり減る．ÙoNTo～ ´yiitsi ˆsää 石鹸が減る．Zdo～
¯so ˆsää鋸の歯がすり減る．
2．(～が) すり切れる． <Ĥd o～ ´tro ˆsää 羽がすり切
れてなくなる．?o;o～ ¯chaka ˆsää裾がすり切れる．
6 q<oZVd<o～ ˆthukloo ˆsää着物がすり切れる．
3．(～が) 尽きる，なくなる． GLZo～ `thap ˆsää

方法が尽きる．1>cH o,! o～ ´chekyu ˆsää やることが
なくなる．){o; o～ ¯tsaka ˆsää 牧草地の草がなく
なる．Vc o L o～ ´rewa ˆsää 希望がなくなる．W< o
H=bWo～ ´laangüü ˆsää 小遣い銭がなくなる．WZo
TKDdo～ ´läntro ˆsää前世からの縁が尽きる｛運が尽き
る｝．9q<Zo～ `shuk ˆsää 力が尽きる．LZdHoIMZo～
`sonam ˆsää 運が尽きる．[oWMo～ ¯halam ˆsää ほ
とんど尽きる．
4．(命が) 尽きる．死ぬ． M̀oOUo～ ´mitse ˆsää 一生
が尽きる．OUo～ ¯tshe ˆsää命が尽きる．死ぬ．
5．(端まで行って) 突き抜けてしまう． LD<o;b=o<̀o
MGTo～ ´trhaakun ki ¯tha ˆsää岩穴を端まで行って
突き抜ける．

SLo ˆsap v. non-vol.
npf. pf. imp.

SLo SLo –
ˆsap ˆsap –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

深い． ～VboT2Fdo ˆsap-ru ´dro深くなる．

S̀=o 1 ´sing v. non-vol.
npf. pf. imp.

S`=o S`=o –
´sing ´sing –

pres. fut. pt. imp.

[ S`=o S`=o S`=o – ]

乱れる．入り乱れる．平静でない．(毛などが)逆立
つ．(髪が)ぼさぼさになる． <\Ho<IMoWo～ ¯tra ¯nam
la ´sing髪が逆立つ．

S̀=o 2 ´sing v. vol.
npf. pf. imp.

S`=o S`=o S`=o
´sing ´sing ´sing

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

＜>oS`=o の形で＞ 煩わしくする．迷惑をかける．
>oMo～n ¯ca ´masin.「うるさい！ 騒ぐな！」

S̀Io 1 * ´sim, ˆsim v. vol.
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npf. pf. imp.

S`Io S`Io S`Io
´sim, ˆsim ´sim, ˆsim ´sim, ˆsim

pres. fut. pt. imp.

[ S`Io S`Io S`Io – ]

1．(～を) 捕まえる，捕る．(魚を) 釣る． +WIoMo～
`kumaa ´sim 泥棒を捕まえる．;?` o X̀< o～ `khishii

´sim蚤を取る．2VoLo～ ¯laa ´sim麝香鹿を捕らえる．
H2FoLdo～ ´trao ´sim敵を捕らえる．Ao～ ´nya ´sim魚
を捕まえる．魚を釣る．AcZo>Io～ ´nyeecän ´sim犯
人を捕らえる．1>cHo<Fco～ ´chete ´sim 首謀者を捕ら
える．<ZdIoJo～ ¯sönpa ´sim生きたまま捕まえる．
2．追い付く． M@b<o～ ˆjuu ´sim 追い付く．$ cZo～
ˆcee ´sim 追い付く．<8 q<o～ ˆshuk ´sim追い付く．
捕らえる．
3．(～を) つかむ，握る．(人心を) つかむ．(言葉尻
を) 捕らえる． HMoJdo～ ´thampo ´sim きつくつか
む．M̀oZcMZo～ ´misim ´sim人心をつかむ．OT<o)o～
¯tshiktsa ´sim言葉尻を捕らえる．UboLo～ ´yoo ´sim
柄をつかむ．<XdWo～ ¯shöö ´sim犂を握る．
4．暗記する，覚える． LVdoWo～ ¯lo la ´sim暗記する．
5．(場所を)取る．(席を)取る．(陣地を)占領する．
:oHLD<o～ `kapraa ´sim 柱と柱の間に見物席を取
る．+WLoL;=<o～ `kupkyaa ´sim 席を取る．;DdM oZo
～ ¯trhomsa ´sim 露店の場所取りをする．HM< o
Zo～ ¯maksa ´sim 陣地を占領する．MOMZoG̀<o～
`tshamtii ´sim結界を示す線を決める．Zo?o～ ¯saca
´sim場所を取る．
6．(～を) 経営する，営む． 2Vd< o L8FI o ;= o～
¯loonyän-kan ´sim 映画館を経営する．M2FdI o;=o
～ ´drönkan ´sim ➀ホテルを経営する．➁ホテル
に宿を取る．@o;=o～ ´chakan ´sim 喫茶店を経営
する．<Q<o;=o～ ´paakan ´sim 麻雀の賭場を営む．
OUMoWZo;=o～ `tshemlää-kan ´sim 仕立て屋を経営
する．OV=o;=o～ ¯tshonkan ´sim 商店を経営する．
<R=o;=o～ ´shangkan ´sim 売春宿を経営する．So
;=o～ ´sakan ´sim食堂を経営する．
7．(行事などを) 行う． L6 qIoOT<Zo～ ˆtüntsii ´sim

人の死後 49日間７日毎に仏事を行う．
8．(住居を)構える．(家を)持つ．(宿を)取る． ;=o

Jo～ ¯khangpa ´sim宿泊する．;?`MoO=o～ ¯khimtsan
´sim家庭を作る．M2FdIo;=o～ ´drönkan ´sim➀ホテ
ルを経営する．➁ホテルに宿を取る．GLo～ `thap

´sim 一戸を構える．GcMoJo～ ¯thempa ´sim 一家
を構える．<MdHo;=o～ ´töökan ´sim 住宅を構える．
<MdHoZo～ ´töösa ´sim住まいを構える．席を取る．M̀o
O=o～ ´mitsan ´sim 家庭を作る．家庭を持つ．V=o
;?`Mo～ ´rangkim ´sim 自分の家を持つ．WZo;b=Zo～
ˆlääkun ´sim事務所を持つ．
9．(～を) 継ぐ，相続する．(流れなどに) 沿う． ?bo
, !H o～ `chukyüü ´sim 川の流れに沿っていく．Ko
, !HoLbo, !HoIZo～ `phakyüü ˆphukyüü nää ´sim世襲
する．Ko<R`Zo～ `phashii ´sim荘園を継ぐ．荘園に
住む．MoO=o～ ´matsan ´sim 本家を継ぐ．9qWo, !Io
～ ¯shüükyün ´sim遺産を継ぐ．9qWo～ ¯shüü ´sim

跡を継ぐ．遺産を相続する．
10．(許可を) 得る． L:ToT;DdWo～ ¯katröö ´sim 許
可を得る．
11．(～の態度を) 取る．(分を) わきまえる．(～
の) 振る舞いをする．自立する． MGd oZo～ ¯thosa

´sim 高い地位にふさわしく振る舞う．HI= oOb<Z o
～ ˆtrhangtsuu ´sim 公正な態度を取る．<MY<oOVHo
～ ˆtuktsöö ´sim 分をわきまえる．HMT o Z o～
¯masa ´sim 謙虚な態度を取る．慎ましくする．
OVHo～ `tshöö ´sim 限度をわきまえる．V=oOb<Zo
～ ˆrangtsuu ´sim 自立する．生活態度をしっかり
する．V=oOVHo～ ˆrangtsöö ´sim 己の分をわきまえ
る．V=oTOVo～ ´rangtso ´sim自立した生活をする．
12．(地位を)得る．(権力を)握る，掌握する． HJdIo
<IZo～ `pönnää ´sim官位に就く．HL=o?o～ ¯ongca
´sim 権力を握る．HL=o～ ¯on ´sim 権力を得る．
<8 q= o～ ´shun ´sim 政権を掌握する．ZD`H oHL=o～
¯siwan ´sim政権を握る．
13．(～の気持ちを) 抱く，持つ． <F`= o IH o～
`nyingnää ´sim 恨みを根に持つ．<F`= o IH o～
`tingnää ´sim復讐心を持つ．
14．(期限に)間に合わせる．(時間を)切り詰める．
6 qZ oL:<o～ ˆthüükaa ´sim 期限に間に合わせる．
6 qZoOVHo～ ˆthüütsöö ´sim ➀時間に間に合う．➁時
間を切り詰める．
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15．(目標などを) 設定する．(原則などを) 守る．
HM̀<ZoOHo～ `miktsää ´sim目標を立てる．)oHdIo～
¯tsatön ´sim原則を守る．
16．基準にする． OHo<R`o～ ¯tshääshi ´sim基準に
する．OHo～ `tshää ´sim基準にする．限度をわきま
える．

S̀Io 2 * ´sim v. non-vol.
npf. pf. imp.

S`Io S`Io –
´sim, ˆsim ´sim, ˆsim –

pres. fut. pt. imp.

[ S`Io S`Io S`Io – ]

1．暗記する．覚える． =<oWo～ ˆngaa la ´sim空で
言えるようになる．
2．追い付く．捕まる． <8 q<o2q o～ ´shuku ´sim 追
い付く．捕まえる．<8 q<oTHcHo～ ˆshungtee ˆsim追
跡して追い付く．
3．(～の気持ちに)なる，捕らわれる． ZcMZoWoIoOo
～ `sem la ´natsa ´sim心が痛む．

S̀Io 3 * ´sim v. non-vol.
npf. pf. imp.

S`Io S`Io –
´sim ´sim –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が) 終わる．(～を) 終える．(寿命を) 全うす
る． L:To2FdZo～ `katröö ´sim 協議が終わる．<?YoOUo
～ ¯kutse ´sim寿命を全うする．L<\@VoLSdo～ ¯kyarso
´sim 修復作業が終わる．<AcIo<Ĥ`<o～ `nyäntrii ´sim

結婚式が終わる．L%<oH/>Ho～ `takcää ´sim 検査
が終わる．GbI o～ ¯thün ´sim 区切りの時間が終
わる｛定められた読経の時間などについて｝．Hd o
?Zo～ ˆthopcää ´sim 荷造りを終える．LHMo<^+< o
～ ˆtamtruu ´sim 選択が終わる．THc<ZoT!=d<Zo～
ˆdengkyoo ´sim計量し終える．THcMoL<?do～ ´damko
´sim 選挙が終わる．L<MYo<Zd<o～ ˆtupsoo ´sim 片付
け終える．0<̂Zo)TZo～ `chuktsii ´sim家畜数の計算
が終わる．0>d<Zo<Ĥ`<o～ `chootrii ´sim編集が終わる．
H1>Vo<8 q=o～ ¯yarshun ´sim夏の盛りが終わる．[dIo
WZo～ `mönlää ´sim 耕作の仕事が終わる．WZo, !Io

～ ´lääkyün ´sim就業時間が終わる．就業期間が終
わる．Wc<Zo<^+Lo～ ˆlektrup ´sim完成する．
2．(～の時刻，時期に) なる．(～の年齢に) なる．
IMo<KdH o～ ˆnamtöö ´sim 深夜になる．IMo0>cH o～
ˆnamcee ´sim 夜中になる．IM o<RH o～ ˆnammää

´sim 真夜中過ぎから夜明けまでの時間帯になる．
MOIo0>cHo～ `tshäncee ´sim真夜中になる．SVoH;=`Wo～
´dakii ´sim中旬になる．WdoM?dHo～ ˆlomcöö ´sim一
周忌の時期になる．Wdo0>cHo～ ˆlopcee ´sim 半年にな
る．Wdo<ZVo～ ´löösaa ´sim正月になる．
3．(～に)達する． T;dWoOHo～ `khöötsää ´sim沸点
に達する．
4．(～に)たどり着く，入る，到達する． <NcoMOMZo～
`nentsam ´sim 境界に入る．SMo<No～ ´samna ´sim

橋のたもとに着く．WMo<Nc o～ ´lamne ´sim 道の入
り口に着く．WMo0>cHo～ ˆlamcee ´sim 道の半ばに達
する．

Sb<o ˆsuu v. non-vol.
npf. pf. imp.

Sb<o Sb<o –
ˆsuu ˆsuu –

pres. fut. pt. imp.

[ Sb<o Sb<o Sb<o – ]

1．(～が)刺さる，うまく刺さる，突き刺さる． !=o
KDo～ ¯kangtra ˆsuu フォークがうまく刺さる．;Lo
～ `khap ˆsuu 針が刺さる．2F` o～ ´trhi ˆsuu 剣が突
き刺さる．KbVoJo～ ¯phuupa ˆsuu 杭が立つ．<k@<o
Mo～ ´caama ˆsuu (土などに) スコップが突き刺さ
る．OUVoMo～ `tshemaa ˆsuu とげが刺さる．SxoJdo～
´sapo ˆsuuイラクサが刺さる．<ScoMoVoM<do～ ´sema
´ranko ˆsuu 茨が刺さる．<ScVo～ ´ser ˆsuu 釘が刺
さる．Vzo<d<o～ `raakoo ˆsuu角が刺さる．
2．(～) される｛受身的用法｝． 2) o 5[o Vb o Md o～
´trhoto-romo ˆsuu 肘鉄砲を食わされる．M̀ o; o～
´mika ˆsuu噂を立てられる．
3．(～の気分に)なる．(情欲などが)起こる．(刺激
などを) 受ける． T;?<ZoTLbVo～ ¯kyhangpur ˆsuu

鳥肌が立つ．THdHoJo～ ´döpa ˆsuu 情欲が起こる．
情欲が掻き立てられる．性欲が掻き立てられる．欲
情が刺激される．\@IoWo～ ¯cän la ˆsuu うらやまし
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くなる．
4．(虹が) かかる． T@To～ ´ja ˆsuu 虹がかかる．
\H`IoT@To～ ¯trinca ˆsuu虹のかかった雲が出る．
5．(～が)効く，うまくいく．理解する． MGbo～ ¯thu
ˆsuu まじないがかかる．<RIo～ ¯män ˆsuu 薬が効
く．XHo～ `shää ˆsuu 撹拌が仕上がる．<ZWoLXHo
～ `sääshää ˆsuu明快な説明によって理解する．

Sb=o ☞　TPTIo 1 (p. 283)，<Sb=o 1 (p. 306)

SbLo ˆsup v. non-vol.
npf. pf. imp.

SbLo SbLo –
ˆsup ˆsup –

pres. fut. pt. imp.

[ SbLo SbLo SbLo – ]

1．消える．消す (うっかり)． $ cZo～ ˆcee ˆsup 足
跡が消える．G`<o～ `thii ˆsup 線が消える．Ùo<co～
´yiki ˆsup文字が消える．V`oMdo～ ´rimu ˆsup絵が消
える．
2．除名になる．除籍になる． M̀= oGd o～ ´mingto

ˆsup除籍される．除名される．
3．(～が)閉じる，閉じてなくなる．(傷口が)消えて
なくなる．(花などが) しぼむ． ;o～ ¯kha ˆsup 口
が閉じる．(花などが) しぼむ．;LoM̀<o～ `khamii

ˆsup針の目がなくなる．[o;o～ ¯maka ˆsup傷口が
消える．[o9qWo～ ¯mashüü ˆsup傷跡が消える．\`o
;b=o～ ¯ikun ˆsup穴がなくなる．
4．(気持ちが) 沈む，落ち込む． Tbo～ ´u ˆsup 気持
ちが落ち込む．

SbMo ˆsum v. non-vol.
npf. pf. imp.

SbMo SbMo –
ˆsum ˆsum –

pres. fut. pt. imp.

[ SbMo SbMo SbMo – ]

1．(～が)閉じる，しぼむ． ;o～ ¯kha ˆsum口が閉
じる．(花などが) しぼむ．(入り口などが) 閉じる．
[o;o～ ¯maka ˆsum傷口が閉じる．
2．(入り口などが)閉まる． LD<oKb<o;o～ ˆthraapuu
¯kha ˆsum岩穴の入り口が閉まる．

SbVo ☞　<SbVo (p. 307)

ScHo ☞　<ScHo 1 (p. 307)

ScVo 1 ´se v. vol.
npf. pf. imp.

ScVo ScVo
´se ´se

pres. fut. pt. imp.

[ ScVo ScVo ScVo – ]

hon.　☞　<Zb=o (p. 353)
hum.　☞　8 qo 1 (p. 289)
1．(～を)言う，話す，しゃべる． ～<<o1>cHo ˆsekaa
´che (～と) 言ったりする．～XdVo ´se ¯shoo 思わず
言う．\<o～ `aa ´se 小言を言う．叱る．<=oÙIo～
In ´khan ´yin ´sena 何故かと言えば．～LHcoLo ´se
ˆtää言いやすい．～MoLHcoLo ´se ˆmatää言いにくい．
<oVcoÙIo～In ´khare ´yin ´sena なぜなら．<oJVo～
<̀oVHn ´khapaa ´seki ˆrää.「どうして言うもんです
か」｛反語表現｝．ScVoHoScVo<̀Zn ´seta ˆsekii.「(その
ようなことは)言うことは言いますよ」～M̀oH<dZn ´se
ˆmokoo.「言う必要ない」
2．(～と) 言う．(～と) 言われる，言われている．
LdHo<?HoWo ... ScVo ˆphöökää la —´se チベット語
で～と言う．M̀=oWo ... ScVo ´ming la —´se 名前
を～と言う．9Zo<IZoUd<oVcHo～U<o<̀oV` o ¯hla `nää
ˆyoo ˆree ˆseyaa ki ´ri 神が宿ると言われている
山．～M;Io ´sengän, ´senyän～というもの．T2FdoLo
LS=oMdo～M;IoT;DLo<8 q=on ´drowa ´sangmo ´sengän
¯trhapshun.「ドワサンモという演目」=oWb=oJoKboXVo
～M;IoHcoIZoÙIn ´nga ´lungpa ¯phushaa ´sengän
ti nää ´yin.「私はプシャー村というところの出身
です」

ScVo 2 ´se v. non-vol.
npf. pf. imp.

ScVo ScVo –
´se ´se –

pres. fut. pt. imp.

[ ScVo ScVo ScVo – ]

(～の音が) する． <UcVo;oZ`=oZ̀=o～ ¯erka ¯singsin

´se 鈴がシャンシャンという音を出す．<F`= o>̀ oH<o
& `<o& `<o& `<o～<̀oUd<oVcHoS< ¯nying `citaa ˆtik ˆtik ˆtik
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´seki ˆyoo ˆree ˆsaa.「心臓がドキドキしたそうだ」

Sdo ☞　So 1 (p. 300)

SVd<o 1 ˆdoo v. non-vol.

npf. pf. imp.

SVd<o, LSVd<o LSVd<o –
ˆdoo ˆdoo –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(災難，厄などが) 回避される，なくなる，落ちる．
+@cIo=Io～ ¯kyenngän ˆdoo 災難がなくなる．+@cIo)o
～ ¯kyentsa ˆdoo根本原因がなくなる．<?<o～ `kaa

ˆdoo 厄が落ちる．H2q=o<?<o～ ˆkongkaa ˆdoo 厄が
落ちる．L<c<ZoLVo?Ho～ ˆkek ˆpharcää ˆdoo 災難
がなくなる．IHo<HdIo～ ´näätön ˆdoo病魔がなくな
る．LVo?Ho～ ˆpharcää ˆdoo邪魔がなくなる｛なく
なるように努力した後で｝．

SVd<o 2 ˆdoo v. vol.

npf. pf. imp.

SVd<o, LSVd<o LSVd<o SVd<o
ˆdoo ˆdoo ˆdoo

pres. fut. pt. imp.

[ SVd<o LSVd<o LSVd<o SVd<o ]

(災難，厄などを) 回避する．(厄を) 払う，落とす．
<IdHoJo～ ¯nöpa ˆdoo厄払いをする．

<SVo ´saa v. non-vol.
npf. pf. imp.

<SVo <SVo –
´saa ´saa –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(道などが) 険しい． KcLZoWMo～ ¯pheelam ´saa 道
が険しい．

<S̀<Zo 1 ˆsii v. vol. hon.
npf. pf. imp.

<S`<Zo <S`<Zo <S`<Zo
ˆsii ˆsii ˆsii

pres. fut. pt. imp.

[ <S`<Zo <S`<Zo <S`<Zo <S`<Zo ]

non-hon.　☞　Ado (p. 167)，9Ko (p. 182)
1．(～を ø / Wo ) 見る，見物する，覗く．(～の方
を)向く． :oHJco～ ¯kape ˆsii手習い帳を見る．2Vd<o
L8FIo～ ¯loonyän ˆsii 映画を見る．L& oGd o～ ´tato

ˆsii 通知を見る．<IZoLLo～ `nääpap ˆsii 形勢を見
る．\@IoSbVo～ ¯cänsuu ˆsii流し目で見る．0><oOVHo～
`chaatsöö ˆsii 時計を見る．T0 (WoM̀<o～ `trhüümii

ˆsii流し目で見る．M̀<oSbVo～ ¯miksuu ˆsii横目で見
る．RWoXcWo～ ´shääshee ˆsii 鏡を見る．RWoXcWoWo
～ ´shääshee la ˆsii鏡を見る．R`LoO<Zo～ ˆshiptsaa
ˆsii詳細に見る．SVdZo<Vo～ ´döökaa ˆsii歌舞を見る．
<S`<ZoMdo～ ´siimo ˆsii見物する．U<oJdo～ ´yako ˆsii
➀良く読む．➁良く見る．9Zd oWo～ ¯hlo la ˆsii 南を
見る．
2．(～を) 調べる，見る，見分ける，偵察する．
<\@`H oWdZ o～ `kiplöö ˆsii 快適さ加減を調べる．<\@dI o
～ ¯kyön ˆsii 欠点を見る．;o0>d<Zo～ `khapcoo ˆsii

方向を調べる．?Lo%<Zo～ `chaptaa ˆsii検査用の尿
を調べる．IHoLLo～ ˆnääpap ˆsii病状を見る．病状
を調べる．0>d<Zo<N=o～ ¯chootsan ˆsii恵方を見る．
恵方を調べる．TLdVoOHo～ ˆbortsää ˆsii数量を調べ
る．T1=̂o;b=Zo～ ˆjungkun ˆsii 根拠を調べる．OT<o
MPVHo～ `tshingtsöö ˆsii 辞書を調べる．OUZo2F=Zo～
`tshetran ˆsii 日付を調べる．W<oV̀Zo～ ˆlakrii ˆsii

手相を調べる．手相を見る．ZoAMZo～ `sanyam ˆsii

土地の価値を調べる．9Z<Zo0>d<Zo～ `hlakcoo ˆsii風
向きを調べる．
3．(味を) 見る． 9E<ZoLDd oLo～ ´jaatroo ˆsii 味を見
る．Oxo～ ¯tsha ˆsii塩加減を見る．
4．(脈を)診る． <?Yo)o～ ¯kutsa ˆsii脈を診る．)o～
¯tsa ˆsii脈を診る．
5．(～を)狙う． Oo;o～ ¯tshaka ˆsii的を狙う．
6．偵察する． Zdo;o～ ¯soka ˆsii 偵察場所から偵察
する．Zdo～ ¯so ˆsii偵察する．
7．試す． 9KoOVHo～ `tatsöö ˆsii 試して見る．OVHo9Ko
～ ¯tshööta ˆsii試す．OVHo～ `tshöö ˆsii試す．
8．振り向く． 0>` oL9KZo～ `chitää ˆsii 振り向く．0>` o
M̀<o～ `chimii ˆsii振り向く．
9．(～を Wo )見習う． MPHo0>d<ZoWo～ ˆdzääcoo la

ˆsiiやり方を見習う．
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10．(～を) 読む． 0><oHJco～ ¯chaape ˆsii チベット
式体裁の本を読む．)VMoÙ<o～ `tsumyii ˆsii 著作を
読む．U<oJdo～ ´yako ˆsii➀良く読む．➁良く見る．
11．(～を) 見守る． Gb<Zo$cZo～ `thucee ˆsii ➀慈
悲の目で見る．憐れみをかける．➁どうぞ．どう
か．｛物事をお願いするとき｝．H:dIoM?d<o<̀Zo～Jo
VcHn `köncoo ki ˆsii-pa ˆree.「三宝が見守ってくだ
さったのです」
12．(頼み事を) 聞き入れる． <\@LZ o T@b< o ～
`kyamcuu ˆsii頼みごとを聞き入れる．
13．(～を)買う． <?Yo?Zo～ `kucää ˆsii品物を買う．
;oZ̀oR d<o～ ¯khasi-poo ˆsii 香水を買う．<=o1=̂oM=o
1=̂o～ ´khangcun ´mangcun ˆsii種々雑多なものを
買う．Gb<ZoM;do～ ¯thuuko ˆsii 必要なものを買う．
RYZo:o～ ¯püüka ˆsii品物を買う．OxoLbWo～ ¯tshapüü
ˆsii塩とソーダを買う．8 q<ZoX̀=o～ ´shuushin ˆsii薪
を買う．<S`MoX<o～ ˆsimshaa ˆsii 家を買う．<ZdWo
1)Mo～ `söötrum ˆsii肉を買う．

<S̀<Zo 2 ˆsii v. non-vol. hon.
npf. pf. imp.

<S`<Zo <S`<Zo –
ˆsii ˆsii –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

non-hon.　☞　MGd=o (p. 195)
(～が)見える．(～を)目の当たりにする． H:To=Wo
～ ¯kangää ˆsii苦労を目のあたりにする．<=ZoV`o～
´khangri ˆsii雪山が見える．,@oMOVo～ ´kyatso ˆsii海
が見える．THIo?<ZoJdo～ ´dra ¯chako ˆsii 感じが良
く見える．

<S̀=o ´sing v. non-vol.
npf. pf. imp.

<S`=o <S`=Zo –
´sing ˆsing –

pres. fut. pt. imp.

[ <S`=o <S`=o <S`=Zo – ]

(毛などが) 逆立つ．(髪が) ぼさぼさになる． <\Ho～
¯tra ´sing 髪の毛がぼさぼさになる．髪の毛が逆立
つ．M<do～ ´go ´sing頭がぼさぼさになる．RYo～ ¯pu

´sing 体毛が逆立つ．\oVo～ ¯aara ´sing 口髭が逆
立つ．

<S̀=Zo ☞　<S`=o (p. 306)

<S̀Mo ☞　<S`MZo (p. 306)

<S̀MZo ˆsim v. vol. hon.
npf. pf. imp.

<S`MZo <S`MZo <S`MZo
<S`Mo <S`MZo <S`MZo
ˆsim ˆsim ˆsim

pres. fut. pt. imp.

[ <S`MZo <S`MZo <S`MZo <S`MZo ]

non-hon.　☞　AWo 1 (p. 166)
眠る． <?Yo+@=o～ ¯kukyan ˆsim一人で寝る．<?Yo=dZo～
`kongöö ´sim 主人が寝る．MIWo～ ¯nyää ˆsim 眠
る．～XdVo ˆsim ¯shoo寝過ごす．

<S̀Wo ´sii v. vol.
npf. pf. imp.

<S`Wo <S`Wo <S`Wo
´sii ´sii ´sii

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～を)砕く，粉々にする． M=Vo0V̂o～ ¯ngaacuu ´sii
砂糖入りの干しチーズを砕く．L<oWcLo～ ˆphaalee

´siiパンを粉々にする．

<Sb<Zo ☞　LNb<Zo (p. 268)

<Sb=o 1 ˆsun v. vol.
npf. pf. imp.

<Sb=o LSb=o
ˆsun ˆsun

pres. fut. pt. imp.

[ TPTIo <Sb=o LSb=o Sb=o ]

1．(～を)つかむ，尊重する． <R`oLSb=o ´shi ˆsunも
とにする．基づく．
2．(よしみなどに) すがる． T6 q oXcZoLSb=o ˆdushee
ˆsunよしみにすがる．
3．＜HcoIZoLSb=o などの形で＞ ～以来． HcoIZoLSb=o
ˆthinää ˆsun それ以来．HcoV`=oIZoLSb=o ´thari nää
ˆsun今後．今日以降．
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<Sb=o 2 ☞　TPTIo 1 (p. 283)

<SbVo ´sur v. vol.
npf. pf. imp.

<SbVo LSbVo SbVo
´sur ´sur ´sur

pres. fut. pt. imp.

[ TPbVo <SbVo LSbVo SbVo ]

脇によける．身をかわす．逃げる． M̀oOVo<UZo<UdIo
WoKVoObVo～T2Fdo<̀oVcHn ´mi-tso ¯yääyön la ¯phaa-tsuu
´sur ´droki ˆree.「人々は左右によけていくのです」

<ScHo 1 ´see, ˆsee v. vol.
npf. pf. imp.

<ScHo <ScHo <ScHo
LScHo LScHo ScHo
ˆsee, ´see ˆsee, ´see ˆsee, ´see

pres. fut. pt. imp.

[ <ScHo <ScHo <ScHo <ScHo ]
[ TPUHo LScHo LScHo ScHo ]

1．(手などで) 受ける．(容器，袋などで) 受ける．
(盾で) 受ける． H:VoUdWo～ ¯kayöö ˆsee 茶碗で受
ける．+@WoJo;o～ ¯kyääpa ¯kha ˆsee 革袋を開いて
受ける．+@WoJo～ ¯kyääpa ˆsee革袋で受け取る．;o
～ ¯kha ˆsee 袋の口を開けて受ける｛穀物などにつ
いて｝．;b<oMo～ ¯khungma ˆsee 袋で受ける．GboLo
～ ¯thula ˆsee (物を)裾で受ける．J=oJo～ ¯pangka

ˆsee (物を)服の裾で受ける．KdVoJo～ ¯phoopa ˆsee

お椀で受ける．<QVoLo～ ´para ˆsee掌で受ける．9ZZ=o
LScHo～ `hlungsee ˆsee鉢で施しを受ける．
2．(～を) 受ける，受け取る，取る． <\!V o ;b o～
¯kyuuku ˆsee (椀などで) 酸味のある汁を受ける．
;boLo～ ¯khoo ˆsee (椀などで)スープを受ける．< (Zo
?b o～ ¯trhüücu ˆsee 沐浴の水を受ける．<Ho<F`<Zo
～ ˆkhäänyii ˆsee (ちり取りなどで) ごみを取る．
?=o～ ¯chan ˆsee チャンを受ける｛杯で｝．@oKdVo～
´chapoo ˆsee (お茶を)茶碗で受ける．@o～ ´cha ˆsee
(茶碗で)お茶を受ける．Gb<oJo～ ¯thukpa ˆsee (椀な
どで) トゥクパを受ける．<MY<o!=d=o～ ´tokkyon ˆsee

損を受ける．
3．(～の行為，事態を) 受ける，受け止める，甘
んじて受ける．(責任などを) 負う． <\@dI oL$ dH o～

`kyöncöö ˆsee 批判を甘んじて受ける．;oGb< o～
`khatuu ˆsee 真っ直ぐ受け止める．;<o～ `khaa

ˆsee過失責任を負う．
4．(～) してもらう．(注射，治療などを) 受け
る． ;Lo～ `khap ˆsee 注射を受ける．<RIo;Lo～
`mänkap ˆsee注射を受ける．)o;Lo～ `tsakap ˆsee

採血用の注射針を刺してもらう．<ZcVo;Lo～ `sikap

ˆsee金の鍼を受ける．

<ScHo 2 ´see, ˆsee v. non-vol.
npf. pf. imp.

<ScHo <ScHo –
LScHo LScHo –
ˆsee, ´see ˆsee, ´see –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～で) 打たれる，刺される．(びんたを) くら
う． :do9C<o～ `kopcaa ˆsee革の鞭で打たれる．;Lo
<N<Zo～ `khaptsaa ˆsee針で突かれる．T2FMo9C<o～
ˆdramcaa ˆsee びんたをくう．, !<oJo～ ˆkyukpaa

ˆsee 棒で打たれる．9KcLo2F` o～ ¯taptri ˆsee 折り畳み
ナイフで刺される．GWo9C<o～ `thääcaa ˆsee平手打
ちを受ける．9MIo9C<o～ ˆdäncaa ˆsee びんたを張ら
れる．
2．(～を) 蒙る．(酷い目に) あう． ;<o～ `khaa

ˆsee 過失責任を負う．!=d=o～ ´kyhon ˆsee 損害を蒙
る．?<o<Ad o～ ¯chaako ˆsee 災難に遭う．AcZo?Ho～
ˆnyecää ˆsee 処罰を受ける．GbLoOVHo～ `thuptsöö

ˆsee いじめを受ける．いじめられる．<6 q< o)WL o
～ ˆtuktsup ˆsee 残酷な目にあう．<IdI o9q<Z o～
`nönshuu ˆsee圧力を受ける．MIVo<>dHo～ `narcöö
ˆsee虐待を受ける．
3．(雨などに)降られる．(風などが)当たる． <=Zo
9Z<Zo～ ˆkhanglaa ˆsee雪混じりの風が当たる．?Vo
HI<o～ `chartraa ˆsee 豪雨に見舞われる．?Vo.W=o～
`chartun ˆsee にわか雨に遭う．?VoJo～ ¯chaapa

ˆsee 雨に遭う．雨に降られる．?Vow]=o～ ¯charlun

ˆsee風雨に遭う．
4．(～) される． L:ToL;=dIo～ ¯kapkyön ˆsee 叱ら
れる．;oM?bo～ ¯khacu ˆsee, ¯khamcu ˆsee 訴えら
れる．;o.W=o～ `khaptun ˆsee 罵られる．M<do<?dVo～
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´gokoo ˆsee騙される．M<do.W=o～ ˆgoptun ˆsee騙さ
れる．<AdoGcWo～ ´kotee ˆsee差し押さえのために封印
が張られる．M?Io～ ¯chän ˆsee批評される．
5．(矢，銃弾などが)当たる．(槍などで)突かれる．
MHTo～ ´da ˆsee 矢に当たる．矢が当たる．M6 q=o～
´dung ˆsee槍で突かれる．MHcWo?<o～ ˆdeecaa ˆsee

流れ弾が当たる．

<ScVo ´see v. vol.
npf. pf. imp.

<ScVo <ScVo <ScVo
´see ´see ´see

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(腰に Wo 刀を) 差す．(～を腰に Wo ) 付ける．
<?cH o2F` o～ ¯kitri ´see (腰に) 腰刀を差す．<?cH oJVo2F` o
～ ¯kepaa ´trhi ´see 腰に刀を差す．;Lo9qLZ o～
`khapshuu ´see (腰に) 針入れを付ける．LVd o2F` o～
¯lutri ´see (腰に) 護身用の短刀を差す．McoMHTo～
´menta ´see鉄砲を腰に差す．
2．(～に Wo 針を) 刺す｛携帯用に｝． <d=oLVo;Lo～
´khongaa `khap ´seeチベット服の衿に針を刺す．
3．(～に Wo ～を)はさむ． \o9Cd<oWo<l!o2qo～ `amcoo

la ¯nyuku ´see耳にペンをはさむ．

LS=o ˆsan v. non-vol.
npf. pf. imp.

LS=o LS=o –
ˆsan ˆsan –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)良い．

LSTo ☞　So 1 (p. 300)

LSZo ☞　So 1 (p. 300)，So 2 (p. 300)，So 3 (p. 300)

LS̀o ´si v. non-vol.
npf. pf. imp.

LS`o LS`o –
´si ´si –

pres. fut. pt. imp.

[ LS`o LS`o LS`o – ]

1．(酒や薬などに <̀Zo ) 酔う．(濃いお茶を飲んで)

気分が悪くなる． <?YoVo～ ¯kura ´si酔う．?=o<̀Zo～
¯chan ki ´siチャンに酔う．@oVo～ ´chara ´si濃いお
茶を飲んで具合が悪くなる．AWoG<o<̀Zo～ ˆnyäätaa

ki ´si 阿片に酔う．<MY<oVo～ ´tukra ´si ［悪］酔う．
<QoV`o<Q`oV`o～ ´pari ´piri ´si酔ってもうろうとなる．Vo
<kH`HoNo>̀<o～ ´ra ´pir-tse ci ´siほろ酔いになる．Vo～
´ra ´si酔う．
2．(眠気で <̀Zo )朦朧となる． <ÀHo<̀Zo～ `nyii kää
´si眠りこける．<ÀHoVo～ ¯nyiira ´siねぼける．

LSb=o ☞　TPTIo 1 (p. 283)，<Sb=o 1 (p. 306)

LSbVo ☞　<SbVo (p. 307)

LScHo ☞　<ScHo 1 (p. 307)，<ScHo 2 (p. 307)

LSdo 1 ´so v. vol.
npf. pf. imp.

LSdo LSdZo LSdZo
´so ˆsöö ˆsöö

pres. fut. pt. imp.

[ LSdo LSdo LSdZo LSdZo ]

1．(～を) 作る，設置する，修理する，直す． ;o
W<o～ `khalaa ´so 料理を作る．食事を作る．;=o
Jo～ ¯khangpa ´so 家を作る．家を修理する．;DdIo
J o～ ¯trhompa ´so 井戸を修繕する．M?dH o;=o～
¯chöökan ´so 仏間を作る．GLo～ `thap ´so かまど
を作る．かまどを直す．H<o?o～ ´thakca ´so綴りを
直す．T0 (WoT;dVo～ ¯trhüükoo ´so機械を修理する．
機械を作る．<RZo～ ˆshää ´so 歌を作る．< (LoMo～
¯süüma ´soバター茶を作る．
2．(道を)作る，修復する．(線路などを)敷く． <?dVo
WMo～ ¯korlam ´so巡回路を作る．,@oWMo～ ´kyalam
´so 街道を作る．9C<ZoWMo～ ¯caklam ´so 線路を敷
く．TKD=oWMo～ ¯trhanglam ´so 隘路を修復する．
WMo:o～ ˆlangkaa ´so道を作る．道をつける．
3．(文書，著作などを) 作成する． L:ToTPTIo～
¯kantsin ´so受領書を作る．T<doL$ dHo～ ˆgopcöö ´so
序文を書く．<Ĥ`<ZoÙ<o～ ˆtrik’yii ´so規約書を作る．
OT<oMPVHo～ `tshingtsöö ´so 辞書を作る．MOIoGdo～
¯tshänto ´so名簿を作る．S`IoLD`Zo～ ˆsintrii ´so下書
き原稿を作る．Ù<o?o～ ´yikca ´so文書を作る．ZVdLo
HcLo～ `loptep ´so教科書を作る．
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4．(団体を) 編成する，組織する． <Ĥ`< oTPb<Zo～
ˆtriktsuu ´so 集団の規律を作る．組織を作る．OVo
;< o～ `tshokaa ´so グループを作る．OV<ZoJ o～
¯tshokpa ´so団体を作る．TPTIo2.o～ ´dzintra ´soク
ラスを編成する．UbWoHM<o～ ˆyüümaa ´so 民兵を
組織する．WdoV`Mo～ ˆlorim ´so学年を編成する．
5．(法律，規律などを) 制定する，作る，決める．
L:<o,@o～ ¯kakkya ´so 禁止令を作る．;D`MZo<R`o～
¯trhimshi ´so法案を作る．;D`MZo～ `trhim ´so法律
を定める．;D`MZoÙ<o～ `trhimyii ´so 法律を制定す
る．HM<o;D`MZo～ `maktrim ´so軍紀を整える．軍法
を作る．)o;D`MZo～ `tsatrim ´so 憲法を作る．)oHdIo
～ ¯tsatön ´so原則を定める．OHo～ `tshää ´so基準
を決める．WMoWb<Zo～ ˆlamluu ´so制度を作る．
6．(約束を)する．(～する時間などを)決める． ;o
?H o～ `khacää ´so 約束する．?b oOVH o～ `chotsöö

´so 時計を直す．約束の時間を決める．6 qZ oOVHo～
ˆthüütsöö ´so 時間を約束する．時間を決める．時
期を定める．6 qZoTPVMZo～ ˆthüntsom ´so 同じ時に
会う約束をする．0>coHIo～ ¯chetän ´so開ける約束を
する．TPVMo6 qZo～ ˆdzomtüü ´so集合時間を決める．
会う時を決める．
7．(～) する．(～の状態に) する． ?bI o Jd o～
¯chünpu ´so 束にする．?coM̀Io?b=oM̀Io～ ¯chemän

¯chunmän ´so役に立たなくする．?cIoJdo～ ¯chenpo
´so 大きくする．T@MoJdo～ ´jampo ´so 柔らかくす
る．<ÀZoKIo～ ¯nyiipän ´so 双方に役立つように
する．8F`= oJ o～ ¯nyingpa ´so 使い古す．<Kd= oJo～
¯tongpa ´soからにする．<Kd=oSHo～ `tongsää ´so無
駄にする．McHoJo～ ˆmää-pa ´so 滅ぼす．亡きもの
にする．無くす．R`MoJd o～ ´shimpu ´so おいしく
する．
8．(人を～に)する，仕立てる． <\@oLdo～ ¯kyau ´so俗
人にする．2.oJo～ ´trhapa ´so僧侶にする．<ATo"Io
～ ¯nyarkän ´so 大金持ちにする．MoLD`Io～ ´mapin

´so嘘つきに仕立てる．\oIco～ ¯ani ´so尼僧にする．
\oLdo～ ¯au ´so俗人にする．
9．(～) させる． <?Yo=Wo～ ¯kungää ´so 面倒をか
ける．疲れさせる．<\@`H oJd o～ ¯kipu ´so 楽しくさ
せる．喜ばせる．<\@dI o～ ¯kyön ´so 壊す．故障さ
せる．2Fd<ZoJdo～ ´trhoko ´so 仲良くさせる．T<Wo

Lo～ ´gäwa ´so 仲違いさせる．T<WoSVo～ ´gänta

´so 対立させる．T2F`<oJdo～ ´driku ´so 合致させる．
<>̀<o<Ĥ`Wo～ ¯ciktrii ´so 一致団結させる．T?MoJdo～
¯champo ´so仲良くさせる．仲直りさせる．MOUVoJdo
～ ¯tsheepo ´so恥ずかしい思いをさせる．
10．(～を) 整える． <?YH o<Nc o～ ¯kune ´so 糸の先
端を整える．<\Ho～ ¯tra ´so 整髪する．AW o Z o～
´nyääsa ´so寝具を整える．布団を敷く．MGbIo+@cIo～
¯thünkyen ´so生活条件を整える．
11．(デマ，話などを) でっちあげる．(噂を) 立て
る． H1Fd<o<FMo～ ¯troktam ´so デマをでっち上げ
る．<?Ho?o～ ¯käca ´so話をでっち上げる．<Q`Vo<FMo
～ ´pirtam ´so人心を動揺させるような噂を立てる．
デマを飛ばす．OT<o9ZHo～ `tshiklää ´so 捏造した文
言を作る．
12．(問題，損害などを) 起こす，引き起こす．(罪
を) 犯す． !=dH o<R̀ o～ ´kyhööshi ´so いざこざを
起こす．M<d o8Fd< o～ ˆgomnyoo ´so 面倒な問題を
起こす．?<o<Ad o～ ¯chaako ´so 災難を起こす．AcZo
<\@dI o～ ´nyeekyön ´so 災害を起こす．AcZoOLZo～
ˆnyeetsap ´so罪を犯す．8Fd<oHIo～ ¯nyoktra ´so面倒
を起こす．問題を起こす．Kb<Zo<\@dIo～ ¯phukkyön

´so禍根を残す．
13．(計画や目的などを) 立てる． T?V o <R` o～
¯chaashi ´so 計画を作る．HM̀<ZoUbWo～ ¯mik’yüü

´so目的を立てる．
14．(～の原因を) 作る． +@cI o～ ¯kyen ´so 原因
を作る．T< (< o+@cI o～ ¯trhukkyen ´so 混乱の原因
を作る．, ! o+@cI o～ ´kyukyen ´so 原因を作る．HMo
OT<o～ ˆthamtsii ´so 不仲の原因を作る．<IdHo+@cI o
～ ¯nöökyen ´so 不仲の原因を作る．Kb= o+@cI o～
¯phungkyen ´so 騒乱の原因を作る．M̀= o =I o～
´mingngän ´so悪い評判の原因を作る．
15．(お金を) 工面する，用意する． HLb<ZoJHo～
`ukpää ´so お金を工面する．お金を作る．Mo)o～
´matsa ´so資本を作る．M̀<oUbWo～ ¯mik’yüü ´so元
手を用意する．
16．(色を)つける，塗る．(色に)染める． ;MoJo～
¯khampa ´so黄土色にする．I<o)To～ ´naktsi ´so黒
色の塗料を塗る．<NYMoJdo～ ¯numpu ´so 落ち着いた
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色にする．S`=o<\@o～ ´singkya ´so ピンク色にする．
ZcVo;Do～ ¯setra ´so黄色い地色に模様をつける．
17．(～を)分ける． GdLoXdVo～ ¯thopshoo ´so 勝敗
を分ける．\@`o<AcVo～ ¯cikee ´so 公私を分ける．0>d<Zo
<ÀZo～ `choo ¯nyii ´so 二手に分ける．<8 q=o<AcVo～
´shungkee ´so 公私を分ける．WcoOIo～ ´letsän ´so

章に分ける．Zo;bWo～ ¯saküü ´so地域を分ける．Zo
L>Ho～ `sapcää ´so章を作る．章立てする．

LSdo 2 ´so v. non-vol.
npf. pf. imp.

LSdo LSdZo –
´so ˆsöö –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(疾患を) 起こす． ;d<o<>d=o～ ¯khokcon ´so 慢
性の内臓疾患を起こす．;d<oIHo～ `khoknää ´so内
臓疾患を起こす．Kb<ZoIHo～ `phuunää ´so 後遺症
を残す．
2．(～の状態に) なる． !=o;=d<o～ `kangkyoo ´so

びっこになる．;?oVco;?d oVco～ ¯kyhare ¯kyhore ´so ふ
らふらになる｛大酒を飲むなど自ら作った原因で｝．

GdVoJZoVLoLcoVdLoLco～ `thoopää ´rape ´rupe ´so吹き
出物ででこぼこになる．HIcHoFdo～ ´trhepto ´so 横着
になる．IHoJo～ ´näpa ´so病人になる｛原因を作っ
て｝．RoV`Wo～ ´sharii ´so足萎えになる．VoM̀oVboM̀o～
´rami ´rumi ´soくたくたになる．

LSdHo ˆsöö v. non-vol.
npf. pf. imp.

LSdHo LSdHo –
ˆsöö ˆsöö –

pres. fut. pt. imp.

[ LSdHo LSdHo LSdHo – ]

1．(～に) 耐える． H:To=Wo～ ¯kangää ˆsöö 困難
に耐える．<MY<oLNWo～ ´tungää ˆsöö 苦しみに耐え
る．MoAcZo;<o<Ud<o～ ˆmanyee `khayoo ˆsöö 中傷
に耐える．～GbLo ˆsöö `thuu 耐えることができる．
～;<oJdo ˆsöö ¯khako耐えるのが困難な．
2．(責任などを)果たすことができる． T<Io～ ´gän
ˆsöö責任を果たすことができる．耐えられる．

LSdZo ☞　LSdo 1 (p. 308)，LSdo 2 (p. 310)

LSVd<o ☞　SVd<o 1 (p. 305)，SVd<o 2 (p. 305)
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zTk
TLo ˆap v. vol.

npf. pf. imp.

TLo TLo TLo
ˆap ˆap ˆap

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(犬などが)吠える． ;?`o～ ¯khi ˆap犬が吠える．

TVo ´ar v. non-vol.
npf. pf. imp.

TVo TVo –
´ar ´ar –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が)破れる，壊れる． ?boUbVo～ ¯chuyuu ´ar灌
漑水路が壊れる．GLoWb=o～ ¯thaplun ´arボタンを掛
ける輪が破れる．UbVoLbo～ ´yoopu ´ar灌漑水路が壊
れる．Wb=o～ ´lun ´ar取っ手が壊れる．\o9Cd<o\`o;b=o
～ `amcoo ¯ikun ´ar耳の穴が破れる｛耳飾り用に開
けた穴が｝．
2．(穴などが)つぶれる． ;LoM̀<o～ `khamii ´ar針
の目がつぶれる．\`o;b=o～ ¯ikun ´ar穴がつぶれる．

TbVo ´ur v. non-vol.
npf. pf. imp.

TbVo TbVo –
´ur ´ur –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(雪などが) 崩れ落ちる． <=Zo～ ˆkhan ´ur 雪が崩
れ落ちる．

TbWo ´üü v. vol.
npf. pf. imp.

TbWo TbWo
´üü ´üü

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

⇒Mon.

(～を) 徴用する． % o～ ¯ta ´üü 役務用の馬を徴用
する．

TdIo ´ön v. non-vol.
npf. pf. imp.

TdIo TdIo –
´ön ´ön –

pres. fut. pt. imp.

[ TdIo TdIo TdIo – ]

耳が聞こえなくなる．聾になる． ～QWoLFLo ´öntsu
`tap 耳の聞こえない振りをする．\o9Cd<o～ `amcoo

´ön耳が聾になる．

TdVo ´oo v. vol.
npf. pf. imp.

TdVo TdVo TdVo
´oo ´oo ´oo

pres. fut. pt. imp.

[ TdVo TdVo TdVo TdVo ]

(～を)運ぶ，運搬する，搬送する．

TdZo ˆöö v. non-vol.
npf. pf. imp.

TdZo TdZo –
ˆöö ˆöö –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～に)ふさわしい．(～として)ふさわしい． H<co
"Io～ ´kekän ˆöö先生としてふさわしい．HJdIoJdo～
¯ponpo ˆöö長としてふさわしい．M̀<oHJco～ ¯mikpe
ˆöö模範としてふさわしい．
2．＜ Vnpf + TdZo の形で＞ ～するのにふさわしい．
1Vd<o～ `loo ˆöö 読むのにふさわしい．Ado～ ´nyo ˆöö

買うのにふさわしい．<F=o～ ¯tan ˆöö送るのにふさ
わしい．1>cHo～ ´che ˆöö するのにふさわしい．So～
´sa ˆöö食べられる｛毒がないなどで｝．
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zUk
U<o ˆyaa v. non-vol.

npf. pf. imp.

U<o U<o –
ˆyaa ˆyaa –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が) 良い． M̀<o9q<Zo～VboT2Fd o `mikshuu ˆyaa-ru
´dro視力が良くなる．～VboT2Fdo ˆyaa-ru ´droだんだ
ん良くなる．～Vbo<F=o ˆyaa-ru ¯tan 良くする．～
MHd<o;oJdo ˆyantoo ¯khapo良さそうな．<?YoOV=o～WdZo
¯kutson ˆyaalöö ➀商売の按配．商売繁盛の具合．

➁商売はどうですか．<KLZo～ `tap ˆyaa➀うまい具
合になる．➁良かった．

U=o ´yan v. non-vol.
npf. pf. imp.

U=o U=o –
´yan ´yan –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)軽い． A<o& do～Vbo<F=o ´nyakto ´yan-ru ¯tan
天秤の重りを軽くする．

UWo ´yää v. non-vol.
npf. pf. imp.

UWo UWo –
´yää ´yää –

pres. fut. pt. imp.

[ UWo UWo UWo – ]

1．(～が)消える，消え去る，なくなる，失われる．
<\@do<N=o～ ¯kyonan ´yää 悲しい気持ちが消える．;d=o

;Ddo～ ¯khongtro ´yää怒りが消える．T@To～ ´ja ´yää
虹が消える．GdVoJo～ ¯thoopa ´yää 吹き出物がな
くなる．HI` oMo～ ´trhima ´yää においが消える．HIdHo
～ ˆtrhöö ´yää温かさがなくなる．冷める．冷える．
<HdIoTHIc o～ ´tongtre ´yää 悪霊が消え去る．THdHoJo
～ ´döpa ´yää欲が消える．' do～ ¯no ´yää鈍くなる．
KIo7 qZo～ `phännüü ´yää効力がなくなる．Kb<ZoVco
～ ¯phukre ´yää将来の希望が消える．LHo～ ˆphää

´yää 霜が消える．H1>`=Zo～ `ying ´yää 興味がなく
なる．0W<oG`<o～ `muktii ´yää あざが消える．ZcMZo
<MY<o～ `semtuu ´yää苦しみがなくなる．ZcMZo9q<Zo
～ `semshuu ´yää意欲が失われる．
2．(病気が) 治る．(痛みが) 消える． <?cH o<ScVo～
¯kesee ´yää 腰の痛みが消える．IoOo～ ´natsa ´yää

病気が治る．IoSb<o～ ˆnasuu ´yää 刺すような痛み
がなくなる．
3．(色が) あせる． ;oHd<o～ `khatoo ´yää 色があ
せる．MHd<o;o～ ´dooka ´yää 色があせる．MHd<o～
ˆdoo ´yää色があせる．RYo;o～ ¯puka ´yää毛の色が
あせる．OVIoMHd<o～ `tshöntoo ´yää色が消える．色
があせる．OVIo)To～ ¯tshöntsi ´yää ペンキの色が消
える．
4．(花が) しぼむ，枯れる． JHoMo～ ¯pääma ´yää

蓮の花がしぼむ．McoFd<o～ ˆmetoo ´yää花が枯れる．
5．(容色が)衰える． 'MoJo～ ¯nampa ´yää容色が
衰える．
6．(酔いが)醒める． Vo～ ´ra ´yää酔いが醒める．
7．(月が) 沈む． SVoH:Vo～ ´dakaa ´yää 月が沈む．
SVoLo～ ´dawa ´yää月が沈む．
8．(季節が)終わる，過ぎ去る． IMo6 qZo～ ˆnamtüü
´yää季節が終わる．[oWdo～ ¯halo ´yää立ち葵の時期
が終わる．

ÙIo ´yin v. pred. ❑詳細は「第一部動詞概説：1述語動詞」の各項目を参照．

1. ＜名詞 / 形容詞 + ÙIo の形で＞ ［名詞 /形容詞述語：自称モード：確定判断］ ～である / であった．
2. ＜ Vnpf - <̀oÙIo の形で＞ ［動詞述語：非完了・非継続アスペクト：自称モード］ ～する．～するつ
もりだ．

3. ＜ Vpf - JoÙIoの形で＞［動詞述語：完了・非継続アスペクト：定着知：自称モード］～した．～す
ることにした．
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4. ＜ Vnpf - U<oÙIo の形で＞ ～する予定である / 予定であった．
5. ＜ Vnpf - M;IoÙIo の形で＞～する．～するつもりである．～になるだろう．
6. ＜ Vnpf - , !oÙIo の形で＞まだ～していない．～するしかない．～する．
7. ＜ Vnpf - 2FLZoÙIo の形で＞ ～する寸前だった．あわや～するところだった．
8. ＜ Vpf - T2FdTdoÙIoの形で＞～したばかりだ．
9. ＜ Vpf - NoÙIo の形で＞ ～したばかりだ．
10. ＜ Vnpf - MbZoÙIo の形で＞ ～している最中である．

Uc=o * ˆyan v. non-vol.
npf. pf. imp.

Uc=o Uc=Zo –
ˆyan ˆyan –

pres. fut. pt. imp.

[ Uc=o Uc=o Uc=Zo – ]

散漫になる．集中力がなくなる． M<do～ ´go ˆyan

ぼんやりする．HLbo～ ¯u ˆyanぼんやりする．

Uc=Zo ☞　Uc=o (p. 313)

Ud<o ˆyoo v. vol.

npf. pf. imp.

Ud<o Ud<Zo Ud<Zo
ˆyoo ˆyoo ˆyoo

pres. fut. pt. imp.

[ Ud<o Ud<o Ud<Zo Ud<Zo ]

(毛などを) 縒る，紡ぐ． ;boWbo～ ¯khulu ˆyoo にこ
毛を縒る．, ! o～ ´kyu ˆyoo 縦糸を縒る．0><o<?YHo～
`chaaküü ˆyoo 糸を縒る．)THo<?YHo～ `tsiiküü ˆyoo

ヤクの脇腹の長い毛で作った糸を紡ぐ．)THoG<o～
`tsiitaa ˆyooヤクの脇腹の長い毛で作った綱を縒る．
)THoJo～ ¯tsiipa ˆyooヤクの長い毛を紡ぐ．UbWoLWo
～ ´yüüpää ˆyoo農民が生産した羊毛を紡ぐ．

Ud<oVcHo ˆyoo ˆree v. pred. ❑詳細は「第一部動詞概説：1述語動詞」の各項目を参照．

1. ＜名詞 / 形容詞 + Ud<oVcHo の形で＞ ［名詞 /形容詞述語：存在・存続：定着知：他称モード］ ～があ
る / あった．～を持っている /持っていた．～である / であった．

2. ＜ Vnpf - <̀oUd<oVcHoの形で＞［動詞述語：非完了・継続アスペクト：定着知：他称モード］～してい
る / していた．～することになっている．

3. ＜ Vpf + Ud<oVcHoの形で＞［動詞述語：完了・継続アスペクト：定着知：他称モード］（既に）～し
てある / してあった．ずっと～している / していた．（既に）～している / していた．

4. ＜ Vnpf - U<oUd<oVcHo の形で＞ ～するものがある．～することがある．～することができる．～する
状況にある．

5. ＜ Vnpf - U<oUd<oMoVcHo の形で＞ ～しようがない．～できない．
6. ＜ Vnpf - , !oUd<oVcHo の形で＞ ～するものがある．～することがある．～することができる．～する状
況にある．

7. ＜ Vnpf - , !oUd<oMoVcHo の形で＞ ～するべきでない．～してはいけない．
8. ＜ Vnpf - H<dZoUd<oVcHoの形で＞ ～する必要がある．～したい．
9. ＜ Vnpf - THdHoUd<oVcHo の形で＞ ～したい．
10. ＜ Vnpf - )TZoUd<oVcHo の形で＞～するつもりである．～する予定である．
11. ＜ Vnpf - M?d=oUd<oVcHoの形で＞ ～した経験がある．～したことがある．
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Ud<Zo ☞　Ud<o (p. 313)

Ud=o 1 ´yon, ˆyon v. vol.
npf. pf. imp.

Ud=o Ud=o, Ud=Zo Xd<o
´yon, ˆyon ´yon, ˆyon `shoo

pres. fut. pt. imp.

[ Ud=o Ud=o Ud=o – ]

hon.　☞　KcLZo 1 (p. 234)
hum.　☞　<>Vo (p. 149)
1．(～が)来る．(～に IZo )来る．(～に Wo )来る．
(～として Wo ) 来る． T;dVoR<oWo～ `khorshaa la

´yon 帰省休暇で来る．<oZo<oIZo～ ´khasa ´kha

nää ´yon あらゆる所から来る．T2)WoJo～ ´drüüpa

´yon 旅行者が来る．$ cZoTHcHo～ ˆcentee ˆyon 追っ
てくる．%<oJVo～ ¯takpaa ´yonいつも来る．TH`Vo
～ ´dää ´yonここに来る．MIToMVo～ ¯namaa ´yon

嫁に来る．0><oVd<ZoWo～ `chaaroo la ´yonお供に来
る．L<o<Ud<oWo～ ˆphaayoo la ´yon 花嫁の付き添
いに来る．M<oJVo～ ¯makpaa ´yon婿に来る．ObVo
～ ¯tshuu ´yon こちらへ来る．ÙIo<>`<o～ ˆyincii

´yon 必ず来る．Ud= oM oUd= o=cZ oMcH o ´yon ´mayon
ˆngeemee 来るか来ないか決まっていない．Xd<oX̀<
`shoo shii.「来い！」「来なさい」
2．行ってくる｛行って戻ってくる｝．
3．向かう．行く．｛相手のいるところに向かう｝．
=oHo9Ko～<̀oUdHn ´nga ´thanta ´yonki ˆyöö.「私，今
(そちらに)行きます」
4．＜ Vnpf + Ud=o の形で＞ ～してくる． ;D`H o～
`trhii ˆyon連れてくる．Wd<o～ ˆloo ˆyon帰る．帰っ
てくる．
5．＜ Vnpf - <<oUd=o の形で＞ ～しに来る．～して
くる． LZbo<<o～ `sukaa ´yon迎えに行く．迎えに
来る．

Ud=o 2 ´yon v. non-vol.
npf. pf. imp.

Ud=o Ud=o –
´yon ´yon –

pres. fut. pt. imp.

[ Ud=o Ud=o Ud=o – ]

1．(～に)なる．(～に)なってくる． <\@`HoJdo～ ¯kipu
´yon 楽しくなる．H<c oLo～ ´kewa ´yon 善行にな
る．T!V̂o9Md<o～ ˆgyuntoo ´yon 変化が生ずる．<F`=o
$ c oJdo～ ¯nying ´cepo ´yon 美しくなってくる．可愛
くなる．MGTo=Io～ ¯thangän ´yon最後にむごい仕
打ちを受けることになる．LHcoJd o～ ´tepo ´yon 安
らかになる．楽になる．THIo?<ZoJdo～ ´dra ¯chako

´yon感じが良くなる．IdVoT< (Wo～ ´nontrüü ´yon間
違いになる．KIoGd<Zo～ `phäntoo ´yon 役に立つ．
Kb<Zo<IdHo～ `phuknöö ´yon禍根になる．LVo;?Ho～
ˆpharkyää ´yon差異ができる．LVo?Ho～ ˆpharcää

´yon 邪魔になる．LDcWoLo～ ´trhewa ´yon 忙しくな
る．R`MoJdo～ ´shimpu ´yonおいしくなる．
2．＜ Vnpf + Ud=o の形で＞ だんだん～してくる．
T;dI o～ ¯khön ´yon 引っかかってくる．M?cH o～
`chep ˆyon広がってくる．TG`LZo～ `thip ´yon曇っ
てくる．H|=Zo～ ˆthan ´yon 澄んでくる．W=oOVo
,@Zo～ ´langtso ˆkyää ´yon若さが満ち溢れてくる．
<Zd<o～ `soo ´yonたまってくる．
3．(～が) 起こる，生じる． L<c<ZoLVo?Ho～ ˆkek

ˆpharcää ´yon 災難が起こる．T!V̂oLo～ ´gyuuwa

´yon 変化が起こる．?<o<Ad o～ ¯chaako ˆyon 災難
が起こる．AcIo;o～ ´nyänka ´yon 危険なことが起
こる．AcZ o<\@dI o～ ´nyeekyön ´yon 災害が起こる．
GIoJo～ ¯thänpa ´yon 干ばつが起こる．<IdHo<\@dI o
～ ¯nöökyön ´yon 害になる．支障が出る．害にな
る．TLbo<\@dIo～ ´bukyön ´yon 虫害が起こる．～ZD`Ho
´yon `sii 起こり得る．WLo<R`o～ ´lapshi ˆyon問題
が起こる．X̀o<\@dIo～ ¯shikyön ´yon 死傷事故が起こ
る．ZoUdMo～ `sayom ˆyon地震が起こる．ZHo<\@dIo～
¯sääkyön ´yon霜害が生じる．
4．(～を)得る．(～が)手に入る，得られる． L:To
T;DdWo～ ¯katröö ´yon 許可を得る．LHTo2Vo～ ´taala

´yon 運賃が得られる．LZdHoLHco～ ¯sote ´yon 幸運
を得る．
5．(～が) あり得る，可能になる．(～に) なり得る．
可能性がある． T;dIoT2FZo～ `khönträä ˆyon 仇敵
ができる．HcoTHIZo～ ˆthinträä ´yonそのようなこと
が有り得る．JVoZVd<o～ `parloo ´yon 写真の焼き増
しが可能になる．OLo～ `tshap ´yon 代わりになり
得る．<oJVo～<̀oVHn ´khapaa ´yonki ˆrää.「どうし
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て来るだろうか．どうしてそんなことがあり得るだ
ろうか」｛反語表現｝．
6．(～が) できあがる，うまくいく．うまく～でき
る． ;oUo～ ¯khaya ´yon 対抗できる．H=dZoMGd=o
W<oS`Io～ ¯ngönton ´laksim ´yon 現行犯で逮捕さ
れる．L#dZoJdo～ ¯hngööpo ´yon よく炒め上がる．
T@`<o% cIo～ ´jiktän ˆyon 男女の契りがうまくいく．
<KdIoGd<oU<oJdo～ `töntoo ´yako ´yon作物がよくでき
る．)oR dZo～ `tsapöö ´yon移植できる．
7．(～の気持ちが) 生じる． H==Z o <\H< o ～

`ngamtraa ˆyon恐怖心が起きる．
8．(雨などが) 降る． ?VoJo～ ¯chaapa ˆyon 雨が
降る．
9．(～が)出る． ;oIZo～ ¯kha nää ´yon (言葉が)口
から出る．?<o<\@dIo～ ¯chaakyön ˆyon破損が出る．
10．(～が) ある． LVo;c o～ ´pharke ´yon 仕入れ
た物を売って儲けがある．RWoTPVMZo～ ˆshäntsom

´yon会合がある．
11．(話題に) 上る． <?Ho?o～ ¯käca ´yon 話題に上
る．問題になる．

Ud=o 3 ´yon v. pred. ❑詳細は「第一部動詞概説：1述語動詞」の各項目を参照．

1. ＜名詞 /形容詞 + Ud=o の形で＞［動詞述語：経験的熟知：過去の経験を想起］～だったものだ．～が
あったものだ．

2. ＜名詞 / 形容詞 + Ud=o の形で＞ ［動詞述語：経験的熟知：可能性を予測］ きっと～でしょう．
3. ＜ Vpf + Ud=o の形で＞ ［動詞述語：経験的熟知：過去の経験を想起］ ～したものだ．
4. ＜ Vpf + Ud=o の形で＞ ［動詞述語：経験的熟知：可能性を予測］～するでしょう．

Ud=Zo ☞　Ud=o 1 (p. 314)

UdHo ˆyöö v. pred. ❑詳細は「第一部動詞概説：1述語動詞」の各項目を参照．

1. ＜名詞 / 形容詞 + UdHo の形で＞ ［名詞 /形容詞述語：存在・存続：定着知：自称モード］ ～がある /
あった．～を持っている / 持っていた．～である / であった．

2. ＜ Vnpf - <̀oUdHo の形で＞［動詞述語：非完了・継続アスペクト：定着知：自称モード］～している /
していた．～することになっている．

3. ＜ Vpf + UdHo の形で＞［動詞述語：完了・継続アスペクト：定着知：自称モード］（既に）～してあ
る / してあった．ずっと～している / していた．（既に）～している / していた．

4. ＜ Vnpf - U<oUdHoの形で＞～するものがある．～することがある．～することができる．～する状況
にある．

5. ＜ Vnpf - U<oMcHo の形で＞ ～しようがない．～できない．
6. ＜ Vnpf - , !oUdHo の形で＞ ～するものがある．～することがある．～することができる．～する状況
にある．

7. ＜ Vnpf - , !oMcHo の形で＞ ～するべきでない．～してはいけない．
8. ＜ Vnpf - H<dZoUdHo の形で＞～する必要がある．～したい．
9. ＜ Vnpf - THdHoUdHo の形で＞ ～したい．
10. ＜ Vnpf - )TZoUdHo の形で＞ ～するつもりである．～する予定である．
11. ＜ Vnpf - M?d=oUdHo の形で＞～した経験がある．～したことがある．

U



UdVo 316 <UVo

UdVo ´yor, ´yoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

UdVo UdVo –
´yor, ´yoo ´yor, ´yoo –

pres. fut. pt. imp.

[ UdVo UdVo UdVo – ]

(～が) 傾く． :oLo～ ¯kaa ´yor 柱が傾く．;=oJo～
¯khangpa ´yor家が傾く．<AcTbo;b=o～ ´kikun ´yor窓
が傾く．<Ad o～ ´ko ´yor 扉が傾く．9C<ZoV`o～ ¯caari

´yor 塀が傾く．)T<oJo～ ¯tsikpa ´yor壁が傾く．～
L>b<o ´yor `cuu傾くままにする．

UdWo ´yöö v. non-vol.
npf. pf. imp.

UdWo UdWo –
´yöö ´yöö –

pres. fut. pt. imp.

[ UdWo UdWo UdWo – ]

1．(時が) 過ぎる，経つ．(期間が) 終わる，過ぎ
去る． <?<o～ `kaa ´yöö 厄年が終わる．À oWd<o～
ˆnyiloo ´yöö夏至 (または冬至)が過ぎる．ÀIoH2q=o
～ ´nyinkun ´yöö昼が過ぎる．<KdIo:o～ ¯tönka ´yöö
秋が過ぎる．HVoMo～ ´tharma ´yöö 精力が盛んな
時期が過ぎる．6 qZoL:<o～ ˆthüükaa ´yöö 期限が
過ぎる．6 qZoOVHo～ ˆthüütsöö ´yöö 時間が過ぎる．
6 qZoVLZo～ ˆthüürap ´yöö 時代が過ぎる．IoOVHo～
ˆnatsöö ´yöö年頃が過ぎる．IoZdo～ ´naso ´yöö年を
取る．IMo0>cHo～ ˆnamcee ´yöö夜中が過ぎる．H/>`Ho
:o～ ¯ciika ´yöö春が過ぎ去る．M̀oOUo～ ´mitse ´yöö

一生が過ぎる．
2．(～を) 通り過ぎる，通り越す，越える，通過す
る． <Nc o MOMZo～ `nentsam ´yöö 境界を越える．
TKD=oWMo～ ¯trhanglam ´yöö隘路を通り越す．LLZo
Ob<Z o～ ˆphaptsuu ´yöö 駅を通り過ぎる．LNIo
T<<o～ `tsänkaa ´yöö 難所を通過する．V`oMOMZo
～ ˆrintsam ´yöö山と平原の境を通り越す．V`oSbVo～
´risuu ´yöö山の端を通り越す．Wo<?cHo～ ˆlakee ´yöö
峠の中腹を越える．WMo:o～ ˆlangkaa ´yöö 道を通
り過ぎる．Wb=o<Kd=o～ ´lungton ´yöö人家や人跡など
の人気のない地域を過ぎる．ZoMOMZo～ `santsam

´yöö国境を越える．

3．(～が)なくなる． 2F`LoI<o～ ˆtrhimnaa ´yöö影
が遠のく．Kb<ZoVco～ ¯phukre ´yöö将来の希望がな
くなる．\o<ZVo～ ¯epsaa ´yöö興味を失う．気が変
わる．

<ULo `yap v. vol.
npf. pf. imp.

<ULo <ULZo <ULZo
`yap `yap `yap

pres. fut. pt. imp.

[ <UdLo <ULo <ULZo <UdLZo ]

1．(水に浮いた物などを) すくい寄せる，すくい取
る． ;o\H`Zo～ `khapii `yapミルクの皮膜をすくい取
る．<Ho<F`<Zo～ ˆkhäänyii `yapごみをすくい寄せる
｛水面などの｝．R<oOTo～ ´shaktsi `yap脂肪をすくい
寄せる．R<o～ ˆshaa `yapバター茶の表面に浮いた
バターをすくい寄せる．<SIo<F`<Zo～ ˆsännyii `yap

麦のごみをすくい寄せる｛麦を洗ったときに浮かび
上がるごみを｝．
2．(～を)掻き集める． <k@VoWdo～ ´caalo `yap箱柳の
葉を掻き集める．
3．手招きする．手を振る． 0><o～ `chaa `yap手招
きする．

<ULZo ☞　<ULo (p. 316)

<UVo ¯yaa v. vol.
npf. pf. imp.

<UVo <UVo <UVo
¯yaa ¯yaa ¯yaa

<UZo <UZo <UZo
`yää `yää `yää

pres. fut. pt. imp.

[ <UVo <UVo <UVo <UdVo ]

1．(～を)借りる，貸す． <\@dIoMcHo～ `kyönmee ¯yaa
無疵で貸す．;=oJo～ ¯khangpa ¯yaa 家を借りる．
家を貸す．T;DLoVo～ ¯trhapra ¯yaa演舞場を借りる．
演舞場を貸す．N oTHdIo～ ¯ngantön ¯yaa 前借りす
る．前貸しする．<IZoO=o～ ¯näätsan ¯yaa 宿を借
りる．宿を貸す．Ko2V=o～ ¯phalan ¯yaa種牛を借り
る．種牛を貸す．LboWdIo～ ´pholön ¯yaaお金を借り
る．利子を取って金を貸す．Mo)o～ ´matsa ¯yaa資
本を借りる．資本を貸す．LRdIo% o～ ´shönta ¯yaa
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乗馬用の馬を借りる．乗馬用の馬を貸す．Zo?o～
¯saca ¯yaa土地を借りる．土地を貸す．
2．(手を)借りる，貸す． W<oJo～ ´lakpa ¯yaa手を
借りる．手を貸す．手伝う．
3．(人の名を)かたる． ;o～ ¯kha ¯yaa人の名をか
たる．口実にする．

<UZo ☞　<UVo (p. 316)

<Ub<o 1 `yuu v. vol.
npf. pf. imp.

<Ub<o <Ub<Zo <Ub<Zo
H1<̂o H1<̂Zo H1<̂Zo
`yuu `yuu `yuu

pres. fut. pt. imp.

[ <Ub<o <Ub<o <Ub<Zo <Ub<Zo ]
[ H1<̂o H1<̂o H1<̂Zo H1<̂Zo ]

1．(～を)捨てる，投げ捨てる． :doVdo～ ¯koro `yuu

皮のくずを捨てる．<?YHoVdo～ ¯küüro `yuu 糸屑を捨
てる．;MoOT<o～ `khamtsii `yuu 桃の種を捨てる．
<Ho<F`<Zo～ ˆkhäänyii `yuuごみを捨てる．?<oT;?d<o
～ `changkyoo `yuu 壊れた物を捨てる．@oVd o～
´charo `yuu茶がらを捨てる．9K<o,@LoWo～ `takyap

la `yuu 後ろにやる．後ろに投げる．SoVdo～ ´saro

`yuu 食べかすを捨てる．Sd<oVd o～ ´sokro `yuu 売
れ残りを捨てる．Ù<oAd<o～ ˆyiknyoo `yuu 不用に
なった文書を捨てる．Xd<oVdo～ ¯shokro `yuu紙屑を
捨てる．
2．(～を) 投げる，投函する，投下する． <=Zo&d<o
～ ˆkhangtoo `yuu 雪の固まりを投げる．2) o G< o
～ ˆtrhutaa `yuu とも綱を投げる．.WWoKDIoTLdMo～
´tüüträn ´bom `yuu 原子爆弾を投下する．Ùo<co～
´yiki `yuu 手紙を投函する．投げ文をする．W<o
TLdMo～ ´langpom `yuu 手榴弾を投げる．Xd<o?<o
～ `shokcaa `yuu おひねりを投げる．Xd< o<Q<o～
`shoopaa `yuu爆竹を投げる．
3．(～を) 落第させる，止めさせる． <d o<IZ o～
ˆkhonää `yuu 免職する．TPTIo2. o～ ´dzintra `yuu

落第させる．
4．(男を /女を)振る，捨てる，見捨てる．(～に <̀Zo
) 振られる． <\@c oHMIo～ ¯kimän `yuu 女を捨てる．
女を振る．;?do<o～ ¯kyhoka `yuu 男を捨てる．男を

振る．H<ToVd<Zo～ ˆkaroo `yuu 恋人を振る．=o～
´nga `yuu 私を振る．LboMdo～ ´phomo `yuu 女を捨
てる．女を見捨てる．女を振る．
5．(唾，痰を)吐く． ;oWbHo～ `khalüü `yuu痰を吐
く．M?̀WoMo～ `chimaa `yuu つばを吐く．WbHoJo～
´lüüpa `yuu痰を吐く．
6．(～を) 振る，振り落とす．(～に <̀Zo ) 振り落と
される． ;Wo～ ¯khää `yuu (駄獣が) 荷駄を振り落
とす．
7．(手や腰などを)振る． +WLo～ `kup `yuu尻を振
る．売春する．+WLoZbWo～ ¯kupsüü `yuu腰を振って
ひだをなびかせる．W<oJo～ ´lakpa `yuu 手を振る
｛歩くときの手の動きを指す｝．
8．(刀などを) 振るう，振り回す． <?cHo2F` o～ ¯kitri

`yuu 腰刀を振り下ろす．2F`o<IMoWo～ ´trhi ¯nam la

`yuu刀を振りかざす．2F`o～ ´trhi `yuu剣を振るう．
刀で切りつける．刀を投げつける．刀を振り回す．
RYo2F`o～ ¯putri `yuu鋭利な剣を振り回す．
9．(くじの入った入れ物を) 振る．(くじ引きを) す
る． ,@Io～ ´kyän `yuu くじ引きをする．<SIoV̀Wo
～ ´sänrii `yuu団子のくじ占いで茶碗を振る．
10．(仕事などを)やめる，放り出す．(責任を)放棄
する． T<Io;bVo～ ´gänkuu `yuu責任を放棄する．
T<Io～ ´gän `yuu責任を放棄する．WZo:o～ ´lääka

`yuu仕事をやめる．
11．かまをかける｛深さの見当をつけるために石を
投げることから｝． OVHo& do～ ¯tshööto `yuuかまをか
ける．OVHoHJ<o～ `tshööpaa `yuu 推測してかまを
かける．
12．(～を) 凌駕する． <Ub<ZoOVoX< `yuu ¯tshaa
`shaa.「凌駕してしまった．引き離してしまった．
差をつけてしまった」
13．無視する． ,@LoWo～ ˆkyap la `yuu無視する．

<Ub<o 2 `yuu v. non-vol.
npf. pf. imp.

<Ub<o <Ub<Zo –
`yuu `yuu –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(動悸が) する． <F`=o;o～ ¯nyingka `yuu 動悸がす
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る．<F`=o～ ¯nying `yuu動悸がする．

<Ub<Zo ☞　<Ub<o 1 (p. 317)，<Ub<o 2 (p. 317)

<Uc=o * `yan v. non-vol.
npf. pf. imp.

<Uc=o <Uc=Zo –
`yan `yan –

pres. fut. pt. imp.

[ <Uc=o <Uc=o <Uc=Zo – ]

散漫になる．集中力がなくなる． <N=oLo～ ¯nawa

`yan物思いにふけってぼんやりする．ZcMZo～ `sem
`yanぼんやりする．うっかりする．

<Uc=Zo ☞　<Uc=o (p. 318)

<UcVo ¯yer v. non-vol.
npf. pf. imp.

<UcVo <UcVo –
¯yer ¯yer –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(空が)晴れる． <IMo～ ¯nam ¯yer空が晴れる．

<Udo 1 ¯yo v. vol.
npf. pf. imp.

<Udo <UdZo <UdZo
¯yo `yöö `yöö

pres. fut. pt. imp.

[ <Udo <Udo <UdZo <UdZo ]

1．(～を) 練る，混ぜる，こねる，掻き回す． <\@d o
Mo～ `kyomaa ¯yo ➀キョマーを掻き回す．➁問
題をごたごたにする．2Fd oR`Lo～ ˆtrhushii ¯yo 小麦
粉をこねる．TH<oL<o～ ˆdakpaa ¯yo どろをこね
る．TH<oRdo～ ´daksho ¯yo壁土を混ぜる．<NYMoR<Zo
～ `numpaa ¯yo麦こがしをお茶と油で練る．R<Zo
G=o～ ¯paktan ¯yo麦こがしを革袋に入れてこねる．
R<Zo～ `paa ¯yo麦こがしをこねる｛茶汁などで｝．
2．(～を) 揺るがす，揺り動かす，動かす．(問題な
どを) 引き起こす． ?<o<Ad o～ ¯chaako ¯yo 災難を起
こす．<IMoZo～ ¯namsa ¯yo天地を揺るがす．Zo～
¯sa ¯yoごたごたした事態を引き起こす．

<Udo 2 ☞　<UdZo 1 (p. 319)

<Ud<o `yoo v. vol.
npf. pf. imp.

<Ud<o <Ud<Zo <Ud<Zo
`yoo `yoo `yoo

pres. fut. pt. imp.

[ <Ud<o <Ud<o <Ud<Zo <Ud<Zo ]

hon. / hum.　☞　<ĤdIo (p. 138)
1．(～を) 着せる，装着させる． T;DL o ?Z o～
`trhapcää `yoo 舞台衣装を着せる．2. o ?Z o～
ˆtrhacää `yoo僧衣を着せる．?VoJ̀o～ ¯chaapi `yoo

レインコートを着せる．<KdHoGb=o～ ¯töötun `yoo上着
を着せる．MGbVoM<do～ ¯thonko `yoo ➀面がいを付
けてやる．➁（女を）誘惑する．6 q<oZVd<o～ ˆthukloo
`yoo 着物を着せる．QWIo?Zo～ ˆtsüncää `yoo 偽装
用の服を着せる．<S`<o9O<Zo～ ˆsikpaa `yoo ➀豹
の皮を着せる．➁力のない人を取り立てる．Td<o
T@b<o～ ˆoncuu `yooブラウスを着せる．<ZVo+@=o～
¯sarkyan `yoo真新しいのを着せる．
2．(布団，毛布を) 掛けてやる．(布などを) 掛け
る． ;cLZo～ `khep `yoo覆いを掛ける．9Cd<o;cLZo～
`cookep `yooテーブルクロスを掛ける．AWo;cLZo～
ˆnyääkep `yooベッドカバーを掛ける．Gd<o～ `thoo
`yoo (車などに) シートを掛ける．Jbo2qVoH2q o*Zo～
¯pukoo ˆkutsää `yoo 九枚綴りの厄除けの布を子供
に掛けてやる．ZVcTbo～ ¯liu `yoo粗い毛で作った上掛
け毛布を掛ける．
3．(帽子などを)被せる．(ズボン，靴下などを)履か
せる． <\HoLQWZo～ `traptsüü `yoo かつらを被せる．
M<doVZo～ ˆgorää `yoo スカーフを被せる．TL<o～
ˆbaa `yoo仮面を被せる．R|oMdo～ ´shamo `yoo➀帽
子を被せる．➁濡れ衣を着せる．罪をなすり付け
る．SdIoJo～ ´sonpa `yoo 布靴を履かせる．9ZMo<d<o
～ `hangkoo `yoo靴を履かせる．
4．(～を)はめてやる．(首飾りを)掛けてやる．(紐
などを) つけてやる． <?c oH1F`Zo～ `ketrii `yoo (他者
に)マフラーを掛ける．<?coT;dVo～ ¯kekoo `yoo 首輪
を付けてやる．<?c oG`<o～ `kitii `yoo 首飾りの紐を付
けてやる．;oVo～ ¯khapra `yoo 家畜用マスクをつ
けてやる．<Ĥd<o<6qLo～ ˆtrootun `yoo 腕輪をはめて
やる．OT<Zo;cLZo～ `tshiikoo `yoo 指輪をはめてや
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る．Xo1FHo～ `shapträä `yoo 指輪をつけてあげる．
< (=oM6 qHo～ `sungtüü `yoo 厄除けのリボンを (他人
の首に)掛ける．
5．(土を)被せる．(布などを)被せる．(布で)覆う．
HJDWo;cLZo～ `pääkep `yoo (馬やらば，ろばなどの)
額を布で覆う．0>` oXo～ ¯chisha `yoo 表地を被せる．
Zo～ ¯sa `yoo 土をかぶせる．Z=oVZo～ `sangrää

`yoo薄いネットを被せる．
6．(荷物を家畜の背に) 載せる． ?< o KH o～
`chaapää `yoo 馬やらば，ろばなどの飼料の荒挽
豆を入れた袋を (家畜の背に)載せる．
7．(皮，板などを) 張る． #o9O<Zo～ `ngapaa `yoo

太鼓の革を張る．GdHoJ=o～ ¯thööpan `yoo天板を張
る｛テーブルなどの｝．<k+Wo9O<Zo～ ˆtrüüpaa `yoo蛇
の皮を張る．
8．(錠前を)かける． 1Fco9C<Zo～ `trecaa `yoo錠前を
掛ける．9C<Zo<?dVo～ ¯caakoo `yoo錠前を掛ける．
9．(罪を他人に Wo )なすりつける．(濡れ衣を)着せ
る． I<oAcZo～ ˆnangnyee `yoo罪を着せる．R|oMdo～
´shamo `yoo➀帽子を被せる．➁濡れ衣を着せる．
罪をなすり付ける．V=oAcZoM̀oWo～ ˆrangnyee ´mi la

`yoo自分の罪を他人になすり付ける．
10．(責任を)負わせる． ;<o～ `khaa `yoo過失責
任を負わせる．
11．騙す｛頭に被せて見えなくすることから｝． G=o
;b<o～ `thangkuu `yoo騙す．TGdMZo～ `thom `yoo

騙す．R<ZoG=o～ ¯paktan `yoo配偶者を裏切る．

<Ud<Zo ☞　<Ud<o (p. 318)

<UdLo ☞　<ULo (p. 316)

<UdLZo ☞　<ULo (p. 316)

<UdVo ☞　<UVo (p. 316)

<UdWo ¯yöö v. vol.
npf. pf. imp.

<UdWo <UdWo <UdWo
¯yöö ¯yöö ¯yöö

pres. fut. pt. imp.

[ <UdWo <UdWo <UdWo <UdWo ]

(～を Wo / IZo / ø )避ける，避けて通る，避けていな
くなる，回避する，よける． H:To=WoWo～ ¯kangää

la ¯yöö 困難を避ける．"IoW<ZoWo～ ´kän-laa la

¯yöö 先生を避ける．,@LoWo～ ˆkyap la ¯yöö 後方
に避ける．知らないふりをして避けて通る．AcI o
;V o～ ´nyänkaa ¯yöö 危険を避ける．H/>o ;DWo～
¯caträä ¯yöö 脱税する．税関を避けて通る．TKD=o
WMo～ ¯trhanglam ¯yöö 隘路を避ける．WMo:Vo～
ˆlangkaa ¯yöö道を避ける．WZo:Vo～ ´lääkaa ¯yöö

仕事を避ける．Zo?Vo～ ¯sacaa ¯yöö場所を避ける．
ZVdLo<k@d=oIZo～ `lopcon nää ¯yöö勉強を避ける．ZVdLo
<k@d=oWo～ `lopcon la ¯yöö 勉強を避ける．<?c oMOMZo
HcVoZVcLo6qZo;do～T2Fdo<̀oVcHn `kentsam tää `leetüü ¯kho

¯yöö ´droki ˆree.「肝心なときになると彼はいなく
なってしまう」

<UdZo 1 `yöö v. non-vol.
npf. pf. imp.

<UdZo <UdZo –
`yöö `yöö –

pres. fut. pt. imp.

[ <Udo <Udo <UdZo – ]

(～が) 揺れる． ;=oJo～ ¯khangpa `yöö 家が揺れ
る．HVo9Cd<o～ ˆthaacoo `yöö 祈祷旗が揺れる．HVo
?o～ ´tharca `yöö 旗が揺れる．WdoMo～ ´loma `yöö

葉が揺れる．X̀=o<̀oUWo<o～ ¯shing ki ´yänka `yöö

木の枝が揺れる．

<UdZo 2 ☞　<Udo 1 (p. 318)
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zVk
V<o ˆraa v. non-vol.

npf. pf. imp.

V<o V<o –
ˆraa ˆraa –

pres. fut. pt. imp.

[ V<o V<o V<o – ]

1．(～を)得る，入手する，手に入れる，受け取る，も
らう．(～が)手に入る．(収入が)入る． L:ToT;DdWo
～ ¯katröö ˆraa 許可を得る．L:ToTPTIo～ ¯kantsin

ˆraa 受領書を入手する．L:ToÙ<o～ `kayii ˆraa 手
紙を受け取る．;oHL=o～ ¯khawan ˆraa 家財一切
合切を手に入れる．<do<IZo～ ˆkhonää ˆraa 地位を
得る．2)LoTLDZo～ ˆtrhumträä ˆraa成果を得る．2Vo
?o～ ¯laca ˆraa 賃金を得る．GLZoWMo～ ¯thaplam

ˆraa活路を得る．GdLoG=o～ ¯thoptan ˆraa権利を得
る．6 qZo<?LZo～ ˆthüükap ˆraa時機を得る．チャン
スを得る．J"oZco～ ¯paase ˆraa 切符が手に入る．1>o
H<To～ ´chaka ˆraa賞を得る．賞をもらう．HL=o?o
～ ¯ongca ˆraa 権力を得る．権力を与えられる．Mo
) o～ ´matsa ˆraa 資本を得る．TOVo% cIo～ ¯tshotän

ˆraa生活費を得る．V=oHL=o～ ´rangwan ˆraa自由
を得る．Vd<ZoVMo～ ´rooram ˆraa援助を得る．WZo
:o～ ´lääka ˆraa 仕事を得る．ZVd=o～ `lon ˆraa 施し
を受け取る．LZdHo<FdMZo～ `söönyom ˆraa托鉢して
食べ物を得る．
2．(～が)見つかる． H<co"Io～ ´kekän ˆraa先生が
見つかる．T2Fd oZo～ ´drosa ˆraa 道が見つかる．<MdHo
Vd<Zo～ ˆtööroo ˆraa 同居人が見つかる．<UVoZo～
¯yaasa ˆraa 借りるところが見つかる．W<oVd<Zo～
ˆlaaroo ˆraa手伝いが見つかる．
3．(休暇を) もらう．(休暇が) 取れる． T;dVoR<o
～ `khorshaa ˆraa 帰省休暇が取れる．=W o <Zd o
～ ´ngääso ˆraa 休みがもらえる．IH o H<d=Z o～
ˆnääkon ˆraa 病気休暇が取れる．LV o <Zc= o～
ˆpharsan ˆraa暇ができる．
4．(伴侶を) 得る，(恋人が) できる． <\@d o Vd<Z o～
`kyoroo ˆraa 悲しみを共にしてくれる友達を得る．

H<ToVd<Zo～ ˆkaroo ˆraa 恋人ができる．<FIo2Fd<Zo
～ `täntroo ˆraa 伴侶を得る．1>MZoJo～ ´champa

ˆraa恋人を得る．愛情を得る．
5．(利益を) 得る．儲かる． ;coKIo～ ¯khepän ˆraa

利益を得る．;coLcHo～ `khepee ˆraa 利潤を得る．;co
LS=o～ ¯khepsan ˆraa利益を得る．儲けを得る．得
する．;co～ ¯khe ˆraa有利になる．
6．(～を) 被る，蒙る，食らう．(毒などに) 中
る． !=d= o～ ´kyhon ˆraa 損害を蒙る．T2FM o9C< o
～ ˆdramcaa ˆraa びんたを食らう．6 q< o<\@dI o～
´thukkyön ˆraa毒になるよくないものに中る．6 q<o
～ ˆthuu ˆraa毒に中る．
7．(～に) 襲われる．(～の目に) 遭う． ?<o<Ad o～
¯chaako ˆraa 災難に遭う．?Vo.W=o～ `chartun ˆraa

にわか雨に降られる．
8．(～) される． 9?d< o#I o～ ¯koongän ˆraa 賄賂
を渡される．<\@dI oL$ dH o～ `kyöncöö ˆraa 非難され
る．<\@dLo<Zdo～ ¯kyopso ˆraa 救済される．2q oU=Zo
～ ˆkhuyan ˆraa 開放される．?<oU=o～ `chaayan

ˆraa 軽減される．M?Io～ ¯chän ˆraa 批評される．
HI<o.W=o～ ˆtrhaktun ˆraa 殴打を受ける．殴打され
る．.W=oTHcHo～ ˆtungtee ˆraa追撃される．0>`Vo\HdHo～
`chitröö ˆraa 返済される．T0>o<RdHo～ `chamöö ˆraa

嘲笑される．)o?<o～ `tsacaa ˆraa 全面的に免除さ
れる．<Sc=ZoL<KdHo～ ˆsengtöö ˆraa表彰される．賞
品を得る．
9．(～) してもらう． <\@cHo?<o～ `kyecaa ˆraa 利子
を軽減してもらう．;oWd=Zo～ `khalon ˆraa 不足分
を補充してもらう．;o<ZLo～ `khasap ˆraa 不足分
を補充してもらう．<Zb=o?dZo～ `sungcöö ˆraa 説法
してもらう．
10．(刑罰を)受ける，科される． ?HoJo～ ¯chääpa

ˆraa処罰される．?Ho～ `chää ˆraa罰金を科される．
11．＜ Vnpf - U<oV<o の形で＞ ～することができ
る．～し得る． HJco?o9KoU<o～ ¯peca `tayaa ˆraa経
典を読むことができる．SoU<o～ ˆsayaa ˆraa食べる
ことができる．

V<oWZo ˆraa ˆlää v. non-vol.

(～に Wo )依存する．(～に Wo )かかっている．(～ Wo
)次第である． ;?cHoV=oWo～ ¯kyheran la ˆraa ˆlääあ
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なた次第である．H<co"IoWo～ ´kekän la ˆraa ˆlää先
生に依存する．<IMo<X`ZoWo～ `namshii la ˆraa ˆlää
天候次第である．KoMVo～ ¯phamaa ˆraa ˆlää両親に
依存する．UdIoFIoWo～ ´yöntän la ˆraa ˆlää教養の
高さにかかっている．LZMoLVdo<F=o0>d<ZoWo～ ¯samlo

`tancoo la ˆraa ˆlää 考え方にかかっている．LZMo
LVdVo～ ¯samloo ˆraa ˆlää考え方にかかっている．

VIo ´rän v. non-vol.
npf. pf. imp.

VIo VIo –
´rän ´rän –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～の時期に)なる．(～の頃合いに)なる．(～の
時期が) 近づく． #oL<MYo～ ¯ngatu ´rän 収穫する頃
合いになる．?=oZo～ ¯chansa ´rän 結婚式をする
頃合いになる．結婚式が近づいている．ÀIoH2q=o～
´nyinkun ´rän 昼時になる．<AcIo<Ĥ`< o～ `nyäntrii

´rän結婚の時期が来る．6 qZo<?LZo～ ˆthüükap ´rän

丁度良い時機になる．IMo0>cHo～ ˆnamcee ´rän 夜中
が近づく．H1>Vo;o～ ¯yaaka ´rän 夏が近づく．Rd o
<KdIo～ ´shotön ´ränショトゥンの時期になる．<UbWo
WZo～ `yüülää ´rän 脱穀作業をする頃合いになる．
Wdo<ZVo～ ´löösaa ´rän 正月が近づく．ZDdHo～ `tröö

´rän宵の頃になる．
2．＜ Vnpf + VIo の形で＞ ～するのにちょうど良
い時になる．～する頃合いになる．似合う． T2Fdo～
´dro ´rän 行く頃合いになる．1>cHo～ ´che ´rän する
頃合いになる．L8 qHo～ ˆshüü ´rän 日が沈む頃合い
になる．So～ ´sa ´rän食べる頃合いになる．
3．(～が)ぴったりである．サイズが合う． 9ZMo<d<o
～ `hangkoo ´rän靴の大きさが合う．

VWo ´rää v. non-vol.
npf. pf. imp.

VWo VWo –
´rää ´rää –

pres. fut. pt. imp.

[ VWo VWo VWo – ]

(～が)破れる．(～を)破ってしまう｛意図せずに｝．
;o<HIo～ ¯khatän ´rää じゅうたんが破れる．T<Io

T@` o～ ´gänci ´rää ランニングシャツが破れる．# o
9O<Zo～ `ngapaa ´rää 太鼓の革が破れる．AWo?Zo
～ ˆnyääcää ´rää 掛け布団が破れる．6 q< oZVd< o～
ˆthukloo ´rää 服が破れる．HcLo～ ˆthep ´rää 本が
破れる．0>` oT!=`<o～ `chinkii ´rää タイヤが破れる．
パンクする．Td<oT@b<o～ ˆoncuu ´rää ブラウスが破
れる．

V̀<o ˆrik v. non-vol.
npf. pf. imp.

V`<o V`<o –
ˆrik ˆrik –

pres. fut. pt. imp.

[ V`<o V`<o V`<o – ]

感じる．分かる． *To～ ´tsi ˆrik 感づく．気が付く．
嗅ぎつける．

V̀=o ´rin v. non-vol.
npf. pf. imp.

V`=o V`=o –
´rin ´rin –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が) 長い． 2F`Lo<Sb<Zo～VboT2Fd o ˆtrhipsuu ´rin-ru
´dro 影が長くなる．<?YoOUo～n ¯kutse ˆring.「長生き
を！」｛くしゃみをした人に対して発する言葉．OUo
V`=o の敬語｝．OUo～n ¯tshe ˆring.「長生きを！」｛く
しゃみをした人に対して発する言葉．くしゃみをす
ると魂が抜け出ていこうとすると言われており，そ
れを避けるために即座にこの言葉を発する．他にも
HdIoT2)Lo，IHoHdIo，WdoL,@oなどと言う｝．

V̀Wo ´rii v. non-vol.
npf. pf. imp.

V`Wo V`Wo –
´rii ´rii –

pres. fut. pt. imp.

[ V`Wo V`Wo V`Wo – ]

1．(～が)転がる． & do～ ´to ´rii石が転がる．KoLd=o
～ ¯phapon ´rii大石が転がる．LD<o& do～ ´trhakto ´rii
岩石が転がる．LD<o～ ˆtrhaa ´rii岩が転がる．
2．(～が) 倒れる，転ぶ，ひっくり返る． :oLo～
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¯kaa ´rii 柱が倒れる．!=o<AoV` o～ ¯kan-kari ´rii 自
転車が倒れる．% o～ ¯ta ´rii 馬が倒れる．<Md=oJd o～
´tongpo ´rii 木が倒れる．Jbo2q o～ ¯puku ´rii 子供が
転ぶ．(HoHco～ ˆpää-ti ´rii完全にひっくり返る．R=o
Jdo～ ´shangko ´rii［俗］頭の左右だけに毛が生えて
いる禿げ頭の人が倒れる．X̀=o～ ¯shing ´rii 木が倒
れる．
3．(～が)たまげる，驚く． M̀o～T2FdoU<o<̀o<?Ho?o ´mi
´rii ˆdroyaa ki ¯käca驚くべき話｛“人がびっくりし
て倒れてしまうほどの話”の意｝．

Vb=Zo ˆrun v. non-vol.
npf. pf. imp.

Vb=Zo Vb=Zo –
ˆrun ˆrun –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

＜MoVb=Zo の形で＞ 悪い．悪辣な．良くない． Mo
～Lo ´maru-nga悪い．悪辣な．良くない．

VbLo 1 ˆrup v. vol.
npf. pf. imp.

VbLo VbLZo VbLZo
ˆrup ˆrup ˆrup

pres. fut. pt. imp.

[ VbLo VbLo VbLZo VbLZo ]

1．(開いているものを) 閉じる，締める．(手を) 合
わせる． !=oJo～ ¯kangpa ˆrup 足を閉じる．;o～
¯kha ˆrup ➀ (花などが) 閉じる．➁ (袋，瓶などの)
口を締める．W<oJo～ ´lakpa ˆrup ➀手を合わせる．
➁大勢の者が一斉に殴る．
2．(～を) 集める． <Ho<F`<Zo～ ˆkhäänyii ˆrup ご
みを集める．T1 (o～ ´dru ˆrup穀物を集める．ZdIo～
¯sön ˆrup種を集める．
3．一斉に～する．よってたかって～する． ;o～
¯kha ˆrup 口を揃えて非難する．W<oJo～ ´lakpa

ˆrup➀手を合わせる．➁大勢の者が一斉に殴る．
4．(裾を) からげて物を抱える． J=oJo～ ¯pangka

ˆrup服の裾をからげて (物を)抱える．

VbLo 2 ˆrup v. non-vol.
npf. pf. imp.

VbLo VbLZo –
ˆrup ˆrup –

pres. fut. pt. imp.

[ VbLo VbLo VbLZo – ]

1．(開いているものが)閉じる．(傷口が)ふさがる．
;o～ ¯kha ˆrup ➀ (花などが) 閉じる．➁ (袋，瓶な
どの)口を締める．[o;o～ ¯maka ˆrup傷口がふさが
る．LRHo;o～ ´shääka ˆrup (花が)閉じる，しぼむ．
2．(日が暮れて)暗くなる． MbIoJo～ ´münpa ˆrup

暗闇になる．暗くなる．ZoGLoL̀oG`LoL̀o～ ¯sa ¯thapi

¯thipi ˆrup 夕闇になる．Zo～ ¯sa ˆrup 夕方暗くな
る．日が暮れる．
3．(～が)集まる，寄り集まる． M̀o～ ´mi ˆrup人が
寄り集まる．WZoM̀o～ ´läämi ˆrup 作業をする人が
寄り集まる．Zo& do～ ¯sato ˆrup石や土が一カ所に集
まる．ZcMZo>Io～ ¯semcän ˆrup動物が寄り集まる．

VbLZo ☞　VbLo 1 (p. 322)，VbLo 2 (p. 322)

VbWo ´rüü v. non-vol.
npf. pf. imp.

VbWo VbWo –
´rüü ´rüü –

pres. fut. pt. imp.

[ VbWo VbWo VbWo – ]

1．(～が) 腐る，腐敗する． ;oW<o～ `khalaa ´rüü

料理が腐る．<Ado=o～ ´konga ´rüü卵が腐る．<QY<oZdo～
´pukso ´rüü 奥歯が虫歯になる．MVo～ ´maa ´rüü

バターが腐る．)oLo～ ¯tsawa ´rüü 根が腐る．OWo
～ ¯tshää ´rüü野菜が腐る．TdoMo～ ´oma ´rüüミル
クが腐る．Xo～ ¯sha ´rüü 肉が腐る．X̀=o～ ¯shing

´rüü木が腐る．Zdo～ ¯so ´rüü虫歯になる．
2．(人間，組織などが) 腐敗する，腐る． ;d<oJo～
¯khokpa ´rüü 人間が腐る．中味が腐る．<8 q= o～
´shun ´rüü政府が腐敗する．

VcHo 1 ˆree v. pred. ❑詳細は「第一部動詞概説：1述語動詞」の各項目を参照．

1. ＜名詞 / 形容詞 + VcHo の形で＞ ［名詞 /形容詞述語：確定判断：他称モード］～である /であった．
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2. ＜ Vnpf - <̀oVcHo の形で＞ ［動詞述語：非完了・非継続アスペクト：他称モード］ ～する．～したも
のだ．～するだろう．

3. ＜ Vpf - JoVcHoの形で＞ ［動詞述語：完了・非継続アスペクト：定着知：他称モード］ ～した．～し
たも同然だ．～したのだ．

4. ＜ Vnpf - U<oVcHo の形で＞～する予定である / 予定であった．
5. ＜ Vnpf - M;IoVcHoの形で＞ ～する．～するつもりである．～になるだろう．
6. ＜ Vnpf - , !oVcHoの形で＞まだ～していない．～するしかない．～する．
7. ＜ Vnpf - H<dZoVcHoの形で＞ ～する必要がある．～しなければならない．
8. ＜ Vnpf - 2FLZoVcHo の形で＞ ～する寸前だった．あわや～するところだった．
9. ＜ Vpf - JoVcHoの形で＞ （これは）～したものだ．～したことである．～したのだ．
10. ＜ Vpf - T2FdTdoVcHoの形で＞～したばかりだ．
11. ＜ Vpf - NoVcHoの形で＞ ～したばかりだ．
12. ＜ Vnpf - MbZoVcHo の形で＞ ～している最中である．

VcHo 2 ˆree v. non-vol.
npf. pf. imp.

VcHo VcHo –
ˆree ˆree –

pres. fut. pt. imp.

[ VcHo VcHo VcHo – ]

1. ＜主に VcHoT6 q<oまたは VcHoM̀oT6 q<o の形で＞ ～で
ある（ない）．～であると肯定（否定）する． HcoIMo
, !Io<̀oLNbIoMdoHco～M̀oT6 q< ´ti ´namkyün ki ¯tsünmo
ti ˆree ˆmintuu.「あれはいつもの王妃ではありませ
ん」V=o～T6 q< ´ran ˆree ˆduu.「あなただったのね」
Vd<ZoJoHcoU<oJo>̀oH<o～M̀oT6 q< ´rokpa ti ´ya-ka citaa
ˆree ˆmintuu.「その連れは良い人間などではない」
2．(～に) なる． "IoT;d<Zo"IoT;d<Zo～L<MHoX<
ˆkänkoo ˆkänkoo ˆree ˆtää shaa.「すっかり年寄り
になっていました」& d oHco<ZcVo～L<MHoUd<oVcHoS< ´to
ti ¯see ˆree ˆtää ˆyoo ˆree saa.「その石は金になって
いたそうです」<IdHoXo<K<o～T2Fdo<̀oT6 q< `nöö `shataa
ˆree ´droki ˆduu.「害を及ぼすようなことにばかり
なっていきます」
3．(～として) ふさわしい，良い，うまくいく． ;do
I=oWoT;D`HoU<o～M̀oT6q< ¯kho ´nan la `trhiiyaa ˆree
ˆmintuu.「そいつを家に連れていくのはまずい」LVo
Mo～<̀oMoVcHn ¯lama ´reeki ˆmaree.「ラマとしてふさ
わしくない」MoMGToWT`o<AdVoMdoL,@oHo～<̀oVcHn ¯mata
lää ´koomo ´kyata ´reeki ˆree.「最低でも百ルピー

がふさわしい」
4．具合が悪くなる．悪化する．悪影響を受ける．
=oHc oTHIZo～T2Fd o <̀ oT6 q< ´nga ˆthinträä ˆree ´droki
ˆduu.「何だか変になってきました．何だか具合が
悪くなってきました」

VdHo ˆröö v. non-vol.
npf. pf. imp.

VdHo VdHo –
ˆröö ˆröö –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(病気が)慢性化する． IoOo～ ´natsa ˆröö病気が慢
性化する．

wVd<o `loo v. vol.

npf. pf. imp.

wVd<o wVd<o wVd<Zo
`loo `loo `loo

pres. fut. pt. imp.

[ wVd<o LwV<o LwV<o wVd<Zo ]

(～を) 破壊する，粉砕する． .WWo6 q o～ ´tuu-tu `loo

めちゃくちゃにする．粉砕する．

wVd<Zo ☞　 wVd<o (p. 323)

LwV<o 1 `laa v. non-vol.
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npf. pf. imp.

LwV<o LwV<Zo –
`laa `laa –

pres. fut. pt. imp.

[ LwV<o LwV<o LwV<Zo – ]

1．(～を) 無くす，失う，紛失する． ,@Wo;d=Zo～
ˆkyääkon `laa国籍を失う．<Ado9C<Zo～ ˆkoncaa `laa

錠前を無くす．H=bWo;b<o～ `ngüükuu `laa財布を無
くす．>oW<o～ `calaa `laa 品物を無くす．LDdZoWMo
～ ´trhöölam `laa逃げ道を失う．TLc<o～ ˆbek `laa

バッグを失う．TLDZoLbo～ ´drääpu `laa業績を失う．
<Qo;b< o～ ˆpakuu `laa 財布を無くす．MoH1>`LZo～
ˆmayip `laa原形を失う．Mo)o～ ´matsa `laa資本を
失う．
2．(～が) なくなる，失われる． ;= o TPTI o～
`khangtsin `laa 家屋権利証がなくなる．=d o Zd o
～ ´ngoso `laa 功労が台なしになる．Gb<Z oO o～
¯thuutsa `laa 恥じらいがなくなる．LDd oLo～ ´trhoo

`laa 味がなくなる．MoHcLo～ ˆmatep `laa 原本が失
われる．V=oHdIo～ ´rangtön `laa 自分のことが心の

中から消える．私利私欲がなくなる．無欲になる．
9qWo, !Io～ ¯shüükyün `laa遺産が失われる．
3．(～が) いなくなる，行方不明になる，消え失せ
る，消える． <VoZd=o?oMcHo～ ´kharson `chamee

`laa 何処へ行ったのかいなくなる．<VoZd=oTH`oZd=o
McHoJo～ ´khason ´dison ˆmää-pa `laa 何処へ行っ
たか行く先不明になり失われる．Jbo2qo～ ¯puku `laa

子供がいなくなる．Vd<ZoJo～ ´rokpa `laa連れがい
なくなる．ZcMZo>Io～ ¯semcän `laa 家畜がいなく
なる．
4．(～が) 滅びる． V`<o<8 q=o～ ´rikshun `laa 文化
が滅びる．V`<Zo, !Ho～ ˆrikkyüü `laa種族が滅びる．
W<o, !Io～ ´lakkyün `laa技術が伝承されずに滅びる．
5．(～が) 分からなくなる．(～を) 見失う． $ cZo～
ˆcee `laa足跡を見失う．WMo:o～ ˆlangkaa `laa道に
迷う．

LwV<o 2 ☞　 wVd<o (p. 323)

LwV<Zo ☞　LwV<o 1 (p. 323)
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zWk
W=o 1 ˆlan v. vol.

npf. pf. imp.

W=o W=Zo Wd=Zo, W=Zo
ˆlan ˆlan ˆlon, ˆlan

pres. fut. pt. imp.

[ W=o W=o W=Zo Wd=Zo ]

hon.　☞　LRc=Zo 1 (p. 298)
(～が) 立つ，立ち上がる，起きる． :cV o Hc o UV o
～ `ker-ti ´yaa ˆlan ぱっと立ち上がる．1Fd= o=cVo～
¯tro-ngee ˆlan ぴんと立つ．NoJdo～ ¯ngapo ˆlan 早
く起きる．0>d<ZoWo～ `choo la ˆlan一方の側に立つ．
UVo～ ´yaa ˆlan 立ち上がる．起き上がる．V=oZVo
～ ´rangsaa ˆlan元の位置に立つ．<Z<oHco～ `sak-ti

ˆlanそっと立ち上がる．そっと起きる．

W=o 2 ˆlan v. non-vol.
npf. pf. imp.

W=o W=Zo –
ˆlan ˆlan –

pres. fut. pt. imp.

[ W=o W=o W=Zo – ]

hon.　☞　LRc=Zo 2 (p. 298)
1．(～が) 立つ． T;?<ZoTLbVo～ ¯kyhangpur ˆlan

鳥肌が立つ．M@co～ ´je ˆlan 陰茎が勃起する．RYo～
¯pu ˆlan毛が立つ．9QYoLo～ ´poo ˆlan泡が立つ．
2．(～が)現れる． H2Fo;o<FHo～ ´tra `khaptee ˆlan
敵対者が現れる．9KZo=Io～ ¯täängän ˆlan凶兆が現
れる．
3．(争い，騒ぎ，事件などが) 起こる，起きる，勃
発する． 1VI o: o～ ¯länka ˆlan もめごとが起き
る．; oM?b o～ ¯khamcu ˆlan 訴訟が起きる．!=dH o
<R` o～ ´kyhööshi ˆlan いざこざが起きる．TGL o
T< (< o～ `thaptruu ˆlan 戦乱が起こる．I= oT<(< o
～ ˆnangtruu ˆlan 内紛が起こる．HM< o T< (< o～
`maktruu ˆlan 戦争が起きる．HM<o～ `maa ˆlan

戦争が起こる．)VHoJo～ ¯tsöpa ˆlan 口論が起きる．
S`=oT< (<o～ ˆsingtruu ˆlan 騒乱が起きる．<ZVoL$ c o

～ ¯sarce ˆlan革命が起きる．
4．(～の気持ちに) なる．(～) したくなる． <\@d o<N=o
～ ¯kyonan ˆlan 悲しい気持ちになる．<F`=oIHo～
`tingnää ˆlan 復讐心が起こる．GcoOVMo～ ¯thetsom

ˆlan 疑いが起きる．Hd<ZoJo～ ´thokpa ˆlan 疑いが
起きる．<IdHoZcMZo～ `nöösem ˆlan 悪意が起きる．
'Mo% d<o～ `namtoo ˆlan 不吉な予感がする．0>c oIHo
～ `chenää ˆlan是が非でも開けたい気持ちになる．
NUMo～ ¯tsem ˆlan 疑いが起きる．不安感を感じる．
RcHo<N=o～ ´sheenan ˆlan恐怖心が起きる．\o<ZVo～
¯epsaa ˆlan気が変わり始める．
5．(～の気分が) する． <\!<oLDd o～ ¯kyuktro ˆlan 吐
き気がする．<\!<oMcVo～ ¯kyongmän ˆlan吐き気がす
る．RcoMcVo～ ´shemee ˆlan 吐き気を催す．So0(<o～
ˆsapraa ˆlanかゆくなる．衝動が起きる．
6．(～の状態に)なる，再びなる． <\@coSb<o～ `kyesuu
ˆlan 陣痛が起きる．=o,@Wo～ ´ngarkyää ˆlan 負け
ん気を起こす．いきり立つ．気が立つ．興奮する．
=Vo～ ´ngar ˆlan いきり立つ．=VoXo～ ´ngarsha

ˆlanいきり立つ．LDcWoS`=o～ ˆtrhisin ˆlan再びてんや
わんやの状態になる．てんやわんやの状態になり始
める．
7．(～が) 始まる． LNZoMo～ ¯tsääma ˆlan 刈り入
れが始まる．\VoJdo～ ¯aapo ˆlan 土木建築作業が始
まる．
8．(～が) 再発する． 2)M oLb o～ ´trhumpu ˆlan 関
節炎が再発する．2Vd oIHo～ `lonää ˆlan 肺結核が再
発する．2Vd o<ZbHo～ `lopsuu ˆlan 治まっていた咳込
みが再び始まる．<>d=oIHo～ `congnää ˆlan 持病
が再発する．IoOo～ ´natsa ˆlan 病気が再発する．
IHoVdo～ ´nääro ˆlan 余病が再発する．<R=oT1 (Mo～
´shangtrum ˆlan 痔が再発する．<ScVo～ ´ser ˆlan

差し込みが再発する．LZcoMd<o～ `semoo ˆlan梅毒が
再発する．
9．(欲が) 出る． 9Kd<ZoZVo～ ¯toola ˆlan 欲しがる．
THdHo#MZo～ ˆdööngam ˆlan 欲が出る．THdHo?<Zo
～ ˆdööcaa ˆlan欲情が起きる．
10．(怒りの気持ちが) わき上がる． ;d= o ;Dd o～
¯khongtro ˆlan 怒る．\Hd o～ ¯tro ˆlan 怒る．w]=o～
¯lun ˆlan怒る．
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11．(～が)発酵する． <\!Vo～ ¯kyur ˆlan (チャンや
ヨーグルトなどが)発酵する．?=o～ ¯chan ˆlanチャ
ンが発酵する．KLZo～ `phap ˆlan 酒の醸造用の麹
が発酵する．0V̂oVbWo～ ¯churüü ˆlan 腐れチーズが
発酵する．TLD`oRdo～ ´bishu ˆlan牝ヤクの乳が発酵し
てヨーグルトができる．Rdo～ ´sho ˆlanヨーグルトに
なる｛牛乳などが発酵して｝．SIo?=o～ ´säncan ˆlan
センチャンが発酵する．ZdIoWoKb<o～ ¯sön ˆlapuu

ˆlan大根の漬物が発酵する．
12．(夜が) 明ける． IMoM;To～ ´namka ˆlan 夜が
明ける．IMo～ ´nam ˆlan ➀夜が明ける．➁大喜び
する．
13．(風，嵐，風雨などが)起こる．(砂ぼこり，ほこ
りなどが)立つ． <=ZoTObLo～ ˆkhangtsup ˆlan吹雪
になる．?Vow]=o～ ¯charlun ˆlan風雨が起こる．GWo
Lo～ ¯thala ˆlan ほこりが立つ．GWow]=o～ ¯thäälun

ˆlan 砂ぼこりが立つ．HIdHo9Z<Zo～ ˆtrhöölaa ˆlan暖
かい季節風が起こる．H/>`How]=o～ ¯ciilun ˆlan春の嵐
が起こる．LboUb<o～ ˆphuyuu ˆlan吹雪き出す．LbHo
～ ˆphüü ˆlan 雪や氷の粒子やかたまりが風などで
舞い上がる．1>c ow]=o～ ´chelun ˆlan 砂嵐が起こる．
w]=oHMVo～ ¯lungmaa ˆlan 砂嵐が起こる．w]=oTObLo
～ `lungtsup ˆlan暴風雨になる．9Z<ZoJo～ ¯hlakpa
ˆlan風が起こる．
14．(霧が)かかる．(雲が)立ち上る，わき上がる．
6 q o R< o～ ˆthushaa ˆlan 霧がかかる．\H`I o I< o～
`trinnaa ˆlan黒雲がわき立つ．\H`IoJo～ ¯trinpa ˆlan
雲がわき上がる．\H`Io<RY<o～ `trinmuu ˆlan 雨雲が
わき立つ．\H`IoLS=o～ `trinsan ˆlan白い雲が立ち上
る．<RY<oJo～ ¯mukpa ˆlan 霧がかかる．XVo\H`Io～
¯shatrin ˆlan東に雲が出てくる．
15．(動物が) 冬眠から覚める． HdMo～ ´thom ˆlan

熊が冬眠から覚める．HIcHoMd=o～ ´trheemoo ˆlan ヒ
グマが冬眠から覚める．T0>`oLo～ `chipii ˆlanタルバ
ガンが冬眠から起きる．TLboZD`Io～ ´busin ˆlan 虫が
冬眠から覚める．<k+Wo～ ´trüü ˆlan 蛇が冬眠から覚
める．)=ZoJo;oVWo～ ¯tsangpa-kärää ˆlan トカゲ
が冬眠から覚める．VzoA<o～ `ranyaa ˆlan サソリが
冬眠から覚める．ZoTLbo～ ¯sanpu ˆlan地中の虫が冬
眠から覚める．
16．(塩分などが) 出る． LoOxo～ ´phatsa ˆlan 塩分

が地表に浮き出る．
17．(音が)する． ScVo<?Ho～ ˆserkää ˆlan破れ太鼓
を叩く音がする．
18．(草が) 生えてくる． 1>`=ZoMo～ ´chingma ˆlan

土を耕した後雑草が生えてくる．
19．(雛が)かえる． 1>`Tbo0 (<o～ ˆchipuu ˆlan雛がか
える．
20．(水分を) 吸収する． ZcVo～ ¯see ˆlan 畑に引い
た水を土が吸収する．
21．＜ Vnpf - THdHoW=o の形で＞ やたらに～したく
なる．むやみに～したがる． T2Fd oTHdHo～ ˆdrontöö

ˆlan 行きたくなる．AIoTHdHo～ ˆnyäntöö ˆlan 聞き
たくなる．MGdoTHdHo～ `thontöö ˆlan偉ぶりたがる．
1>cH oTHdH o～ ˆchentöö ˆlan したくなる．SoTHdH o～
ˆsantöö ˆlan 食い気が起きる．食べたくなる．< (Lo
THdH o～ `sumtöö ˆlan 性欲が起きる｛犬などにつ
いて｝．

W=Zo ☞　W=o 1 (p. 325)，W=o 2 (p. 325)

WLo ˆlap v. vol.
npf. pf. imp.

WLo WLo WLo, WdLo
ˆlap ˆlap ˆlap, ˆlop

pres. fut. pt. imp.

[ WLo WLo WLo WdLo ]

hon.　☞　<Zb=o (p. 353)
hum.　☞　8 qo 1 (p. 289)
(～を) 言う，話す，述べる，口に出して言う． 9?d<o
<FMo～ ¯koktam ˆlap内緒話をする．<?Ho?o～ ¯käca

ˆlap 話をする．<\@<oQWIo～ ¯kyaktsin ˆlap 嘘を言う．
;oV`o;oGb<o～ ¯khari `khatuu ˆlap 率直に言う．<=o
WLoWLo1>cHo ´khan ˆlaplap ´che 言いたい放題言う．
<d=oOHo～ ˆkhontsää ˆlap 値段を言う．H=dZoUdHo～
`ngööyöö ˆlap 真実を話す．?oO=o～ ¯chatsan ˆlap

全部を話す．OT<o=Io～ ¯tshingngän ˆlap 悪口雑言
を言う．R`Lo,@Zo～ ˆshipkyää ˆlap 詳細に言う．～
No>̀<o1>cHo ˆlap-tse ci ´cheちょこっと言う．～No1>cHo
ˆlap-tse ´cheちょこっと言う．XdLoXdLo～ `shopshoo
ˆlap ひそひそ言う．<oOHo～IT`o ˆkhatsää ´lapnää
どんなに言っても．
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WZo 1 ˆlää v. vol.
npf. pf. imp.

WZo WZo
ˆlää ˆlää

pres. fut. pt. imp.

[ WZo WZo WZo WdZo ]

(仕事を) する，行う．(～業を) 営む． LWoWZo～
ˆphäälää ˆlää 毛糸つむぎの作業をする．TLDd<oWZo
～ ˆdroklää ˆlää牧畜業を営む．R`=oWZo～ ˆshinglää
ˆlää農業を営む．LSdoWZo～ ˆsolää ˆlää工業を営む．
WZo:o～ ´lääka ˆlää仕事をする．

WZo 2 ☞　WbZo (p. 327)

Wb<o 1 ˆluu v. non-vol.
npf. pf. imp.

Wb<o Wb<Zo –
ˆluu ˆluu –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(涙，よだれなどが) 流れ出る．(鼻汁が) 垂れる．
;o?bo～ ¯khacu ˆluu よだれが垂れる．<No?bo～ ¯nacu

ˆluu鼻水が垂れる．<No%Z<o～ `naptuu ˆluu鼻汁を垂
らす．M̀<o?bo～ ¯mikcu ˆluu涙が出る．
2．(水が) 溢れる． ?boMPVHo～ `chuntsöö ˆluu 貯水
池の水が溢れる．
3．(～が)飛び出る． M̀<oV`Wo～ ¯mikrii ˆluu眼球が
飛び出る．*ToXo～ ´tsisha ˆluu脱肛になる．

Wb<o 2 ˆluu v. non-vol.
npf. pf. imp.

Wb<o Wb<o –
ˆluu ˆluu –

pres. fut. pt. imp.

[ Wb<o Wb<o Wb<o – ]

1．(～が) 崩れる，倒れる，壊れる，決壊する．
;=oJo～ ¯khangpa ˆluu 家が崩れる．家が倒れる．
M;Vo*V=o～ `khartsonˆluu 城塞が崩れる．9C<ZoV̀o
～ ¯caari ˆluu 塀が崩れる．9Cd< o～ `coo ˆluu 山積
みしたものが崩れる．GLo～ `thap ˆluu かまどが
崩れる．Gd< o～ `thoo ˆluu 天井が崩れる．TKD= o
WMo～ ¯trhanglam ˆluu 隘路が崩れる．<kH=oO=o～
´pangtsan ˆluu 蜂の巣が壊れる．)T<oJo～ ¯tsikpa

ˆluu壁が崩れる．TPT=oV<Zo～ ˆdzingraa ˆluu塹壕
が崩れる．V<Zo～ ˆraa ˆluu堤防が決壊する．V`o～
´ri ˆluu山が崩れる．WMo:o～ ˆlangkaa ˆluu道が崩
れる．
2．(顔などが)たるむ，ゆがむ． <Hd=o～ ´ton ˆluu顔
がたるむ｛やつれて｝．顔がゆがむ｛泣いたりして｝．
3．(瞼が)下がる． M̀<o～ `mii ˆluuまぶたが下がる
｛眠くなって｝．
4．(関節が)外れる． 9ZZoOT<Zo～ `hlutsii ˆluu関節が
外れる．
5．ばれる．露呈する． +WLo～ `kup ˆluu ➀底が抜
ける．➁露呈する．➂破綻する．➃［俗］精液が
漏れ出る．<Qdo～ ´po ˆluuばれる．だらしなくしてい
る．帯が解けて胸がはだける．ぼろが出る．(商店，
工場などが) つぶれる．QWIo+WLo～ ˆtsinkuu ˆluu 嘘
がばれる．馬脚をあらわす．

Wb<Zo ☞　Wb<o 1 (p. 327)

WbHo ˆlüü v. non-vol.
npf. pf. imp.

WbHo WbHo –
ˆlüü ˆlüü –

pres. fut. pt. imp.

[ WbHo WbHo WbHo – ]

(液体などが) 溢れる． ?bo～ ¯chu ˆlüü 水が溢れる．
@o～ ´cha ˆlüü お茶が溢れる．Gb<o;d<o～ `thuukoo

ˆlüü 粥を煮る鍋から粥が溢れる．Gb<oJo～ ¯thukpa

ˆlüüトゥクパが溢れる．*T=o～ ´tsing ˆlüü池の水が
溢れる．TdHoJo～ ´ööpa ˆlüü 鉄砲水になる．UbVo?bo
～ ´yoocu ˆlüü灌漑用水が溢れる．\boWbo～ ¯ulu ˆlüü
注ぎ口のある素焼きの片手鍋から溢れる．

WbZo * ˆlää v. non-vol.
npf. pf. imp.

WbZo WbZo –
WZo WZo –
ˆlää ˆlää –

pres. fut. pt. imp.

[ WbZo WbZo WbZo – ]

1．(～が) 残る，残される．(跡が) 残る． <Kd=o?o～
¯tongca ˆlää 空間が残る．0><Zo9qW o～ ¯chaashüü

ˆlää 掃き残した跡が残る．TKDdZoTPVo～ ¯trhöntsaa
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ˆlää 端数が残る．TKDdZ o～ `trhöö ˆlää 残り物が残
る．1>cHo, !o～ ´chekyu ˆlääやることが残る．1>cHo<Ado～
´cheko ˆlää 仕事が残る．<8 q<o2qo～ ´shuku ˆlää (仕
事などが) 残る．SoTKDdZo～ ˆsantröö ˆlää 食べ残し
が残る．食べかけのまま残る．9qWo～ ¯shüü ˆlää遺
産が残る．痕跡が残る．9Z<oMo～ `hlaamaa ˆlää 残
る．残り物が出る．9Z<oVdo～ ¯hlakro ˆlää 残りかす
が残る．
2．(～が)取り残される． ;cVo+@=o～ ¯kherkyan ˆlää
ひとりぼっちで取り残される．<o1>cHoTH`o1>cHoMcHoJo
～ ˆkhacee ˆdicee ˆmää-pa ˆlääどうにもこうにもし
ようがないまま取り残される．AWoZVo～ ´nyääsaa

ˆlää ベッドに一人取り残される．H|o0 (<o～ ˆthatruu

ˆlää 孤児が残される．M̀ oMcH oWb=o<Kd= oWo～ ˆmimee

´lungton la ˆlää無人の荒野に取り残される．[ZoMo
～ ¯määma ˆlää 負傷者が取り残される．TPTIo2. o～
´dzintra ˆlää落第する．<8 q<o2qVo～ ´shukoo ˆlää最
後に取り残される．～L<MHo ˆlää ˆtää 取り残されて
いる．:L=o:L=o～ ¯hrangran ˆlää ひとりぼっちで居
残る．
3．(～を) 忘れる，置き忘れる．(～し) 忘れる．
H=bWo;b<o～ `ngüükuu ˆlää財布を忘れる．Ào<6 q<Zo
～ ˆnyituu ˆlää傘を忘れる．Ado?o～ ´nyopca ˆlää買
い物をし残す．TKDdZo9Z<o～ `trhöölaa ˆlää 余りを置
き忘れる．TLc<o～ ˆbek ˆlää バッグを置き忘れる．
R|oMdo～ ´shamo ˆlää 帽子を忘れる．WIo～ ´län ˆlää

伝言を忘れる．
4．(～の状態のままに)なる． 0>coTKDdZo～ `chentröö

ˆlää開きかけた状態のままになる．R`=o;oMGToT;dLo
Wo～ ´shingka `thakoo la ˆlää畑が荒れ地になる．

WcIo 1 `len, ´len v. vol.
npf. pf. imp.

WcIo WcIo WcIo
`len, ´len `len `len

pres. fut. pt. imp.

[ WcIo LV=o LV=Zo Wd=Zo ]

1．(～を)取る，受け取る，もらう，取り出す． L<do
<?Wo～ ´kokää `len 分け前を取る．H=bWo;=oIZo～
¯ngüükan nää `len (お金を)銀行から下ろす．TGdWo
Jo～ ¯thööpa `len 余計に取る．0>`V oWcIo～ ¯chilen

`len回収する．0>cHo:o～ ¯cheka `len半分取る．LbWo
Fd<o～ ˆphutoo `len ソーダを採取する．Md oUdIo～
´moyön `len 占い料を取る．O<ZoJVo～ ¯tshakpaa

`len 新聞を取る．OUMo2Vo～ ¯tshemla `len 仕立て代
を取る．MOVIo?o～ ¯tshönca `len武器を取る．MPbLo
V`ZoJVo$ cZo～ ˆdzuprii `parcee `len指紋を取る．
2．(～を) 取り外す，外す． ;oVZo～ `kharää `len

マスクを外す．
3．去勢する． Td<o～ ˆoo `len 去勢する．Xo～ ¯sha

`len去勢する．
4．(～を)借りる． I=oLbIo～ ´nangpün `len仲間内
で借金をする．Ld<ZoMo～ ´pooma `len ➀畑を貸す
｛小作料，借料を取って｝．➁畑を借りる｛小作料，
借料を払って｝．<UVoJdo～ ¯yaapo `len借りる．WZo
X<o～ ˆlääshaa `len社宅を借りる．
5．(版木の原版を)作る． JVo<R`o～ ¯parshi `len文
字を彫って版木の原版を作る．位置を決めて線を
引く．
6．(見本に)する． HJco～ ¯pe `len見本にする．
7．(～を) 受け入れる，取り入れる．(経験を)得る．
(誓約) する． M<d oLF<Zo～ ˆgotaa `len 降伏を認
める．AMZoM?d=o～ ´nyamnyon `len 経験する．HMo
L>To～ ´thamca `len 誓約する．Wc<Zo?o～ ´lekca

`len 長所を取り入れる．LZVLo1>o～ ¯lapca `len 忠告
を得る．忠告を受ける．
8．(嫁，婿を Wo ) もらう，取る． MIToMo～ ¯nama

`len嫁を取る．M<oJo～ ¯makpa `len婿を取る．M<o
JVo～ ¯makpaa `len婿に取る．
9．(～を)迎えに行く． Jbo2qo～ ¯puku `len子供を迎
えに行く．
10．(責任を)取る，持つ．(任務などを)引き継ぐ．
;bVo～ ¯khur `len責任を持つ．T<Io;bVo～ ´gänkuu

`len責任を負う．T<Io～ ´gän `len責任を取る．責
任を持つ．)TZo～ `tsii `len (仕事や任務を) 引き継
ぐ．受け取る．
11．(権力を)掌握する，取る．(独立を)勝ち取る．
HL=o?o～ ¯ongca `len権力を掌握する．権力を取る．
V=oLNIo～ ´rangtsän `len独立する．
12．(歌を) 歌う． <\@d o2]o～ ¯kyolu `len 哀歌を歌う．
2]o～ ¯lu `len 歌を歌う．<^+=o2]o～ ´trumlu `len ケサ
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ル王物語に出てくる歌謡を歌う．TLDd<o2]o～ ´droolu

`len牧民の歌を歌う．HM<o2]o～ ¯maklu `len軍歌を
歌う．
13．(水を)汲む． ;DdIo?bo～ ¯trhumcu `len井戸水を
汲む．T;?`Wo?bo～ ¯khiicu `len たまり水を汲む．<Ho
?bo～ ´khääcu `len掃除の際の打ち水を汲む．, !<o?bo
～ ´kyukcu `len 川の水を汲む．?boKbHo～ `chupüü

`len 水のお初を汲む．?b o～ ¯chu `len 水を汲む．
TGb=o?bo～ ¯thungcu `len 飲み水を汲む．<N=o?bo～
¯tsangcu `len大河の水を汲む．UbVo?bo～ ´yoocu `len
灌漑用水を汲む．
14．(試験を) する． ;o, !<Zo～ `khakyuu `len 口
述試験をする．, !<Zo\HdHo～ ˆkyuktröö `len 試験を
する．, !<Zo～ ˆkyuu `len 試験をする．=<o, !<Zo
～ ˆngakkyuu `len 口述試験をする．Ù<o, !<Zo～
ˆyikkyuu `len試験をする．
15．(質問を)する． HI`oLo～ ´trhiwa `len質問する．
16．計測する．(重さなどを) 量る．(長さなどを)
測る． G`<oOHo～ `thiktsää `len 測量する．OHo～
`tshää `len (重さなどを)量る．(長さなどを)測る．
17．腹を探る．かまをかける． ;d<oJo～ ¯khokpa

`len腹を探る．かまをかける．;d<oOVHo～ `khoktsöö
`len 腹の中を探る．AMZoOVHo～ ˆnyamtsöö `len 腹
を探る．Td<o～ ˆoo `len腹を探る．
18．(仇討ち，敵討ちを) する． H2FoX o～ ´trasha

`len仕返しをする．復讐する．仇を取る．ZDd<oWIo～
¯soolän `len仇討ちする．

WcIo 2 `len, ´len v. non-vol.
npf. pf. imp.

WcIo WcIo –
`len, ´len `len –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が) 仕上がる．うまく (～に) なる． =Vo～
´ngar `len焼きが入る．<KdIoGd<o～ `töntoo `len収穫
がある．&Vo& d o～ ´tarto `len 砥石で研ぎ上がる．' d o
～ ¯no `len 鋭くなる｛研ぐことによって｝．<NYMoJVo
～ ¯numpar `len 謄写版で刷り上がる．JVo～ ¯par

`len写真が写っている．[o～ ¯ha `lenうまく息が吹
きかかる．

2．(～が) 身に付く． Xo～ ¯sha `len 肉がつく．肥
える．太る．XcHoMdo～ ¯sheemo `len体力がつく．
3．(～の色に) 染まる，染め上がる．(色が) 付く．
MG`=oMHd<o～ `thingtoo `len 紺色に染まる．MHd<o～
ˆdoo `len色が付く．LWoOVZo～ ˆphäätsöö `len羊毛
がよく染まる．OVZoI<o～ `tshöönaa `len 黒い染料
で染め上がる．MOWo;o～ ¯tshääka `len朱色に染ま
る．S`=o<\@o～ ´singkya `lenピンク色に染まる．
4．(艶，光沢が)出る． L1F<o)To～ ¯traktsi `len艶出
しの艶がうまく出る．T@bVo)To～ ´jurtsi `len 靴墨を
塗って光沢が出る．
5．(～の境界を)得る．(～の境界に)生まれる． <\@co
Lo～ ¯kyewa `len 生まれ変わる．M̀oWbZo～ ˆmilüü

`len人間に生まれる．
6．(意識や感覚が)生じる． <Id=o～ ¯noo `len良心
の呵責に心を痛める．V=o<Id=o～ ´rangnoo `len 気
が咎める．
7．理解する． <doLo～ ´khowa `len解釈する．理解
する．分かる．

Wdo 1 ´lo v. non-vol.
npf. pf. imp.

Wdo Wdo –
´lo ´lo –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が) 気に入る． MIToMo～ ¯nama ´lo 嫁を気に入
る．RYZo:o～ ¯püüka ´lo 質が気に入る．\@IoRYZo～
`cänpüü ´lo (貴人が)見本を見て気に入る．LdHo?Zo
～ ˆphööcää ´loチベット服が気に入る．

Wdo 2 ´lo v. non-vol.
npf. pf. imp.

Wdo Wdo –
´lo ´lo –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

＜ Vnpf + Wd o の形で＞ ～できる．～するのが可
能である．～するのが有効である．～する値打ちが
ある． <dIo～ ´khön ´lo 着る値打ちがある．TGb=o
～ `thun ´lo 飲む値打ちがある．So～ ´sa ´lo 食べ
る値打ちがある．食べられる．食べて問題がない．
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LSdo～ ´so ´lo 作る値打ちがある．<dIo～U<oMcHoJo
´khön ˆloyaa ˆmää-pa 着る値打ちのない．～JoM̀o
T6 q< ´lo-pa ˆmintuu.「値打ちがない」

Wd<o 1 ˆloo v. vol.
npf. pf. imp.

Wd<o Wd<o Wd<o
ˆloo ˆloo ˆloo

pres. fut. pt. imp.

[ Wd<o Wd<o Wd<o – ]

1．(～に Wo )帰る，戻る． 9C<oJdo～ ¯cako ˆloo急い
で帰る．I=oWo～ ´nan la ˆloo 家に帰る．I=oWoXVo
,@<o～ ´nan la `shaakyaa ˆloo 家に真っ直ぐ帰る．
KVo～ ¯phaa ˆloo向こうに戻る．
2．仰向きになる． <Io+@Wo～ ´khänkyää ˆloo仰向
きになる．

Wd<o 2 ˆloo v. non-vol.
npf. pf. imp.

Wd<o Wd<o –
ˆloo ˆloo –

pres. fut. pt. imp.

[ Wd<o Wd<o Wd<o – ]

1．(～が)帰る，戻る，出戻りになる．(返事が)返っ
てくる． ;b o1<̂ o～ `khuyuu ˆloo かっこうが飛ん
で帰る．<d o～ ´kho ˆloo 出戻りになる｛離婚で｝．
2. o, !Io～ ´trhakyün ˆloo 遠隔地出身の僧侶が帰る．
0>`VoWIo～ ¯chilän ˆloo返事が返る．8 qoÙ<o～ ˆshuyii

ˆloo手紙が戻る．
2．(～が)倒れる，崩れる，倒壊する，つんのめる．
<\@o～ ¯kya ˆloo壁が倒壊する．;oLbLo～ `khapuu ˆloo
うつ伏せに倒れる．;oZb<o～ `khapsuu ˆloo つんの
める．;=oJo～ ¯khangpa ˆloo 家が倒れる．家が崩
れる．!==o～ ´kyhan ˆloo土壁が倒れる．9K<oH!=cHo～
`takkyee ˆloo 仰向きに倒れる．L)U<ZoFdo～ ¯tsakto

ˆloo 大きな荷物の山が崩れる．V`o～ ´ri ˆloo 山が崩
れる．WMo:o～ ˆlangkaa ˆloo道が崩れる．
3．(～が) 変わる． ;o0>d<Zo～ `khapcoo ˆloo 方向
が変わる．<Hd=oMHd<o～ ˆtongtoo ˆloo 顔色が変わ
る．LVd o～ ¯lo ˆloo 心変わりする．変心する．H1>Vo
Ào～ ¯yarnyi ˆloo 日が短くなる｛夏至のあとに｝．

M̀oZcMZo～ ´misim ˆloo 人心が離反する．OVZo<R`o～
¯tshööshi ˆloo 色彩が変わる．<Rd<Zo～ ˆshoo ˆloo

向きが変わる．<Ubo～ ¯yu ˆloo トルコ石の色が変わ
る．LZMoJo～ ¯sampa ˆloo考えが変わる．
4．(～の状態に)なる． OT<ZoLbLo～ `tshikpuu ˆloo

捻挫する．ZcIo<\@`o～ ¯sintsi ˆlooささくれができる．
5．(～が) 悪くなる，衰える． ;Mo～ `kham ˆloo

嗜好が変わる｛悪阻などで｝．食欲不振になる．
% cI oTLDcW o～ ¯temtree ˆloo 縁起の悪いことが起こ
る．MHd<o～ ˆdoo ˆloo 色が悪くなる．<IMo<X̀Zo～
`namshii ˆloo気候が変わる．気候が悪くなる．'Mo
Jo～ ¯nampa ˆloo 容色が衰える．\@dH oJo～ ¯cöpa

ˆloo 態度が悪くなる．SoAIo～ ´sanyän ˆloo食べら
れない．XoMHd<o～ `shantoo ˆloo肌色が変わる．肌
色が悪くなる．
6．(嫌な気持ちに)なる． Rco～ ´she ˆloo (人間関係，
仕事，問題などに) 嫌気がさす．RcIoJo～ ´shenpa

ˆloo 嫌気がさす．嫌になる．あきる．ZcMZo～ `sem

ˆloo嫌いになる．
7．(～が)逆になる，逆転する，反対になる，ひっく
り返る，裏返る． ;o<F`=o～ ¯khatin ˆloo 上下が逆
さになる．<doV`Mo～ ˆkhurim ˆloo 順序が逆転する．
M<do% `=o～ ´gutin ˆloo 前後が逆になる．上下が逆に
なる．M<do<8 q<o～ ˆgoshuu ˆloo 上下の位置 (秩序)
が逆になる．前後が逆になる．T<doM@b<o～ ˆgomcuu
ˆloo逆になる．,@LoM6 qIo～ ´kyamtün ˆloo裏と表が
逆になる．<F`=oM<do<8 q<o～ ¯nying ˆgoshuu ˆloo 気
が動転する．<IMoZoM<do% `=o～ ¯namsa ´gutin ˆloo

天地がひっくり返る．大騒動になる．R dV o0>d<Zo～
`porcoo ˆloo 方向が反対になる．向きが反対にな
る．0>`I o: o～ ¯chinka ˆloo 逆になる．裏返しにな
る．0>`I o>̀ o～ ¯chinci ˆloo 逆になる．TKDcH o<8q= o～
¯trheeshun ˆloo縦横が反対になる．w]=o～ `lun ˆloo
生後数日して男子が女子に変わる｛民間信仰｝．
8．(～を) 誤る． <do0>d<Zo～ ˆkhocoo ˆloo 聞き方を
誤る．誤解する．<doLo～ ´khowa ˆloo 解釈を誤る．
誤解する．<HMo:o～ ´tamka ˆloo選択を誤る．LZMo
0>d<Zo～ `samcoo ˆloo考え方を誤る．
9．(～が) なくなる，失せる． H=o<o～ ´thangka

ˆloo食欲がなくなる．HHoJo～ ´thäpa ˆloo信仰がな
くなる．
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10．(僧侶，尼僧が)還俗する． 2.oJo～ ´trhapa ˆloo

還俗する．\oIco～ ¯ani ˆloo尼僧が還俗する．

Wd=o 1 ˆlon v. non-vol.
npf. pf. imp.

Wd=o Wd=Zo –
ˆlon ˆlon –

pres. fut. pt. imp.

[ Wd=o Wd=o Wd=Zo – ]

1．(基準の数量に) 達する．(～の数量に) 及ぶ．
足りる． ; o～ ¯kha ˆlon 定数に足りる．2F=Z o
TLdV o～ ´trhangpoo ˆlon 定数に達する．,@Lo;Wo
～ ´kyapkää ˆlon 荷駄が適量に達する．1>c oLoM=oJdo
～ ´chiwa ´mangku ˆlon 数千万に及ぶ．M̀o2F=Zo～
ˆmitran ˆlon 人数に達する．)TZo2F=Zo～ `tsiitran

ˆlon数に達する．OHo～ `tshää ˆlon合格する．基準
に達する．XcoTLLo～ `shenpap ˆlon貸与の家畜から
生産された乳製品が一定量に達する．
2．(～が) 成長して大きくなる． ;?`o0 (<o～ `khitruu

ˆlon 子犬が大きくなる．Jbo2q o～ ¯puku ˆlon 子供が
大きくなる．MPVo0 (<o～ ˆdzotruu ˆlonゾの子供が大
きくなる．9q<oJo～ ¯shukpa ˆlonシュクパが大きく
なる．

Wd=o 2 ˆlon v. non-vol.
npf. pf. imp.

Wd=o Wd=Zo –
ˆlon ˆlon –

pres. fut. pt. imp.

[ Wd=o Wd=o Wd=Zo – ]

失明して目が見えなくなる． M̀<o～ `mii ˆlon 失明
する．

Wd=Zo ☞　W=o 1 (p. 325)，WcIo 1 (p. 328)，Wd=o 1 (p.
331)，Wd=o 2 (p. 331)

WdIo ´lön v. non-vol.
npf. pf. imp.

WdIo WdIo –
´lön ´lön –

pres. fut. pt. imp.

[ WdIo WdIo WdIo – ]

1．(基準に) 達する．(定数に) 達する，足りる． ;o
～ ¯kha ´lön 定数に足りる．T;dWoOHo～ `khöötsää

´lön 沸点に達する．2F=Zo:o～ ´trhangka ´lön数に
達する．2F=ZoOHo～ ˆtrhangtsää ´lön定数に達する．
GdIoOHo～ `thöntsää ´lön生産高が基準に達する．Mo
)o～ ´matsa ´lön資本を取り戻す｛元の額に達する｝．
M̀o2F=Zo～ ˆmitran ´lön人数に達する．HM̀<ZoOHo～
`miktsää ´lön 目標に達する．OHo<R` o～ ¯tshääshi

´lön基準に達する．V`=oOHo～ ˆringtsää ´lön長さの
基準に達する．
2．(試験などに) 合格する．(順位，等級に) 入る．
;o, !<Z o～ `khakyuu ´lön 口述試験に合格する．
, !<Zo\HdHo～ ˆkyuktröö ´lön 試験に合格する．, !<Zo
～ ˆkyuu ´lön 試験に合格する．Ù<oOHo～ ˆyiktsää

´lön 試験に合格する．\=o<̀o～ ¯angki ´lön 等級に
入る．\=o2F=Zo～ `angtran ´lön 等級に入る．\=o
OHo～ `angtsää ´lön順位に入る．合格する．
3．(一定年齢に) 成長する．(身体が) 成長する．
IoOVHo～ ˆnatsöö ´lön 年頃になる．IoZd o～ ´naso

´lön 年頃になる．<Sb<ZoJdo～ ´suku ´lön 大きくな
る．<Sb<ZoOHo～ ˆsuktsää ´lön成長する．ZVdLoWdo～
¯loplo ´lön学齢に達する．
4．(～が) 分かる．(～を) 理解する． ;d< o J o～
¯khokpa ´lön腹の中が分かる．;d<oOVHo～ `khoktsöö
´lön 腹の中が分かる．<F`=oOHo～ `tingtsää ´lön深
さが分かる．V=oOVHo～ ˆrangtsöö ´lön 己の分が分
かる．
5．(目算，推測などが) 当たる． <d oLo～ ´khowa

´lön解釈が当たる．理解できる．理解が及ぶ．AMZo
OVHo～ ˆnyamtsöö ´lön 腹を探り何を考えているか
見当がつく．推測が当たる．予想が当たる．G`< o
OHo～ `thiktsää ´lön 測量通りになる．<Hc=oOVHo～
ˆtengtsöö ´lön 目算が合う．[d=ZoOVHo～ `montsöö

´lön 当てずっぽうの判断が当たる．Oo;o～ ¯tshaka

´lön的に当たる．

WdLo ☞　WLo (p. 326)

WdZo ☞　WZo 1 (p. 327)
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zXk
XHo `shää v. vol.

npf. pf. imp.

XHo, LXHo LXHo XHo
`shää `shää `shää

pres. fut. pt. imp.

[ XHo LXHo LXHo XdHo ]

1．(髪を)梳く．(ブラシを)かける． <\Ho～ ¯tra `shää
髪を梳く．
2．(大根などを)おろす． WoKb<o～ ˆlapuu `shää大
根をおろす．

XVo 1 ¯shaa v. non-vol.
npf. pf. imp.

XVo XVo –
¯shaa ¯shaa –

pres. fut. pt. imp.

[ T?Vo T?Vo XVo – ]

1．(花が)咲く．(つぼみが)ほころびる． <?WoLS=o
McoFd<o～ `kääsan ˆmetoo ¯shaaセンジュギクが咲く．
2qVo1qMoMcoFd<o～ ´khurkum ˆmetoo ¯shaa 紅花が咲
く．2FcZoMoMcoFd<o～ ´trheema ˆmetoo ¯shaaネジアヤ
メの花が咲く．,@oZcT`oMcoFd<o～ ´kyasää ˆmetoo ¯shaa
バラの花が咲く．<ĤdW oMoMc oFd<o～ ´trööma ˆmetoo

¯shaaストックが咲く．G<oT<ĤoMcoFd<o～ `thakkyüü
ˆmetoo ¯shaa 朝顔が咲く．G`Tbo～ ¯thiu ¯shaa つぼ
みがほころびる．JHoMo～ ¯pääma ¯shaa蓮の花が咲
く．T1 (<oMcoFd<o～ ˆdruu ˆmetoo ¯shaa ハナトラノ
オが咲く．McoFd<oGdVoGdVo～ ˆmetoo ¯thotoo ¯shaa 花
がちらほら咲く．McoFd<o～ ˆmetoo ¯shaa 花が咲く．
Vd=o<ZWoMcoFd<o～ ´rongsää ˆmetoo ¯shaa ロンセー
メトーが咲く．ZcVo>Io～ ¯sercän ¯shaaマリーゴー
ルドが咲く．[oWdo～ ¯halo ¯shaa立ち葵が咲く．
2．(穂が) 出る．(おしべが) できる． <Fc o I< o～
`nyenaa ¯shaa 黒穂病にかかって黒くなった麦の
穂が出る．<Fc oMo～ ¯nyima ¯shaa 穂が出る．T1 ( o<Fc o
～ ´drunye ¯shaa麦の穂が出る．ScTboT1 (o～ ´sentru

¯shaaおしべができる．
3．(日，月，星，虹などが) 出る．(日，光が) 差す．

(雲が) 現れる． <?VoMo～ ¯kaama ¯shaa 星が出る．
T@To～ ´ja ¯shaa虹が出る．ÀoMo～ ´nyima ¯shaa日
が出る．\H`IoLS=o～ `trinsan ¯shaa 白い雲が出る．
1>=o<?VoRYIoL6 qIo～ ´changkaa ¯püntün ¯shaa北斗七
星が出る．SVoH:Vo～ ´dakaa ¯shaa 満月が出る．月
の光が差す．SVoLo～ ´dawa ¯shaa 月が出る．月が
昇る．
4．(時期に) なる．(年が) 明ける． H2qI o ; o～
´kunka ¯shaa冬になる．<KdIo:o～ ¯tönka ¯shaa秋に
なる．GdoVc=Zo～ `thoran ¯shaa暁になる．6 qZoVLZo
<ZVoJo～ ˆthüürap ¯saapa ¯shaa 新しい時代にな
る．IMo6 qZo～ ˆnamtüü ¯shaa季節になる．<IMoWdo
～ ¯namlo ¯shaa年が明ける．H/>`Ho:o～ ¯ciika ¯shaa
春になる．H1>Vo;o～ ¯yaaka ¯shaa夏になる．WdoT<do
～ ´lonko ¯shaa元旦になる．
5．(チャンスが) 訪れる．(時機が) 来る． <do<?LZo
～ ˆkhokap ¯shaa チャンスが来る．6 qZ o<?LZ o～
ˆthüükap ¯shaa時機が来る．
6．(吹き出物が) 出る．(しらくもに) なる． GdVoJo
～ ¯thoopa ¯shaa 吹き出物が出る．Mco9Cc oT;dVoWdo～
´mece ¯kholo ¯shaaしらくもになる．
7．(～の考えを) 思い付く．心に浮かぶ． T?Vo<N=o
～ ¯chaanan ¯shaa想像する．思い出す．<I<oZcMZo
～ `naksem ¯shaa意地悪を思い付く．[d=ZoT?Vo～
¯mongcaa ¯shaa愚見を思い付く．
8．(印象を)持つ．(～の感じが)する．(～の気に)な
る． <\@`Ho<N=o～ ¯kimnan ¯shaa楽しげな感じがする．
T< (Wo<N=o～ ¯trhüünan ¯shaa 幻覚が現れる．MGd=o
<N=o～ ¯thongnan ¯shaa 印象を持つ．MGd= oOVVo～
¯thongtsoo ¯shaa印象を持つ．1>cHoTHdHo～ ˆchentöö
¯shaaしたくなる．OVVo<N=o～ ¯tshoonan ¯shaa感じ
がする．
9．(～の状態に) なる． \Hc oHo～ ¯treta ¯shaa 穂の中
身が空になる．黒穂病が出る．Mbo<co～ ´muki ¯shaa

飢饉になる．
10．(現象が) 現れる．(～が)日の目を見る． L<KIo
Jo～ ¯tänpa ¯shaa仏陀の教えが日の目を見る．L<o
?<Zo～ ˆphakcaa ¯shaa前世からの習性や前世の行
いの習性が蘇る．

XVo 2 ☞　T?Vo 1 (p. 160)
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X`o 1 ¯shi v. non-vol.
npf. pf. imp.

X̀o X̀o –
¯shi ¯shi –

pres. fut. pt. imp.

[ T?̀o T?̀o X̀o – ]

hon.　☞　2Fd=Zo (p. 112)，<Xc<Zo (p. 339)
1．(～が)死ぬ，事切れる． ;oOT<o2F<oWd=oMcHoJVo～
`khatsii ´trhaalon ˆmää-paa ¯shi口をきく暇もなく
死ぬ．2Vd oLbVoGdLo,@<o～ ¯lopur `thopkyaa ¯shi 急に
死ぬ．GdLo;=<o<do;=<o～ `thopkyaa ˆkhokyaa ¯shi突
然死ぬ．MGToMo～ ¯thama ¯shiとうとう死ぬ．Mo～
JVoL<MHo ¯mashi-paa ˆtää 死なずに生きている．Mo
～No1>cHo ¯mashi-tse ´che やっと生き延びる．～T2Fdo
¯shi ´dro死んでいく．～<F`=oTHdHo ¯shinyin ˆdöö死
にそうになる．Zo<IZoZoGd<o;doVo～ `sanää `satoo

¯khora ¯shi 即死する．<ZdH o.W=oTd< oWo～ `söötun

ˆoo la ¯shi なぶり殺しにされる．Mo～<d=oWo ¯mashi
´khon la 死ぬ前に．Mo～LVo6 q o ¯mashi patoo 死ぬ
まで．～;oWoMdVo ¯shika ¯hlamoo 死ぬ間際に．～
;<oJdo ¯shi ¯khako 容易に死なない．～?d<o?d<o ¯shi
`choocoo今にも死にそうな．
2．(火や電気などが) 消える． 2Vd<o～ `loo ¯shi 電
気が消える．<NYMoL8 qo～ ¯numshu ¯shiランプが消え
る．HJWoTLVo～ ¯pänpaa ¯shi松明が消える．MboS`o
～ ´musi ¯shi マッチが消える．Mco～ ´me ¯shi 火が
消える．L8 qoMVo～ ´shumaa ¯shi灯火が消える．灯
りが消える．U=oW"o～ ´yanglaa ¯shi ろうそくが消
える．WcoBVo～ ´letaa ¯shi ライターの火が消える．
LZ=o～ `san ¯shi薫香の火が消える．
3．(暖房が)止まる． Oo2Vd<o～ `tshaloo ¯shi暖房が
止まる．
4．(怒りなどが) 収まる，失せる． ZcMZo～ `sem

¯shi怒りが収まる．意欲が失せる．
5．(ミルク，ヨーグルトなどが) 腐る． Rdo～ ´sho

¯shi ヨーグルトが腐る．ヨーグルトが駄目になる．
TdoMo～ ´oma ¯shiミルクが腐る．
6．(～が)凝固する． HVoLo～ ´thara ¯shiバターミ
ルクが凝固する．
7．(花などが)枯れる． McoFd<o～ ˆmetoo ¯shi花が枯

れる．
8．(力が)なくなる． M@co～ ´je ¯shi陰茎の力がなく
なる．
9．死ぬほど疲れる．
10．(～で <̀Zo ) つらい思いをする，苦しむ． KD<o
Hd<o<̀Zo～ `trhatoo ki ¯shi嫉妬心に悶える．

X`o 2 ¯shi v. vol.
npf. pf. imp.

X̀o X̀o X̀o
¯shi ¯shi ¯shi

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

死ぬ｛自発的に死ぬことや死に場所を選ぶことを指
して｝． =o,@o<VoWo～<̀oÙIn ´nga ´kyakaa la ¯shiki
´yin.「私はインドで死ぬつもりです」｛余所の国で
死ぬつもりはありません｝．=Zo,@Wo;Lo<̀oHdIoH<oWo
～<̀oÙIn ˆngää ˆkyääkap ki ˆthöntaa la ¯shiki ´yin.
「私は国のために死にます」

X`<o ☞　LX̀<o (p. 342)

9 q<o `shuu v. vol.
npf. pf. imp.

9q<o, L9q<o L9q<Zo 9q<Zo
`shuu `shuu `shuu

pres. fut. pt. imp.

[ 9q<o L9q<o L9q<Zo 9q<Zo ]

(～を) 渡す，手渡す，譲り渡す，引き渡す． H:Vo
UdWo～ ¯kayöö `shuu 茶碗を渡す．>oW<o～ `calaa

`shuu品物を渡す．?boOVHo～ `chotsöö `shuu時計を
渡す．@oHMo～ ´chatam `shuu 魔法瓶を渡す．<MdHo
;=o～ ´töökan `shuu住宅を譲り渡す．

9 q<Zo ☞　9q<o (p. 333)

9 qMZo ☞　L9qMo (p. 342)

9 qVo ☞　L9qVo (p. 343)

9 qZo ☞　L9qo (p. 342)

XcVo ¯sher v. vol.
npf. pf. imp.

XcVo, LXcVo LXcVo XcVo
¯sher, ¯shee ¯sher, ¯shee ¯sher, ¯shee

X
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pres. fut. pt. imp.

[ XcVo LXcVo LXcVo XcVo ]

1．(～を)調査する，調べる，検査する，審査する．
H=dZoJdo～ ¯ngööpo ¯sher 品物を調べる．ÀIoHcLo～
ˆnyintep ¯shee 日誌を調べる．HdoJdo～ ´thopo ¯sher

荷物を調べる．<ITo*Zo～ `natsää ¯sher 古い文物
を審査する．J"oZco～ ¯paase ¯sher 切符を検査する．
RYZoOHo～ `püütsää ¯sher品質を検査する．M̀=oGdo～
´mingto ¯sher 名簿を調べる．U<oAcZo～ ˆyaanyee

¯sher善し悪しを調べる．WZo:o～ ´lääka ¯sher仕事
を調べる．Wdo;MZo～ ˆlonkam ¯sher年齢を調べる．
2．(～を) 数える，点呼する．(数を) 調べる． ;o
2F=Z o～ `khatran ¯sher 数量を調べる．GcM o J o
～ ¯thempa ¯sher 居住者数を調べる．M̀ o2F=Zo～
ˆmitran ¯sher人口を調査する．)TZo～ `tsii ¯sher数
を調べる．ZVdLo2. oLo～ `laptraa ¯sher 学生を点呼す
る．\=o2F=Zo～ `angtran ¯sher 数える．数を調べ
る．数値を調べる．

XcZo * `shen v. non-vol.
npf. pf. imp.

XcZo XcZo –
`shen `shen –

pres. fut. pt. imp.

[ XcZo XcZo XcZo – ]

hon.　☞　M;?cIo (p. 95)
1．(～は <̀Zo / ø ～を)知っている，理解する，心得
る，覚える．(～は <̀Zo / ø～が)分かる． H:To=Wo～
¯kangää `shen苦労を知る．;D`MZoWb<Zo～ `trhimluu
`shen法規を理解する．<=o<o～ ´kanka `shen全て
知る．<doHdIo～ ´khotön `shen意味を理解する．=do～
´ngo `shen顔を知っている．知り合いである．知り
合いになる．見分けがつく．IoZo～ ´nasa `shen 病
んでいる所が分かる．<IZoObWo～ ¯näätsüü `shen

事情が分かる．'MoT!V̂o～ ¯namkyuu `shen 態度
が分かる．1>o\@dHo～ ˆchacöö `shen 振る舞いを心得
る．HM=Zo<RZo～ `mangshää `shen民謡を覚える．
U<oJdo～ ´yako `shenよく分かる．WMo:o～ ˆlankaa

`shen道が分かる．<Z=oLo～ ¯sangwa `shen秘密を
知る．\oWoJoWo～ ¯ala ¯pala `shen いい加減に理解
する．～LR`Io6 qo `shen ´shin-tu分かっていながら．

2．＜ Vnpf - <K=Zo / GLZo / Wb<Zo / ObWo + XcZo の
形で＞ (～は <̀Zo / ø ～仕方を)知っている，わきま
えている． IoObWo～ ´natsüü `shen 病状が分かる．
1>cHo<K=Zo～ ˆchetan `shenやり方をわきまえている．
1>cHoGLZo～ ˆchetap `shen やり方を知っている．LD` o
ObWo～ ´trhitsüü `shen書き方を知っている．LD`oWb<Zo
～ ˆtrhiluu `shen 書き方を知っている．X̀o<K=Zo～
`shitan `shen死に方をわきまえている．
3．(～は <̀Zo / ø 言葉が) できる，分かる．(～の言
葉を)覚える，知っている． :o;o～ ¯kaka `shen チ
ベット文字を覚える．チベット文字が分かる．<?Ho
Ù<o～ `kääyii `shen話し言葉と書き言葉をを知って
いる．<?Ho～ `kää `shen話し言葉ができる．LdHo<?Ho
～ ˆphöökää `shen チベット語ができる．チベット
語を覚える．Ùo<co～ ´yiki `shen 文字が分かる．文
字の読み書きができる．読み書きができる．UbWo<?Ho
～ ˆyüükää `shen方言が分かる．Zd<o<?Ho～ `sookää
`shen モンゴル語を覚える．モンゴル語ができる．
;o<?Ho;o+@=oMo<Fd<ZoÙo<co>̀oH<o～<̀oM̀oT6 q< `khakää
¯khakyan ˆmatoo ´yiki `citaa ¯shenki ˆmintuu.「話
し言葉だけで文字など知らない」
4．＜ Vnpf + XcZo の形で＞ (～は <̀Zo / ø ～するこ
とが)できる．(～は <̀Zo / ø～する方法を)知ってい
る． <?YVo～ ¯kuu `shen 託送することができる．託
送方法を知っている．T2Fdo～ ´dro `shen行くことが
できる．行き方を知っている．1>cHo～ ´che `shen す
ることができる．する方法を知っている．XdHoMo～
Jo `shöö `mashen-pa言いようがない．

Xd<o ☞　Ud=o 1 (p. 314)

Xd=o * `shom v. non-vol.
npf. pf. imp.

Xd=o Xd=o –
`shom `shom –

pres. fut. pt. imp.

[ Xd=o Xd=o Xd=o – ]

(～が～に I=oWo )入る，収容できる，収まる． HdZo
;=oI=oWoHdoJdo～ ´thöökan ´nan la ´thopo `shom倉
庫に荷物が収まる．MdoBT`oI=oWoM̀o～ ´moträä ´nan la
´mi `shom 車に人が入りきる．*T=oI=oWo?bo～ ´tsin

´nan la ¯chu `shom池に水が入る．Wb<oO=oI=oWoWb<o
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～ ´luktsan ´nan la ˆluu `shom羊小屋に羊が収容で
きる．

Xd=Zo ☞　LX=o (p. 339)

XdHo ☞　XHo (p. 332)，LXHo 1 (p. 340)

XdMZo ☞　LXMo (p. 340)

XdVo ¯shoo v. non-vol.
npf. pf. imp.

XdVo XdVo –
¯shoo ¯shoo –

pres. fut. pt. imp.

[ T?dVo T?dVo XdVo – ]

1．(～を) 失う．(～が) 失われる，なくなる． +WLo
L;=<o～ `kupkyaa ¯shoo 席がなくなる．職を失う．
;DdMoZo～ ¯trhomsa ¯shoo 市場の縄張りを失う．<do
<?LZo～ ˆkhokap ¯shoo チャンスを失う．7 qZoJo～
´nüpa ¯shoo 効力が失われる．L<oSdIo～ ´phaksön

¯shoo 警戒心を失う．LDd oLo～ ´trhoo ¯shoo 味がな
くなる．LVd o<KdLZo～ `lotop ¯shoo 気力がなくなる．
HL= o? o～ ¯ongca ¯shoo 権力を失う．HM< oZ o～
¯maksa ¯shoo 陣地を失う．Ud=oTLLo～ ˆyongpap

¯shoo 収入がなくなる．<U=o～ ¯yan ¯shoo 福運
がなくなる．V=oLNIo～ ´rangtsän ¯shoo 独立を
失う．WZo:o～ ´lääka ¯shoo 仕事を失う．XoXcHo～
`shapshee ¯shoo 痩せる．XcHoMdo～ ¯sheemo ¯shoo

体力がなくなる．ZcMZo9q<Zo～ `semshuu ¯shoo 意
欲を失う．ZD`H oHL=o～ ¯siwan ¯shoo 政権を失う．
ZDd<o～ `soo ¯shoo命を失う．
2．(～に) 負ける．(～が) 負ける． ; o M?b o～
¯khamcu ¯shoo ➀訴訟に負ける．➁訴訟になる．
,@I o～ ´kyän ¯shoo 賭けに負ける．MGV o Gb< o～
`thartuu ¯shoo 最終的に負ける．LHcIoJo～ ´tänpa

¯shoo (裁判で) 真実が負ける．M" o>=o～ ´maacan

¯shoo麻雀に負ける．HM<o～ `maa ¯shoo ➀戦争に
負ける．➁戦争になる．X<Zo～ `shaa ¯shoo 歌の
掛け合いに負ける．～XdVoJVoL<MHo ¯shooshoo-paa
ˆtää 負け続ける．9ZoHM<o～ `hlamaa ¯shoo 神々の
軍勢が負ける．
3．(～に)なる，なってしまう． ;oM?bo～ ¯khamcu

¯shoo ➀訴訟に負ける．➁訴訟になる．<=Zo&̀Lo

Td< o W o～ ˆkhangtip ˆoo la ¯shoo 雪崩の下敷き
になる．2F`L o～ ˆtrhip ¯shoo けがれる．?b o<\@dI o～
¯chukyön ¯shoo 水害になる．?b o VbH o～ `churüü

¯shoo 山崩れが広がる．GI o <\@dI o～ ¯thänkyön

¯shoo かんばつによる災害が起こる．Kb<Zo<\@dI o～
¯phukkyön ¯shoo禍根が残る．後遺症が残る．Kd<o
Gb< o～ `phootuu ¯shoo 中傷になる．激怒させる
ことになる．0>`V oT!==o～ `chinkyan ¯shoo 延期に
なる．TKDd o LwV< o～ `trhoolaa ¯shoo 無駄になる．
TKDd<oVcZo～ `phooree ¯shoo 奪い合いになる．1>Zo
AcZo～ ˆchäänyee ¯shoo 過ちになる．HM<o～ `maa

¯shoo ➀戦争に負ける．➁戦争になる．OT<ZoLbLo
～ `tshikpuu ¯shoo捻挫する．TO=o<o～ ¯tshangka

¯shoo 混雑しているところに行き合わせる．TPT=o
XVo～ ´dzingshaa ¯shoo取っ組み合いになる．TPVLo
TPVLo～ ˆdzoptsoo ¯shoo大盛りになる．ZcMZoWoV`=o
Gb=o～ `sem la ´ringtun ¯shoo気が合わなくなる．
4．つい～してしまう．つい～になってしまう．
;DcWo<Ho～ `trheekää ¯shoo 思わず冷笑する．H<To
=b o～ ´kangu ¯shoo うれし泣きする．,@<o<FMo～
´kyaktam ¯shoo うっかり皮肉を言う．<AYWo<\@dH o～
ˆkukyoo ¯shoo 動いてしまう．Gc oOVMo～ ¯thetsom

¯shoo 思わず心配になる．MGd=oTPVWo～ ¯thongtsöö

¯shoo見間違いをする．0>d<Zo9ZZ=o～ `choolun ¯shoo
思わず身びいきする．TK<oTO<o～ `phaktsaa ¯shoo
思わず跳びはねる．TKDcHoAWo～ ¯trheenyää ¯shoo横
ざまに寝る｛うっかり｝．M̀Ho<V̂o～ ´mikkyuu ¯shoo
うっかり丸呑みする．HMToTLcLZo～ `manpee ¯shoo
軽蔑してしまう．)TZoIdVo～ ¯tsiinoo ¯shoo計算上の
誤りをする｛うっかり｝．RWo<Ho～ ˆshääkää ˆshoo

笑ってしまう．<Zc<oHIZo～ `sakträä ¯shooうっかり
斜めに切る．
5．(押さえていたものが) 出る，出てしまう，溢れ
る，漏れる． <\!< oJ o～ ¯kyukpa ¯shoo げろが出
る．; o?b o～ ¯khacu ¯shoo 思わずよだれが出る．
T2FMo?bo～ ´dramcu ¯shooよだれが出る．OWWoI<o～
`ngüünaa ¯shoo 汗が出る．M?̀oMo～ ¯chima ¯shoo

涙を流す．9E<ZoHLb<Zo～ ˆjaauu ¯shoo 息が漏れ
る．%Z<oHI` o～ ¯tuuri ¯shoo おならが出る．<No;D<o～
`natraa ¯shoo鼻血が出る．<No?bo～ ¯nacu ¯shoo鼻水
が出る．HLb<ZoV`=o～ `uurin ¯shoo ため息が出る．
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M̀<o?bo～ ¯mikcu ¯shoo涙が出る．[Lo<kH`Ho～ ¯haptri

¯shoo くしゃみが出る．\o<Kd=o～ ¯aaton ¯shoo あく
びが出る．
6．(～が)襲う．(～に)襲われる．(～が)襲いかかっ
てくる． ;?`o～ ¯khi ¯shoo ➀犬が綱から放れて襲い
かかる．➁犬が逃げる．@<o< ô～ ´chakkyu ¯shoo

➀盗賊の集団に襲われる．➁盗賊の集団が逃げる．
@<oJo～ ´chakpa ¯shoo ➀強盗に襲われる．➁強
盗が逃げる．MGcLoHIZo～ `thepträä ¯shooすられる．
THd<Zo;?` o～ ´dooki ¯shoo ➀番犬が襲いかかる．➁

番犬が縛られた縄から逃げる．\@=o:̀ o～ ¯cangku

¯shoo 狼に襲われる．TKVoLo～ ¯phara ¯shoo 豹が
襲う．<S`<o～ ˆsii ¯shoo ➀豹に襲われる．➁豹が
逃げる．V`oR̀Mo～ ´rishim ¯shoo山猫が襲う．ZDcoMd=o
～ ¯tremoo ¯shooいたちが襲う．
7．(～を) 取り逃がす．(～に) 逃げられる．(～が)
逃げる． ;WoMo～ ¯khääma ¯shoo 荷駄運搬用の家
畜が逃げる．;?`o～ ¯khi ¯shoo➀犬が綱から放れて襲
いかかる．➁犬が逃げる．@<o<ô～ ´chakkyu ¯shoo
➀盗賊の集団に襲われる．➁盗賊の集団が逃げる．
@<oJo～ ´chakpa ¯shoo ➀強盗に襲われる．➁強
盗が逃げる．THd<Zo;?` o～ ´dooki ¯shoo ➀番犬が襲
いかかる．➁番犬が縛られた縄から逃げる．I<o
>Io～ ´nakcän ¯shoo 犯人に逃げられる．<S`<o～
ˆsii ¯shoo➀豹に襲われる．➁豹が逃げる．<U<o～
`yaa ¯shooヤクが逃げる．ZD`IoJdo～ ¯sinpu ¯shoo魔
物が逃げる．
8．(家畜が人手を離れて) 勝手に交尾してしまう．
2V=o<d<o～ `langkoo ¯shoo 牡牛が逃げる．牡牛が
飼い主の意向に関係無く牝牛と交尾する．Ko2V=o～
¯phalan ¯shoo種牛が自分で交尾する｛飼い主が望ま
ないときに人手によらずに｝．Ko%o～ ¯phata ¯shoo

種馬が自分で交尾する｛飼い主が望まないときに人
手によらずに｝．KoUIo～ ¯phayän ¯shoo ほっつき
歩いて牡が牝と交尾する．Ko～ ¯pha ¯shoo 牡が自
分で交尾する｛飼い主が望まないときに人手によら
ずに｝．VoGb<o～ ˆraptuu ¯shoo種山羊が逃げる．種
山羊が勝手に牝山羊と交尾する．V`oH|<Zo～ ˆritaa

¯shoo 野生の草食動物が逃げる．野生の草食動物が
出て荒す｛畑などを｝．
9．(泥棒に) 入られる． +WIoMo～ `kumaa ¯shoo 泥

棒に入られる．泥棒が逃げる．+WIoMo～AcIo `kumaa
¯shoonyen泥棒に入られる危険．
10．(疲労のあまりため息が) 出る． HLb<Zo～ `uu

¯shoo疲労こんぱいする．
11．(～に) 中る，中毒する． 6 q<owV=Zo～ ˆthuklan

¯shoo 毒ガスに中る．6 q< o～ ˆthuu ¯shoo 毒に中
る．SoAcZo～ ˆsanyee ¯shoo 食中りする．SZo2F`L o
～ ˆsäätrip ¯shoo 食中りする．SZo6 q<o～ ˆsäätuu

¯shoo食中りになる．
12．失火する． Mco～ ´me ¯shoo 失火する．火事に
なる．
13．(面子を) 失う． LSdo9Ko～ ´sopta ¯shoo 負けて
面子がつぶれる．
14．(かびが)生える． ZbVo～ ¯suu ¯shoo (バターに)
かびが生える．
15．(～に) 抜かれる，追い越される． <d= oW o～
´khon la ¯shoo先を越される．追い越される．
16．(～が)抜ける． G`MoLbo～ ¯thimpu ¯shoo栓が抜
ける．Kbo～ ¯phu ¯shoo空気が抜ける．
17．(～が) 入ってしまう． 9ZHo<\@dI o～ ¯hlääkyön

¯shoo不純物が入る．
18．(心を) 奪われる．惚れる．気を取られる．
Gb<ZoZcMZo～ `thuusem ¯shoo 心を奪われる．'Mo
<Uc=oWo～ `namyen la ¯shoo やるべきことをおろ
そかにして他のことに気を取られる．ZcMZ oJo～
¯sempa ¯shoo惚れる．ZcMZo～ `sem ¯shoo惚れる．
心が引かれる．うらやましくなる．
19．(～が水に Wo )流される． 2)o～ ´trhu ¯shoo船
が流される．?boWo～ ¯chu la ¯shoo 水に流される．
水中に落ちる．
20．(～が) 流れ出る．(洪水に) なる． ?b oWd< o～
`chuloo ¯shoo 洪水になる．?bo～ ¯chu ¯shoo 水が
流れ出る．TdHoJo～ ´ööpa ¯shoo鉄砲水が出る．UbVo
?bo～ ´yoocu ¯shoo灌漑用水が流れ去る．
21．(子供を)流産する． Jbo2qo～ ¯puku ¯shoo 子供
を流産する．K<o0 (<o～ `phaktruu ¯shoo 豚の子が
逃げる．豚の子を流産する．
22．(大小便を)漏らす． <\@<oJo～ ¯kyakpa ¯shoo大
便を漏らす．<\@<oJo～2FLZo1>cHo ¯kyakpa ¯shootroo
´che大便を漏らしそうになる．緊張の頂点まで頑張
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る．<>̀IoJo～ ¯cinpa ¯shoo 小便を漏らす．<>̀IoJo
～2FLZo1>cHo ¯cinpa ¯shootroo ´che 小便を漏らしそ
うになる．8F=oMo～ ¯nyangma ¯shoo 下痢便を漏ら
す．G`<oWco～ ¯thikli ¯shoo精液を漏らす．射精する．
LNV<o<>̀Io～ ¯tsokcin ¯shoo 大便と小便を漏らす．
LNV<oJo～ ¯tsokpa ¯shoo 大便を漏らす．LNV<oJo～
2FLZo1>cHo ¯tsokpa ¯shootroo ´che大便を漏らしそう
になる．
23．(水，電気などが) 漏れる． 2Vd<o～ `loo ¯shoo

漏電する．wV=ZoJo～ ¯langpa ¯shoo 蒸気が漏れる．
w]=o～ ¯lun ¯shoo空気が抜ける．
24．(秘密が) 漏れる． 1>o～ ´cha ¯shoo 秘密が漏
れる．<Z=o,@o～ ¯sangkya ¯shoo極秘のことが漏れ
る．<Z=o<FMo～ ¯sangtam ¯shoo 秘密の話が漏れ
る．<Z=oL&o～ ¯sangta ¯shoo秘密の指令が漏れる．
<Z=oLo～ ¯sangwa ¯shoo秘密が漏れる．
25．(口を) 滑らせる．言ってしまう． <?H o? o～
¯käca ¯shoo うっかりしゃべる．口を滑らせる．;o
～ ¯kha ¯shoo口が滑る．失言する．暴発する．暴走
する．脱線する．うっかりタブーを破る．OT<o<\@dIo～
¯tshikkyön ¯shoo失言する．OT<o=Io～ ¯tshingngän
¯shoo 口を滑らして悪口雑言を言う．OT< o) o～
¯tshiktsa ¯shoo 言葉尻を捕えられるような失言を
する．
26．声を上げる．思わず言ってしまう． <?Ho=Io～
¯käängän ¯shoo 悲鳴を上げる．愚痴を言う．<?Ho
Wd<o～ `kääloo ¯shoo思わず大声になる．<?Ho～ `kää
¯shoo 音をあげる．=bo<?Ho～ ˆngukää ¯shoo 泣き声
を漏らす．<>d=o<?Ho～ `congkää ¯shoo うめき声が
漏れる．9Cco<?Ho～ `cekää ¯shoo舌足らずな発音をし
てしまう．9Kd<Zo<?Ho～ `tookää ¯shoo お腹が空いた
と喚いてしまう．<MY<o<?Ho～ ˆtukää ¯shoo 音を上げ
る．<No<?Ho～ `nakää ¯shoo 鼻声が思わず出る．KWo
<?Ho～ `phääkää ¯shoo 敬語のない言葉が出てしま
う．Qo<?Ho～ ˆwokää ¯shoo 甲高い叫び声を挙げる．
驚いて叫ぶ．X̀o<?Ho～ `shikää ¯shoo断末魔の声を上
げる．
27．(手や足を)滑らせる．(手や足が)滑る．滑って
転ぶ． !=oTHIcHo～ `kangtree ¯shoo 足を滑らせる．
!=oJo～ ¯kangpa ¯shoo 足を滑らせる．足をとられ
る．T;?<ZoTHIcHo～ `kyhangtree ¯shoo氷の上で滑っ

て転ぶ．THIcHoL&Lo～ ´dritaa ¯shoo滑る．滑って転
倒する．滑って転がる．0><o～ `chaa ¯shoo 手が滑
る．手が逸れる．W<oJo～ ´lakpa ¯shoo手が滑る．
28．(詐欺に) 引っかかる． ;oLZ]Zo～ `khaplüü

¯shoo詐欺に引っかかる．
29．(～が) 外れる，抜ける，ずれる．(～を) 外して
しまう． <\@oLo～ ¯kyaa ¯shoo 櫓が手から外れる．
NZo～ `nyää ¯shoo枕が外れる．9M`=oMHTo～ ´dingta

¯shooぱちんこの玉がそれる．K=o～ ¯phang ¯shoo

紡ぎ車が手から外れる．TKDcHoWo～ `trhee la ¯shoo横
に逸れる．Oo;o～ ¯tshaka ¯shoo的が外れる．UdLo～
ˆyap ¯shoo鐙から足が抜ける．ZDLoMHTo～ ¯tramta

¯shoo手綱が手から外れる．
30．(～に) 差が出る，差がつく，ばらつきが出る，
むらが出る，片寄りが出る．(～が) 不揃いになる．
<VoWdZo～ ˆkhaalöö ¯shoo 濃淡にむらが出る．<d o
<IZoMGdoHMIo～ ˆkhonää ¯thöömän ¯shoo地位に上
下の差が出る．No% `=o～ ¯ngantin ¯shoo (到着の順番
などが)前後してしまう．?co?b=o～ ¯checun ¯shoo大
きさにばらつきが出る．9MLo～ ˆdap ¯shoo倍の差が
出る．M=o3[=o～ ´mangnyun ¯shoo数量の配分が片
寄る．HMVoWdZo～ `maalöö ¯shoo赤みの程度の違い
が出る．)T=oWdZo～ `tsinglöö ¯shoo 粒の大きさが不
揃いになる．)WLoWdZo～ `tsuplöö ¯shoo 粗密の度合
に差が出る．V`=oGb=o～ ´ringtun ¯shoo 長短の差が
出る．
31．眠り込んでしまう． <A=oV`WoWo<ÀHo～ ´kangrii

la `nyii ¯shoo 着たまま眠り込む．<ÀH o～ `nyii

¯shoo 寝過ごす．9Kd<Z o<ÀH o～ `toonyii ¯shoo 空
腹のため眠り込む．Rd<ZoAWo～ ´shoonyää ¯shoo

朝寝坊する．Rd<Zo<ÀHo～ ˆshoonyii ¯shoo 朝寝坊
する．
32．別れる．離れる． <Kc=oTd<o～ `teng’oo ¯shoo上
と下に別れる．<Kc=oXdHo～ `tengshöö ¯shoo上と下に
別れる．KboMHTo～ ¯phunta ¯shoo 上手と下手に離
れている．KboMHdo～ ¯phunto ¯shoo 上手と下手に離
れている．0>d<ZoT<Wo～ ¯chongkää ¯shoo離反にな
る．離反に当たる．1>MZoJo～ ´champa ¯shoo 恋人
が離れる．
33．～する羽目になる．～せざるを得なくなる．
L<d o LXT o～ ´kosha ¯shoo 分配する羽目になる．
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9Kd<ZoL1FcZ o～ `toktree ¯shoo 飢えと渇きに苦しめ
られる羽目になる．MIT o～ ¯na ¯shoo 誓いを立
てる羽目になる．0>cHo?<o～ `checaa ¯shoo 半額の
返済免除をせざるを得なくなる．0>d<Z oT;?MZo～
`chongkyam ¯shoo放浪する羽目になる．
34．(～が) うまく行かなくなる． T2Fd o<K=Z o～
ˆdrotan ¯shoo 生計が立たなくなる．?̀LZoT2FdZo～
`chimtröö ¯shoo側対歩ができなくなる．
35．(～が) 止まらなくなる． !=o<AoV`o～ ¯kan-kari

¯shoo自転車が止まらなくなる．
36．(堤防などが) 壊れる，崩れる，決壊する． !o
～ ¯ka ¯shoo取水堰が崩れる．?boMPVHo～ `chuntsöö

¯shooダムが決壊する．?boV<Zo～ `churaa ¯shoo堤
防が流される．堤防が壊れる．*T=o～ ´tsing ¯shoo

池の水が溢れて池が壊れる．V<Zo;o～ ´raaka ¯shoo
堤防が決壊する．V<Zo～ ˆraa ¯shoo 堤防が決壊
する．
37．(ひびが)入る，できる． <Zo< (LZo～ ˆkhääsup

¯shoo ひび割れる．ZcVo:o～ ¯seka ¯shoo ひびが入
る．< (LZo～ `sup ¯shooひびが入る．
38．(～が) 悪くなる．(色などが) あせる．(視力な
どが)落ちる． <Hd=oMHd<o～ ˆtongtoo ¯shoo顔色が
悪くなる．<Hd=oV`Zo～ ˆtongrii ¯shoo 顔つきが悪く
なる．MHd<o;o～ ´dooka ¯shoo色が悪くなる．MHd<o
～ ˆdoo ¯shoo 色が悪くなる．0>` oAMZo～ `chinyam

¯shoo外見が悪くなる．M̀<o9q<Zo～ `mikshuu ¯shoo
視力が落ちる．McoFd<oMHd<o～ ˆmetoo ˆdoo ¯shoo 花
の色があせる．XoMHd<o～ `shantoo ¯shoo 顔色が悪
くなる．
39．(時機を) 逸する． ZVdLo2. o～ ¯laptra ¯shoo 学校
に入る時期を逸する．
40．＜ Vnpf - GWo (Wo) XdVo, または名詞語幹 - GWo
+ (Wo) XdVo の形で＞ ～が過剰になる．～し過ぎる．
;oW<oOoGWo～ `khalaa ¯tshatää ¯shoo食べ物が辛過
ぎる．MIWoGWo～ ¯nyäätää ¯shoo 寝過ごす．HJTo
GWoWo～ ¯patää la ¯shoo自信過剰になる．HJToGWo
～ ¯patää ¯shoo 自信過剰になる．Mco9q<ZoOoGWo～
¯tshatää ¯shoo火力が強過ぎる．OoGWoWo～ ¯tshatää
la ¯shoo強過ぎる．LS=oGWo～ ´sangtää ¯shoo甘や
かし過ぎてしまう．W<oGWo～ ´laktää ¯shooやたら
に触ってしまう．やたらにいじくってしまう．

41．＜ Vnpf - AcZoXdVoの形で＞ (～して)まずいこと
になる．(～して)ばつが悪い． T2FdoAcZo～ ˆdronyee

¯shoo 行ってまずいことになる．SoAcZo～ ˆsanyee

¯shoo食べてまずいことになる．
42．＜名詞 + WoXdVo の形で＞ ～の状態になってし
まう． ;=d<oWo～ `kyoo la ¯shoo曲がってしまう．;o
W=oWo～ ¯kha ´lan la ¯shoo 口癖になる．<ÀHoWo～
`nyii la ¯shoo 寝過ごす．MIWoWo～ ¯nyää la ¯shoo

寝過ごす．W=oWo～ ´lan la ¯shoo癖になる．
43．＜ Vnpf + XdVo の形で＞ 思わず～する．うっか
り～してしまう．思わず～してしまう． =bo～ ´ngu

¯shoo 思わず泣き出す．So～ ´sa ¯shoo 思わず食べ
てしまう．ScVo～ ´se ¯shoo 思わず言う．<S`MZo～
ˆsim ¯shoo 寝過ごす．LSdo～ ´so ¯shoo 思わず作っ
てしまう．
44．＜WoXdVoの形で＞～に取られる．～の手に渡っ
てしまう． ,@WoZDZo?dZoWo～Ud=oH<d=ZoIZn ˆkyääsää
`chöö la ¯shoo ´yon ˆkon ni,「王子が (政治の道へ行
かずに)仏門に入ってしまうのではないかと思って」
HcoIZo,@WoZD`HoHcoM̀oWo～<̀oVcHn ˆtinää ˆkyääsii ti ´mi la
¯shooki ˆree.「それ以降は政権は他者の手に渡るで
あろう」
45．＜名詞 (句)+ IZoXdVo の形で＞ ～から放れる．
～から放す． W<oJoIZo～ ´lakpa nää ¯shoo手から
放れる．手から滑り落ちる．手をすり抜ける．

XdZo ☞　<Xdo (p. 339)

<X<o `shaa v. vol.
npf. pf. imp.

<X<o LX<Zo, <X<Zo <Xd<Zo
`shaa `shaa `shoo

pres. fut. pt. imp.

[ <Xd<o <X<o LX<Zo <Xd<Zo ]

1．(～を) 割る，裂く，切開する．(山などを) 切り
崩す． ;o～ ¯kha `shaa 破裂させる．真っ二つに
割る．二分する．;d<oJo～ ¯khokpa `shaa 内部を
割る．腹部を切開する．2F`Zo～ ˆtrhii `shaa ナイフ
で裂く．<Ko2F`Zo～ `tatrii `shaa 斧で割る．6 qMoLbo～
´thumpu `shaa細切れに割る．& d o～ ´to `shaa 石を
割る．LD<oV`o～ ´trhakri `shaa岩山を切り崩す．MVo
9K=o～ ˆmartan `shaa 人が肩に担げる程度の大きさ
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のバターを割る．X̀=o～ ¯shing `shaa木を割る．Zd<o
WcZo～ `soolee `shaa鋸で切る．
2．(布を)切る． VZo～ ˆrää `shaa布を切る．

<X<Zo ☞　<X<o (p. 338)

<XVo ¯shaa v. vol.
npf. pf. imp.

<XVo <XVo <XVo
¯shaa ¯shaa ¯shaa

pres. fut. pt. imp.

[ <XVo <XVo LXVo <XdVo ]

順々に前進する．一つながりになって前に進む．
TKD=oWMo～ ¯trhanglam ¯shaa 隘路を一つながりに
なって前進する．隘路を渡り切る．

<X`Lo `ship v. vol.
npf. pf. imp.

<X̀Lo <X̀LZo <X̀LZo
`ship `ship `ship

pres. fut. pt. imp.

[ <X̀Lo <X̀Lo <X̀LZo <X̀LZo ]

1．親しくする． , !IoV`=oJdo～ ´kyün ´ringku `ship

長い間親しくする．MAMo6 qo～ ¯nyamtoo `ship 共に
親しくする．MGdoV`MoMAMo6 q o～ `thurim ¯nyamtoo

`ship上流階級の人々と親しくつき合う．
2．近寄る．(肩を) 並べる．(席を) 詰める． M6 qI o
W o～ ´dün la `ship 前に席を詰める．HJb= oJ o～
¯pungpa `ship肩を並べる．

<X`LZo ☞　<X̀Lo (p. 339)

<Xc<Zo * `shaa v. non-vol. hon.
npf. pf. imp.

<Xc<Zo <Xc<Zo –
`shaa `shaa –

pres. fut. pt. imp.

[ <Xc<Zo <Xc<Zo <Xc<Zo – ]

non-hon.　☞　X̀o 1 (p. 333)
(～が) 死ぬ，亡くなる． ;oOT<o2F<oWd=oMcHoJVo～
`khatsii ´trhaalon ˆmää-paa `shaa口をきく暇もな
く亡くなる．J"oW<Zo～ ¯paa-laa `shaa父が死ぬ．\o
MoW<Zo～ ¯ama-laa `shaa母が死ぬ．

<Xdo ¯sho v. vol.
npf. pf. imp.

<Xdo, LXdo LXdZo, <XdZo XdZo
¯sho `shöö `shöö

pres. fut. pt. imp.

[ <Xdo LXdo LXdZo XdZo ]

1．(液状，粒状のものなどを)まく，かける，振りま
く，捨てる． H:VoV<o～ `kaaraa ¯sho 石灰の溶液
をバケツで掛ける｛壁を白く塗るために｝．;boLo～
¯khoo ¯sho スープを捨てる．<Ho<F`<Zo～ ˆkhäänyii

¯shoごみを捨てる．<doGWo～ ´khotää ¯sho灰を投げ
る｛厄払いのため．また便所のにおい消しのため｝．
?bo<F`<Zo～ `chunyii ¯sho汚水をまく．?bo～ ¯chu ¯sho
水をまく．水を掛ける．@oVdo～ ´charo ¯sho 茶がら
を捨てる．@o～ ´cha ¯sho お茶をまく．KbHoKdVo～
¯phüüpoo ¯sho 椀の供物を上に向かって振りまく．
WbHo～ ˆlüü ¯sho肥料をまく．
2．(種を) まく． U=oZdIo～ ´yangsön ¯sho 早稲の
種まきをする．ZdIo～ ¯sön ¯sho種をまく．

<Xd<o ☞　<X<o (p. 338)

<Xd<Zo ☞　<X<o (p. 338)

<Xd=o ☞　LX=o (p. 339)

<XdMo ☞　LXMo (p. 340)

<XdVo ☞　<XVo (p. 339)，LXVo 1 (p. 341)

<XdZo ☞　<Xdo (p. 339)

LX<o `shaa v. vol.
npf. pf. imp.

LX<o LX<Zo LXd<Zo
`shaa `shaa `shoo

pres. fut. pt. imp.

[ T?<Zo LX<o LX<Zo LXd<Zo ]

(自らの過ち，罪を)告白する．懺悔する． <M`<oJo～
´tikpa `shaa罪を告白する．

LX<Zo ☞　<X<o (p. 338)，LX<o (p. 339)

LX=o `shan v. vol.
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npf. pf. imp.

LX=o LX=Zo LX=Zo
`shan `shan `shan

pres. fut. pt. imp.

[ <Xd=o LX=o LX=Zo Xd=Zo ]

1．詰まっているものを取り除き通りを良くする．
除去する．取り除く．(混雑を) 解消する． <H o
<F`<Zo～ ˆkhäänyii `shan ごみを取り除く．GLo<Ad o
～ ¯thapko `shan かまどの焚き口にたまっている
灰を取り出す．\@dH o M̀< o～ `cöömii `shan 便壷の
穴から糞尿が下に落ちるようにする．HLdV o?b o～
¯oocu `shan 樋を掃除して水が流れるようにする．
)o～ ¯tsa `shan 通じがある．筋が伸びる．TO=o<o
～ ¯tshangka `shan 混雑を解消する．*Lo～ ˆtsap

`shan泥を片付ける．*T=o～ ´tsing `shan池の汚泥を
掻き出す．ZoVdo～ ¯saro `shan 残土を取り除く．\`o
;b=o～ ¯ikun `shan穴のつかえを取り除く．
2．(～を) 掃除する，さらう． ;DdIoJo～ ¯trhompa

`shan井戸を掃除する．?bo*T=o～ ¯chuntsin `shan貯
水池の内部を掃除する．GLoM̀<o～ `thapmii `shan

かまどの上の穴を掃除する．6 qoVWo～ ´thurää `shan

すすを掃除する．Hd=oWMo～ ´thonlam `shan地下道
を清掃する．TH<oHd=o～ ´dakton `shan どぶを掃除
する．HLdVoJo～ ¯oopa `shan 樋を掃除する．UbVo
Lbo～ ´yoopu `shan 灌漑水路を掃除する．Wb<oVo～
´lukra `shan羊の囲いを掃除する．
3．(道を) 開く，開ける．(水路を) 作る． T;dVoWMo
～ ¯khorlam `shan車道の障害を取り除く．?boT<do～
¯chunko `shan 水路を作る．KcLZoWMo～ ¯pheelam

`shan道を空ける．TKD=oWMo～ ¯trhanglam `shan隘
路を開く．WMo～ ´lam `shan道の障害を取り除く．

LX=Zo ☞　LX=o (p. 339)

LXHo 1 `shää, `shöö v. vol.
npf. pf. imp.

LXHo LXHo XdHo
`shää `shää `shöö

XdHo, LXHo LXHo XdHo
`shöö `shää `shöö

pres. fut. pt. imp.

[ T?Ho LXHo LXHo XdHo ]
[ XdHo LXHo LXHo XdHo ]

hon.　☞　<Zb=o (p. 353)
hum.　☞　8 qo 1 (p. 289)
1．(～を) 話す，言う，述べる，語る，しゃべる．
;=<o;=<o～ `kyakkyaa `shää 冗談を言う．9?d<o<FMo
～ ¯koktam `shää 内緒話をする．<?Ho?o;?o<co;?d o<co～
¯käca ¯kyhake ¯kyhoke `shää どっちにも取れるよ
うな話をする．<?Ho?o～ ¯käca `shää話をする．<\@<o
QWIo～ ¯kyaktsin `shää嘘をつく．;oM;ZoJdo～ ¯kha

¯khääpo `shääお世辞を言う．;b=Zo～ `khun `shää

根拠を述べる．!=dHo～ ˆkyhöö `shää ごたごた言う．
ごねる．H=dZoH=dZo$ cI o$ cI o～ `ngööngöö ´cencen

`shääありのままに述べる．8Fd<oHIo～ ¯nyoktra `shää
面倒なことを言う．<F`=oJdo～ ¯nyingpu `shää 要点
を言う．M6 qI oWo～ ´dün la `shää 面と向かって言
う．9MdLZo～ ˆdop `shää 知らない振りをして言う．
素知らぬ振りをする．<I<oJdo～ ¯nako `shää 意地
悪を言う．ÙIoWb<ZoM̀IoWb<Zo～ ˆyinluu ˆmänluu

`shää 理由すべてを話す．VoLS`o<\!VoT<d=o～ ´rapsi

¯kyungkon `shää 酔ってくだを巻く．H=dZo<IZo～
Io `ngonää ¯shääna実を言うと．
2．(仏法を) 説く．説法する． ?dZo～ `chöö `shää

仏法を説く．
3．(デマを) 飛ばす． H1Fd<o<FMo～ ¯troktam `shää

デマを飛ばす．
4．(諺を) 使う． <FMoHJc o～ ¯tampe `shää 諺を
使う．
5．(放送)する． ,@=oL<Ĥ<Zo～ ˆkyangtraa `shää放
送する．

LXHo 2 ☞　XHo (p. 332)

LXMo `sham v. vol.
npf. pf. imp.

LXMo LXMZo LXMZo
`sham `sham `sham

pres. fut. pt. imp.

[ <XdMo LXMo LXMZo XdMZo ]

1．(～を) 片付ける，下げる，捨てる． H:Vo<McV o
～ ¯kaatee `sham 皿の料理を片付ける．?b o<F`<Z o
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～ `chunyii `sham 汚水を出す．汚水を片付ける．
M?dH o ?Z o～ `chööcää `sham 仏具を片付ける．
M?dHoJo～ ¯chöpa `sham 供物を下げる．M?dHoVdo～
¯chööro `sham供物のお下がりを片付ける．@o<F`<Zo
～ ˆchanyii `sham 茶がらを捨てる．@oVdo～ ´charo

`sham茶がらを捨てる．MHdZo～ ˆdöö `sham呪物を
片付ける．呪物を捨てる．<McVoNUo～ ´teetse `sham皿
に残された汁気を捨てる．RYVoGWo～ ¯purtää `sham

人骨の灰を捨てる．KbHoKdVo～ ¯phüüpoo `sham 椀
の供物の残りを捨てる．0>c oMVo～ ¯chemaa `sham

チェマーを片付ける．UdIo?Lo～ ˆyöncap `sham 供
物の水を下げる．<ZdWo@o～ ¯sööca `shamお茶を下
げる．<ZdWoOT<Zo～ `süütsii `shamお食事を下げる．
2．(～を) 用意する，準備する，並べる，陳列する，
広げる． :d o<McV o～ ¯koptee `sham 革製の皿を用
意する．革製の皿の菓子を持参した袋に入れる．
M?dH o*Zo～ `chöötsää `sham 供物を並べる．MIo
BWo～ ´mänträä `shamマンダラを広げる．)UHo?Zo
～ `tsecää `sham おもちゃを広げる．<ZdWo<KdI o～
¯söötön `sham➀宴席の用意をする．➁宴会の料理
を並べる．<ZdWoLo～ ¯soo `sham麦こがしのおにぎ
りを作るために材料を用意する．
3．(計画を) 立てる．(悪事を) 企てる，謀る． 9?d<o
=I o～ `koongän `sham 陰謀を企てる．2FdZ o =I o
～ ´trhööngän `sham 悪巧みを謀る．T?Vo<R` o～
¯charshi `sham計画する．
4．(宴会を)開く．(宴会を)用意する．(宴席を)設け
る． <KdIo?cIo～ ¯töncen`sham大宴会を開く．<KdIoMdo
～ ¯tönmo `sham 宴会を開く．<ZdWo<KdIo～ ¯söötön

`sham ➀宴席の用意をする．➁ 宴会の料理を並
べる．
5．(刀を)抜く． 2F`o～ ´trhi `sham刀を抜く．
6．(恥を) かく，さらす． N d oWdo～ ¯ngolo `sham 恥
をかく．恥をさらす．面子がつぶれる．

LXMZo ☞　LXMo (p. 340)

LXTo ☞　LXZo (p. 341)

LXVo 1 ¯shaa, ¯shar v. vol.
npf. pf. imp.

LXVo LXVo <XdVo, LXVo
¯shaa, ¯shar ¯shaa, ¯shar ¯shoo, ¯shaa

pres. fut. pt. imp.

[ <XdVo LXVo LXVo <XdVo ]

1．(穀物を升で Wo / ø ) 計量する，量る｛穀物の
入った升の表面を棒で均し計量する｝． 2Fd o～ ´trho

¯shaa小麦を量る．TKDdZo～ `trhöö ¯shaa残り物を計
量する．LDco～ ´trhe ¯shaa升で量る．TLdoWo～ ´bo la

¯shaa 升で量る．TLdo～ ´bo ¯shaa 升で量る．TLDZo
～ ˆdrää ¯shaa米を量る．T1 (o～ ´dru ¯shaa 穀類を
量る．)MoJo～ ¯tsampa ¯shaa麦こがしを量る．ZDIo
Mo～ ¯tränma ¯shaa豆を量る．
2．(暦算などで)調べる，占う． )TZo～ `tsii ¯shar運
命を調べる．

LXVo 2 ☞　<XVo (p. 339)

LXWo 1 ¯shää v. non-vol.
npf. pf. imp.

LXWo LXWo –
¯shää ¯shää –

pres. fut. pt. imp.

[ LXWo LXWo LXWo – ]

下痢する． ;d<oJo～ ¯khokpa ¯shää下痢する．;D<o
～ `trhaa ¯shää 血便が出る．2FdH o;d< o～ ˆtrhokoo

¯shää 下痢する．腹が下る．8F= oM o～ ¯nyangma

¯shää下痢便が出る．

LXWo 2 ¯shää v. vol.
npf. pf. imp.

LXWo LXWo LXdWo
¯shää ¯shää ¯shöö

pres. fut. pt. imp.

[ LXWo LXWo LXWo LXdWo ]

(口を) 濯ぐ． ;o～ ¯kha ¯shää 口を濯ぐ．うがいを
する．

LXZo `shää ［文］ v. vol.
npf. pf. imp.

LXZo LXZo LXZo
`shää `shää `shää

pres. fut. pt. imp.

[ LXTo LXTo LXZo LXdZo ]

(家畜を)屠殺する． 1>=oWb<o～ ˆchangluu `shääチ
ャンタン高原産の羊を屠殺する．O<ZoJdo～ ¯tshako
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`shää食肉用のヤクを屠殺する．<U<o～ `yaa `shää
ヤクを屠殺する．Vo～ ´ra `shää山羊を屠殺する．

LX`<o `shii v. vol.
npf. pf. imp.

LX̀<o LX̀<o X̀<o
`shii `shii `shii

pres. fut. pt. imp.

[ T@`<o LX̀<o LX̀<o X̀<o ]

1．(～を) 解く，開ける． H1F`ZoVZo～ `triirää `shii

包帯を解く．<?cHoV<Zo～ `keraa `shii 帯を解く．<\Ho
～ ¯tra `shii髪を解く．;o<Ĥd<o～ `khatroo `shii袋の
口紐を解く．靴紐を解く．;o～ ¯kha `shii (包みなど
を)開ける，解く．;bVoJdo～ ¯khurpu `shii 荷物を解
く．<Ĥd<o;o～ ´trooka `shii紐を解く．HdoJdo～ ´thopo

`shii 荷物を解く．M6 qHoJo～ ´drüpa `shii 結びを解
く．結び目を解く．<QoWIo～ ´palän `shiiセーターを
解く．9ZMo<Ĥd<o～ `hamtroo `shii 長靴の胴を縛る紐
を解く．靴紐を解く．9ZZoMo～ ¯hlääma `shii編んだ
髪を解く．
2．(～を) 壊す，解体する，ばらす，崩す，外す，
滅ぼす． <\@o～ ¯kya `shii 壁を崩す．;=oJo8F`= oJo
～ ¯khangpa ¯nyingpa `shii 古い家を壊す．!==o～
´kyhan `shii土壁を壊す．H<dIoJo～ ´konpa `shii寺
を壊す．9Cd<o～ `coo `shii 山積みしたものを崩す．
L<KIoJo～ ¯tänpa `shii 仏陀の教えを滅ぼす．1>oO=o
～ ´chatsan `shii鳥の巣を壊す．MdoBo～ ´motra `shii
自動車を解体する．9ZZoOT<Zo～ `hlutsii `shii 関節を
外す．
3．(規律などを) 乱す，犯す．(制約などを) 解除す
る． <Ĥ`<oTPb<Zo～ ˆtriktsuu `shii集団の規律を乱す．
<Ĥ`<Zo;D`MZo～ ˆtriktrim `shii規律を乱す．HM<o;D`MZo
～ `maktrim `shii 軍紀を乱す．戒厳令を解除する．
)o;D`MZo～ `tsatrim `shii憲法に違反する．
4．(列を)崩す． <kHc=Zo～ ˆpan `shii列を崩す．Vbo～
´ru `shii隊列を崩す．
5．(部隊を) 解散する． Vbo;<o～ ˆrukaa `shii 部隊
を解散する．

L9 qo ¯shu v. vol.

npf. pf. imp.

L9qo L9qZo 9qZo, L9qZo
¯shu `shüü `shüü

pres. fut. pt. imp.

[ L9qo L9qo L9qZo 9qZo ]

1．(皮などを)はぐ．(殻などを)取る，取り除く，む
く．(皮を) むく． <?d<Zo9O<Zo～ `koopaa ¯shu 外
皮を取る．2Fd o9O<Zo～ ˆtrhopaa ¯shu ふすまを取る．
<Ad=o9O<Zo～ ˆkongpaa ¯shu卵の殻をむく．<K<o9O<Zo
～ `takpaa ¯shu虎の皮をはぐ．<KVo9O<Zo～ `taapaa

¯shu くるみの殻を取る．J<ZoJo～ ¯pakpa ¯shu

皮をはぐ．<k+Wo9O<Zo～ ˆtrüüpaa ¯shu 蛇の皮をは
ぐ．MPVo:d o～ ´dzoko ¯shu ゾの皮をはぐ．Qo9O<Zo
～ ˆwopaa ¯shu狐の毛皮をはぐ．Vo9O<Zo～ ˆrapaa

¯shu 山羊の皮をはぐ．X̀=o9O<Zo～ `shingpaa ¯shu

木の皮をはぐ．ZDMo9O<Zo～ `trampaa ¯shuかわうそ
の皮をはぐ．
2．(～を) 外す，取り外す，取る，取り去る． ;cLZo
～ `khep ¯shu 覆いを外す．覆いを取る．<Ao<HIo
～ ´katän ¯shu 鞍の下の敷物を取り外す．<Ao～ ´ka

¯shu 鞍を下ろす．鞍を取る．AWo?Zo～ ˆnyääcää

¯shu布団をはぐ．%o<Ao～ ¯tääka ¯shu馬の鞍を下ろ
す．MGbVoM<do～ ¯thonko ¯shu面がいを取り外す．0>`o
T!=`<o～ `chinkii ¯shu タイヤを外す．TL<o～ ˆbaa

¯shu仮面をはぐ．[oVZo～ `marää ¯shu包帯を外す．
3．(～を) 写し取る，書き写す，写す，コピーする．
焼き増しをする． =doL9qZo～ ˆngushüü ¯shu 写す．
THIoL9qZ o～ ˆdrashüü ¯shu コピーを取る．JVo～
¯par ¯shu写真を焼き増しする．HJco?o～ ¯peca ¯shu
経典を写す．HJc o～ ¯pe ¯shu 見本を真似る．\@`I o
Xd<o～ `pinshoo ¯shuフィルムを焼き増しする．S`Io
LD`Zo～ ˆsintrii ¯shu 下書き原稿を写す．U=oL<\@Vo～
´yankyaa ¯shu (写真を)焼き増しする．Ùo<co～ ´yiki
¯shu 手紙を写す．V`oMdo～ ´rimu ¯shu 絵を写す．Zo
L1Fo～ ¯saptra ¯shu地図を写す．

L9 q<o ☞　9q<o (p. 333)

L9 q<Zo ☞　9q<o (p. 333)

L9 qMo `shum v. vol. hon.
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npf. pf. imp.

L9qMo L9qMZo 9qMZo
`shum `shum `shum

pres. fut. pt. imp.

[ L9qMo L9qMo L9qMZo 9qMZo ]

non-hon.　☞　=bo (p. 143)
泣く． \oQo～ ¯awa `shum子供が泣く．

L9 qMZo ☞　L9qMo (p. 342)

L9 qVo ¯shur v. vol.
npf. pf. imp.

L9qVo L9qVo 9qVo
¯shur ¯shur ¯shur

pres. fut. pt. imp.

[ L9qVo L9qVo L9qVo 9qVo ]

(遊び毛などを)焼く． RYo～ ¯pu ¯shur毛を焼く．遊
び毛を焼いて取る．

L9 qZo ☞　L9qo (p. 342)

LXcVo ☞　XcVo (p. 333)

LXdo ☞　<Xdo (p. 339)

LXd<Zo ☞　LX<o (p. 339)

LXdWo ☞　LXWo 2 (p. 341)

LXdZo ☞　<Xdo (p. 339)，LXZo (p. 341)
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zZk
Z=Zo `san v. non-vol.

npf. pf. imp.

Z=Zo Z=Zo –
`san `san –

pres. fut. pt. imp.

[ Z=Zo Z=Zo Z=Zo – ]

1．(障害となっている状態などが) なくなる，解消
される，消える． <c<Zo<\@dIo～ ´kekyön `san 災難が
なくなる．Gb<ZoOo～ ¯thuutsa `san 羞恥心がなく
なる．Gb<ZoMOUVo～ ¯thungtsee `san 遠慮がなくな
る．IHo～ ˆnää `san うらやましくてたまらない気
持ちがなくなる．LVo?Ho～ ˆpharcää `san邪魔がな
くなる．<RIoIHo～ `männää `san 薬害がなくなる．
<RIo7 qZo～ `männüü `san薬効がなくなる．OxoHHo～
`tshatää `san塩辛いものを食べたい欲求が満たされ
る．OUMo9qWo～ ¯tshemshüü `san縫い目がなくなる．
MOUVo<N=o～ ¯tshenan `san羞恥心がなくなる．RcIoJo
～ ´shenpa `san嫌悪感がなくなる．
2．(悲しみが) 癒える，消える．(心配事や悩み，苦
しみが) なくなる． <\@d o<N=o～ ¯kyonan `san 悲し
い気持ちが消える．T;dIo<\HIo～ ¯khönträn `san 恨
みがなくなる．T;dIo～ ¯khön `san 怨みが消える．
<MY<oLNWo～ ´tungää `san苦しみが解消する．M?o=Io
～ ´nyangän `san 喪が明ける．悲しみが癒える．
煩悩がなくなる．OT<oJo～ ¯tshikpa `san 怒りが消
える．ZcMZo;DWo～ ¯semträä `san 心配がなくなる．
ZcMZo<>d=o～ ¯semcon `san 傷心の痛手が癒える．
ZcMZo<MY<o～ `semtuu `san苦しみがなくなる．ZcMZo
IHo～ `semnää `san悩みがなくなる．ZcMZoTPTIo～
¯simtsin `sanわだかまりが消える．
3．(病気が) 治る．(痛みが) 癒える． <?cH o IH o～
`kenää `san 腰痛が治る．T;?<Zo<QdZo～ `kyhaapöö

`san 凍傷が治る．M?̀IoOHo～ `chimtsää `san 肝炎
が治る．IoSb<o～ ˆnasuu `san 刺すような痛みが癒
える．M̀<oIHo～ `mingnää `san眼病が治る．
4．(出来物やまめなどが) なくなる．(鳥肌が) 消
える． <\HIoIHo～ `trännää `san 腫瘍がなくなる．

T;?<ZoTLbVo～ ¯kyhangpur `san 鳥肌が消える．<No
9q o～ ¯nashu `san 鼻の中にできた吹き出物が治る．
0><oTLbVo～ ¯changpur `san 五体投地の礼を繰り返
すことによって額にできたまめがなくなる．XoTLbVo
～ ¯shanpuu `san腫瘍が治る．
5．(目詰まりが) 解消される．(穴が) 通るようにな
る．(鼻詰まりが)治る． ;LoM̀<o～ `khamii `san針
の目の目詰まりが直る．<No;b<o～ `nakuu `san 鼻詰
まりが治る．\`o;b=o～ ¯ikun `san穴が開通する．目
詰まりが解消する．
6．(耳が) 聞こえるようになる． \o9Cd<o～ `amcoo

`san耳がよく聞こえるようになる．
7．(声が)出るようになる． <?Ho～ `kää `san声が出
るようになる．
8．(喉の渇きが) 癒される． <?dM oIH o～ `komnää

`san喉の渇きが癒される．
9．(においが) 消える，なくなる． HI` oMo～ ´trhima

`sanにおいが消える．R<oHI`o～ ´shaktri `sanバター
のにおいがなくなる．
10．(錯覚が)消える． T< (Wo<N=o～ ¯trhüünan `san

錯覚が消える．
11．(疑いが) 晴れる．(気が) 晴れる．(怨念が) 晴
れる． ;d< oIHo～ `khoknää `san 怨みが晴れる．
Hd<ZoJo～ ´thokpa `san 疑いが晴れる．ÙHo0W<Zo～
ˆyiimuu `san気が晴れる．
12．(ぼけから) 覚める．目覚める．(けだるい状態
が)なくなる．分かる． AdLo～ ˆnyop `sanけだるさ
がなくなる．<ÀHoVo～ ¯nyiira `sanねぼけから覚め
る．[d=Zo<ÀHo～ `mongnyii `san無知蒙昧の状態か
ら目覚める．[d=ZoHHo～ `montää `san 盲信から目
覚める．[o<A`Ho～ `hanyii `sanやっと分かる．
13．(～が)収まる． Kb=oH1)<o～ `phuntruu `san撹
乱が収まる．[Lo<kH`Ho～ ¯haptri `sanくしゃみが出な
くなる．
14．(ゆがみが)直る．(曲がっているものが)真っ直
ぐになる． T;?d<Zo～ `kyhoo `san ゆがみが直る．
<KdHoTLbVoLo～ ¯tünpu-ra `sanせむしの人の体が真っ
直ぐになる．

ZHo `sää v. non-vol.
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npf. pf. imp.

ZHo ZHo –
`sää `sää –

pres. fut. pt. imp.

[ ZHo ZHo ZHo – ]

1．目覚める，理解する． <ÀHo～ `nyii `sää 目覚
める．MIW o～ ¯nyää `sää 目覚める．[d=Z o<ÀH o
～ `mongnyii `sää 無知蒙昧の状態から目覚める．
[o<ÀHo～ `hanyii `sää やっと分かる．目覚める．
<ÀHo～MoG<o `nyii ¯sääma `thaa 目が覚めたらす
ぐ．<ÀHo～OVoOVo<̀oLVoWo `nyii `sää ¯tshaatsaa ki
´phar la目が覚める前に．
2．(前世のことを)思い出す． L<o?<Zo～ ˆphakcaa
`sää 前世からの習性や前世の行いの習性を思い
出す．

ZLZo ☞　LZLo (p. 357)

Z`Mo `sim v. non-vol.
npf. pf. imp.

Z̀Mo Z̀MZo –
`sim `sim –

pres. fut. pt. imp.

[ Z̀Mo Z̀Mo Z̀MZo – ]

(～が) 染み込む，染みる． ;boLo～ ¯khoo `sim 汁気
が染み込む．?bo～ ¯chu `sim 水が染み込む．<NYMo～
¯num `sim油が染み込む．MVo;bo～ ´maaku `sim溶
かしバターが染み込む．

Z`MZo ☞　Z̀Mo (p. 345)

ZbIo ¯sün v. non-vol.
npf. pf. imp.

ZbIo ZbIo –
¯sün ¯sün –

pres. fut. pt. imp.

[ ZbIo ZbIo ZbIo – ]

煩わしい．迷惑に感じる． ZcMZoWo～ `sem la ¯sün

煩わしく思う．いらつく．\o9Cd<o～ `amcoo ¯sünや
かましい．耳障りである．耳障りなことをして人の
迷惑になる．

ZbLo `sup v. vol.
npf. pf. imp.

ZbLo, LZbLo LZbLZo ZbLZo
`sup `sup `sup

pres. fut. pt. imp.

[ ZbLo LZbLo LZbLZo ZbLZo ]

1．(文字，絵，足跡などの)姿を見えなくする，消す．
!==oV`Zo～ ˆkyhangrii `sup 壁画を消す．$ cZo～ ˆcee

`sup 足跡を消す．OT<oVdo～ ¯tshikru `sup 無意味な
言葉を消す．Ùo<co～ ´yiki `sup 文字を消す．V`oMdo～
´rimu `sup絵を消す．
2．(名前を) 外す．(名簿から名前を) 消す．(業績
を) 抹消する． 1>Zo$ cZo～ ˆchääcee `sup 業績を消
し去る．M̀=oGd o～ ´mingto `sup 除籍する．除名す
る．M̀=o～ ´ming `sup名前を消す｛名簿などから｝．
MPHo$ cZo～ ˆdzääcee `sup功績を抹消する．
3．(道，水路，井戸，洞穴などを石などで塞いで)
無くす，埋める． ;DdIoJo～ ¯trhompa `sup 井戸を
埋める．Hd=o～ ´thon `sup 洞穴を埋める．UbVoLbo～
´yoopu `sup灌漑水路を無くす．WMo:o～ ˆlangkaa

`sup道を無くす．

ZbLZo ☞　ZbLo (p. 345)

ZbMo `sum v. vol.
npf. pf. imp.

ZbMo, LZbMo LZbMZo ZbMZo
`sum `sum `sum

pres. fut. pt. imp.

[ ZbMo LZbMo LZbMZo ZbMZo ]

(袋の口などを)締める． +@WoJo～ ¯kyääpa `sum革
袋の口を締める．;o～ ¯kha `sum 口を締める．KHo
<d<o～ `phääkoo `sum 袋の口を締める．VZo;b<o～
ˆrääkuu `sum布袋の口を締める．

ZbMZo ☞　ZbMo (p. 345)

ZcHo ☞　<ZcHo (p. 354)

ZcMZo ☞　LZMo 1 (p. 357)

ZcWo ☞　LZWo 1 (p. 357)，LZWo 2 (p. 358)

Zd<o ☞　LZ<o 1 (p. 356)
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Zd=o 1 ¯son v. pred. ❑詳細は「第一部動詞概説：1述語動詞」の各項目を参照．

＜ Vpf + Zd=o の形で＞ ［動詞述語：完了・非継続アスペクト：観察知］～した．

Zd=o 2 ☞　T2Fdo 1 (p. 122)

Zd=Zo ☞　LZ=o (p. 356)

ZdHo ☞　<ZHo (p. 352)

ZdIo ¯sön v. non-vol.
npf. pf. imp.

ZdIo ZdIo –
¯sön ¯sön –

pres. fut. pt. imp.

[ ZdIo ZdIo ZdIo – ]

到達する． IoZdo～ ´naso ¯sön年頃になる．

ZdLZo ☞　LZLo (p. 357)

ZdMZo ☞　LZMo 1 (p. 357)

ZdWo ☞　LZWo 1 (p. 357)

ZdZo `söö v. non-vol.
npf. pf. imp.

ZdZo ZdZo –
`söö `söö –

pres. fut. pt. imp.

[ ZdZo ZdZo ZdZo – ]

(～が)新鮮である，新しい．

ZD`=o ¯sin, `sin v. non-vol.
npf. pf. imp.

ZD`=o LZD`=Zo –
¯sin, `sin `sin –

pres. fut. pt. imp.

[ ZD`=o LZD`=o LZD`=Zo ZD`=Zo ]

続く． , !Io～ ´kyün ¯sin連続する．<FZ<Zo～ `nyuk

¯sin持続する．

ZD`=Zo ☞　ZD`=o (p. 346)

ZD`Ho `sii v. non-vol.
npf. pf. imp.

ZD`Ho ZD`Ho –
`sii `sii –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が) あり得る． 1qIoWo～ ¯kün la `sii 誰にも
有り得る．HJc o～ ¯pe `sii 例えられる．例えうる．
｛通常否定辞とともに用いられ，“例えられない．あ
り得ない” といった意味になる｝．HJcoMo～JZo ¯pe
`masii-pää例えようもなく．非常に．HJco～JZo ¯pe
`sii-pää とんでもない．HJc o～<̀ oM oVcHn ¯pe ¯siiki
ˆmaree.「とんでもない．あり得ない」HJco～Hd<Zo
McHn ¯pe ¯sitoo ˆmää.「とんでもない．有り得ない．
絶対駄目だ．とんでもない．冗談じゃない」
2．＜ Vnpf + ZD`Ho の形で＞ (～する)可能性がある．
(～になる)可能性がある．(～することが)あり得る．
Ud=o～ ´yon `sii 起こり得る．UdHo～ ˆyöö `sii あり
得る．

< (=o 1 `sun, ¯sun v. vol.
npf. pf. imp.

< (=o, L< (=o L< (=Zo < (=Zo
`sun, ¯sun `sun `sun

pres. fut. pt. imp.

[ < (=o L< (=o L< (=Zo < (=Zo ]

1．(生命を) 守る． <?YoZDd< o～ `kusoo `sun 生命を
守る．
2．(法律を) 守る．(戒律を) 守る． ;D`MZo～ `trhim

`sun 法律を守る．,@Wo;D`MZo～ ˆkyäätrim `sun 国
の法律を守る．<Ĥ`<Zo;D`MZo～ ˆtriktrim `sun 規律を
守る．<Ĥ`<ZoWMo～ ´triklam `sun 規律を守る．?dZo
;D`MZo～ `chöötrim ¯sun 寺院内の規律を守る．HMo
L>To～ ´thamca `sun誓約を守る．<MdMoJo～ ´tompa
`sun戒律を守る．)o;D`MZo～ `tsatrim `sun憲法を守
る．ObWo;D`MZo～ `tshuutrim `sun 戒律を守る．UbWo
;D`MZo～ ˆyüütrim `sun 地方の法律を守る．ZVdLoZDdWo
～ ¯lopsöö `sun校則を守る．
3．(国境，関所などを)守る．番をする． T<<o<Ado～
´gaako `sun関所を守る．MGTo;bWo～ ¯thaküü `sun

辺境を守る．MGToMOMZo～ `thantsam `sun辺境を
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守る．MGTo～ ¯tha `sun境を守る．7 qLo<Ado～ ´nupko
`sun西の門の番をする．V=oZo～ ´rangsa `sun本拠
地を守る．
4．(～を) 尊重する，大切にする． , ! o TLDZ o～
ˆkyumträä `sun 人の道を守る．因果応報の理を大
切にする．=do～ ´ngo `sun ご機嫌取りをする．T6 q o
XcZo～ ˆdushee `sun よしみを大切にする．Wo,@o～
´larkya `sun肩を持つ．WZoTLDZo～ ˆlänträä `sun因
果応報の考え方を尊重する．

< (=o 2 `trun v. vol.
npf. pf. imp.

< (=o, L< (=o L< (=Zo < (=Zo
`trun `trun `trun

pres. fut. pt. imp.

[ < (=o L< (=o L< (=Zo < (=Zo ]

(～を) 見張る，見守る，監視する，守る． +WIoMo
～ `kumaa `trun泥棒を見張る．;=oJo～ ¯khangpa

`trun 家を見張る．家の留守番をする．L6 qIoOT<Zo
～ ˆtüntsii `trun 人の死後 49 日間７日毎に行う
仏事を守る．LHcoT@<Zo～ ˆtencaa `trun 治安を守
る．安全を見守る．Jbo2q o～ ¯puku `trun 子供を見
守る．LNVIoJo～ ¯tsönpa `trun 囚人を監視する．
R`= o; o～ ´shingka `trun 畑を見張る．<UbW o; o～
¯yüüka `trun農作業用の広場を見張る．X̀=oI<Zo～
`shingnaa `trun森を見張る．ZoMOMZo～ `santsam

`trun 国境を見張る．ZcMZo>Io～ ¯semcän `trun 家
畜を見張る．

< (=Zo ☞　< (=o 1 (p. 346)，< (=o 2 (p. 347)

< (Lo * `süü, `sup v. vol.
npf. pf. imp.

< (Lo, L< (Lo L< (LZo < (LZo
`süü, `sup `süü, `sup `süü, `sup

pres. fut. pt. imp.

[ < (Lo L< (Lo L< (LZo < (LZo ]

1．(チベット茶などを) 撹拌する． @o～ ´cha `süü

お茶を撹拌する．G=o～ ¯than `süüスープを撹拌す
る．LdHo@o～ ´phööca `süü チベット茶を撹拌する．
Tdo@o～ ´oca `süüミルク入りのお茶を撹拌する．TdoMo
～ ´oma `süüミルクを撹拌する．
2．(～を) しごく，こする． ～THdHoW=o `sumtöö

ˆlan性欲が起きる｛犬などについて｝．
3．(犬が)噛みつきにくる． THd<Zo;?`o～ ´dooki `sup
番犬が噛みつきにくる．

< (LZo ☞　< (Lo (p. 347)

ZDco * `tree, ¯tre v. vol.
npf. pf. imp.

ZDco, LZDco LZDcZo ZDcZo
`tree, ¯tre `tree `tree

pres. fut. pt. imp.

[ ZDco LZDco LZDcZo ZDcZo ]

1．(～と H=o ～を)混ぜる．(～を)混ぜる，加える，
混合する． <\!Vo～ ¯kyur `tree酸味を加える．2FdoR`Lo
H=oTdoMo～ ˆtrhushii tan ´oma `tree小麦粉とミルク
を混ぜる．<Ao<RY<o～ ˆkamuu `tree生姜を混ぜる．?bo
H=oTdoMo～ ¯chu tan ´oma `tree水とミルクを混ぜる．
@oH=oMVo～ ´cha taa ´maa `treeお茶とバターを混ぜ
る．%o<Q=Zo～ `tääpan `tree 干してある馬糞の上下
を返してふかふかに乾かす．LboH=oLboMdo～ ´phu taa

´phomo `tree男女を混ぜる．1>coZo～ ´chesa `tree砂
と土を混ぜる．VoWb<o～ ˆraluu `tree 山羊と羊を混
ぜる．9ZHo～ `hlää `tree不純物を混ぜる．
2．(～と～を) 混同する，区別をないまぜにす
る． <AcV o<8 q= o～ ´kershun `tree 公私を混同する．
LHcI oQWIo～ ´tintsün `tree 虚実を取り混ぜる．\@` o
<AcV o～ ¯cikee `tree 公私を混同する．<N=oLNV<o～
`tsangtsoo `tree清潔不潔の区別をないまぜにする．
3．(食器を)共用する． ;o～ ¯kha `tree食器を共用
する．他人の食器に口をつける．
4．(身体を) 交える．(肉体関係を) 持つ． <?YoWbZo～
`kulüü `tree肉体関係を持つ．

ZDc<o * `traa v. vol.
npf. pf. imp.

ZDc<o, LZDc<o LZDc<Zo ZDc<Zo
`traa `traa `traa

pres. fut. pt. imp.

[ ZDc<o LZDc<o LZDc<Zo ZDc<Zo ]

1．(～を火で Wo )焼く． ;Dd<oJdo～ ¯trhoko `traa充分
に焼く．,@oLDo～ ´kyapra `traa 蕎麦粉のパンケーキ
を焼く．, ! oMo～ ˆkyumaa `traa 腸詰めを焼く．<Ad=o
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TLDZo～ ˆkongträä `traaオムレツを焼く．K<oZDc<o～
`phaktraa `traa丸焼きにする｛羊や豚を｝．L<oWcLo
～ ˆphaalee `traa パンを焼く．McoWo～ ´me la `traa

火で焼く．*o;d<o～ ˆtsakoo `traa素焼きの鍋を焼く．
Rd<o;d<o～ ˆshookoo `traa じゃがいもを焼く．Xo～
¯sha `traa肉を焼く．ZoK<o～ `sapaa `traa煉瓦を焼
く．ZdWoLo～ ¯sola `traa炭を焼く．
2．(～をバターや油で W o ) 揚げる． ; o SZ o
～ `khapsää `traa カプセーを揚げる．ALoX<o～
ˆnyapshaa `traa ニャプシャーを揚げる．<NYMoWo～
¯num la `traa油で揚げる．J̀oX̀o～ ¯pishi `traaワン
タンを揚げる．LboWb<Zo～ ˆphuluu `traa揚げ菓子プ
ルーを揚げる．<RY<oGb=o～ ¯muktun `traaムクトゥン
を揚げる．
3．(胡麻などを)煎る． F`Wo～ ¯tir `traa胡麻を煎る．
4．(護摩を) 焚く． <k@`IoZDc<o～ ˆcinsee `traa 護摩を
焚く．

ZDc<Zo ☞　ZDc<o (p. 347)

ZDcZo ☞　ZDco (p. 347)

ZDdo ¯tro v. vol.
npf. pf. imp.

ZDdo, LZDdo LZDdZo ZDdZo
¯tro `tröö `tröö

pres. fut. pt. imp.

[ ZDdo LZDdo LZDdZo ZDdZo ]

(体などを) 温める．(～で Wo ) 温める．(日や火に
Wo ) 当たる． ÀoMo～ ´nyima ¯tro 太陽で温める．
ÀoMVo～ ´nyimaa ¯tro 日の光で暖める．6 q<oZVd<o～
ˆthukloo ¯tro 服を温める．Mc oWo～ ´me la ¯tro 火
で温める．Mco～ ´me ¯tro 火で温める．火に当たる．
<Sb<ZoJdo～ ´suku ¯tro体を温める．W<oJo～ ´lakpa

¯tro手を温める．

ZDd=o ☞　LZD=o (p. 359)

ZDd=Zo ☞　LZD=o (p. 359)

ZDdZo ☞　ZDdo (p. 348)

ZVo 1 * ¯hla, ¯la v. vol.

npf. pf. imp.

ZVo, LZVo LZVZo ZVdZo
¯hla, ¯la `hlää, `lää `hlöö, `löö

pres. fut. pt. imp.

[ ZVo LZVo LZVZo ZVdZo ]

(髪を) 編む．(籠を) 編む．(縄を) なう．編み物を
する． <\Ho～ ¯tra ¯hla 髪を編む．<\Ho9ZZoMo～ ¯tra

¯hlääma ¯hla 髪の毛を編む．ÀZo<\Ho～ ´nyiitra ¯hla

二本のお下げ髪に編む．RoWdo～ ¯palo ¯hlaお下げ髪
に編む．<QoWIo～ ´palän ¯hla セーターを編む．<Qo
～ ´pa ¯hla 籐を編む．TbVo& d o～ ´kurto ¯hla 投石用
の紐を編む．W<oL<KVoMVo～ ´lakta-maa ¯hla自分の
手で編む．W<o9qLZo～ ˆlakshuu ¯hla 手袋を編む．
ZVcWo<d<o～ `leekoo ¯hla 背負い籠を編む．9ZZoMo～
¯hlääma ¯hla (髪，紐，帯などを) 編む．\boMb oZb o～
¯umu-su ¯hla靴下を編む．9ZZoMo～U<o<̀o9C<ZoMHTo
¯hlääma `hlayaa ki ¯canta編み棒｛金属製の｝．

ZVo 2 ¯la v. non-vol.

npf. pf. imp.

ZVo ZVo, ZVZo –
¯la ¯la, `lää –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(お茶，ヨーグルトなどが) 薄い．(お酒などが)
弱い．

ZVZo ☞　ZVo 2 (p. 348)

Z]o ¯lu v. vol.

npf. pf. imp.

Z]o, LZ]o LZ]Zo Z]Zo
¯lu `lüü `lüü

pres. fut. pt. imp.

[ Z]o LZ]o LZ]Zo Z]Zo ]

1．(～を)たぶらかす，騙す，誘惑する． 2Fd<ZoJdo～
´trhoko ¯lu友人をたぶらかす．Jbo2qoLZ]ZoIZo;D`HoT2Fdo
¯puku `lüü ni `trhii ´dro 子供を誘拐する．Vd<Zo
Jo～ ´rokpa ¯lu 仲間をたぶらかす．～?d<o?d<o ¯lu
`choocoo いつでも騙せそうな．～WZoZVoJdo ¯lu ˆlää
¯hlapoたぶらかしやすい．
2．(～の) 信頼を裏切る． H<ToVd<Zo～ ˆkaroo ¯lu
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恋人を裏切る．LSToSVo～ ´santa ¯lu 連れ合いを裏
切る．

Z]Zo ☞　Z]o (p. 348)

ZVcLo `lee v. non-vol.

npf. pf. imp.

ZVcLo ZVcLZo –
`lee `lee –

pres. fut. pt. imp.

[ ZVcLo ZVcLo ZVcLZo – ]

hon.　☞　KcLZo 1 (p. 234)，KcLZo 2 (p. 235)
1．(～が)やってくる，来る，着く，到着する． < (=o
< (= o～ ¯trüntrün `lee 鶴が飛んでくる．2Fd<ZoJd o～
´trhoko `lee 友達が来る．2Vd<o～ `loo `lee 電気が来
る．電気が再びつく｛停電の後などに｝．@<o< ô～
´chakkyu `lee 盗賊の集団が来る．MGToWo～ ¯tha

la `lee 土壇場に来る．<IZo<?dVoLo～ ¯nääko-ra `lee

巡礼者が来る．\H=oJdo～ ¯pangko `lee 乞食が来る．
0>d<ZoMGTo;<oIZo～ ¯choota-kaa nää `lee 各方面
から来る．0>d<ZoM̀ o～ ¯choomi `lee 地方の人が来
る．L=o?cIo～ ´phangcen `lee 使者が着く．使者が
来る．H1>`Io@`o～ ¯yinci `lee イギリス人が来る．<kH<o
Jo～ ´trakpa `lee 郵便配達人が来る．OV<ZoT6 qV o
～ ¯tshongtoo `lee 会議にやってくる．<8 q< oMo～
ˆshungmaa `lee 後で来る．\oM?dHo～ `amcöö `lee

祈祷僧が来る．Zbo<>̀<oTT`oZVcLZoMoZd=on ¯su `cii ää
`lee ´mason.「誰も来なかった」
2．(～が) 届く．(電話が) かかってくる． ;oJVo
～ ¯khapaa `lee 電話がかかってくる．M2FdIoL& o～
´drönta `lee 招待状が来る．招待状が届く．M2FdI o
Xd<o～ ˆdrönshoo `lee招待状が届く．FVo～ ¯tar `lee
電報が来る．HM<o,@<Zo～ `makkyaa `lee 兵糧が着
く．S=ZoSd<o～ ˆsangsoo `lee銅製品が着く．TdHo～
ˆöö `lee 光が差し込む．Ùo<co～ ´yiki `lee 手紙が来
る．Vd<Zo～ ˆroo `lee 手助けの人が来る．w]=oTKD`Io
～ ¯lungtrin `lee 放送が届く．WIo～ ´län `lee 返答
が来る．返事が届く．<Z=oL&o～ ¯sangta `lee 秘密
の指令が来る．<ZVoT!V̂o～ ¯sankyuu `lee ニュー
スが届く．
3．(時期が) 来る．(時期に Wo / ø ) なる．(季節に)

なる．(月日が) 経つ．(～の年齢に) なる．(年を)
取る． <?<o～ `kaa `lee 厄年になる．<KdI oM@b<o～
`töncuu `lee 晩秋になる．HVoMo～ ´tharma `lee 壮
年になる．6 qZoOVHoWo～ ˆthüütsöö la `lee 時間にな
る．時期になる．時期が来る．6 qZoOVHo～ ˆthüütsöö

`lee 時間が来る．IMo0>cHo～ ˆnamcee `lee 夜中にな
る．<IMo<=o～ ¯namkan `lee 晦日が来る．H/>`Ho:o
～ ¯ciika `lee 春が来る．0>` o"ZoWo～ `chikää la `lee

死期が来る．H1>Vo<8 q=o～ ¯yarshun `lee夏の盛りに
なる．SVoH;=`WoWo～ ´dakii la `lee中旬になる．Wdo0>cHo
～ ˆlopcee `lee 半年になる．WdoUVo～ ´lo ´yaa `lee

年を取る．LboMdoWdoL>bo<ZbMoL>boLR`oWo～6 qZo;D<o,@<o<̀o
VcHn ´phomo ´lo ¯coksum ¯cupshi la `leetüü `trhaa

´kyaaki ˆree.「女の子は十三，四歳になったら生理
になります」
4．(～の気持ち，気分に) なる，なってくる，なり
始める． <\!<oMH=Zo～ `kyungtan `lee 吐き気を催
す．<\@d o<N=o～ ¯kyonan `lee 悲しい気持ちになる．
T!=dHoJT`o2V`=oWo～ ´kyöpää ¯ling la `lee 後悔するこ
とになる．Hdo<N=o～ ´thonan `lee気付く．Hd<ZoJo～
´thokpa `lee疑いを抱く．IHo～ ˆnää `leeうらやま
しくてたまらなくなる．R dLZoJo～ ¯popa `lee 尊大
な気持ちになり出す．いい気になり出す．誇り高い
態度になる．K=ZoZcMZo～ `phangsem `lee 惜しむ
心が出てくる．KIoZcMZo～ `phänsem `lee 他人の
ために役立ちたいという気持ちが出てくる．TOLo
Xo～ ¯tshapsha `lee 緊張してピリピリし始める．
RcIo?<Zo～ ˆshencaa `lee愛着を持ち始める．RcIo～
´shen `lee愛着を持ち始める．So0 (<o～ ˆsapraa `lee

かゆくなり出す．衝動が起きる．XoOo～ ¯shatsa `lee
愛情がわいてくる．XoRcIo～ ¯shashen `lee情愛が出
てくる．ZbIo<N=o～ ¯sünnan `lee 煩わしく思い始め
る．ZcMZo;bVo～ ¯semkuu `lee 関心を持つようにな
る．ZcMZo;DWo～ ¯semträä `lee心配事が起こる．
5．(～の状態に) なる，なってくる，なり始める．
T;dLoXo～ ¯khopsha `lee不器用になってくる．動き
が悪くなってくる．"IoAMZo～ ˆkännyam `lee老け
る．,@=o<Ĥ`Lo～ ˆkyangtrip `lee 近視になる．<ÀHo～
`nyii `lee 眠くなる．GIoTHIc o～ ¯thäntre `leeかんば
つになる．' do～ ¯no `lee鋭くなる．<No<?Ho～ `nakää

`lee 鼻声になり始める．\H`ZoMo～ ¯pima `leeミルク
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の皮膜が張り始める．0>`oAMZo～ `chinyam `lee外見
が良くなる．< (LZo～ `sup `leeひびが入り始める．
6．(～の態度に) なる，なってくる，なり始める．
(～の態度が) 出てくる． ?coAMZo～ `chenyam `lee

偉そうな態度が出てくる．AMZo～ ˆnyam `lee 態度
が大きくなり始める．勿体振った態度になる．威
張った態度が出てくる．威厳が出てくる．MGdo<IdIo
～ ¯thonön `lee他人が自分より恵まれたり上位にな
るのを嫌って妨害する態度が現れる．高圧的な態度
が出てくる．0>d<Zo9ZZ=o～ `choolun `lee 身びいきの
態度が出てくる．TKcVoXo～ ¯phersha `lee出しゃば
りな態度が出てくる．LVdo;d<o～ `lokoo `lee度胸が出
てくる．MPUZoAMZo～ ˆdzeenyam `lee美人であるこ
とを鼻にかけた態度が出てくる．美人らしさが出て
くる．
7．(病気が)流行り始める，発生する．(病気に)かか
る． ?Mo=Io～ ¯chamngän `lee 悪性の風邪がはや
り始める．?MoIHo～ `chamnää `lee風邪がはやり始
める．?MoJo～ ¯champa `lee 風邪がはやり始める．
?MoV`MZo～ `chamrim `lee 流行性感冒がはやり始
める．V`MZo～ ˆrim `lee インフルエンザが流行り始
める．ZoIHo～ `sanää `lee 炭疽病がはやり始める．
Z̀LoL̀o～ ¯sipi `leeはしかがはやり始める．LZcoMd<o～
`semoo `lee 梅毒にかかる．[dIoIHo～ `hönnää `lee

牛疫がはやり始める．9ZoT1 (Mo～ ¯hlantrum `lee 天
然痘がはやり始める．
8．(においが) 漂ってくる． <\!VoHI` o～ ¯kyuutri `lee

酸っぱいにおいがし始める．VbWoHI` o～ ´rüütri `lee

腐臭が漂い始める．LZb=oHI` o～ ¯sungtri `lee 香りが
漂う．[MoHI` o～ ¯hamtri `lee かび臭いにおいがし始
める．
9．(味が)出てくる． ;oF`<o～ `khatii `lee苦味が出
てくる．LDdoLo～ ´trhoo `lee味がしてくる．味が出て
くる．VdoL>bHo～ ˆrucüü `lee味が出てくる．
10．(力が) ついてくる，つき始める，出てくる．
<?Yo<KdLZo～ `kutop `lee 体格がよくなり始める．体
力がつき始める．<F`= o<KdLZo～ `nyingtop `lee 精神
力がつく．<KdLZo～ `top `lee 力が出てくる．HJTo
<KdLZo～ `patop `lee胆力がついてくる．0><o9q<Zo～
`chaashuu `lee 力がつき始める．LVd o<KdLZo～ `lotop

`lee 気力がついてくる．9q<Zo～ `shuk `lee 力がつ

き始める．
11．(～が) 身に付いてくる． 7 qZo)Wo～ ´nüütsää

`lee 能力が身に付き始める．HJTo)Wo～ ¯patsää

`lee 勇猛な武術が身に付いてくる．<Xd< o)W o～
¯shoktsää `lee飛び方が身に付いてくる．
12．(～が)付く，付着する． ?boHIc<o～ `chutraa `lee

水垢が付着する．<UTo～ ¯ya `lee緑青が出る．Z<o
V`o～ ¯saari `lee垢がこびりついて堅くなる．
13．(虫が) 付く，付き始める，わく． THIc o X̀< o～
ˆdrishii `lee南京虫が出始める．TLbo<\@dIo～ ´bukyön

`lee 虫害が出始める．TLboKDo～ ´butra `lee細菌が付
き始める．TLb<oMo～ ´bungma `lee衣類に虫が付き
始める．){oTLbo～ ¯tsanpu `lee草に虫が付き始める．
XoTLbo～ ¯shanpu `lee蛆虫がわく．
14．(順番が) 巡ってくる． VcZo<?dVo～ ´reekoo `lee

順番が回ってくる．VcZoMdZo～ ˆreemöö `lee 順番が
回ってくる．WZoVcZo～ ˆlääree `lee当番になる．
15．(～が) 出る，出てくる． GIo<\@dIo～ ¯thänkyön

`lee かんばつによる災害が出始める．H= o < o～
´thangka `lee食欲が出てくる．7 qZo<KdLZo～ ˆnüütop
`lee能力が出てくる．HJTo=Vo～ ¯pa’ngar `lee勇気
が出てくる．\@Io<\@<o～ `cänkyaa `lee目やにが出始
める．\@Io?Lo～ `cäncap `lee 涙が浮かぶ．Kb<ZoVco
～ ¯phukre `lee将来の希望が出てくる．L)Uo<6 q=o～
`tsetun `lee 情愛が出てくる．L)UoZcMZo～ `tsesem

`lee慈悲心が出てくる．9q<Zo+@cIo～ ¯shukkyen `lee

影響が出る．9Z<ZoJo～ ¯hlakpa `lee風が出てくる．
16．＜ Vpf + ZVcLo の形で＞ ～してくる． ;dZoHI` oMo
R`MoJdoTHIo>̀<oLF=oZVcLZo1=̂on `khöö ´trhima ´shimpu
re ci ¯tan `lee cun.「そいつからうまそうなにおいが
漂ってきた」

ZVcLZo ☞　ZVcLo (p. 349)

ZVd<o `loo v. vol.

npf. pf. imp.

ZVd<o, LZVd<o LZVd<Zo ZVd<Zo
`loo `loo `loo

pres. fut. pt. imp.

[ ZVd<o LZVd<o LZVd<Zo ZVd<Zo ]

1．(～を)ひっくり返す，逆にする，反対にする，裏
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返す． M<doM@b<o～ ˆgomcuu `loo 上下をひっくり
返す．M<d o% `= o～ ´gutin `loo 前後を逆にする．で
んぐり返しをする．上下を逆にする．M<d o<8 q< o～
ˆgoshuu `loo上下の位置 (秩序)を逆にする．No% `=o
～ ¯ngantin `loo 前後の順序を入れ替える．KVo～
¯phaa `loo 向こうに戻す．0>` oI= o～ ¯chinan `loo

ひっくり返す．裏返す．0>`Io:o～ ¯chinka `loo 逆に
する．裏返しにする．0>`Io>̀o～ ¯chinci `loo 逆にす
る．TKDcHo<8 q=o～ ¯trheeshun `loo 縦横を反対にす
る．M̀<o9O<Zo～ `mikpaa `loo 瞼を裏返す．O=o～
¯tshan `loo巣をひっくり返す．
2．(返事を) 返す．(～を) 差し戻す． :̀oWo:̀oWIo～
¯ki la ¯kilän `loo 雄叫びに対して雄叫びで応じる．
;oWIoWIoM=o～ ¯khalän ´länman `loo 何度も口答
えする．2qZoWIo～ ´khüülän `loo答礼する．H<d=Zo
8 qo～ ´kongshu `loo休暇願いを差し戻す．FVoWIo～
¯tarlän `loo電報の返事を出す．<FMoWIo～ ¯tamlän
`loo 返答を返す．HI` oWIo～ ´trhilän `loo 回答する．
TLdH oWIo～ ´böölän `loo 返事をする．Ù< oWIo～
´yiklän `loo手紙の返事を返す．\oWIo～ ¯alän `loo

返事をする．
3．お返しをする．恩返しをする．仕返しする．反
撃する． H2FoWIo～ ´tralän `loo 報復する．H2FoXo
～ ´trasha `loo 仇討ちする．敵討ちする．"dWoWIo
～ ´köölän `loo反撃する．=IoWIo～ ´ngänlän `loo

仕返しをする．<KcVoWIo～ ¯teelän `loo お返しをす
る．HI`IoWIo～ ´trhinlän `loo恩返しをする．8 qo% cIo～
´shutän `looお返しする．<8 qoWIo～ ´shulän `loo殴
られた仕返しをする．LS=oWIo～ ´sanglän `loo 恩
返しする．UoWIo～ ´yalän `loo仕返しをする．お返
しをする．報いる．W<oJdHo～ ˆlääpöö `loo お返し
する．仕返しする．WIo～ ´län `loo返答を返す．お
返しをする．仕返しをする．口答えする．ZDd<oWIo～
¯soolän `loo仇討ちする．
4．(向きを) 変える．(位置を) 変える．(態度を) 変
える．(色を) 変える． ;oKVo～ ¯kha ¯phaa `loo 後
ろ向きになる．;o0>d<Zo～ `khapcoo `loo 方向を変
える．;oObVo～ ¯kha ¯tshuu `loo 顔を向けて面と
向かう．;o～ ¯kha `loo 向きを変える．舞い戻る．
<Io+@Wo～ ´khänkyää `loo 仰向きにする．\@dHoJo～
¯cöpa `loo態度を悪くする．OVIo)To～ ¯tshöntsi `loo

ペンキの色を変える．OVZo<R`o～ ¯tshööshi `loo 色
彩を変える．<Rd<Zo～ ˆshoo `loo 向きを変える．
<Zc<o～ `saa `loo斜めにする．斜めに向ける．
5．(～を)帰す，帰還させる． <do～ ´kho `loo実家に
戻す｛離婚のため｝．GHo:Vo～ ¯thääkaa `loo何もも
てなしをしないでそのまま帰す．HJb=o<Mco～ ¯pungte

`loo部隊を帰還させる．L<oMo～ ´phaama `loo嫁を
(実家に)帰す．出戻りにする．L=o?cIo～ ´phangcen
`loo使者を帰す．
6．(～を)倒す，壊す，崩す． ;oLbLo～ `khapuu `loo
うつ伏せに倒す．ひっくり返す．;oZb<o～ `khapsuu
`loo つんのめらせる．;=oJo～ ¯khangpa `loo家を
壊す．!==o<d<o～ ˆkyhankoo `loo 廃墟を壊す．!==o
～ ´kyhan `loo土壁を倒す．2.oX<o～ ˆtrhashaa `loo
僧坊を壊す．<MdH o;=o～ ´töökan `loo 住宅を壊す．
L)U<ZoFdo～ ¯tsakto `loo大きな荷物の山を崩す．R`<o
Vdo～ ´shikru `loo壊れた残骸を倒す．
7．(土地を)耕す，掘り返す． <F`=o[dHo～ `tingmöö

`loo 深く耕す．<F`=o～ `ting `loo 底を掘り返す．
<KdIo[dHo～ `tönmöö `loo 作物の取り入れ後，作物の
根と畑の土を掘り返す．MGToT;dLo～ `thakop `loo

休耕地を耕す．OWoR`=o～ ¯tshääshin `loo野菜畑を
耕す．R`=o"dHo～ ˆshingköö `loo荒れ地を耕す｛犁を
使わずに｝．Zo"dHo～ `saköö `loo 荒れ地を耕す．Zo
<Kd=o～ `saton `loo荒れ地を耕す．Zo～ ¯sa `loo土を
掘り返す．
8．(～を)還俗させる． 2.oJo～ ´trhapa `loo還俗さ
せる．\oIco～ ¯ani `loo尼僧を還俗させる．
9．前言を翻す． OV=o～ ¯tshon `loo初め買うと言い
ながら後で買わないと言う．
10．振り返る． ;o0>`Vo～ ¯kha ¯chir `loo振り返る．
0>` oL9KZo～ `chitää `loo 振り返る．0>` oM̀<o～ `chimii

`loo振り返る．
11．(衣服の裾，へりなどを)折り返す．(折り返して
あったものを)元に戻す． ?o;o～ ¯chaka `loo 裾を
折り返してとじる．Mbo;o～ ´muka `loo 衣服の縫い
目を解く｛折り返してあったものを元に戻す｝．
12．(悪いことを) する． AWo<8 q< o～ ˆnyääshuu

`loo (大事なものに) 布団の足元の部分を向ける．
% cIoTLDcWo～ ¯temtree `loo縁起の悪いことをする．
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13．(～を)する． <Mo～ ´kham `loo馬やらばの鼻
から血を抜く．

ZVd<Zo ☞　ZVd<o (p. 350)

ZVd=o 1 `lon v. vol.

npf. pf. imp.

ZVd=o LZVd=Zo ZVd=Zo
`lon `lon `lon

pres. fut. pt. imp.

[ ZVd=o LZV=o LZV=Zo ZVd=Zo ]

1．(施しなどを) もらう，求める，頼む．(～を) 乞
う．物乞いをする． ;?` o0 (<o～ `khitruu `lon 子犬を
もらう．<^+<o<^+<o～ ˆtruktruu `lon (貧しい人が) 落
ち穂を拾わせてもらう．H=bWo～ ¯ngüü `lon お金を
もらう．#IoJo～ ¯nyänpa `lon贈り物を求める．@o
MVo～ ´chamaa `lon茶とバターをもらう．9Kdo～ ¯to

`lon食物をもらう．6 q<oZVd<o～ ˆthukloo `lon衣服を
もらう．)MoJo～ ¯tsampa `lon 麦こがしをもらう．
RWoTHcLZo～ ˆshäntee `lon 寄付をもらう．Zo?o～
¯saca `lon 土地をもらう．LZdHo<FdMZo～ `söönyom

`lon托鉢する．
2．(嫁や養子などを)もらう． MIToMo～ ¯nama `lon
嫁をもらう．LboOLo～ ˆphutsap `lon養子をもらう．

ZVd=o 2 ☞　LZV=o 1 (p. 359)

ZVd=Zo ☞　ZVd=o 1 (p. 352)，LZV=o 1 (p. 359)

ZVdHo ☞　LZVHo (p. 360)

ZVdLo ☞　LZVLo (p. 360)

ZVdLZo ☞　LZVLo (p. 360)

ZVdZo ☞　ZVo 1 (p. 348)

<Z=o `san v. vol.
npf. pf. imp.

<Z=o <Z=Zo <Z=Zo
`san `san `san

pres. fut. pt. imp.

[ <Z=o <Z=o <Z=Zo <Zd=Zo ]

(～を) 隠す，秘密にする，他人に伝えない． <?Ho
?oI=oHdIo～ ¯käca ´nangtön `san 話の中身を秘密

にする．<?Ho?o～ ¯käca `san 話を秘密にする．<F`=o
<FMo～ ¯nyingtam `san心の内を隠す．<IZoObWo～
¯näätsüü `san事情を隠す．<Z=oLo～ ¯sangwa `san
秘密にする．

<Z=Zo ☞　<Z=o (p. 352)

<ZHo `sää, `söö v. vol.
npf. pf. imp.

<ZHo, <ZdHo LZHo ZdHo
`sää, `söö `sää `söö

pres. fut. pt. imp.

[ <ZdHo <ZHo LZHo ZdHo ]

1．(～を)殺す． @<oJo～ ´chakpa `sää強盗を殺す．
TLboZD`Io～ ´busin `sää 虫を殺す．M̀o=Io～ ´mingän

`sää悪人を殺す．<U<o～ `yaa `sääヤクを殺す．V`o
H|<Zo～ ˆritaa `sää野生の草食動物を殺す．W<oHMVo
～ ´lakmaa `sää殺人犯を殺す．ZDd<o?<Zo～ `sokcaa
`sää生き物を殺す．～M?d=o `sää ´nyon殺した経験が
ある．M̀o～M;Io<̀o<FcoHJdIo ´mi ¯säängän ki ¯tepön
殺人の首謀者．
2．殺菌する．滅菌する． IHoTLbo～ ´nänpu `sää殺
菌する．TLboKDo～ ´butra `sää殺菌する．
3．(明かり，火などを)消す．(機械を)止める． 2F=o
2Vd< o～ ˆtrhangloo `sää 冷房を止める．2Vd< oGLo～
`loktap `sää 電熱器を消す．電熱器の電源を切る．
2Vd<o～ `loo `sää 電気を消す．<NYMoL8 q o～ ¯numshu

`sää ランプを消す．HJWoTLVo～ ¯pänpaa `sää 松
明を消す．<Q` o >̀oẀ=o～ ´pici-lin `sää 懐中電燈を消
す．Mco9Cco～ ´mece `sää炎を消す．Oo2Vd<o～ `tshaloo

`sää暖房を消す．L8 qoMVo～ ´shumaa `sää灯火を消
す．灯りを消す．U=oW"o～ ´yanglaa `sääろうそくを
消す．
4．目を覚まさせる． <ÀHo～ `nyii `sää 目覚めさ
せる．

<ZIo 1 ¯sän v. vol. hon.
npf. pf. imp.

<ZIo <ZIo <ZIo
¯sän ¯sän ¯sän

pres. fut. pt. imp.

[ <ZIo <ZIo <ZIo <ZdIo ]
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non-hon.　☞　AIo 1 (p. 165)
1．(～を) 聞く． L:ToMdWo～ ¯kamöö ¯sän 話を聞
く．?dZo～ `chöö ¯sän仏教の教えを聴く．<FIo9Cd<o～
`nyäncoo ¯sän聞く．<FMoLS=o～ `tamsan ¯sän吉
報を聞く．HdIoH<o～ ˆthöntaa ¯sän意義を聞く．LHco
<MY<o～ ˆtituu ¯sän苦情を聞く．<IZoObWo～ ¯näätsüü
¯sän 事情を聞く．R`LoO<Zo～ ˆshiptsaa ¯sän 詳細
に聞く．<Zb=o<?Ho～ `sungkää ¯sän声を聞く．<Zb=o
GVo～ ¯suntaa ¯sän謡曲を聞く．
2．(～を) 聞き入れる．従順になる． L:ToZVdL o～
`kalop ¯sän 忠告を聞き入れる．RW oW o～ ´shää

la ¯sän 従順にする．言うことを聞く．LZVLo1>o～
¯lapca ¯sän忠告を聞く．
3．(デマを) 真に受ける． H1Fd< o<FMo～ ¯troktam

¯sän デマを聞く．デマを真に受ける．<MY<o?<Zo～
ˆtukcaa ¯sän 悪いことを真に受ける．<Q`V o<FMo～
´pirtam ¯sän 人心を動揺させるような噂を真に受
ける．

<ZIo 2 ¯sän v. non-vol. hon.
npf. pf. imp.

<ZIo <ZIo –
¯sän ¯sän –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

non-hon.　☞　<do (p. 108)
(～が)聞こえる． ～<̀oT6 q<o<Zn ¯sänki ˆdukää.「聞
こえますか」

<ZLo ☞　LZLo (p. 357)

<ZWo ¯sää v. non-vol.
npf. pf. imp.

<ZWo <ZWo –
¯sää ¯sää –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が) はっきりしている，はっきり現れる，明
らかになる． G`<o～ `thii ¯sää 線がはっきりする．
MGToV`Zo～ `tharii ¯sää波状紋がはっきりしている．
<Hd=oV`Zo～ ˆtongrii ¯sää正体がはっきりする．顔立
ちがはっきりする．TObLo=do～ ¯tshumngo ¯sää凶兆

の相がはっきり出ている．V=o%<Zo～ ˆrangtaa ¯sää

本性が明らかになる．V=oMHd<o～ ˆrangtoo ¯sää 本
性が明らかになる．本来の色が現れる．
2．(文書に Wo / ø )明記されている．(印などが)はっ
きり押されている． HMo0 (<o～ ˆthamtruu ¯sää印鑑
がはっきり押されている．<QY<oHMo～ ´puktam ¯sää

ダライラマの印璽がはっきり押されている．<kH<oHMo
～ ´traktam ¯sää郵便スタンプがはっきりしている．
MoHcLoWo～ ˆmatep la ¯sää 原本に明記されている．
M̀=oGd o～ ´mingto ¯sää 登録されている．Ù o<cVo～
´yikee ¯sää 文書に明記されている．WoGcWo～ ´latee

¯sää封印がはっきりしている．
3．(写真が) はっきり写っている．(写真に) はっき
り写っている． JVo～ ¯par ¯sää 写真がはっきり
写っている．
4．(～が) 明るくなる，明るい． IMo～ ´nam ¯sää

明け方空が明るくなる．MbIoJo～ ´münpa ¯sää明る
くなる．McoTdHo～ ˆmeöö ¯sää 炎の光が明るい．TdHo
<N=o～ ´öönan ¯sää 光が明るい．光明がはっきり見
える．

<Z`Wo * ¯sii, ¯sir v. vol.
npf. pf. imp.

<Z̀Wo LZ̀Wo <Z̀Wo
¯sii, ¯sir ¯sii, ¯sir ¯sii, ¯sir

pres. fut. pt. imp.

[ <Z̀Wo <Z̀Wo LZ̀Wo <Z̀Wo ]

(～を) 細かくする，砕く，粉砕する，粉にする． ?do
Wdo～ ¯cholo ¯sii ルバーブの葉を粉にする．\Vo<d=o
～ ¯arkon ¯sir石英岩を砕く．

<Zb=o `sun v. vol. hon.
npf. pf. imp.

<Zb=o <Zb=Zo <Zb=Zo
`sun `sun `sun

pres. fut. pt. imp.

[ <Zb=o <Zb=o <Zb=Zo <Zb=Zo ]

non-hon.　☞　ScVo 1 (p. 304)，WLo (p. 326)，LXHo
1 (p. 340)

(～を)言う，語る，話す，伝える，説く． L:ToMdWo～
¯kamöö `sun 話をする．9?d<o<FMo～ ¯koktam `sun

Z



<Zb=Zo 354 <Zdo

内緒話をする．<?Yo)UHo～ `kutsee `sun 冗談を言う．
からかう．<?dVo<FMo～ ¯kortam `sun 当てこすりを
言う．;o?cMZo～ `khacem `sun遺言する．;D`<o;D`<o～
`trhik-trik `sun きちんと話す．, ! o+@cIo～ ´kyukyen

`sun 理由を言う．?dZo～ `chöö `sun 仏法を説く．
<QdVoXdLo～ ˆporshoo `sun 大ぼらを吹く．R`Lo,@Zo～
ˆshipkyää `sun詳細に話す．UoVLZo～ ˆyarap `sun
道徳的に立派なことを話す．Wc<Zo<k@Vo～ ´lekcaa

`sun 講演をする．<Zb=o?dZo～ `sungcöö `sun 説法
する．\<o～ `aa `sun小言を言う．叱る．

<Zb=Zo ☞　<Zb=o (p. 353)

<ZbLo `sup v. non-vol.
npf. pf. imp.

<ZbLo <ZbLo –
`sup `sup –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(犬などが) 噛みつく． ;?` o～ ¯khi `sup 犬が噛みつ
く．～T1>=oW=o ¯sumcan ˆlan (犬などが) やたらに
噛みつく．

<Zc=o `san v. non-vol.
npf. pf. imp.

<Zc=o <Zc=o –
`san `san –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～に) 隙間があく，隙間ができる． @ o MHd= o～
´chanton `san 茶の攪拌器の木の合わせ目に隙間
ができる｛乾燥のせいで｝．

<ZcHo * `see, `sep v. vol.
npf. pf. imp.

<ZcHo LZcHo ZcHo
`see, `sep `see, `sep `see, `sep

pres. fut. pt. imp.

[ <ZcHo <ZcHo LZcHo ZcHo ]

(毛などを)梳く．ほぐす． <?YHo<Nco～ ¯kune `see糸の
先端を梳く．;boWbo～ ¯khulu `see にこ毛を梳く．#o
Mo～ ¯ngama `see (ヤクや馬の)尻尾の毛のもつれを
ほぐす．RYo～ ¯pu `see毛を梳く．LWo～ ´phää `see

羊毛を梳く．1>oRYo～ ´chapu `see羽毛をほぐす．)THo
Jo～ ¯tsiipa `seeヤクの長い毛をほぐす．UbWoLWo～
´yüüpää `see農民が生産した羊毛を梳く．

<Zdo 1 ¯so, `söö v. vol.
npf. pf. imp.

<Zdo <ZdZo <ZdZo
¯so, `söö `söö `söö

pres. fut. pt. imp.

[ <Zdo <Zdo <ZdZo <ZdZo ]

1．(～を) 養う，育てる，養育する． ;o～ ¯kha ¯so

養う．H<co0 (<o～ ˆkitruu ¯so 弟子を養う．I=oM̀o～
´nangmi ¯so家族を養う．Jbo2qo～ ¯puku ¯so子供を
養う．子供を養育する．1>`o0(<o～ ˆchipruu ¯so私生
児を養育する．Ro;=d<o～ ˆsharkyoo ¯so 身体障害者
を養う．<ZdZo0 (<o～ `söötruu ¯so養子を育てる．
2．(～を) 飼う，育てる，飼育する． , !< o% o～
´kyukta ¯so競走馬を育てる．<I<o0<̂Zo～ `nakcuu
¯so ウシ科の家畜を飼育する．\@=o0 (<o～ `cangtruu

¯so 狼の子を養う｛後で危害を受けることがあって
も良いことは無いという例え｝．Ld=oLbo～ ´phungku

¯so ろばを飼育する．1>oHco～ ´chate ¯so 鶏を飼育す
る．[dIo0<̂Zo～ `möncuu ¯so耕作用の家畜を飼育す
る．LRdoMo～ ´shoma ¯soミルクを取るための家畜を
飼育する．LRdIo%o～ ´shönta ¯so乗馬用の馬を飼育
する．Wb<o2qo～ ´luku ¯so子羊を飼育する．ZcMZo>Io
～ ¯semcän ¯so動物を飼う．家畜を飼育する．\oUdo
～ ¯ayoo ¯so子犬を育てる．
3．(疲れ，苦しみなどを) 癒す，慰める．養生す
る．休息する． Gb<ZoZcMZo～ `thuusem ¯so 慰め
る．<Sb<ZoJd o～ ´suku ¯so 養生する．ZcMZo<MY<o～
`semtuu ¯so苦しみを慰める．
4．(恩などを) 返す．(恩などに) 報いる． <?YoHI`Io～
¯kutrin ¯so 恩返しをする．HI`Io～ ´trhin ¯so 恩に報
いる．
5．(火を)おこす． Mco;o～ ´meka ¯so火種を使って
火をおこす．
6．(伝統を) 復活させる． T;D`H o,!I o～ ¯trhiikyün

¯so教授法の伝統を復活させる．

<Zdo 2 ¯so, `söö v. vol.
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npf. pf. imp.

<Zdo, LZdo <ZdZo, LZdZo <ZdZo
¯so, `söö `söö `söö

pres. fut. pt. imp.

[ <Zdo LZdo LZdZo <ZdZo ]

休息する．(疲れを)癒す． <?Yo=Wo～ ¯kungää ¯so休
息する．休憩する．休む．=Wo<Zdo～ ´ngääso ¯so休
息する．休ませる．

<Zdo 3 ¯so, `söö v. non-vol.
npf. pf. imp.

<Zdo, <ZdZo <ZdZo –
¯so, `söö `söö –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が) 生き返る，生気を取り戻す，蘇生する．
"IoT;d<Zo～ ˆkänkoo `söö 老人が生き返る．<Hd=o
MHd<o～ ˆtongtoo `söö 顔色が良くなる．IHoJo～
´näpa `söö病人が生き返る．Jbo2qo～ ¯puku `söö 子
供が生き返る．R=o～ ¯pang `söö 芝生が生気を取
り戻す．McoFd<o～ ˆmetoo `söö 花が生き返る．){o～
¯tsa `söö 草が生き返る．<Sb<ZoJdo～ ´suku `söö 体
が元気になる．UVo～ ´yaa `söö 生き返る．蘇生す
る．X̀=o～ ¯shing `söö木が生き返る．
2．(疲れが) とれる，癒される． <?Yo=Wo～ ¯kungää

`söö 疲れがとれる．=Wo～ ´ngää `söö 疲れがと
れる．
3．(記憶などが) 蘇る．思い出す． Gb<Z o HII o～
¯thuträn ¯so 思い出す．HIIoJo～ ´trhänpa `söö 意
識を回復する．HIIo～ ´trhän ¯so 思い出す．HIIo～
´trhän `söö思い出す．
4．(傷が)癒える，治る． [o;o～ ¯maka ¯so傷口が
癒える．
5．役に立つ． Gb<ZoKIo～ ¯thupän ¯so役に立つ．

<Zd<o ☞　LZ<o 1 (p. 356)

<Zd=Zo ☞　<Z=o (p. 352)

<ZdHo ☞　<ZHo (p. 352)

<ZdIo 1 ¯sön v. non-vol.

npf. pf. imp.

<ZdIo <ZdIo –
¯sön ¯sön –

pres. fut. pt. imp.

[ <ZdIo <ZdIo <ZdIo – ]

生き返る．蘇生する．生きる． M̀o～ ´mi ¯sön 人が
生き返る．UVo～ ´yaa ¯sön 生き返る．蘇生する．
ZcMZo>Io～ ¯semcän ¯sön動物が生き返る．

<ZdIo 2 ☞　<ZIo 1 (p. 352)

<ZdLo ☞　LZLo (p. 357)

<ZdVo ☞　LZVo (p. 357)

<ZdWo ¯söö v. vol. hum.
npf. pf. imp.

<ZdWo <ZdWo <ZdWo
¯söö ¯söö ¯söö

pres. fut. pt. imp.

[ <ZdWo <ZdWo <ZdWo <ZdWo ]

1．(～を) 供養する，祭る． <\@cZo9Zo～ ¯kyeela ¯söö

産土神を供養する．H2Fo9Zo～ ´trapla ¯söö 軍神を供
養する．軍神を祭る．?dZo<\@d=o～ `chöökyon ¯söö護
法神を供養する．IdVo9Zo～ ´norla ¯söö財神を供養す
る．<IZo?b=o～ ¯nääcun ¯sööネーチュン寺の護法神
を供養する．HJWo9MIo9ZoMdo～ ¯pantän ¯hlamo ¯söö

パンデンラモを供養する．<R`oLH<o～ ˆshiptaa ¯söö

土地の守護神を供養する．地の神を供養する．Wo)Uo
～ ´latse ¯söö峠の神を祭る．< (=oMo～ ¯sungma ¯söö
護法神を供養する．9Zo～ ¯hla ¯söö神を供養する．
2．(恩に) 報いる．(恩返しを) する． L:ToHI`I o～
¯katrin ¯söö 恩に報いる．HI`IoWIo～ ´trhinlän ¯söö

恩返しをする．LS=oWIo～ ´sanglän ¯söö 恩返し
する．
3．(～を)差し上げる． MOIo～ ¯tshän ¯söö名前を
差し上げる．
4．(塗料を)塗る｛ポタラ宮や寺院，邸宅などの建物
に塗料を塗る行為を指す｝． H:Vo)To～ ¯kartsi ¯söö

白い塗料を塗る．H:VoV<o～ `kaaraa ¯söö石灰の溶
液を塗る．<?YoH:Vo～ ¯kukaa ¯söö 建物を白く塗る．
LN<o～ `tsaa ¯söö赤土を塗る｛ポタラ宮や寺院の壁
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面などに｝．ZoH:Vo～ ¯sakaa ¯söö石灰を塗る｛ポタ
ラ宮や寺院の壁面などに｝．ZoHMVo～ ¯samaa ¯söö

赤土を塗る｛ポタラ宮や寺院の壁面などに｝．
5．(仏像などに対しお清めなどの行為を)する． <?Yo
< (Zo～ `kutrüü ¯söö洗い清める｛神仏の像を｝．< (Zo
～ `trhüü ¯söö洗い清める｛神仏の像を｝．
6．(～を)申し述べる． , !o+@cIo～ ´kyukyen ¯söö 理
由を申し述べる．

<ZdZo ☞　<Zdo 1 (p. 354)，<Zdo 2 (p. 354)，<Zdo 3 (p.
355)

LZ<o 1 `saa v. vol.
npf. pf. imp.

LZ<o LZ<Zo LZ<Zo
`saa `saa `saa

pres. fut. pt. imp.

[ <Zd<o LZ<o LZ<Zo Zd<o ]
[ <Zd<o LZd<o LZd<Zo Zd<o ]

1．(～を) ためる，集める，蓄える，貯える． ;o
Wd=Zo～ `khalon `saa不足分の補充に備えて蓄える．
2Vd<o～ `loo `saa 蓄電する．H=bWo～ ¯ngüü `saa お
金を貯める．<>cZoIdVo～ ¯ceenoo `saa 大切な宝物
を蓄える．<FcVo*Zo～ `tertsää `saa鉱物資源を集め
る．G`<ZoJo～ ¯thikpa `saa水滴をためる．IdVo*Zo～
ˆnortsää `saa財産を蓄える．HJcoHcLo～ `petep `saa

書籍を集める．MoH=bWo～ ´mangüü `saa資本金をた
める．HMVoWbHo～ `malüü `saa羊など家畜の糞の肥
料を集める．LSToL>To～ ´saca `saa食料をためる．
2．(経験，善行などを) 積む． H<coLo～ ´kewa `saa

善行を積む．H<co)o～ ´ketsa `saa善根を積む．AMZo
M?d=o～ ´nyamnyon `saa経験を積む．OV<Zo～ `tshoo
`saa善根を積む．LZdHoLHco～ ¯sote `saa善根を積む．
3．(～の回数を)重ねる．(～を)繰り返し行う． AcZo
Jo～ ´nyeepa `saa罪を重ねる．<M`<oAcZo～ ˆtingnyii

`saa 犯罪を重ねる．<M`< oJ o～ ´tikpa `saa 罪を重
ねる．I<oAcZo～ ˆnangnyee `saa 罪を重ねる．1>Zo
AcZo～ ˆchäänyee `saa過ちを積み重ねる．WIo2F=Zo
～ ˆläntran `saa 何度も回数を重ねる．WZo=Io～
´läängän `saa悪事を働く．WZoTLDZo～ ˆlänträä `saa
悪い行いを重ねる．LZdHoIMZo～ `sonam `saa 幸運
をもたらす善行を積む．\oVoJoNo～ ¯ara-patsa `saa

文珠菩薩礼賛の真言を繰り返し唱える．
4．(髪やひげを) 伸ばす． <\Ho～ ¯tra `saa 髪を伸ば
す．還俗する．;oRYo～ ¯khapu `saa口の周りの髭を
伸ばす．(HoM<do～ ´pänko `saa 前髪を伸ばす．VWo
Jo～ ´rääpa `saa 長くもつれた髪を伸ばす．\oVo～
¯aara `saa 口髭を伸ばす．\d<oOVMo～ `oktsom `saa

顎髭を伸ばす．
5．(動物が巣や住み処を) 作る． 2Fd< o O= o～
´trhootsan `saa 蟻が巣を作る．TH< o1>`Tb o O= o～
´dakcii ¯tshan `saa ツバメが巣をかける．\@=oO=o
～ ¯cangtsan `saa 狼が住み処を作る．TLb oO= o～
´butsan `saa 虫が巣を作る．<kH=oO=o～ ´pangtsan

`saa 蜂が巣を作る．O=o～ ¯tshan `saa巣をかける．
QoO=o～ ´wotsan `saa狐が棲み処を作る．

LZ<o 2 `saa v. non-vol.
npf. pf. imp.

LZ<o LZ<Zo –
`saa `saa –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(業が) 積み重なる．(業を) 積み重ねる． WZo～
ˆlää `saa業を積み重ねる．
2．(～が) たまる．(原因などが) 重なる． HMoOT<o
～ ˆthamtsii `saa 不仲の原因が重なる．6 q o HIc< o～
ˆthutraa `saa すすがたまる．'<o～ `naa `saa 膿が
たまる．<Sb<ZoJdVo?bo～ ´sukoo ¯chu `saa 体に水が
たまる．体がむくむ．WZo:o～ ´lääka `saa仕事がた
まる．
3．(～が)繰り返される． HLb<Zo～ `uu `saa喘ぐ．
4．(面倒なことに)なる． M<do;Dd<o～ ˆgoptroo `saa

面倒を起こす．問題を起こす．HJco～ ¯pe `saa とん
でもないことになる．困ったことになる．

LZ<Zo ☞　LZ<o 1 (p. 356)，LZ<o 2 (p. 356)

LZ=o `san v. vol.
npf. pf. imp.

LZ=o LZ=Zo Zd=Zo
`san `san `son

pres. fut. pt. imp.

[ LZ=o LZ=o LZ=Zo Zd=Zo ]

1．(つかえているものなどを)取り除く，掃除する，
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きれいにする． <Ho<F`<Zo～ ˆkhäänyii `san ごみを
取り除く．?boLb<o～ `chupuu `san 排水溝を掃除す
る．GLo<Ad o～ ¯thapko `san かまどの焚き口の灰を
掻き出してきれいにする．GLoM̀<o～ `thapmii `san

かまどの上の穴をきれいにする．UbVoLbo～ ´yoopu

`san 灌漑水路につかえているものを取り除く．\o
9Cd<o～ `amcoo `san耳垢を取る．\`o;b=o～ ¯ikun `san
穴の通りをよくする．
2．率直に言う． ;o～ ¯kha `san 率直に言う．はっ
きり言う．

LZ=Zo ☞　LZ=o (p. 356)

LZHo ☞　<ZHo (p. 352)

LZLo `sap v. vol.
npf. pf. imp.

LZLo LZLZo ZLZo
<ZLo LZLZo ZLZo
`sap `sap `sap

pres. fut. pt. imp.

[ <ZdLo LZLo LZLZo ZdLZo ]

1．(～を) 補填する，補充する，足す． ;o～ ¯kha

`sap補充する．補填する．足す．2qIo～ ´khün `sap

損失を補填する．!=d=o2qIo～ ´kyhonkün `sap 損失
を補填する．LboWdIo～ ´pholön `sap借金の補填をす
る．WZo:o～ ´lääka `sap仕事を補充する．
2．(～の) おかわりをよそう． H:VoUdWo～ ¯kayöö

`sap 茶碗におかわりをよそう．,@oGb<o～ ˆkyatuu

`sapうどんのおかわりをよそう．TLDZo～ ˆdrää `sap
ご飯のおかわりをよそう．
3．(恩に)報いる． HI`IoWIo～ ´trhinlän `sap恩返し
をする．恩に報いる．

LZLZo ☞　LZLo (p. 357)

LZMo 1 `sam v. vol.
npf. pf. imp.

LZMo LZMZo
`sam `sam

pres. fut. pt. imp.

[ ZcMZo LZMo LZMZo ZdMZo ]

hon.　☞　H<d=Zo 1 (p. 115)
(～と) 思う．(～を) 考える． <\@`HoJdo～ ¯kipu `sam

楽しく暮らそうと思う．;coLcHo～ `khepee `sam 利
潤を考える．, !oTLDZo～ ˆkyumträä `sam因果応報に
ついて考える．=IoJo～ ´ngänpa `sam 悪いことを
考える．?dZo～ `chöö `sam仏道につこうと思う．M̀o
LZMoH2q oLZMo～ ˆmisam ˆkusam `sam あれやこれ
ややたら考える．ZcMZoWo ... LZMo `sem la — `sam

心に～と思う．～, ! o"dHoJdo ¯samkyu ´kööpo 考えが
しっかりしている．

LZMo 2 `sam v. non-vol.
npf. pf. imp.

LZMo LZMZo –
`sam `sam –

pres. fut. pt. imp.

[ ZcMZo LZMo LZMZo ZdMZo ]

hon.　☞　H<d=Zo 2 (p. 115)
(～の想いを) 抱く．(～しようと) 思う． Kb<ZoVc o
～ ¯phukre `sam 将来の希望を持つ．S oH<dZ o～
´sa ˆkoo `sam 食べようと思う．Vco=Io～ ´rengän

`sam人に災いあれと思う邪な願望を抱く．Vco<Kd=o～
´reton `sam空想する．VcoTHdHo～ ˆrentöö `sam願望
を持つ．

LZMZo ☞　LZMo 1 (p. 357)，LZMo 2 (p. 357)

LZVo ¯saa v. vol.
npf. pf. imp.

LZVo LZVo <ZdVo
¯saa ¯saa ¯soo

pres. fut. pt. imp.

[ <ZdVo LZVo LZVo <ZdVo ]

(～を)準備する，用意する． <=o<o～ ´kangka ¯saa

全部を準備する．, !o?o～ ´kyupca ¯saa材料を準備す
る．M?dHoMVo～ ¯chöömaa ¯saa供物のバターを用意
する．HcoV̀=oIZo～ ´thari nää ¯saa今日のうちに準備
する．<ZdWoOT<Zo～ `söötsii ¯saa食事の準備をする．

LZWo 1 ¯sää, ¯see v. vol.
npf. pf. imp.

LZWo, ZcWo LZWo LZWo
¯sää, ¯see ¯sää ¯sää

pres. fut. pt. imp.

[ ZcWo LZWo LZWo ZdWo ]
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1．(～を) 無くす．選り分ける． +@cI o =I o ～
¯kyenngän ¯sää 災難を無くす．+@cIo)o～ ¯kyentsa

¯sää 根本原因を無くす．L<c<Z o LV o?H o～ ˆkek

ˆpharcää ¯sää災難を無くす．.WTboUoNUo～ ´tuu-yatse

¯sääもやしのごみを取る．& do<Ho～ ˆtokää ¯sää穀物
の中に混じった石くずを選り分ける．Mbo<co～ ´muki

¯sää 飢饉を無くす．[d=ZoHHo～ `montää ¯sää 盲信
を無くす．
2．(疑いなどを) 晴らす． Hd<ZoJo～ ´thokpa ¯sää

疑いを晴らす．LVdoHd<Zo～ `lotoo ¯sää疑いを晴らす．
3．気晴らしをする． ÙHo0W<Zo～ ˆyiimuu ¯sää 気
晴らしをする．
4．(～を)はっきりさせる． Kb<ZoVo～ ¯phukra ¯sää
将来証明する．
5．(希望などを) かなえる． THdHoJo～ ´döpa ¯sää

望みをかなえる．
6．(飢えや渇きを) 癒す． <?dMoIHo～ `komnää ¯sää

喉の渇きを癒す．9Kd<Zo<?dMo～ `tookom ¯sää 飢えと
渇きを癒す．

LZWo 2 ¯sää v. non-vol.
npf. pf. imp.

LZWo, ZcWo LZWo –
¯sää ¯sää –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)なくなる，消える． H:To=Wo～ ¯kangää ¯sää

苦労がなくなる．TObLo=do～ ¯tshumngo ¯sää凶兆の
相が消える．TObLo?o～ ¯tshupca ¯sää凶兆が消える．

LZ`Wo 1 ¯sii v. vol. hon.
npf. pf. imp.

LZ̀Wo LZ̀Wo LZ̀Wo
¯sii ¯sii ¯sii

pres. fut. pt. imp.

[ LZ̀Wo LZ̀Wo LZ̀Wo LZ̀Wo ]

non-hon.　☞　T< (o (p. 105)
(～を)洗う，濯ぐ． <?Yo<Sb<Zo～ `kusuu ¯sii 体を洗
う．0><o～ `chaa ¯sii 手を洗う．HLbo<\Ho～ ¯utra ¯sii

髪を洗う．RLZo～ ˆshap ¯sii足を洗う．RWoH:Vo～
´shääkaa ¯sii 茶碗を濯ぐ．RWoVZo～ ˆshäärää ¯sii

顔を洗う．RWo～ ´shää ¯sii口を濯ぐ．

LZ`Wo 2 ¯sii v. vol. hon.
npf. pf. imp.

LZ̀Wo LZ̀Wo LZ̀Wo
¯sii ¯sii ¯sii

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

non-hon.　☞　J̀Ho 1 (p. 226)
(～を) 脱ぐ，外す． <?Yo<KdHo～ `kotöö ¯sii 上着を脱
ぐ．\@IoXcWo～ ¯cänshee ¯sii眼鏡を外す．0><o<6 qLo～
`chaatup ¯sii 腕輪を外す．0><oTKDc=o～ ¯changtran

¯sii 数珠を外す．0><o9qLZo～ `chaashup ¯sii手袋を
脱ぐ．HLboR|o～ ¯usha ¯sii帽子を脱ぐ．RLZo0><Zo～
ˆshapcaa ¯sii靴を脱ぐ．

LZ`Wo 3 ¯sii v. non-vol. hon.
npf. pf. imp.

LZ̀Wo LZ̀Wo –
¯sii ¯sii –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(涙を)流す． \@Io?Lo～ `cäncap ¯sii涙を流す．

LZ`Wo 4 ¯sii v. non-vol.
npf. pf. imp.

LZ̀Wo LZ̀Wo –
¯sii ¯sii –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

涼しい．冷える． <?Yo～ ¯ku ¯sii冷える．

LZ`Wo 5 ☞　<Z̀Wo (p. 353)

LZbo ¯su v. vol.
npf. pf. imp.

LZbo LZbZo LZbZo
¯su `süü `süü

pres. fut. pt. imp.

[ LZbo LZbo LZbZo LZbZo ]

(～を)迎える． T2)WoJo～ ´drüüpa ¯su旅行者を迎
える．MIToMo～ ¯nama ¯su 嫁を迎える．M<oJo～
¯makpa ¯su婿を迎える．

LZbLo ☞　ZbLo (p. 345)

LZbLZo ☞　ZbLo (p. 345)
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LZbMo ☞　ZbMo (p. 345)

LZbMZo ☞　ZbMo (p. 345)

LZbZo ☞　LZbo (p. 358)

LZcHo ☞　<ZcHo (p. 354)

LZdo ☞　<Zdo 2 (p. 354)

LZd<o ☞　LZ<o 1 (p. 356)

LZd<Zo ☞　LZ<o 1 (p. 356)

LZdZo ☞　<Zdo 2 (p. 354)

LZD=o `san v. vol.
npf. pf. imp.

LZD=o LZD=Zo ZDd=Zo
`san `san `son

pres. fut. pt. imp.

[ ZDd=o LZD=o LZD=Zo ZDd=Zo ]

1．(～を) 真っ直ぐにする．(～の) ゆがみを直す．
;=d<o～ `kyoo `sanゆがみを真っ直ぐにする．曲がっ
ているのを直す．)T<oJo～ ¯tsikpa `san 壁を真っ直
ぐにする．<Sb<ZoJdo～ ´suku `san体を真っ直ぐにす
る．Udo～ ´yo `san 真っ直ぐにする．正す．\o;=d<oJo
;=d<o～ `akyoo `pakyoo `san ぐにゃぐにゃに曲がっ
ているものを真っ直ぐにする．
2．(でこぼこを) 平らにする．(しわを) 伸ばす．
<AcVoMo～ ¯nyema `sanしわを伸ばす．TLVoV`oTLbVo
V`o～ ´bari ´buri `sanでこぼこを直す．TLbVo～ ´bur

`san飛び出た所をならす．WoA<o～ ˆlanyaa `san大
きな凸凹を無くす．
3．(～を) 正す．(悪いところを) 改める． <\@<oQWIo
～ ¯kyaktsin `san嘘を正す．<\@dIo～ ¯kyön `san欠点
を正す．H<co<\@dIo～ ´kekyön `san 欠点を正す．8Fd<o
HIo～ ¯nyoktra `san 面倒なことを改める．IdVoT<(Wo
～ ´nontrüü `san誤りを正す．R dVo0>d<Zo～ `porcoo

`san方向を正す．<Udo<^!o～ ¯yokyu `san不正を正す．
4．(芝居の脚本などを) 筋が通るように語る． 9Zo
MdT`o<8 q=o～ ¯hlamöö ´shun `san 歌舞劇の脚本の筋
を語る．

LZD=Zo ☞　LZD=o (p. 359)

LZD`=o ☞　ZD`=o (p. 346)

LZD`=Zo ☞　ZD`=o (p. 346)

L< (=o ☞　< (=o 1 (p. 346)，< (=o 2 (p. 347)

L< (=Zo ☞　< (=o 1 (p. 346)，< (=o 2 (p. 347)

L< (Lo ☞　< (Lo (p. 347)

L< (LZo ☞　< (Lo (p. 347)

LZDco ☞　ZDco (p. 347)

LZDc<o ☞　ZDc<o (p. 347)

LZDc<Zo ☞　ZDc<o (p. 347)

LZDcZo ☞　ZDco (p. 347)

LZDdo ☞　ZDdo (p. 348)

LZDdZo ☞　ZDdo (p. 348)

LZVo ☞　ZVo 1 (p. 348)

LZV=o 1 ¯lan, `lan, `lon v. vol.

npf. pf. imp.

LZV=o, ZVd=o LZV=Zo ZVd=Zo
¯lan, `lan, `lon ¯lan, `lan `lon, ¯lon

pres. fut. pt. imp.

[ ZVd=o LZV=o LZV=Zo ZVd=Zo ]

1．(柱などを)立てる．(旗などを)立てる，掲げる．
:o, !<o～ `karkyuu ¯lan テントの支柱を立てる．:o
Lo～ ¯kaa ¯lan 柱を立てる．:oVo～ ¯kara ¯lan 支柱
を立てる．:coVcVo～ ¯ke-ree ¯lan真っ直ぐに立てる．
1Fd=o=cVo～ ¯tro-ngee ¯lan ぴんと立てる．2qVo,!<o～
ˆkhurkyuu ¯lan テントの支柱を立てる．2Vd<oX̀=o～
¯lokshin ¯lan電柱を立てる．,@=oTLcIo～ ´kyangpen
¯lan 遠距離の的を立てる．,@WoHVo～ ´kyäätaa ¯lan

国旗を掲げる．MGcoLd=o～ ¯thepo ¯lan 親指を立てる
｛謝罪の意味がある｝．HVo?o～ ´tharca ¯lan旗を立て
る．& doV`=o～ ˆturin ¯lan石碑を立てる．
2．(～を) 起こす．(横になっているものを) 縦に起
こす，縦にする． Jbo2qo～ ¯puku ¯lan子供を起こす．
UVo～ ´yaa ¯lan起こす．
3．(～を)起こす，引き起こす． 1VIo:o～ ¯länka ¯lan
もめごとを起こす．;oM?bo～ ¯khamcu ¯lan 訴訟を
起こす．T< (<oS`=o～ `trhuksin ¯lan 争乱を起こす．
T< (<ZoTPT=Zo～ `trhungtsin ¯lan喧嘩を起こす．!=dHo
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<R`o～ ´kyhööshi ¯lan いざこざを起こす．M<do;Dd<o
～ ˆgoptroo ¯lan 面倒を起こす．M<do8Fd<oWb=oJo<=o
～ ˆgomnyoo ´lungpa ´khan ¯lan大騒動を起こす．
,@<oVcZo～ ˆkyakree ¯lan喧嘩を起こす．喧嘩の種を
まく．?<o<Ad o～ ¯chaako ¯lan 災難を起こす．8Fd<oHIo
～ ¯nyoktra ¯lan 面倒なことを起こす．ごたごたを
引き起こす．6 qZoS`=o～ ˆthüüsin ¯lan動乱を起こす．
S`=o?o～ ´singca ¯lan騒ぎを起こす．騒乱を起こす．
<ZVoL$ co～ ¯sarce `lan革命を起こす．
4．(～を)設置する． TG<o;D`o～ ¯thaktri ¯lan織機を
設置する．
5．(～を)築く，積み上げる，建てる，作る． 2qVo～
´khuu ¯lan テントを立てる．9C<ZoV̀o～ ¯caari ¯lan

外壁を作る．ÀZoGd<o～ ˆnyitoo ¯lan二階建ての家を
建てる．<M`=Zo?o～ ´tengca ¯lan 舞台を作る．'=o?o
～ ¯langca ¯lanあぜを作る．[=o& do～ ¯mangto ¯lan

土台石を積み上げる．)T<oJo～ ¯tsikpa ¯lan 壁を作
る．ZbMoGd<o～ `sumtoo ¯lan三階建ての家を建てる．
6．(ほこりを)立てる． GWo.WWo～ ¯thäätüü ¯lanほ
こりを立てる．
7．(～の気に) させる．(～と)思わせる．(～の気持
ちを)抱かせる． ;d=o;Ddo～ ¯khongtro ¯lan怒らせる．
<HoMdo～ ´käämo ¯lan笑わせる．
H==Zo<\H<o～ `ngamtraa ¯lan 興奮させる．?dLo～
`chop ¯lan笑わせる．T@`<Zo<N=o～ ´jingnan ¯lan恐
怖感を起こす．<F`=ow]=o～ ¯nyinglun ¯lan 嫉妬させ
る．9Kd<ZoZVo～ ¯toola ¯lan欲しがらせる．L<KIoLX`<o
～ `tänshii ¯lan 笑わせる．THId< oT<d o～ ´drongko

¯lan (馬などを)驚かす．IHo～ ˆnää ¯lanうらやまし
くてたまらなくさせる．KD<oHd<o～ `trhatoo ¯lan 嫉
妬心を抱かせる．<Q`Vo～ ´pir ¯lan動揺させる．ZcMZo
;DWo～ ¯semträä ¯lan心配させる．
8．(～の状態に) する，させる． <\!< o McV o～
¯kyongmän ¯lan 吐き気を起こさせる．?b o Ad< o～
`chunyoo ¯lan 水を濁らせる．TH<oRd o～ ´daksho

¯lan泥んこの水たまりにする．<MY<oLNWo～ ´tungää

¯lan苦しめる．LDcWoLo～ ´trhewa ¯lan急がせる．忙
しくさせる．LDcWoTOLo～ ˆtrhetsap ¯lanあわただし
くする．LDcWoTObLo～ ˆtrhetsup ¯lanあわただしくさ
せる．LDcWoS`=o～ ˆtrhisin ¯lanてんやわんやの状態に

する．\`oNToWbo2qo～ ¯itsi ´luku ¯lanくすぐる．
9．＜;oLZV=o の形で＞ (表に) かえす．(蓋を) 開け
る．(尖った物の先端を) 上に向ける． ;o～ ¯kha

¯lan 表にかえす．蓋を開ける｛さいころ賭博で｝．
(ペン，剣，鉄砲などの)先端を上に向ける．

LZV=o 2 ☞　ZVd=o 1 (p. 352)

LZV=Zo ☞　ZVd=o 1 (p. 352)，LZV=o 1 (p. 359)

LZVHo `lää v. vol.

npf. pf. imp.

LZVHo LZVHo LZVHo
`lää `lää `lää

pres. fut. pt. imp.

[ ZVdHo LZVHo LZVHo ZVdHo ]

(～が <̀Zo～を)悪に染める．(～が)悪に染まる．(～
に <̀Zo ) 悪に染められる． 2Fd<ZoJdo～ ´trhoko `lää

➀友人を悪に染める．➁友人が悪に染まる．Jbo2qo～
¯puku `lää ➀子供を悪に染める．➁子供が悪に染
まる．\@dHoJo～ ¯cöpa `lää態度が悪くなる．Vd<ZoJo
～ ´rokpa `lää ➀連れを悪に染める．➁連れが悪に
染まる．Vd<ZoJZo～ ˆrokpää `lää連れに悪に染めら
れる．

LZVLo `lap v. vol.

npf. pf. imp.

LZVLo LZVLZo LZVLZo, ZVdLZo
`lap `lap `lap , `lop

pres. fut. pt. imp.

[ ZVdLo LZVLo LZVLZo ZVdLZo ]

1．(～が <̀Zo ～に Wo ～を) 教える．(～に <̀Zo ～
を) 教わる．(～を) 学ぶ，学習する． :o;o～ ¯kaka

`lap チベット文字を教える．チベット文字を学ぶ．
<?HoÙ<o～ `kääyii `lap 話し言葉と書き言葉を教え
る．<?Ho～ `kää `lap 言葉を習う．話し言葉を教え
る．<=oXcZo>̀oXcZo～ ˆkhangshin `cishin `lap 知っ
ている限りのすべてを教える．,@ZoJd o～ ´kyääpo

`lap 詳しく教える．<Ĥo<FIo～ ´tramnyän `lap ダム
ニェンを教える．ダムニェンを教わる．LdHo<?Ho～
ˆphöökää `lap チベット語を教える．チベット語を
教わる．1>cHo<K=Zo～ ˆchetan `lap やり方を教える．
HM=Zo<RZo～ `mangshää `lap民謡を教える．民謡
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を教わる．U<oJdo～ ´yako `lap きちんと教える．Ùo
<co～ ´yiki `lap 文字を教える．文字を教わる．UdIo
FIo～ ´yöntän `lap 学問を教える．教養を授ける．
教養を授けられる．WMo:o～ ˆlangkaa `lap 道を教
える．道を教わる．WZo:o～ ´lääka `lap 仕事を教
える．仕事を教わる．X̀o<K=Zo～ `shitan `lap死に方
を教える．死に方を教わる．9ZoLSdo～ ¯hlapso `lap

仏像作りを教える．H<co"Io～M;ZoJdo ´kekän `lap
¯khääpo教えるのが上手な先生．
2．(～を)見せつける｛身をもって教えるために｝．
LVd o ;d< o～ `lokoo `lap 度胸のあるところを見せつ

ける．

LZVLZo ☞　LZVLo (p. 360)

LZVZo ☞　ZVo 1 (p. 348)

LZ]o ☞　Z]o (p. 348)

LZ]Zo ☞　Z]o (p. 348)

LZVd<o ☞　ZVd<o (p. 350)

LZVd<Zo ☞　ZVd<o (p. 350)

LZVd=Zo ☞　ZVd=o 1 (p. 352)
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z[k
[o<do ¯ha ´kho v. non-vol.

(～は <̀Zo～が)分かる． <\@`HoWdZo～ `kiplöö ¯ha ´kho
快適さ加減が分かる．;coAcIo～ ¯khenyen ¯ha ´kho

利害が分かる．NVo1>ZoWdo, !Zo～ `ngancää ˆlukkyüü

¯ha ´kho 前歴が分かる．HdI oH< o～ ˆthöntaa ¯ha

´kho 意味が分かる．IoObWo～ ´natsüü ¯ha ´kho 病
状が分かる．1>cHo<Fco～ ´chete ¯ha ´kho 首謀者が分
かる．U<o<MY<o～ ˆyaktuu ¯ha ´kho善悪の違いが分
かる．～ZVo ¯ha ´khosaa 聞いた限りでは．, !IoIZo
～<̀oUd<oMoVcHn ´kyün nää ¯ha ´khoki ˆyoo ˆmaree.
「全く分からなかったのだ」Ho～Zd=on ´tha ¯ha ´kho
son.「ああ，分かった」HLbZo<N=oVboLR`o<̀Zo～<̀oVcHn
¯üütsan ´ru ´shi kää ¯ha ´khoki ˆree.「世間の人み
んなが知っている」[o;doVo<do<̀oUd<oMoVcHn ¯ha ¯khora
´khoki ˆyoo ˆmaree.「理解すらしていない」

[oWoXdVo ¯hala ¯shoo v. non-vol.

騙される．

[oWZo ¯ha ˆlää v. non-vol.

(～が <̀Zo )驚く． ～<\@dVo,@<o ¯ha ´lääkyoo ˆkyaa改
めて驚く．～, !oTHIo>̀<oT6 q< ¯ha ´lääkyu ra ci ˆduu.
「驚くほどであった」

[oWd<o ¯ha ˆloo v. non-vol.

1．破産する． Mo)o～ ´matsa ¯ha ˆloo 破産する．
倒産する．OV=oJo～ ¯tshongpa ¯ha ˆloo 商人が破産
する．OV=oJo～M;Io ¯tshongpa ¯ha ´loonyän破産し
た商人．
2．誤る．
3．期待が裏切られる．

[=oZ=o ¯han ¯san v. non-vol.

(～が <̀Zo )驚く．

[Wo ¯hää v. non-vol.

npf. pf. imp.

[Wo [Wo –
¯hää ¯hää –

[Zo [Zo –
`hää `hää –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

喘ぐ． HLb<Zo～ `uu ¯hää息がぜいぜいいう．喘ぐ．

[Zo ☞　[Wo (p. 362)

:A=o `hyan, ¯hyan v. non-vol.
npf. pf. imp.

:A=o :A=Zo –
`hyan, ¯hyan `hyan, ¯hyan –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が) 浮く． ;oWo～ ¯kha la `hyan 表面に浮
く．HIc<oJo～ ´trhakpa `hyan垢が浮く．MVo～ ´maa
`hyan バターが浮く．R<oOTo～ ´shaktsi `hyan 脂身
が浮く．UVo～ ´yaa `hyan上に浮く．
2．ぼんやりする． <N=oLo～ ¯nawa `hyanぼんやり
する．

:A=Zo ☞　:A=o (p. 362)

:ALo `hyap v. vol.
npf. pf. imp.

:ALo :ALo :ALo
`hyap `hyap `hyap

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(表面に浮いているものなどを) すくう，すくい取
る，すくい寄せる． ;o\H`Zo～ `khapii `hyap ミルク
の皮膜をすくい取る．;o～ ¯kha `hyap 表面をすく
い寄せる．表面にあるものをすくい取る．R<oOTo～
´shaktsi `hyap脂肪をすくい取る．

:L<o `hraa v. non-vol.
npf. pf. imp.

:L<o :L<o –
`hraa `hraa –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

[
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(～が)精鋭である．

:L=o `hran v. non-vol.
npf. pf. imp.

:L=o :L=Zo –
`hran `hran –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

1．(～が) 固くなる，凝固する｛冷えるなどして｝．
:doLo～ ¯koo `hran 革が固くなる．\@`Io;bo～ ¯pingku

`hran膠の液が固まる．K̀<oK̀<o～ `phikpii `hran煮
こごりが固まる．LboVMo～ ´phoron `hrang 黒砂糖
が固まる．MVo;bo～ ´maaku `hran 溶かしバターが
固まる．OVIo)To～ ¯tshöntsi `hran ペンキが固まる．
R<oOTo～ ´shaktsi `hran脂肪が凝固する．
2．(～が) 冷める，冷たくなる． Gb<oJo～ ¯thukpa

`hran粥が冷める．
3．(体が)硬直する． !=oJo～ ¯kangpa `hran 足が
棒のように固くなる．<Sb<ZoJdo～ ´suku `hran体が
冷えて固くなる．Vdo～ ´ro `hran死体が硬直する．
4．頑なになる．強情になる． <ATo～ ¯nya `hran

頑なで傍若無人な態度を取る．いい気になる．大き
な顔をする．Jbo2qo～ ¯puku `hran子供が手のつけよ
うもないほど悪くなる．ZcMZo～ `sem `hran冷酷に
なる．非情になる．

:L=Zo ☞　:L=o (p. 363)

9Z<o 1 `hlaa v. non-vol.
npf. pf. imp.

9Z<o 9Z<o –
`hlaa `hlaa –

pres. fut. pt. imp.

[ 9Z<o 9Z<o 9Z<o – ]

1．(～が)余る，残る，居残る，取り残される． H=bWo
～ ¯ngüü `hlaaお金が余る．<F`<ZoVdo～ ¯nyikru `hlaa
かすが残る．TKDdZ o～ `trhöö `hlaa 残り物が出る．
TKDdZo9Z<o～ `trhöölaa `hlaa 余りが残る．L<oWcLo～
ˆphaalee `hlaaパンが余る．TLDZo～ ˆdrää `hlaa米
が余る．SoTKDdZo～ ˆsantröö `hlaa 食べ残しが残る．
Sd<oVdo～ ´sokro `hlaa 売れ残りが出る．VZo～ ˆrää

`hlaa布が余る．9qWo～ ¯shüü `hlaa遺産が残る．Zo
?o～ ¯saca `hlaa 土地が余る．9Z<oMo～ `hlaamaa

`hlaa残り物が残る．余りが出る．
2．(害毒が)漏れる． 6 q<o, !Io～ ´thukkyün `hlaa害
毒が漏れる．
3．(デマが) 伝わる．(噂が) 立つ． H1Fd< o<FMo～
¯troktam `hlaaデマが伝わる．<?Ho?o～ ¯käca `hlaa

噂が立つ．噂が広まる．<IZoObWo～ ¯näätsüü `hlaa

噂が流れる．M̀= o?Ho～ ˆmingcää `hlaa 悪い噂が
立つ．
4．(欠陥が) 出る．(欠点が) 取り沙汰される． <\@dIo
～ ¯kyön `hlaa欠点が取り沙汰される．汚点が残る．
IdVo<\@dIo～ ´nookyön `hlaa欠陥が出る．
5．(争いに) なる．(問題，争い事などが) 起こる．
1VIo:o～ ¯länka `hlaa もめごとになる．WLo, ! o～
´lapkyu `hlaa 問題が起こる．WLo<R` o～ ´lapshi

`hlaa問題が起こる．

9Z<o 2 `hlaa v. non-vol.
npf. pf. imp.

9Z<o 9Z<o –
`hlaa `hlaa –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)より良い，優れている．

9Z`=o `hlin v. non-vol.
npf. pf. imp.

9Z`=o 9Z`=o –
`hlin `hlin –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が) 物静かである． <X̀Zo:o～G<o?dH o ¯shiika
`hlintaa `chöö非常におとなしい．～VboGHo `hlin-ru
`thää物静かになっていく．

9ZZ<o `hluu v. non-vol.

npf. pf. imp.

9ZZ<o 9ZZ<o –
`hluu `hluu –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)ゆるい． 0ôJo～ ¯chupa `hluuチベット服が
ゆるい．Td<oT@b<o～ ˆongcuu `hluuブラウスが大き

[



9ZZ=o 364 9ZdHo

くてゆるい．9ZMo<Ĥd<o～HI<Zo `hamtroo `hluk ˆtrhaa
長靴の胴を縛る紐がゆる過ぎる．～G<o?dHo `lhuu
`thaacöö極めてゆるい．

9ZZ=o `hlun v. non-vol.

npf. pf. imp.

9ZZ=o 9ZZ=Zo –
`hlun `hlun –

pres. fut. pt. imp.

[ 9ZZ=o 9ZZ=o 9ZZ=Zo – ]

1．(～が～に Wo )落ちる． >oW<o～ `calaa `hlun物
が落ちる．<U=oWo～ `yan la `hlun 谷底に落ちる．
V`o<SVo(Lo& d o～ ´risaa ´papto `hlun 岩石が (急峻な
山を)転がり落ちる．
2．(～が)下がる． <do<IZo～ ˆkhonää `hlun地位が
下がる．XcZoOHo～ `sheetsää `hlun学力が下がる．

9ZZ=Zo ☞　 9ZZ=o (p. 364)

9Zd<o `hloo v. non-vol.
npf. pf. imp.

9Zd<o 9Zd<o –
`hloo `hloo –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が) 読める． ～Z=ZoJdo `hloo ¯sangko 明瞭に読
める．

9Zd<Zo `hloo v. non-vol.
npf. pf. imp.

9Zd<Zo 9Zd<Zo –
`hloo `hloo –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(元手，失われたものなどが) 戻る． ;c o LS= o～
¯khepsan `hloo 元手を返して儲けが少しある．Lbo
WdI o～ ´pholön `hloo 借金を戻し終える．Mo) o～
´matsa `hloo 資本が戻る．元手が戻る．ZVd<oZVd<o～
`looloo `hlooおつりが戻る．

9ZdHo `hlöö v. non-vol.
npf. pf. imp.

9ZdHo 9ZdHo –
`hlöö `hlöö –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が) ゆるむ，ゆるい．ゆったりする． *MoG<o～
ˆtsamtaa `hlöö ろばやらばの尻がいの革紐がゆる
む．*MoX̀=o～ ´tsamshin `hlööろばやらばの尻がい
の棒がゆるむ．

[



\Lo 365 \Vo

z\k
\Lo 1 `ap v. non-vol.

npf. pf. imp.

\Lo \Lo –
`ap `ap –

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～が)かじかむ．凍える． !=oJo～ ¯kangpa `ap足
がかじかむ．T;?<ZoIZo～ `kyhaa ni `ap寒くてかじ
かむ．MPb<o2qo～ ´dzuku `ap指がかじかむ．<Sb<Zo
Jdo～ ´suku `ap体が凍える．W<oJo～ ´lakpa `ap手
がかじかむ．

\Lo 2 `ap v. vol.

npf. pf. imp.

\Lo \Lo \Lo
`ap `ap `ap

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

(～を) 強奪する．(他人の物を) 取り上げる｛騙し
て｝． >oW<o～ `calaa `ap品物を強奪する．HL=o?o
～ ¯wanca `ap権力を強奪する．Zo?o～ ¯saca `ap土
地を強奪する．

\Vo ¯ar v. vol.
npf. pf. imp.

\Vo \Vo \Vo
¯ar ¯ar ¯ar

pres. fut. pt. imp.

[ – – – – ]

［俗］無理矢理せき立ててやらせる． WZo:o～ ´lääka
¯ar仕事を無理矢理せき立ててやらせる．

\
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, !oMOIo— <Ĥ`<o;d=Zo 380 語句索引

, !oMOIo 205

, !o<ScVo 129

, !o9Z<o 220

, !<o 130, 131
, !<o;Do 174

, !<o?bo 123, 329

, !<o%o 260, 354

, !<oJo 108, 172, 255, 295, 307

, !<oMo 114

, !<oSMo 197, 268

, !<oWMo 130

, !<oXHo 193

, !<oXVo 101, 114

, !<o:L`Wo 136

, !<Zo (131), 231, 234, 244, 329,
331

, !<Z o\HdH o 231, 234, 244, 275,
329, 331

, !<ZoXd<o 252

, !Ho 105, (131)

, !Ho<?YHo 174

, !HoJo 159, 240

, !Ho)o 159, 229, 240

, !HoTPTIo 159

, !Io 132, 159, 191, 194, 339, 346

, !IoIZo 209, 249, 362

, !IoLbo 204

, !IoZDdWo 177

. . . , !VoL<MHo 217*
, !Zo (131), 231

, !ZoJo 136, 158, 234

,@do 131
,@d=o (132)

,@d=Zo (132)

,@dLo (132)

,@dZo (132)

9A=oKb<o 182, 292

9A=oL8qo 187, 228

<Ao 139, 226, 342

<Ao%Zo 128

<AoG<o 139, 174, 218

<Ao<HIo 128, 342

<AoTLdWo 139

<Ao<RY<o 176, 347

<A=o 74, 84, 117, 166, 216, 245,
284, 292, 295, 301

. . . JT`o<A=oWo 217, 235

. . . LR`IoJT`o<A=o 123

. . . LR`IoJT`o<A=oWo 166

-T`o<A=oIZo 157, 301

-T`o<A=oWo 84, 88, 117, 222, 227,
284, 293

<A=oV̀Wo 337

<A=o<Xd=o 168, 171

<ALo<8 q<o 205, 214, 285

<ALo<XMo 205, 214, 285

<AMo 140, 145, 150, 155, 271, 272

<AMo*V=o 193

<AMoX<o 218

<AVo 132, 245
<AWoJo 82, 96, 102, 224

<AWoVWo 270

<AY<o 132, 151
<AY<Zo (133)

<AYVo 133
<AYWo 133
<AYWo<\@dHo 335

<AcTb o;b=o 95, 126, 181, 206, 254,
316

<AcVoOV=o 127

<AcVo<8q=o 347

<Ad o 95, 98, 108, 126, 132, 148,
181, 182, 197, 203, 206, 211,
227, 230, 237, 283, 316

<Ado;?`o 76

<Ado,@Lo 108, 162

<Ad o = o 145, 147, 153, 163, 164,
172, 227, 270, 322

<Ado9C<Zo 126, 164, 192, 324

<AdoGcWo 126, 308

<Ado0<̂Zo 113, 150, 178, 202, 280

<Ado0>d<Zo 227

<Ado1>=o 77, 132

<AdoOV=o 127

<AdoSMo 197

<AdoUdWo 79, 285

<Ado< (=oLo 268, 293

<Ad<oF`=o 286

<Ad<oHI`o 92, 280

<Ad<oJo 211, 286

<Ad<oNV=o 270

<Ad=o 133
<Ad=o9O<Zo 182, 342

<Ad=oTLDZo 348

<Ad=Zo (133)

<AdMo 133
<AdMZo (133)

<AdVo 133, (133), 296
<AdVoT;?`WoWcVo 216, 297

<AdVo?=o 79, 196

<AdVoMdo 223, 323

<@̂`Ho 133
<@̂`HoJdo 143

<@̂`Vo 134
<^!Vo 134
<^!VoL>dZo 191

<@̂coMdo 138
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<ĤdMo 289
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L<Ĥ`Mo (142)
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L<Ĥd<Zo (142)
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ÀoMo 89, 90, 103, 123, 125, 135,
187–189, 213, 216, 220, 236,
258, 279, 293, 297, 332, 348
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9KoR`Lo 122

9KoVbLo 192

9K<oH!=cHo 330

9K<oM<do 141

9K<o,@Lo 317

9K<o<Ado 84, 181, 283

9K<o?bo 113

9K<oJo 241

9K<o\HdHo 297

9K<oTL̀<Zo 124, 193

9K<o)o 119, 279

9KHoMdo 156, 157, 186, 275

9KLo (183)

9KLZo (183)

9KZo=Io 325

9KcoLo 105

9KcLo 183
9KcLo2F`o 193, 307

9Kdo 185, 352

9Kdo<dZo 125, 242

9Kdo?<o 192

9Kdo?Zo 80, 163, 185, 263

9Kdo)o 242

9KdoO=o 136

9KdoOVHo 125

9Kd<Zo 183
9Kd<ZoL1FcZo 263, 338

9Kd<Zo<?Ho 337

9Kd<Zo<?dMo 358

9Kd<Zo#Mo 106

9Kd<Zo<ÀHo 337

9Kd<ZoOT<o 291, 300

9Kd<ZoX̀o 193, 236

9Kd<ZoZVo 325, 360

9KdLZo (183)

9KdZo 183, (184), 281
<Ko2F`o 241, 295, 338

<K<o 131, 157

<K<o9O<Zo 169, 342

<K<oZc=o<=̂oT1 (<o 81

. . . <K=Zo 230, 300

. . . <K=ZoXcZo 334*
<KLZo 184, 312

<KLZoLS=o 184

<KVo 184
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<KVo;o 147, 227, 269

<KVo<Md=o 75

<KVo9O<Zo 213, 342

<KVoOVZo 193, 300

<KZHo 184
<KZIo 184, 250
<Kco<N<o 296

<Kc=o)U<o 138

<Kc=oTd<o 96, 337

<Kc=oXdHo 96, 337

<KcIo 184
<KcVo 185
<KcVoWIo 351

<Kd=o 74, 77, 104, 137, 162, 185
<Kd=o!=d=o 77, 104, 137

<Kd=o, !<o 131

<Kd=o?o 327

<Kd=oJo 82, 293, 309

<Kd=oSHo 122, 309

<Kd=oZ=o 293

<Kd=oLZMo 93

<Kd=Zo (185)

<KdHo 141, 220

<KdHo<AWo 133

<KdHoGb=o 95, 109, 139, 226, 318

<KdHoTLbVoLo 344

<KdIo (185)

<KdIo:o 316, 332

<KdIo?cIo 341

<KdIoM@b<o 349

<KdIoGd<o 144, 264, 315, 329

<KdIo6 qZo 286

<KdIoMdo 112, 234, 279, 341

<KdIo[dHo 351

<KdIo<8 q<o 121, 286

<KdIoWd<o 121

<KdLZo 350

<KdLZoT1>dVo 130, 153

<KdLZo9q<Zo 130, 143, 153

<KdVo (185)

L%<oH/>Ho 303

L%Io 185
L%ZWo (185)

L% cIo 185, 186
L% cIoL<?dVo 289

L% dWo (186)

L9Ko (186)

L9KLo (186)

L9KLZo (186)

L9KMZo 186
L9KZo 156, (186)

L9KdZo (186)

L<KIo 186, 187
L<KIoJo 130, 201, 220, 223, 283,

332, 342

L<KIoLX`<o 272, 360

L<KVo (187)

L<KVoJo 134, 289

L<KZHo 184, (187), 217

L<KZIo 184, (187)

L<KcIo (187)

L<KdHo 187, 250
L<KdHoLN<Zo 234, 289

zGk

GoGoR`o 196

GoIo 294

GoR<o 90

GoM<o 148, 161, 197, 227, 276,
284

GoOT<o 142

GoVcoGdoVco 264

G<o 156

G<oT<Ĥo 101

G<oT<ĤoMcoFd<o 101, 169, 332

G<o,@o 80, 197

G<o<>Ho 148*
. . . G<o<>Ho 148*, 149*
. . . G<o?dHo 157*, 363, 364
. . . G<oT?Ho 159

G<oMGbHo 113, 262

G<o<Nco 163

G<oJo 101, 136, 150, 158, 174,
194, 197, 214, 218, 223, 262

G<oOHo 162

G<oRdVoTLDcWoT6 ,Ho 96

G<oV`=o;oJVo 173

G<Zo 214, 252

G=o 85, 188, 347
G=o;b<o 319

G=o<o 77, 80, 136, 298

G=oT?Ho 159

G=oG=o 154

G=o<R`o 171

GHo 188, 222
GHo:Vo 351

GHo<K=Zo 95

GHoTKbVo<IMo2)o 174, 245

GIo<\@dIo 192, 335, 350

GIoTHIco 175, 349

GIoJo 129, 175, 187, 314

GLo 127, 302, 308, 327

GLo;<o 136

GLo<Ado 340, 357

GLo?Zo 215

GLo?̀o 80, 109, 113, 132, 192

GLo& do 84, 128, 268

GLoL̀oG`LoL̀o 251, 322

GLoM̀<o 241, 340, 357

GLoMco 228
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GLoO=o 181

GLoS=Zo 85, 99, 227

GLoSbVo 77

GLoWb=o 311

GLZo 301

GLZo=Io 291

GLZo@bZo 137, 169, 181, 205

. . . GLZoH=oLDWo 252*
GLZo.W<Zo 248

GLZoT0(Wo 124, 276

. . . GLZo1>cHo 250*
GLZoWMo 320

GLZoXcZo 135, 191, 199

. . . GLZoXcZo 334*
GMo:o 97

GMZo>Ho 166

GVo 188
GVoJo 199

GVoJVo 113, 293

GVoWMo 199

GWo 189, 300
. . . GWoT;cWo 97*
GWo9C<o 255, 295, 307

GWo.WWo 360

GWoLo 99, 215, 217, 232, 237,
241, 326

GWoMdo 215, 261

GWoOWo(HoOWo 174, 251

GWow]=o 129, 242, 279, 326

. . . GWo(Wo) XdVo 338

. . . GWoXdVo 166, 230, 272

G`o2qo 138

G`<o 127, 189, 197, 304, 353
G`<oOHo 127, 162, 329, 331

G`<oWco 282, 337

G`<oX̀=o 274

G`<oXd<o 150

G`<ZoJo 282, 301, 356

G`=o (189)

G`Mo 189
G`MoLbo 140, 182, 237, 283, 336

G`Tbo 130, 175, 238, 332

GboLo 113, 285, 307

GboWbHo 192

Gb<o 189, 190, 250
Gb<o<\@oLo 74, 85

Gb<o;d<o 327

Gb<oJo 73, 74, 85, 99, 173, 247,
254, 307, 327, 363

Gb<Zo 115, 172, 275, 278

Gb<Zo;bVo 224

Gb<Zo;DWo 299

Gb<ZoM;do 306

Gb<ZoT<Io 224, 234, 299

Gb<Zo$ co 87, 306

Gb<ZoAMZo 227

Gb<ZoL%<o 236

Gb<ZoHMo 236, 290

Gb<ZoHd<Zo 106

Gb<ZoHIIo 355

Gb<ZoT6 qIo 89, 137

Gb<ZoTHdHo 89, 121, 124, 137, 188

Gb<Zo<N=o 124

Gb<Zo\Hdo 234

Gb<ZoKIo 355

Gb<ZoLVdo 77, 286

Gb<ZoLVdZo 77, 148

Gb<ZoL)Uo 106, 204

Gb<ZoOo 106, 204, 324, 344

Gb<ZoMOUVo 344

Gb<ZoTPUMZo 106

Gb<ZoR`Lo 155

Gb<ZoVco 89, 121, 137, 151

Gb<Zo<X̀Zo 75, 106

Gb<ZoZbIo 291

Gb<ZoZcMZo 175, 278, 336, 354

Gb<Zo<ZdZo 298

Gb<ZoLZMo 299

Gb=o 190
GbIo 117, 303

GbLo 132, 156, 190, 280, 310
. . . GbLoJo1=̂o 249*
GbLoOVHo 102, 307

GbMoF`o 127, 136

GbMZo (191)

GbVo 245

GbVoMo 127

GbVoWMo 124

GbVoZD=o 79

GbWo (191)

Gco 191
GcoOVMo 300, 325, 335

Gc<o 191
GcLZo 191
GcLZo)o 151, 261

GcMo<?Zo 245

GcMoGdo 76

GcMo6 qHo 239

GcMoJo 84, 117, 302, 334

GcVo<co 205

GcWoNUo 97, 127, 192, 269

GcZo (194)

Gdo 79, 98, 127, 252

GdoLo 125, 295

Gdo<8 q=o 97

GdoVc=Zo 332

Gd<o 94, 129, 135, 183, 192, 211,
318, 327

Gd<o;o 89, 147, 157, 284

Gd<o;cLZo 132, 174

Gd<oMHTo 126, 228
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Gd<oJ=o 135, 174

Gd<oVZo 174

Gd<oXd<o 261

Gd<Zo 194, (194)
Gd=o (194)

GdHoJ=o 132, 135, 174, 319

GdIo (194)

GdIo<\@cHo 229, 240

GdIo2F=Zo 271

GdIoH=dZo 80, 214

GdIoTLLo 153, 240

GdIoOHo 85, 214, 239, 271, 331

GdIo*Zo 164, 239, 270

GdIoSd<o 137, 256

GdLo (194)

GdLo;=<o<do;=<o 333

GdLo<?Wo 233

GdLo?o 74, 218

GdLoG=o 243, 248, 278, 320

GdLoXdVo 123, 248, 310

GdVoGdVo 175, 332

GdV oJ o 86, 212, 300, 310, 312,
332

GdZo 194
MGTo 84, 90, 103, 190, 226, 301,

347, 349

MGTo;bWo 346

MGToT;dLo 293, 328, 351

MGTo=Io 248, 314

MGTo<A`ZoZbo 111

MGToT6 qMo 120

MGTo<MdMo 120, 221

MGToMo 86, 333

MGToMOMZo 96, 346

MGToLR̀o 84

MGToV̀Zo 353

MGVo 90, 198

MGVoGb<o 130, 238, 335

MGVo0>`Io 124

MG`=oMHd<o 193, 329

MG`Wo 182, 195, 212

MG`WoL$ cZo 123

MGbo 192, 236, 304

MGbo<KdLZo 181

MGbo7 qZo 198

MGb<oJdo 179

MGb<oOHo 162

MGbHo 194
MGbHo;o 232

MGbIo 194
MGbIo+@cIo 120, 135, 284, 309

MGbIo2Fd<Zo 134

MGbIo<Ĥ`Wo 290

MGbIoGLZo 252

MGbIoJdo 249

MGbIoTLDcWo 154, 290

MGbVoM<do 318, 342

MGcoLd=o 73, 359

MGco<ScVo 126, 193

MGcLoHIZo 336

MGdo 122, 195, 326
MGdo<IdIo 350

MGd o HMI o 120, 123, 168, 171,
274, 337

MGdoV`Mo 339

MGdoWdZo 123, 193

MGdoZo 121, 302

MGd=o 191, 195, 271
MGd=o2FdWo 161

MGd=o?b=o 249

MGd=o?cIoJdo 271

MGd=oGdZo 248

MGd=o<N=o 332

MGd=o0>d<Zo 192

MGd=oOVVo 332

MGd=oTPVWo 111, 335

MGd=o<R<o 294*
MGd=oWo<R<o 294*
MGd=Zo;b=o 181

MGdWoLX<Zo 234

TG<o 178, (195)

TG<o;D`o 135, 360

TGLo 195, 231, 244
TGLoT<(<o 325

TGLo@bZo 238

TGLo0>d<Zo 182

TGLo)Wo 229, 238, 260

TGLoZcMZo 153

TGLZo (195)

TGMo 195, 250
TGMZo (196), 217

TG`LZo 196, 217, 314
TGb=o 165, 196, 329
TGb=o?bo 329

TGb=oOVHo 125

TGb=oU<o 294

TGb=oVd<Zo 169, 247

TGb=Zo (196)

TGbWo 196
TGbZoM̀o 83, 207, 284

TGbZoXdVo 122, 154

TGcIo 196
TGcIo9q<Zo 239, 276

TGd<o (198)

TGd<Zo (198)

TGdIo 198, 250
TGdLo 198
TGdMo (199)

TGdMZo 199, (199), 319
TGdVo 199
TGdWo 200
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TGdWoJo 328

zHk
Ho 97, 304, 323, 362

Ho<Vo 132

Ho9Ko 314

DoMoVbo 75, 89, 107

H|o0(<o 111, 328

H<o 201
H<o?o 308

H<oZcWo 148, 227

H=o<o 117, 238, 330, 350

H=oLV=Zo 82, 203

H|=Zo 201, 314
H|=Zo<F`<Zo 238

H|=ZoZ̀=Zo 237

HHoJo 86, 330

HMo 178, 201, 204
HMoL>To 118, 234, 294, 328, 346

HMoHdIo 144

HMoJdo 150, 218, 302

HMo0(<o 79, 97, 353

HMoOT<o 165, 309, 356

HMoMOWo 265

HMoWoLF<Zo 178

HMoZD`o 181

HVo 201
HVo;o 154

HVo;?Lo 174

HVo,@Zo 123

HVo<A=o 235

HVo9Cd<o 138, 227, 270, 319

HVo?o 138, 241, 268, 319, 359

HVo?cIo 172, 268, 298

HVoLo 154, 333

HVoMo 222, 316, 349

HVoO<Zo 128

HVoVZo 215

HVoX̀=o 268

HVoZDdWo 154

HWo 201
H`<oJo 222

H`Mo 202
6 qoHIc<o 99, 154, 356

6 qoLo 93, 123, 129, 203, 242

6 qoR<o 101, 104, 279, 326

6 qoVWo 154, 241, 340

6 q<o 126, 185, 196, 236, 300, 320,
336

6 q<o<\@dIo 222, 320

6 q<o, !Io 80, 157, 363

6 q<oMHTo 236

6 q<o<kH=o 98, 226, 240, 300

6 q<o<k+Wo 190

6 q<o){o 78

6 q<owV=Zo 236, 336

6 q<oZVd<o 105, 109, 138, 140, 144,
160, 212, 214, 215, 226, 256,
259, 265, 270, 285, 288, 301,
318, 321, 348, 352

6 qMoLbo 176, 296, 338

6 qWo 202
6 qZo 184, 246

. . . 6 qZo 123, 183, 319, 349

6 qZoL:<o 302, 316

6 qZo<?LZo 195, 320, 321, 332

6 qZoHcLo 181

6 qZoOVHo 93, 103, 118, 119, 123,
141, 164, 182, 184, 189, 209,
220, 221, 223, 246, 266, 286,
302, 309, 316, 349

6 qZoTPVMZo 309

6 qZoS`=o 161, 360

6 qZoVLZo 286, 316, 332

Hco 97, 120, 123, 132, 183, 213,
222, 233, 304, 319, 323, 338

HcoTHIZo 314, 323

HcoIZo 306, 338

HcoIZoLSb=o 306*
HcoRIo 261

HcoV`=o 306, 357

HcHo 202
HcHoXVo 114

HcLo 111, 117, 203, 256, 272, 273,
321

Hdo 235

Hdo?Zo 135, 303

Hdo<N=o 248, 349

HdoJdo 77, 94, 102, 127, 145, 205,
210, 256, 271, 286, 334, 342

Hd<o 202
Hd<Zo 148, 156, 202
Hd<ZoJo 248, 300, 325, 344, 349,

358

. . . Hd<ZoMcHo 346

Hd=o 345

Hd=oWMo 253, 340

HdIo 121, 202, 203
HdIoT2)Lo 321

HdIo<^!Vo 249

HdIo<>dHo 83

HdIoH<o 137, 148, 156, 205, 333,
353, 362

HdMo 166, 326

HdVo 203
HdZo 173

HdZo;=o 150, 218, 334

HIo 204
HIoLo 262

HI<o 122, 204
HI<o?Vo 245, 255

HI<o?Zo 232

HI<o.W=o 236, 320

HI<o9q<Zo 224
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HI<Z o 86, 145, 155, 201, 204,
237, 263, 274, 364

OZoHI<Zo 275*
HI=o 205, (205), 210, 278
HI=oOb<Zo 302

HI=Zo (205)

HIHo 205
HIIo 205, 355
HIIo<?YWo 174

HIIo%cIo 166

HIIoJo 141, 200, 355

HIIoMcHo 141

HIIo<Zdo 83

HIZo 204, (205)

HI`o 205
HI`o=Io 118, 161

HI`oLo 205, 299, 329

HI`oMo 92, 224, 277, 280, 312, 344,
350

HI`oWIo 351

HI`Io 162, 205, 277, 354

HI`IoWIo 162, 351, 355, 357

HI`Wo 205
HI`WoL&o 142

HI`WoLbo 75, 89, 138, 211

HI`Zo (206)

6 ,o (206)

6 ,<o>bo 235

6 ,Zo (206)

HIc<oJo 99, 119, 201, 237, 362

HIcHoFdo 310

HIcHoMd=o 167, 326

HIcWo 178, 279, 292

HIdo 206
HId=Zo (206)

HIdHo 78, 92, 115, (206), 312

HIdHoOHo 153, 161, 182, 241

HIdHo9Z<Zo 129, 326

HIdZo (206)

<H<Zo (206)

<H=o 84, 206
<H=oLbo 132

<H=Zo 197, (206)

<HIo 105, 128, 137, 160, 166,
178, 179, 212, 215, 232, 271,
272, 297

<HIo;D`o 108

<HIoTHIcIo 290

<HIo8 qo 290

<HLo (206)

<HMo:o 221, 231, 330

<HMZo=<o 298

<H`=o (206)

<6 q<o)WLo 248, 307

<6 q<Zo 100

<6 q=o,!Ho 159

<6 q=oMo 135, 174

<6 qWo (206)

<Hc=o 206
<Hc=oOVHo 331

<Hc=Zo (206)

<Hd= o 100, 115, 176, 182, 186,
190, 237, 260, 327

<Hd=oMHd<o 330, 338, 355

<Hd=o9O<Zo 110

<Hd=oTPVo 132

<Hd=oV̀Zo 144, 338, 353

<Hd=o<X`Zo 119

<Hd=oLXcVo 190

<Hd=Zo (206)

<HdIo (206), 278

<HdI o THIc o 226, 235, 278, 291,
292, 312

LH<o 206
LH<o<\@d=o 231

LH<oJdo 231, 249

LH<oHL=o 198, 206, 243

LHMo 206
LHMo<^+<o 303

LHMZo (207)

LHTo (207)

LHTo2Vo 135, 147, 228, 239, 314

LHVo (207)

LHZo (207)

L6 q<o 207
L6 q<Zo (207)

L6 qHo)To 196, 245

L6 qIoOT<Zo 266, 302, 347

LHco 207, 304
LHco<\@`Ho 166

LHcoT@<Zo 347

LHcoLHco 251

LHco<MY<o 165, 290, 353

LHcoJd o 163, 248, 253, 257, 297,
314

LHcIoJo 238, 335

LHcIoHJ=o 249

LHcIoQWIo 75, 170, 237, 347

LHdVo (207)

MH=Zo 76, 129, 135, 180, 198,
236

MHTo 236, 240, 308

M6 q=o 127, 236, 268, 308

M6 qHoJo 80, 113, 126, 288, 342

M6 qIo 339, 340

MHcTbo 111, 191, 236

MHcWo?<o 199, 236, 308

MHd< o 92, 119, 165, 312, 329,
330, 338

MHd<o;o 312, 338

. . .MHd<o;oJdo 116, 228, 285, 312

MHd=oMdo 75
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MHdVo 218

MHdVoL<MYo 218

MHdZo 286, 341

TH<o (207)

TH<o8Fd<o 202

TH<oHd=o 340

TH< oL< o 101, 119, 199, 202,
259, 285, 318

TH<o1>`Tbo 356

TH<o)UHo 272

TH<oRWo 197

TH<oRdo 318, 360

TH<oVWo 93, 119

TH=o (207)

TH=Zo (207)

THLo?<Zo 240

THMo (207)

THTo (207)

THVo 207
THZo 207
THZoM?dHo 233, 290

TH`o 222

TH`o0>d<Zo 173

TH`=o (208)

TH`Vo 314

T6 qo 208
T6 qoXcZo 271, 283, 306, 347

T6 q<o 208, 323, 362
T6 qMo 208
T6 qMZo 165, 191, (208)

T6 qVo 208
T6 qWo (208)

T6 qZo (209)

THc<ZoT!=d<Zo 303

THcHo (209)

THcLZo (209)

THcLZoR̀=o 260

THcMoL<?do 303

THcMoXd<o 203, 240, 254

THd<Zo (209)

THd<Zo;?`o 173, 178, 336, 347

THdHo 209
THdHo#MZo 325

THdHo?<Zo 130, 143, 325

THdHoJo 93, 121, 137, 184, 195,
230, 275, 286, 303, 312, 358

. . . THdHo1>cHo 251*
THdHoLVdo 93, 121, 137, 275, 286

. . . THdHoW=o 326*, 347
THdIo 209, (209)
THdIoJo 82, 88, 181

THdMo 209
THdMoJo 127, 162, 274

THdMZo (209)

THdVo (209)

THIo 209, (209)
THIo>̀<o 99, 350, 362

THIo?<ZoJdo 195, 306, 314

THIoJdo 103

THIoL9qZo 233, 342

THI`o (209)

THI`o)Ho 290

THI`Wo 209, (209)
THI`Zo 209
T6 ,o (210)

THIco 86, 190, 195, (210)

THIcoX̀<o 300, 350

THIcHoL&Lo 337

THIcIo 210
THIcZo 210
THId<o 210
THId<oT<do 360

THId<Zo (210)

THId=o 210
THId=oJdo 89

&Lo+@Wo 197, 215

&LZo (211)

&Vo 211
&Vo& do 211, 329

& `<o 211

& `<o& `<o&̀<o 304

& `Lo 211
.W=o 211
.W=oTHcHo 320

.W=Zo (211)

.WTboUoNUo 358

.WWo6 qo 323

.WWoKDIoTLdMo 317

& cLo (212)

& d o 95, 108, 112, 147, 167, 170,
190, 224, 229, 236, 239, 256,
271, 288, 295, 321, 323, 338

& doL;=<o 245, 284

& do<Ho 358

& do<>Wo 179

& do$ co<>dHoJo 181

& do$ coKoWMo 174

& doGo 117, 255

& do<NYMo 180

& doKb=o 271

& doNV<o 191

& doSMo 140

& doLSdo 260

& do<UMo 174, 180

& doV`=o 81, 359

& doZdWo 136, 228, 256, 257

& do: -<o 179, 251

& d<o 80, 107, 121, 136

& d<o;DcZo 215, 272
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& d<o,@<o 74, 192, 255, 295

& d<oJo 110, 138, 301

& d<oJdo 176

& d<o0>`Zo 215

& dLZo (212)

& dVo (212)

& dWo 212
9M<o 212
9M<Zo (212)

9M=o 212
9M=Zo (212)

9MHo 128

9MIo;d<o 255

9MIo9C<o 255, 295, 307

9MLo 92, 229, 240, 337

9MLo9MdLo 274

9MLoOV=o 127

9MLoWd<o 228, 239, 248

9M`=o 212
9M`=oMHTo 126, 213, 236, 337

9M`=Zo (213)

9M`Lo 213
9M`Lo9M`Lo 251

9M`LZo (213)

9M`Vo 213
9MYMoVo 179, 264

9Mco;bo 228, 245, 267

9McoM̀<o 93, 169, 192

9McLZo 178

9McLZoRWo 198

9Md<o 213
9Md<Zo (213)

9MdLZo 270, 340
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1ôVbo 128

1<̂o 247
1<̂o<RIo 89

1<̂Zo (247)

1=̂o 161, 248, 249, 350
1=̂oGdo 98, 127

1=̂oTLdVo 215

1=̂oOHo 178

1=̂oObWo 295

1=̂oZd=o 171, 190, 215

1>co 249
1>coG=o 124, 140
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LD=o;d<o 211, 213

LD=oOT<Zo 147

LDIo 252
LDIo<Ud<o 131, 184
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H1>VoÀo 213, 330

H1>VoMo 172

H1>VoR|o 110

H1>Vo<8 q<o 121, 215

H1>Vo<8 q=o 303, 349

H1>`o (256)

H1>`o9O<Zo 168

H1>`=Zo 181, 239, 276, 291, 312

H1>`=Zo>=o 181

H1>`Io@`o 349

H1>`LZo<R̀o 181, 198

H1<̂o (256)

H1<̂Zo (256)

H1>co 256, (256)
H1>coLo 156, 237

H1>coT1>cHo 175

HLDWo 256
HLD`o (256)

HLD`Wo 256
HLD`WoMo 137

HLDcoJdo 116, 128

HLDdWo (256)

TL<o 110, 226, 318, 342

TLIo (256)

TLLo (256)

TLLo<Ado 153

TLLo?bo 131, 245

TLTo 294

TLTo?o 267

TLTo?̀o 211

TLVo 151, 256

TLVo<Zo 248

TLVoMHcWo 294

TLVoMdo 190

TLVo*Zo 199, 256

TLVoV`oTLbVoV`o 359

TL̀<Zo 193, (257)

TL̀<Zo<ZdVo 120, 193

TLbo 129

TLbo<\@dIo 192, 314, 350

TLboKDo 99, 350, 352

TLboLVoMoMoE`o 240

TLboHMVo 95, 145

TLbo<RIo 126, 175, 178, 192

TLboO=o 76, 356

TLboZD`Io 167, 326, 352

TLb<oMo 129, 350

TLbHo 257, (257)
TLbLZo (257)

TLbVo 203, 359

TLbVoWcIo 296

TLbVoXd<o 257

TLbWo (257)

TLbWoLo 224, 298

TLbWoOIo 215

TLc<o 166, 324, 328

TLcIo 191, 269

TLcLZo (257)

TLcWo 188, 257
TLdo 162, 341

TLdoT@Wo 127

TLdoXVo 127

TLd<o 136

TLd<o<Ĥ`Wo 114

TLdHo (257)

TLdHo<Ĥo 138
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M=oOV<Zo 83

MIoBWo 233, 341
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MVo;b o 96, 247, 267, 297, 345,
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MVo<F`<Zo 297
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Mbo<Ĥo 82
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MboF`<o 141
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MboS`o 228, 257, 333

Mb<o<\@dIo 154
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Mb<oX̀o 112, 193, 210
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MbVo 263
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279, 333, 336, 348
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Mco;o 354
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McoT;dVo 217
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Mco9C<Zo 215, 228, 266

Mco9Cco 199, 257, 352
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McoMH<o 172, 197, 260

McoMHTo 126, 213, 255, 274, 292,
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McoKb=o 256

McoLNTo 192
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McoV`o 256

McoX̀=o 137, 168, 229, 257
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Md<o0 (o 88, 128, 227, 272
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Md<oVdo 259
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MdZoJdo 248
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M?=Zo (263)
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M?d=oOVVo 248
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HM<o;D`MZo 148, 175, 289, 309,
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HM<oT<(<o 325
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HM<o2FdIo 123

HM<o2]o 234, 329

HM<o,@<Zo 90, 349
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HM<oL&o 243

HM<oHJb=o 173, 198, 268, 293

HM<o<k@d=o 231

HM<oM̀o 76, 197, 249, 276, 284

HM<o)Wo 272

HM<oMOMZo 294

HM<oWIo 244

HM<o9q<Zo 153, 199, 239

HM<oZo 114, 302, 335

HM=Zo<RZo 175, 334, 360

HMTo 228, 246, 264
HMToTLcLZo 335

HMToZo 302

HMVo 157, 264
HMVoHHo 100

HMVoHI`o 92, 280

HMVoMH=Zo 130

HMVoT6 qVo 138, 265

HMVoJdo 247

HMVo)To 247

HMVoTPT=o 100, 114

HMVoWbHo 80, 356

HMVoWdZo 123, 337

HMVo:L=o 203, 226

HM̀<Zo% cIo 120, 151, 294

HM̀<ZoOHo 303, 331

HM̀<ZoTPb<Zo 269

HM̀<ZoUbWo 121, 137, 195, 309
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HM̀<ZoLZWo 234, 290

HMbo 272
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HMdHoMdo 127, 192, 210, 247
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[o 88, 105, 157, 204, 274, 300

[oH1F`Zo 288
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[o$ cZo 93, 203, 217
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[oVZo 74, 80, 261, 342
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[=o& do 360
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[Zo<\@dIo 236

[ZoMo 328
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0W<Zo 264, (264)
0WVo 264
0WVoMAcHo 174

[cHo 113, 218

[do 264
[doT<do 275

[d<o 139

[d=ZoT?Vo 332

[d=Zo<ÀHo 344, 345

[d=ZoHHo 344, 358

[d=ZoOVHo 189, 271, 331
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[dIoJo 193

[dIo0<̂Zo 90, 166, 354
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<RIo<No 139, 168, 223, 255, 286
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<RY<oGb=o 277, 348
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<Rd<o 265
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<l!<o?Zo 215

<l!<oMo 78, 108, 288

<l!=o<IZo 218, 277, 280

<l@do 265
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<l@dZo (265)

zN k

. . .No 118, 155, 263, 274

. . .No>̀<o 166, 204, 275, 308
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251*, 326

. . .No1>cHo 82, 182, 326, 333

N<o 148, 156

N<Zo (266)

NToNTo 113

NTVo (266)

Nb<o2qWo 216

Nb<Zo (266)

NbMZo (266), 269

NUMo 300, 325

NV<o<coLo 297

NV=o 145, 176, 266

NV=Zo (266)

NVZo (266)

<N<o 266
<N<Zo (266)

<N=o 266
<N=o<?Ho 128

<N=o< (Zo 124
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<N=oH<o 196

<N=oJdo 113, 124, 130, 131, 140,
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<N=oLNV<o 347
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<N=oL9qZo 193

<NLo 266
<NLZo (266)
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<Nb<oW<o;=o 122

<NVoT<Io 82, 224

<NVoKWo 175

<NVoLdo 249

<NV<Zo (267)

<NVLZo (267)

LN<o 267, 355
LN<Zo (267)

LN=o (267)

LN=Zo 254, (267)

LNIo 267
LNIoT<<o 124, 140, 316

LNIoTHI`o 291

LNIo<UcMo 192

LNLo (267)

LNLZo (267)

LNTo 129, 201, 237

LNWo (267)

LNZoMo 144, 157, 325

LNTVo 267
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LNb<Zo 268
LNb<Zo0 (<o 178

LNbIo 269
LNbIoMdo 323

LNbMo 269
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LNUMo 270
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LNVo 270
LNV<o2F`Lo 236

LNV<o<>`Io 337
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LNV=o 270
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)o;Lo 307
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)o<FdVo 174
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)=ZoJo;oVWo 131, 167, 326
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359, 360

)T<Zo (272)

)T=o 272
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)TZo<\@dVo 127
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)TZo2F=Zo 239, 331

)TZoH<o 248

)TZoIdVo 335
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)TZo<R`o 85, 179
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)WLo 272
)WLo&Vo 123

)WLoWdZo 337
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)Uo<Ĥdo 132, 268, 298

)UoKbHo 122
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)UHo?Zo 80, 218, 341
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)VMZo (273)
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L)Mo (273)

L)MZo (273)

L)To (273)

L)T<o (273)

L)T<Zo (273)
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L)Uo 273, (273)
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L)UoJdo 250, 291
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L)U<Zo (273)
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L)UHo 273
L)UZo (273)
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Oo 97, 182, 204, 274, 338
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Oo2F=o 171, 182, 195

Oo2Vd<o 333, 352
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OoTHI`o 290

OoIIo 174
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OoVbo 135
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167, 183, 200, 263, 305

Oxo;bo 92, 274

Oxo<d=o 128, 228

Oxo?bo 126, 259

OxoHHo 344

OxoLbWo 306

O<o 139

O<Zo 128

O<ZoJVo 74, 98, 182, 328

O<ZoJdo 341

O<ZoOT<Zo 73, 88, 220

O<ZoVZo 128, 132

O<ZoXo 270

O=o 274, 351, 356
O=oTPVMZo 280

OHo 125, 127, 162, 195, 200, 207,
239, 274, 303, 309, 329, 331

OHoMo 105

OHo<R`o 125, 162, 294, 303, 331

OIoV̀<o 105, 260

OLo 105, 122, 314

OLoWo 122

OTbo 128

OVo 148, 166, 274, 297, 317
OVoLoMoOVoWo 249

OVoMo 205, 210, 271

OVoOVo 83, 133, 216, 345

OVoR|o 110

OWo 145, 169, 266, 300, 322

OWoFdTdo 211

OWo<McVo 80, 90, 120, 164

OWoR`=o 264, 351

OWoZV=o 269

OZo 204, 275

OZoHI<Zo 275*
OTo2qo 147, 180

OToWbo 126, 297

OT<o 157, 212, 222, (275)

OT<o<\@dIo 337

OT<o=Io 189, 326, 337

OT<o<>Ho 134, 273

OT<oG<o 148

OT<oHdIo 109

OT<oJo 300, 344

OT<o)o 302, 337

OT<oMOVIo 179

OT<oMPVHo 80, 134, 181, 182, 305,
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OT<oVdo 294, 345

OT<o9ZHo 309

OT<Zo 107, 119, 141, 160, 175

OT<Zo;cLZo 110, 139, 141, 226,
246, 318

OT<Zo& d<o 216

OT<ZoLbLo 125, 330, 335

OTMo 217, 275
OTMZo (275)

OTVo (275)

OTWoVdo 137, 180

Ob<Z o 96, 113, 217, 245, 275,
(276)

Ob<ZoJdo 217

ObHo 276
ObMZo (276)

ObTbo 172, 265

ObVo 87, 314, 351

ObWo;D`MZo 346

. . . ObWoXcZo 334*
OUo 207, 217, 241, 286, 301, 321

OUoN dIo 83

OUoGVo 113, 173

OUoLNVIo 173

OUo<Ud<o 83

OUoV`=o 121, 321

OUoZDd<o 148

OUo9Z<o 90, 217

OUMo2Vo 294, 328

OUMoLbo 252, 288

OUMoLboLo 83, 113, 166

OUMoWZo;=o 302

OUMo9qWo 217, 344

OUMo< (LZo 138, 238, 252

OUMZo 170, (276)

OUMZoOLo 139

OUVoMo 98, 180, 303

OUZo2F=Zo 76, 127, 182, 221, 271,
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OUZo?o 143

OUZoJo<>`<o 156

. . .OVo 149

OVo;<o 116, 309

OV<Zo 112, 275–0277, 280, 298,
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OV<ZoH=bWo 218

OV<Zo?cIo 277

OV<ZoM?dHo 277

OV<Z o T6 q o 112, 119, 141, 220,
275, 277, 280, 292, 349

OV<ZoJo 177, 199, 292, 309

OV<ZoM̀o 274

OV=o 97–99, 120, 127, 157, 184,
238, 253, 351

OV=o<?dVo 127

OV=o;=o 246, 302

OV=o;DWo 104, 153

OV=o, !o 294

OV=oG<o 148

OV=oT6 qZo 277
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OV=oJo 236, 362

OV=oTLDcWo 154, 290

OV=oSd<o 80, 90, 123, 131, 137,
144, 151, 197, 203, 210, 218,
224, 253, 256

OV=oWZo 201

OV=Zo (277)

OVHo 183, 189, (277), 302, 305

OVHo9Ko 183, 305

OVHo& do 191, 317

OVHoHJ<o 191, 317

OVIo 138, 259

OVIo;Do 174

OVIoMH=Zo 229

OVIoMHd<o 292, 312

OVIo)To 174, 247, 259, 312, 351,
363

OVVo 277
OVVo<N=o 248, 332

OVWo (277)

OVZ o 92, 128, 201, 255, 277,
(277), 292

OVZoI<o 128, 193, 329

OVZoJdo 248

OVZo<R`o 134, 195, 229, 330, 351

OVZo<ZVo 128

MO=o 182, 212

MO=oOT<Zo 216

MOIo 90, 178, 290, 355

MOIo<=o 76

MOIo<F`Lo 114, 191

MOIoGdo 308

MOIo0>cHo 303

MOIoMdo 216, 276

MOIoOV<Zo 280

MOMZo 75, 159, 218, 261, 294

MOMZoG`<o 302

MOMZoGdo 293

MOWo;o 329

MOb=Zo 277
MOUoMo 86

MOUVo 277
MOUVo<N=o 344

MOUVoJdo 248, 309

MOVo 81, 103

MOVoT;dVo 100

MOVoT2FMo 216

MOVoGd<o 82

MOV<o<=o 239

MOVIo 124, 277
MOVIo?o 229, 241, 256, 328

MOVIo< (=o 110

TO<o 278, (278)
TO<Zo (278)

TO=o 278
TO=o<o 76, 189, 192, 335, 340

TO=Zo 278, (278)

TOLo 278
TOLoXo 349

TOLZo (278)

TOMo 278
TOMoTHI`o 122, 149, 235, 290

TOMZo 205, 278, (278)

TOMZo8 qo 118, 149, 204, 234, 237

TOVoWd=Zo 123, 248

TOWo 222, 278, 279
TOT<o 279
TOT<oHI`o 92, 280

TOT<oV`Wo 192

TOT<oVdo 217

TOTVo (279)

TOb<o 279
TObHo (279)

TObLo 279
TObLo=do 353, 358

TObLo?o 358

TObLZo (280)

TOUMo (280)

TOUMZo (280)

TOUVo 280
TOVo 280
TOVoL>bHo 212

TOVo% cIo 252, 320

TOVoGLZo 252, 279

TOVo<NdIo 231

TOVoLo 90, 103

TOV<o 280
TOV<Zo (280)

TOV=o (280)

TOV=Zo (281)

TOVHo (281)

TOVLZo (281)

TOVMZo 183, 281
TOVWo (281)

TOVZo 281, 281, (281)

zP k
PVoPVo 114

PVVo 282
PVVo%<Zo 114, 187

MPHo<Ado 119

MPHo$ cZo 345

MPHo0>d<Zo 305

MPHo<8 q=o 135

MPTo2Fd<Zo 134

MPb<oH1F`Zo 110

MPb<o2qo 78, 224, 269, 365

MPbLo?b=o 187

MPbLo<Fd<o 193

MPbLoL&o 231

MPbLo)TZo 114, 193

MPbLoV`Zo 328
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MPUoIHo 129, 192

MPUVoJo 176

MPUZo 282
MPUZo:d=o 106

MPUZoAMZo 181, 250, 350

MPVo:do 342

MPVo0(<o 331

MPVoMdo 280, 299

MPV<oVbMo 114, 133

TP<o 282
TP=Zo 282
TPHo (282)

TPMoLbo2V`=o 84

TPTo 205, 239

TPVo 159, 282
TPT=o 250, 282, 283
TPT=oV<Zo 199, 288, 327

TPT=oXVo 335

TPT=Zo (283)

TPTIo 283, (283)
TPTIo2. o 112, 228–230, 239, 241,

275, 280, 309, 317, 328

TPTIo?Zo 135, 265

TPTIoLSb=o 231

TPTVo 283
TPb<Zo (283)

TPbMo (283)

TPbMoMH=Zo 186

TPbVo (283)

TPbWo 156, 283
TPU<o 284
TPU<Zo (284)

TPUHo (284)

TPUMo 284
TPUMZo (284)

TPUVo 284
TPVLoTPVLo 335

TPVMo 284
TPVMo6 qZo 309

TPVMZo (285)

TPVWo 285
*o;d<o 108, 147, 348

*o<do 180

*oMo 267

*oM̀o 190, 213

*oV`o 167

*oVd=o 124

*<oFdo 168

*=Zo (285)

*Lo 124, 270, 340

*Lo?cIo 267

*MoG<o 201, 364

*MoX̀=o 73, 364

*Zo 136, 254

*Zo;b=o 226

*Zo?o 134

*ZoHI`o 92, 280

*ZoMco 128, 228

*Zo*V=o 193

*To 211, 285, 321
*ToXo 327

*T<o 285
*T<oAMZo 147, 153, 181

*T<o*T<o 83

*T=o 113, 172, 327, 334, 338, 340

*TZo (285)

. . . QWoLFLo 311

QWoT0(Wo 181, 198

QWIo+WLo 182, 212, 327

QWIo?Zo 318

QWIoKb<Zo 182, 212

*Uo 285
*UZo (285)

*V<o 285

*V<Zo 123, 286, (286)
*V=o (286)

*V=oHJdIo 101

*V=Zo (286)

L*=o 286
L*=Zo (286)

L*To (286)

L*TZo (286)

L*Uo (286)

L*UZo (287)

L*V<o (287)

L*V<Zo (287)

zQk
Qo<?Ho 337

Qo9O<Zo 169, 270, 342

QoO=o 356

QoR|o 110

zRk
Ro (288)

Ro;=d<o 354

Ro<?YHo 78

Ro<l!<o 253

RoV`Wo 310

R|oMdo 84, 110, 226, 246, 318, 319,
328

R<o 75, 288, (288), 316
R<oHI`o 92, 118, 344

R<oJdo 166, 216

R<oOTo 96, 119, 165, 189, 247,
265, 281, 284, 316, 362, 363

R<ZoJo 192

R=oJdo 322

RIo 214, 288
RLZo 170, 176, 358

RLZo=Vo 170
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RLZoFd<o 291

RLZoL%Io 290

RLZoG=oLVo 188

RLZo0><Zo 139, 158, 358

RLZo0>`o 291

RLZoLDdo 104

RLZoTLd<o 269

RLZoTLdWo 114

RLZo<k@dVo 138

RLZo<RZo 234, 275

RLZoZb<o 139, 298

RVo 288
RVo<d<o 156

RWo 111, 161, 277, 299, 353, 358

RWoH:Vo 358

RWoH1F`Zo 139

RWo<\@cMZo 139

RWo;cLZo 139

RWo<Ho 335

RWo<>dHo 139

RWo?bo 115

RWoM?bo 139

RWoFd<o 298

RWo<HIo 139

RWoMH=Zo 92

RWoTHcLZo 218, 230, 234, 352

RWoJVo 158, 234

RWoLo 105, 109, 147, 255

RWo1>=o 234

RWoTPVMZo 315

RWoQWIo 274

RWoVo 294

RWoVZo 116, 139, 161, 358

RWoW<o 162, 289

RWo9qo 193

RWoXcWo 139, 305

RWoXdLo 272, 290

R`o 288
R`o?̀=Zo 294

R`oT@<Zo 174

R`oM̀o 166, 210, 226

R`<o 288
R`<oVdo 351

R`=o 188, 235, 264

. . . R`=o 205, 278

R`= o; o 81, 144, 260, 264, 293,
328, 347

R`=o"dHo 180, 260, 264, 351

R`=o?Zo 134, 215

R`=o?bo 113, 210

R`=o<RIo 126, 178

R`=oWZo 229, 275, 327

R`Lo 289
R`Lo,@Zo 326, 354

R`Lo?o 186

R`LoGbHo 139

R`LoJdo 178, 255, 286

R`LoKDo 74, 195

R`LoMo 128

R`Lo)Ho 148, 156

R`Lo)TZo 193

R`LoO<Zo 305, 353

R`LoVdo 180

R`Mo 289
R`MoJdo 309, 314, 350

R`MoR`MoM=VoM=Vo 300

8 qo 156, 251, 289, 291, (291)
8 qo% cIo 298, 351

8 qoH<o 123

8 qoLo 197, 234

8 qoÙ<o 330

8 q<Zo 291
8 q<ZoX̀=o 306

8 qHo 292
8 qMo 181, 292
8 qZo (292)

Rco 94, 98, 120, 330

Rco<M=o 251

RcoJdo>̀<o 301

RcoMcVo 325

Rc=o;o 162, 214, 274

Rc=oOHo 127, 162

RcHo 292
RcHo<N=o 83, 86, 325

RcIo 349

RcIo?<Zo 349

RcIoJo 330, 344

Rdo 75, 85, 89, 96, 172, 196, 212,
326, 333

Rdo<KdIo 321

RdoMHd=o 74

RdoTLDZo 212

Rd<o (292)

Rd<o;d<o 78, 94, 169, 171, 223,
229, 270, 277, 348

Rd<oHd=o 253

Rd<Zo (292)

Rd<Zo@o 90, 158

Rd<ZoAWo 337

Rd<Zo<ÀHo 337

RdIo 292
RdMo 293
RdVo 192, 276

RdVo,@<o 192

RdVoWZo 228

<R<o 95, 293
<R=o;=o 302

<R=oT1(Mo 204, 325

<R=oTOV=oMo 83

<RIoHL=o 124, 134
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<RLo 295
<RVo 295
<RWo (295)

<RZo 82, 109, 115, 164, 165, 308

<RZoOT<o 273

<R`o 276, 283, 294, 306

<R`o!=o 276

<R`oLH<o 355

<R`o)o 276, 278

<R`oLR<o 186

<R`<o 295
<R`<Zo 295, (295)

<R`Lo (295)

<R`LZo (295)

<R`Zo 154

<R`Zo:o 177

<R`Zo?<Zo 154, 276

<8 qo 76–78, 197, 250, 295, 296
<8 qo,!Ho 204

<8 qoWIo 351

<8 q<o 90, 136, 286, (296), 302

<8 q<o2q o 90, 103, 121, 136, 158,
215, 217, 253, 303, 328

<8 q<o2qVo 328

<8 q<oTHcHo 114, 303

<8 q<oMo 258, 349

<8 q<oTPVo 90

<8 q= o 75, 134, 177, 199, 203,
268, 302, 322, 359

<8 q=o2FdIo 123, 175

<8 q=oT2FcWo 273

<8 q=o<AcVo 237, 310

<8 q=o<Ado 193, 224

<8 q=o?bo 124

<8 q=oG̀<o 197

<8 q=oTLDcWo 148, 159, 290

<8 q=oOLo 83, 216

<8 qZo (296)

<Rd<o 296
<Rd<Zo 88, 164, 330, 351

<Rd<Zo0>cHo 77

<RdIo 296
<RdIo;DWo 104, 189, 266

<RdMo (296)

<RdVo (296)

LR<o 294, (296)

LRHo 296
LRHo;o 238, 270, 322

LRHoMdo 296

LRTo 92, 99

LRToOIo 76, 154

LRVo (296)

LR`o2V`=o 116, 238

LR`o2V`=oso2V`=o 238

LR`Io 123

LR`Io6 qo 334

L8 qo 296
L8 qoMVo 135, 187, 228, 257, 333,

352

L8 q<Zo 297
L8 q<Zo2FWo 98

L8 q<Zo2V`=o 188, 220, 235

L8 q<Zo<HIo 139, 161

L8 q<ZoTLdWo 139

L8 qHo 275, 297, 321
L8 qVo 297, (297)
L8 qZo (297)

LRc=Zo 298
LRcZo 298, 299
LRcZo?Zo 136

LRcZoG<o 158, 298

LRcZoGb<o 136, 162

LRcZoGbVo 299

LRcZo<MdVo 139

LRcZoL<o 158, 221

LRcZoOTWo 139

LRdo 299
LRdoMo 166, 354

LRd<Zo (299)

LRdHo (299)

LRdIo (299)

LRdIo%o 113, 166, 207, 292, 316,
354

LRdIoHIcWo 113, 292

LRdVo (299)

LRdZo (299)

zSk
So 97, 165, 189, 191, 204, 209,

249, 251, 295, 300, 311, 320,
321, 326, 329, 338, 357

So;=o 126, 302

SoM;ZoTGb=oM;Zo 249

So<Ado 117

So#Mo 205

So?Zo 137, 257

SoAIo 330

SoAcZo 97, 236, 336

So0 (<o 100, 161, 325, 349

SoTKDdZo 328, 363

SoT1 (o 166, 228

SoOVHo 125

SoVbo 141, 149

SoVdo 317

SxoJdo 78, 303

S<o 151, 300, 301, (301)
. . . S<o 304, 323

S<Zo 217, 301, (301)

S=Zo 129, 211

S=Zo?Zo 181

S=Zo<FcVo 145, 180

S=Zo6 q=o 211
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S=Zo& `<o 268

S=ZoSd<o 349

S=ZoLSdoLo 154

S=Zo<UTo 129, 154, 201, 226

SHo 301
SHo<\@dIo 122

SHo2FdIo 123

SHoSHo 110

SIo?=o 326

SLo 301
SLo)Vo 74, 255, 295

SMo?cIo 268

SMo<No 303

SMoJo 148, 194, 203, 268

SZo<dZo 120

SZo2F`Lo 236, 336

SZo2FdIo 123

SZo6q<o 122, 236, 336

S`=o 301
S`=o<\@o 310, 329

S`=oT< (<o 83, 100, 190, 325

S`=o?o 85, 100, 106, 360

S`=o?=o 85

S`Io 301, 303
S`IoGdo 97

S`IoLD`Zo 308, 342

S`Wo?bo 99

S`WoJo 106, 154, 259

Sb<o 129, 239, 303
Sb<o<ScVo 129, 239

Sb=o (304)

Sb=oTLDcWo 154

SbLo 304
SbLoXco 136, 139

SbMo 304
SbVo 187, (304)

SbVoGdo 97

SbVo6qo 294

SbVoWMo 141

Sco 204, 246, 250

ScHo (304)

ScTboT1 (o 332

ScVo 207, 222, 304, 338
ScVo<?Ho 326

Sdo (305)

Sd<o 76, 181

Sd<o;DWo 74, 104, 137, 153, 231

Sd<o<d=o 153, 228

Sd<oV`Io 239

Sd<oVdo 181, 317, 363

SdIoMG̀Wo 179

SdIoJo 110, 318

SdMo 82, 140

SdZoSdZo 228

SVo 121, 136

SVoH:Vo 135, 292, 312, 332

SVoH;=`Wo 303, 349

SVoL1F<o 129, 135

SVoKd<Zo 221

SVoLo 108, 258, 274, 312, 332

SVoOUZo 76

SVoMOIo 159, 245, 282

SVo<8 q<o 286

SVoTdHo 129, 135, 166

SVd<o 305
SVdZo<Vo 104, 182, 305

<SIo<F`<Zo 316

<SIoJo 247

<SIoV̀Wo 136, 236, 246, 317

<SLoIIo<̀Zo 205

<SLo\HdZo 139, 232, 298

<SLo<ZdWo 290

<STo 129, 236

<SToT;dVo 99

<SVo 305
<S`o 128

<S`o#Mo 181, 187

<S`oL$ `Ho 143, 187

<S`oAMZo 181

<S`oMo 180, 246

<S`oV`Wo 110

<S`<o 131, 336

<S`<o9O<Zo 109, 318

<S`<Zo 305, 306
<S`<Zo<?dVo 188, 235

<S`<ZoTLbWo 234

<S`<ZoMdo 234, 305

<S`=o 306
<S`=Zo (306)

<S`Mo (306)

<S`Mo;=o 297

<S`Mo;?`o 106, 112

<S`Mo;D`o 135, 140

<S`Mo2qVo 139

<S`Mo?Zo 120

<S`MoHJdIo 297

<S`MoR dZo 207

<S`MoX<o 149, 306

<S`MZo 306, 338
<S`VoJdo 191, 295

<S`Wo 306
<Sb<Zo (306)

<Sb<ZoL8FIo 253

<Sb<Z oJd o 81, 88, 95, 98–100,
103, 105, 108, 109, 195, 207,
232, 233, 261, 300, 331, 348,
354–356, 359, 363, 365

<Sb<Zo1>Ho 143, 265

<Sb<ZoOHo 331
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<Sb=o 306, (307)
<Sb=Zo 136, 137

<Sb=Zo<8 q<o 136

<SbVo 307
<ScoMoVoM<do 303

<Sc=ZoL<KdHo 289, 320

<ScHo 307
<ScVo 126, 129, 303, 308, 325
<ScVo;o 84

<ScVoM<do 211

<ScVoSb<o 129

<Sd=o;o 301

LS=o 111, 308, 338
LS=o=Io 195

LS=o9KZo 195

LS=oGWo 338

LS=oLNVIo 150

LS=oWIo 162, 351, 355

LSTo (308)

LSToL>To 356

LSTo?Zo 215

LSTo<NYMo 148, 270

LSToO=o 134, 159, 238, 278

LSToSVo 252, 349

LSZo 204, 249, (308)

LS`o 308
LS`oUbVo 99

LSb=o 306, (308)

LSbVo (308)

LScHo (308)

LSdo 95, 115, 195, 308, 310, 330,
338

LSdoL:dHo 198

LSdo2.o 199

LSdo2Vo 147, 159, 228, 231, 244,
248

LSdo9Ko 144, 167, 181, 183, 195,
231, 232, 288, 336

LSdoH1>`LZo 198

LSdoVd<Zo 83, 284

LSdoWZo 327

LSdHo 191, 310
LSdHoGLZo 252

LSdHoJo 133

LSdZo 112, (310)

LSVd<o (310)

zTk
To?Ho 190

TLo 311
TLoZbo 208

TMo<NT<Zo 133

TT`o 294

TVo 311
Tbo 190, 304

TboW<o 82, 202

TbVo 311
TbVo&do 126, 348

TbWo 311
Tdo?bo 210

Tdo@o 347

Tdo<F`<Zo 267

TdoG<o 148

TdoHI`o 92

Tdo& d<o 163, 168, 240

TdoKbHo 177

TdoMo 75, 81, 85, 89, 93, 99, 107,
130, 163, 185, 196, 212, 243,
267, 282, 283, 299, 322, 333,
347

Td<o 108, 216, 276, 283, 328, 329,
333, 335

Td<oT@b<o 139, 318, 321, 363

Td<oM̀<o 182

Td=o 204

Td=o<(=o 122

TdHo 101, 129, 243, 280, 349

TdHo<Kd=o 243, 257

TdHoMH=Zo 153

TdHo<N=o 243, 353

TdHoJo 327, 336

TdHoScVo 243, 244

TdIo 311
TdVo 311
TdZo 151, 205, 218, 276, 311
TdZo;d=Zo 150, 151, 276, 294

TdZoGdo 80, 218

TdZo<k@dVo 248

TdZoM̀o 180

TdZoXd<o 218, 231, 254

zUk

Uo 199, 217, 252

UoMo 141, 211, 220

UoMcHo 104, 270

UoMOIo 195

UoVLZo 354

UoWo 74, 102, 104, 236, 248, 269,
271, 294

UoWIo 351

UoWcoMoWco 238

U<o 123, 174, 182, 188, 235, 312
. . .U<o 123, 164, 178, 182, 220,

222, 294, 304, 322, 323, 330,
348

. . .U<o<@̂`Ho 133*
U<oAcZo 123, 164, 175, 214, 229,

334

U<o%<Zo 187

U<o<MY<o 362

U<oJo 191, 323

U<oJdo 123, 128, 182, 187, 195,
271, 305, 306, 315, 334, 361

. . .U<o1>cHo 250*, 251*
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. . .U<oV<o 320*
U=o 312
U=oL<\@Vo 149, 161, 235, 342

U=o9E`Ho 123, 168

U=oF`<o 135

U=oU=o 83

U=ow]=o 113, 173

U=oW"o 333, 352

U=oZco 122

U=oZdIo 339

U=oZD`Ho 106, 161, 235, 279

UIoW<o 132

UVo 85, 88, 176, 235, 325, 349,
355, 359, 362

UVo,@Zo 123, 174, 248

UVo, !<oMVo, !<o 114

UWo 123, 312
UWo<o 78, 108, 297, 319

UZoM?bo 108

UZo& do 98

UZoLScHo 126

UZo9ZcoMZo9Zco 238

Ù o<c o 74, 79, 82, 98, 100, 111,
124, 134, 227, 228, 234, 243,
252, 253, 257, 258, 260, 304,
317, 334, 342, 345, 349, 353,
361

ÙoHMo 137, 184

ÙoNTo 126, 286, 291, 301

Ù<o<?Ho 128

Ù<o<?d<Zo 126, 237

Ù< o,!<Z o 231, 234, 244, 248,
299, 329

Ù<o<AMo 135

Ù<o?o 80, 106, 111, 135, 166,
215, 256, 279, 308

Ù<o?Zo 215

Ù<oAd<o 317

Ù<oGd<o 98, 227

Ù<oIdVo 193

Ù<oOHo 104, 231, 331

Ù<o<Sb<Zo 198, 265

Ù<oWIo 82, 173, 221, 231, 351

ÙHo 87, 106, 117, 156, 195, 205,
238, 264, 265, 275

ÙHo0W<Zo 344, 358

ÙHoLR`IoIdVoLbo 297

ÙIo 250, 304, 312
ÙIo<>`<o 314

ÙIoWb<ZoM̀IoWb<Zo 340

UboLo 79, 163, 302

UboV`=o 110

Ub<o 157, 258

UbIo 118

UbIoV`=o 118, 119

UbVo?bo 105, 327, 329, 336

UbVoLbo 117, 131, 149, 194, 253,
311, 340, 345, 357

UbVoMo 193

UbWo 100

UbWo<?Ho 128, 334

UbWo;MZo 84

UbWo;D`MZo 96, 102, 346

UbWo9Ed=Zo 119

UbWo<Mco 75

UbWo0>d<Zo 285

UbWoLLZo 184

UbWoLWo 313, 354

UbWo1>dWo 122

UbWoHM<o 269, 309

UbWo9Zo 184, 235

Uc=o 313
Uc=Zo (313)

Udo 211, 359

Udo1>Ho 135

UdoLZD=o 191

Ud<o 313
Ud<oVcHo 222, 304, 313, 323
Ud<Zo (314)

Ud=o 98, 157, 159, 184, 196, 201,
250, 314, 315, 338, 346

Ud=o+@cIo 220

Ud=o;b=Zo 205

Ud=oTLLo 153, 335

Ud=Zo 93, 109, 111, (315)

Ud=ZoTPTIo 289

Ud=ZoZbo 93

UdHo 251, 315, 346
UdHoOHo 168, 185

UdIo?Lo 233, 289, 341

UdIoFIo 143, 195, 212, 214, 252,
259, 265, 271, 321, 361

UdLo 110, 132, 226, 337

UdVo 316
UdWo 316
UdWoLo 132, 174

UdZo 74, 94, 145, 146

<U< o 83, 166, 270, 280, 336,
342, 352

<U<oM<do 277

<U<oL><o 84, 133

<U<oTLD=o 122

<U<oXo 81

<U=o 78, 92, 301, 335, 364

<U=o<^+Lo 290

<U=o% cIo 166

<U=o*Zo 293

<ULo 316
<ULZo (316)

<UMoJo 132

<UTo 99, 129, 201, 350

<UVo 189, 249, 250, 316
<UVo2Vo 90

<UVoJdo 233, 328
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<UVoTPTIo 234

<UVoZo 183, 320

<UZo (317)

<UZo0>d<Zo 87

<UZo<UdIo 88, 182, 307

<UZoW<o 89

<Ubo 128, 330

<UboMHd<o 174

<UboMOVo 130, 153

<Ub<o 317
<Ub<Zo 275, 317, (318)

<Ub=o6 ,=o 253

<UbWo;o 84, 275, 347

<UbWoWZo 321

<Uc=o 318
<Uc=Zo (318)

<UcVo 318
<UcVo;o 75, 304

<UcVoMo 126, 211, 261, 286

<Udo 318, (318)
<Udo<^!o 272, 359

<Ud<o 82, 131, 318
<Ud<oJd o 82, 83, 131, 166, 184,

226

<Ud<Zo (319)

<UdIo0>d<Zo 87

<UdLo (319)

<UdLZo (319)

<UdVo (319)

<UdWo 123, 319
<UdZo 319, (319)

zVk
Vo 190, 201, 218, 308, 312, 342

VoGb<o 336

Vo9O<Zo 169, 342

Vo\H<Zo 240

Vo\HHo 231*
. . . Vo\HHo 231*
Vo\HdHo 190, 240, 249

VoTKDdHo 244*
. . . VoTKDdHo 244*
VoM̀oVboM̀o 175, 310

VoMdo 299

VoLS`o 191, 222, 340

VoWb<o 83, 173, 280, 347

VoWbHo 126

Vzo<d<o 303

Vzo>do 86, 246

VzoA<o 167, 326

VzoHMo 97, 127

VzoKdVo 192

V<o 209, 211, 250, 251, 254, 320
V<o<?YHo 174

V<oG<o 110

V<oWZo 320
V<oXd<o 174

V<Zo 327, 338

V<Zo;o 338

V<ZoV`Mo 97

V=o 187, 323

V=o<\@dIo 77, 195, 259

V=o;?`Mo 302

V=o;DWo 131

V=oM<do 181, 198, 227

V=oT<Io 137

V=oT@<Zo 222

V=oAcZo 319

V=o%<Zo 181, 353

V=oG<o 148, 156

V=oG<oV=o<>dHo 278

V=oTG<o 84, 98, 134

V=oHdIo 137, 324

V=oMHd<o 353

V=o7 qZo 181, 198

V=o<Id=o 329

V=oHL=o 248, 320

V=oLNIo 199, 248, 328, 335

V=oOb<Zo 302

V=oOVHo 302, 331

V=oMOMZo 98

V=oTOMo 148

V=oTOVo 191, 302

V=o<Sb<Zo 181, 195

V=oUbWo 100, 204, 227

V=oWbZo 294

V=oX̀o 193

V=oZo 90, 114, 325, 347

V=oZcMZo 149

V=oZDd<o 90, 152, 204, 284

VIo 157, 297, 321
VLo 140

VLo5[o 94, 257

VLo<IZo 248, 290

VLoLcoVdLoLco 310

VMoTHc<Zo 122

VMZo 168, 180

VWo 251, 321
VWo2F`o 84, 127, 241, 295

VWoJo 232, 356

VZo 77, 95, 174, 177, 183, 204,
253, 339, 363

VZo<?YHo 136

VZo;b<o 138, 270, 345

VZo2qVo 183, 226

VZo<Ĥ`Wo 151

VZo?o 181

VZoO<Zo 128

VZoTPVo 132

VZoSdMo 140, 179

VZoZ=o 174

V`o 126, 167, 170, 222, 284, 304,
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327, 330

V`o1]=o 126, 148

V`o;Mo 227

V`o;b<o 140, 216

V`o;DdHo 121

V`o,@o 114, 218

V`o,!Ho 258

V`o<Ad<o 180

V`oH|<Zo 202, 210, 254, 336, 352

V`oTHLZo 216, 280

V`o9McLZo 90, 280, 284

V`oMo1]=o 216

V`oMoG=o 90, 280

V`oMoTHLZo 216

V`oMdo 79, 81, 198, 253, 304, 342,
345

V`o){o 144

V`o)Uo 121, 141

V`oMOMZo 140, 316

V`oR̀Mo 336

V`oSbVo 126, 316

V`o<SVo(Lo& do 136, 209, 364

V`oẀo 76, 174, 198, 217, 245

V`o<XMo 264

V`<o 321
V`<o<IZo 229

V`<oJo 136

V`<o<8q=o 229, 324

V`<Zo 105, 118, 195, 202

V`<Zo,!Ho 159, 324

V`<Zoso 139

V`<ZoVbZo 182, 271

V`=o 182, 321
V`=oGb=o 123, 162, 171, 214, 274,

335, 337

V`=oJdo 118, 132, 191, 217, 339

V`=oOHo 171, 331

V`=oWdZo 123, 171

V`Io 234, 244

V`Io<d=o 128

V`IoG=o 252

V`IoJo 221, 294, 298

V`IoJdo?co 161

V`IoTLLo 159, 228, 244

V`IoOLo 162, 294

V`Lo 272

V`MoJo 153, 229

V`MZo 118, 204, 220, 350

V`MZoIHo 220

V`Wo 123, 191, 321
V`WoLbo 136, 259, 300

Vbo 135, 342

Vbo;<o 116, 177, 342

. . . Vb o T2Fd o 86, 122*, 155, 195,
204, 214, 301, 312, 321

. . . VboL>b<o 151, 151*, 257

. . . Vbo<F=o 81, 85, 86, 92, 155,
164, 167, 173*, 185, 195,
201, 214, 263, 312

. . . Vb oGHo 188*, 232, 247, 257,
363

. . . VboKcLZo 232, 235*
VboLR`o 362

Vb=Zo 322
VbLo 322
VbLo,@<o 114

VbLZo (322)

VbWo 151, 322
VbWo<\@dIo 122

VbWoHI`o 350

VbZo;d<o 153, 194, 286

VbZo@o 214

VbZoG=o 214, 254

VbZoJo 276

VbZoM̀=o 178

VbZoSb<o 129

Vco=Io 158, 357

Vco9KdZo 151

Vco<Kd=o 99, 357

Vco<Kd=o6 qo 119

VcoG<o 149, 156, 159

VcoT6 qIo 181, 249

VcoTHdHo 121, 357

VcoLo 84, 86, 99, 121, 137, 151,
252, 254, 286, 301

VcoZo 183, 186

VcHo 217, 322, 323
VcHoT6q<o 323*
VcHoM̀oT6 q<o 323*
VcTboM̀<o 140

. . . VcZo 187

VcZo<?dVo 98, 266, 350

. . . VcZoT;cWo 97*

. . . VcZo1>cHo 250*
VcZoMdZo 98, 350

Vdo 90, 176, 205, 259, 363

Vdo2F`Lo 118

VdoL>bHo 263, 350

Vd<Zo 251, 349

Vd<ZoH=bWo 221

. . . Vd<Zo<I=o 222*
Vd<ZoJo 105, 134, 207, 279, 323,

324, 348, 360

. . . Vd<Zo1>`Zo 251*

. . . Vd<Zo1>cHo 250*
Vd<ZoVMo 290, 320

Vd=o 301

Vd=o<ZWoMcoFd<o 332

VdHo 323
VdLoNo 218, 270

VdWoMdo 75
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VdWo)UHo 272

wV=ZoT;dVo 117, 174, 217

wV=Zo?bo 99, 228

wV=ZoJo 76, 123, 191, 242, 280,
337

w]=o 92, 102, 133, 141, 187, 278,
291, 325, 330, 337

w]=oT2Fdo 76, 181

w]=o<Ĥdo 79

w]=o% o 108, 124, 130, 131, 166,
201

w]=oTKD`Io 173, 349

w]=oHMVo 326

w]=oTObLo 326

w]=o<Z=o 76, 139

wVd<o 323
wVd<Zo (323)

LwVoXo 136, 242

LwV<o 123, 323, (324)
LwV<o<FdVo 122

LwV<Zo 217, (324)

zWk
Wo 124–126, 188, 189, 236, 284,

297

Wo1]=o 126, 140, 258

Wo<?cHo 113, 316

Wo,@o 186, 204, 347

Wo?o 297

WoA<o 177, 359

WoGcWo 353

Wo6 q<o 129

WoJ̀Io 96

WoKb<o 78, 211, 266, 277, 332

WoMo 179

Wo)Uo 355

WoUd<Zo 99

W"o 228

WxoLo 178

W<o 194

W<o;?cVo 198, 221, 231

W<o, !Io 159, 194, 199, 220, 324

W<o=Vo 138

W<oH=bWo 158, 286, 301

W<o9C<Zo 126

W<o$ cZo 193

W<o%<Zo 82, 243

W<oL<KVo 249

W<oL<KVoMo 253, 270, 348

W<oGWo 272, 338

W<oMG`Wo 100, 300

W<oHcLo 166

W<oTHdIo 175, 230

W<oL&o 231

W<o<Nco 158

W<oJo 77, 79, 81, 88, 89, 98, 100,
102, 113, 121, 136, 141, 149,
153, 158, 160, 163, 172, 189–
191, 197, 207, 215, 218, 223,
231, 237, 240, 241, 253, 261,
267, 274, 279, 288, 317, 322,
337, 338, 348, 365

W<oJoV`=oJdo 89

W<oJdHo 351

W<oTLdMo 317

W<oHMVo 150, 352

W<o)Wo 186, 214, 229, 241, 260

W<oOT<Zo 160, 246

W<oTPT=o 114, 190

W<oV`=o 89

W<oV`Zo 305

W<oVbo 76

W<oVbLo 114

W<oVd<Zo 320

W<oWcIo 184

W<o9q<Zo 272

W<o9qLZo 348

W<oXcZo 241, 252

W=o 122, 325, 338
W=oOVo 123, 125, 314

W=oWd=o 242

W=Zo 217, (326)

WIo 82, 104, 164, 231, 243, 248,
285, 328, 349, 351

WIo2F=Zo 271, 356

WIo?<Zo 99

WIoJVo 132

WIoM=o 351

WLo 156, 250, 326
WLo, !o 113, 363

WLoHd=o 76

WLo<R`o 314, 363

WMo 124, 131, 170, 186, 340

WMo:o 76, 84, 87, 95, 103, 110,
117, 122, 148, 154, 164, 170,
186, 194, 199, 279, 285, 308,
316, 319, 324, 327, 330, 334,
345, 361

WMo2Fd<Zo 248

WMoT2Fdo 124, 131, 248

WMo,@<Zo 215

WMoH=bWo 185

WMo?Zo 135, 215

WMo?cIo 141

WMoIdVo 193

WMo<Nco 303

WMo0>cHo 303

WMoTKD=o 140

WMoOHo 127, 162

WMoRc=o 228

WMoRdVo 96, 149

WMoLSdoLo 83

WMoVd<Zo 190

WM oWb<Z o 201, 220, 223, 229,
256, 309
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WMoZDdWo 154, 201, 268

WMo9Zd=Zo 124, 248

WT`o 323

WZo 83, 327, (327), 356
WZo:o 75, 76, 82, 84, 97, 99, 101,

103, 105, 110, 112, 119, 133,
134, 141, 144, 152, 164, 184,
191, 197, 198, 203, 207, 209,
210, 220, 223, 228–230, 233,
239–242, 246, 252, 255, 273,
275, 276, 281, 282, 285, 286,
294, 317, 319, 320, 327, 334,
335, 356, 357, 361, 365

WZo;b=Zo 101, 149, 226, 302

WZo;DWo 82

WZo;D`o 135

WZo2.o 269

WZoT<Io 82, 94, 101, 102, 104,
137, 224, 241, 266

WZoT2qWo 229

WZoT<do 273, 275

WZo, !Io 283, 303

WZo=Io 356

WZoM@b<o 136, 215

WZo%<Zo 257

WZoGcLZo 147

WZoHdIo 86, 121, 137

WZoI<o 235

WZo<Nco 99

WZoHJdIo 99

WZoTKDdo 301

WZo1>cHoJo 289

WZoHL=o 286

WZoTLDZo 99, 170, 265, 347, 356

WZoM̀o 322

WZoMOMZo 159

WZo<RZo 82

WZo<8 q<o 121, 215, 293

WZoVcZo 99, 101, 350

WZoVd<Zo 289

WZoX<o 233, 328

WZo9q<Zo 239

WZoZVoJdo 129, 143, 164, 238, 297,
348

Ẁo;D`o 118

Ẁ=oFd<o 204

Wb<o 76, 202, 210, 327, 335
Wb<o<ô 210

Wb<o2qo 354

Wb<oM<do 77, 270

Wb<oGb<o 114

Wb<o9O<Zo 168, 169, 240

Wb<oO=o 335

Wb<oOTWo 176

Wb<o*To 173, 293

Wb<o<8 q<o 121, 215

Wb<oVo 241, 340

Wb<oXo 270

Wb<Zo (327)

Wb<ZoJo 154

. . . Wb<ZoXcZo 334*
Wb<Z oZDdW o 110, 154, 164, 184,

201, 223

Wb=o 109, 163, 187, 210, 257, 311

Wb=o<Kd=o 121, 126, 316, 328

Wb=oL<KIo 125

Wb=oJo 185, 239, 252, 304

Wb=oJo<=o 360

Wb=o9qVo 121, 141

WbHo 93, 126, 172, 240, 256, 260,
327, 339

WbHoJo 109, 317

WbZo 125, 210, 217, 261, 327
WbZo<KdLZo 120, 241, 274

WbZo)Wo 186, 214, 272

WbZoZcMZo 186

WbZoZDd<o 148

WcoBVo 228, 257, 333

WcoOIo 310

Wc<Zo<\@cZo 221, 298

Wc<Zo<^+Lo 303

Wc<ZoL>dZo 191

Wc<Zo?o 195, 328

Wc<ZoAcZo 256

Wc<Zo<k@Vo 354

WcIo 328, 329
Wdo 99, 118, 123, 125, 229, 329,

349

Wdo;MZo 271, 334

Wdo;DWo 162

WdoT<do 275, 332

Wdo, !Zo 273

WdoL,@o 321

WdoM?dHo 303

WdoAcZo 192, 248

Wd oFd< o 86, 119, 130, 169, 170,
264

WdoL<KZHo 99

Wdo0>cHo 303, 349

WdoMo 86, 130, 169, 179, 180, 301,
319

WdoOHo 266

Wdo<8 q<o 286

WdoSVo 96

WdoV`Mo 239, 309

WdoXZo 123

Wdo<ZVo 112, 156, 173, 275, 303,
321

Wd<o 174, 251, 314, 330, 330
Wd<o<?Ho 127

Wd<o<UcMo 227

Wd<ZoH<Vo 203, 216

Wd<ZoWd<Zo 235

Wd=o 331
. . .Wd=oMcHoJVo 85, 159, 333, 339
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Wd=oWd=o 99, 242

Wd=Zo (331)

WdIo 331
WdLo (331)

WdVo 164

WdZo (331)

. . .WdZo 312

. . .WdZo9Ko 182*

zXk
Xo 78, 80, 81, 89, 145, 176, 182,

227, 234, 253, 257, 261, 266,
277, 284, 293, 297, 300, 322,
328, 329, 348

Xo1FHo 110, 319

Xo<?MoJdo 263

Xo<\HIo 78, 86, 180

Xo;bo 189

Xo;D`MZo 114, 218

Xo2F`o 166

Xo$ cIo 266

Xo<K<o 196, 323

XoG<o 218

XoMHd<o 92, 330, 338

XoTLbo 129, 350

XoTLbVo 203, 344

Xo<kH=o 98

XoMVo 137

XoMdo 137

Xo<RIo 126, 139

XoOo 86, 349

XoRcIo 349

XoV`Io 159

XoV`Wo 277

XoVdo 78

XoXcHo 130, 161, 335

Xo<ZdZo 247

XoLZDc<Zo 145

X<o 85, 209, 216, 217, 275, 317,
323

. . . X<o1>cHo 251*
X<oO=o 203

X<oVd<Zo 96

X<oX<o1>cHo 265

X<Zo 335

X=Zo 117

X=ZoGo 158

XHo 304, 332
XIo 246

XVo 251, 332, (332)
XVo,@<o 149, 235, 330

XVoL9Ko 181

XVo7 qLo 285

XVo\H`Io 326

XVo0>d<Zo 97

XVo1>=o 97, 285

XVow]=o 279

XVo9Zdo 97

XZo 162

X̀o 123, 151, 157, 190, 209, 218,
242, 250, 251, 292, 333, 334

X̀o<?Ho 128, 337

X̀o<\@dIo 248, 314

X̀o<>̀<oX̀o<ÀZo 204

X̀o%<Zo 187, 195, 274

X̀o<K=Zo 361

X̀oG<o 149

X̀oTHIco 98, 223

X̀o<RIo 175, 196

X̀< o 129, 188, 235, 257, 314,
(333)

X̀<o<^+<o 114

X̀<oVHo 197

X̀= o 78, 81, 95, 101, 108, 135,
147, 167, 176, 196, 205, 210,
230, 253, 256, 257, 266, 268,

279, 284, 288, 296, 297, 301,
319, 322, 339, 355

X̀=o?o 137

X̀=oFd<o 86, 180, 227, 264, 301

X̀=o<Md=o 86, 103, 119, 245, 268

X̀=oI<Zo 162, 347

X̀=oJVo 81

X̀=o9O<Zo 342

X̀=oKbVo 126

X̀=oKdVo 75

X̀=o0>co 257

X̀=oTLDZo 179, 264

X̀=o)o 78

X̀=oRd<Zo 137, 241

X̀=oLSdo 113

X̀=oWdo 81, 165

X̀=oZdIo 259, 268

X̀=o<ZVo 268

X̀=o: -<o 257

9qoLo 118, 257

9q<o 333
9q<o9Cd<o 197, 237

9q<oJo 268, 331

9q<Zo 136, 181, 260, 274, 276,
286, 301, (333), 350

9q<Zo+@cIo 118, 192, 350

9q<ZoOHo 214

9qMZo (333)

9qVo 181, 197, (333)

9qVo;o 197

9qVo9qVo 119

9qWo 185, 217, 283, 302, 328, 363

9qWo, !Io 185, 283, 302, 324

. . .9qWoWo 166

9qZo (333)

XcoTLLo 266, 331

XcoMVo 162
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XcHo 130, 143, 161, 260

XcHoMdo 260, 329, 335

XcVo 333
XcWo:oVo 263

XcWo;Do 139

XcWo<Ado 108

XcWoHMo 153, 229

XcWo& d<o 80, 132, 228, 279

XcWoUdWo 126, 139, 193, 197, 237,
285

XcZo 115, 218, 334
XcZoOHo 364

XcZoV`<o 229, 241

Xdo 85, 92, 135

Xdo?Zo 80, 179

XdoKdVo 85, 215

Xdo<Q<o 272

XdoM̀<o 85, 181

Xd<o 185, 314, (334)

Xd<o;<o 256

Xd<o2F=Zo 76

Xd<oH=bWo 80, 164

Xd<o?<o 317

Xd<oLbo 121, 176, 177, 183, 204,
238, 253, 256

Xd<o<Q<o 257, 317

Xd<oVdo 317

Xd<oWdVo 180

Xd=o 334
Xd=Zo (335)

XdHo 97, 334, (335)

XdLoXdLo 109, 211, 326

XdMZo (335)

XdVo 143, 157, 218, 304, 306, 335
XdVoJdo 143

XdZo (338)

. . . XdZo 155

<X<o 338
<X<Zo (339)

<XMo 271

<XVo 339
<X̀Lo 339
<X̀LZo (339)

<X̀Zo:o 111, 119, 195, 363

<Xc<Zo 339
<Xdo 339
<Xd<o (339)

<Xd<oJo 82, 89, 216

<Xd<o)Wo 350

<Xd<Zo (339)

<Xd=o (339)

<XdMo (339)

<XdVo (339)

<XdWo 302

<XdZo (339)

LX<o 339
LX<Zo (339)

LX=o 339
LX=Zo (340)

LXH o 82, 127, 133, 222, 250,
251, 261, 295, 340, (340)

LXHo, !Io 159

LXMo 340
LXMZo (341)

LXTo (341)

LXVo 341, (341)
LXWo 341
LXWoIHo 201

LXWo<RIo 175, 196, 300

LXZo 125, 341
LX̀<o 342
L9qo 342
L9qo<Rd<o 263

L9q<o (342)

L9q<Zo (342)

L9qMo 342
L9qMZo (343)

L9qVo 343
L9qZo (343)

LXcVo (343)

LXdo (343)

LXd<Zo (343)

LXdWo (343)

LXdZo (343)

zZk
Zo 78, 81, 108, 109, 118, 128,

145, 156, 167, 170, 171, 189,
204, 205, 207, 211, 229, 240,
247, 252, 253, 259, 260, 264,
267, 318, 319, 322, 351

. . .Zo 155, 183, 186, 195, 207,
209, 210, 280, 362

ZoH:Vo 197, 356

ZoL1Fo 79, 98, 342

Zo<\@dVo 197

Zo;b=o 77, 140

Zo;bWo 136, 310

Zo;d=Zo 256, 276

Zo"dHo 180, 260, 351

ZoL>Ho 79, 310

ZoL>bHo 165, 241

ZoL>bHoUbWoL>bHo 92

Zo? o 106, 125, 206, 207, 210,
222, 228, 270, 285, 302, 317,
319, 352, 363, 365

Zo?bo 244

ZoAMZo 156, 305

Zo<FcVo 145

Zo<Kd=o 260, 351

ZoG`<o 79

ZoGdo 234
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ZoHd=o 140

Zo& do 90, 210, 322

ZoIHo 350

Zo<IZo 241

Zo<IZoZoGd<o 333

Zo<NYMo 228, 286

ZoH/>Ho 79

ZoK<o 94, 229, 256, 271, 348

ZoKb<o 140, 253

ZoLdIo 177, 259

. . . Zo1=̂o 249*
ZoH1>`LZo 119

ZoTLbo 133, 167, 326

ZoMco 228

ZoHMVo 174, 356

ZoOb<Zo 96, 121, 216, 245

ZoMOMZo 140, 258, 316, 347

ZoR`=o 179, 264

ZoL8 qo 228

ZoTd<o 203

ZoÙ<o 79, 97

ZoUdMo 314

ZoVbHo 189

ZoVdo 340

Zo: -Wo 165

Z<oV`o 226, 240, 350

Z<oZ<o 178

Z=oVZo 110, 132, 319

Z=Zo 130, 344
Z=Zo,@Zo 161, 179

Z=ZoJdo 364

ZHo 102, 129, 344
ZHo<\@dIo 236, 314

ZLZo (345)

Z̀o;?`Mo 123

Z̀oJIo 126, 138, 199, 223, 227,
265, 278, 284, 286

Z̀oXIo 178, 242, 283

Z̀=oZ̀=o 304

Z̀LoL̀o 118, 220, 350

Z̀LoZ̀Lo 177

Z̀Mo 345
Z̀MZo (345)

Z̀Tbo 179, 264

Z̀Wo<FIo 75

Z̀WoMo 164

Z̀WoOV=o 112, 275

Zbo 156, 349

Zb<oW<o 269

ZbIo 345
ZbIo<N=o 250, 349

ZbLo 251, 345
ZbLZo (345)

ZbMo 345
ZbMo%<Zo 105

ZbMoGd<o 360

ZbMo<k@Vo 174

ZbMo)TZo 85, 174

ZbMZo (345)

ZbVo 291, 336

ZbWo 218, 219

Zco<doVo 179

Zco<dWo 179

ZcoT1 (o 180, 265

Zc=o<co 104

Zc=oHI<o 188

ZcHo (345)

ZcIo<\@`o 108, 274, 330

ZcIo<5[Lo 127

ZcIo<Kd=o 267

ZcIoMdo 86, 109, 176, 204, 211

ZcMZ o 75, 78, 79, 87, 92, 100,
103, 106, 117, 119, 124, 143,
149, 154, 157, 158, 160, 166,
175, 184, 195, 205, 214, 233,

236, 238, 243, 246, 251, 278,
292, 294, 303, 318, 330, 333,
335, 336, 345, (345), 357, 363

ZcMZo;bVo 299, 349

ZcMZo;DWo 83, 94, 228, 248, 344,
349, 360

ZcMZoT2qWo 248

ZcMZoT!=dHo 154

ZcMZo=Io 154

ZcMZo=Wo 248

ZcMZo>Io 75, 83, 97, 140, 149,
151, 173, 177, 178, 202, 210,
229, 254, 292, 322, 324, 347,
354, 355

ZcMZo<>d=o 344

ZcMZo<ÀZo 154

ZcMZo% cIo 293

ZcMZoG<o 148, 156, 159

ZcMZoMGbIo 248

ZcMZo<MY<o 154, 248, 312, 344, 354

ZcMZoIHo 154, 161, 344

ZcMZoJo 232, 336

ZcMZo)o 100

ZcMZoTPTIo 344

ZcMZo9q<Zo 86, 87, 130, 153, 161,
239, 312, 335

ZcVo 81, 172, 326

ZcVo:o 108, 131, 338

ZcVo<?MoMo 257

ZcVo<\@dIo 192, 236

ZcVo;Do 310

ZcVo2Vo 231

ZcVo<Ad=o 180

ZcVo>Io 169, 332

ZcVoHI<o 192, 245

ZcVo.W=o 192, 255

ZcVoJdo 118

ZcVoLo 76, 114, 175, 228, 245
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ZcVoXo 89, 137, 270

ZcVo<(=o 268

ZcWo (345)

Zdo 78, 86, 95, 105, 109, 128, 140,
145, 153, 164, 183, 220, 226,
234, 246, 273, 282, 301, 305,
322

Zdo;o 183, 305

Zdo2FWo 289

Zdo8F`Wo 88, 220, 260

ZdoHIc<o 99, 110

ZdoJo 131

Zdo2Ŵo 173

ZdoOLo 132, 269

ZdoWdoNdIoJdo 145

Zd<o (345)

Zd<o<?Ho 334

Zd<oHVo 110

Zd<oKb=o 228

Zd<oMo 257

Zd<oWco 193, 253, 339

Zd=o 247, 346, (346), 362
Zd=oGdo 79

Zd=Zo (346)

ZdHo (346)

ZdIo 148, 179, 294, 322, 339, 346
ZdIo;Wo 123

ZdIo,!o 148, 294

ZdIoT1(o 166

ZdIo)o 148, 294

ZdIoLS=o 126, 207, 256

ZdIoWoKb<o 172, 326

ZdLoZdLo 274

ZdLZo (346)

ZdMZo (346)

ZdVo 155

ZdWo (346)

ZdWo6 q<o 123

ZdWoHd=o 253

ZdWoLo 257, 348

ZdZo 346
ZD=o 79, 162

ZDIoMo 94, 145, 234, 259, 267,
341

ZDLo 110

ZDLoMHTo 84, 113, 197, 337

ZDMo9O<Zo 168, 342

ZD`o 224

ZD`=o 346
ZD`=Zo (346)

ZD`Ho 87, 166, 283, 314, 346
ZD`Ho;D`MZo 166

ZD`Ho@bZo 106, 134, 221

ZD`HoHdIo 290

ZD`HoHL=o 243, 302, 335

ZD`HoTPTIo 83

ZD`Ho<8 q=o 102, 177, 199, 268

ZD`IoJdo 336

< (=o 346, 347
< (=o?o 216, 293

< (=oM6qHo 110, 319

< (=oLo 178

< (=oMo 94, 184, 235, 291, 355

< (=Zo (347)

< (Lo 326, 347
< (LoMo 173, 289, 308

< (LZo 76, 338, (347), 350

< (Zo 240

< (ZoGb<o 196

ZDco 347
ZDcoMd=o 336

ZDc<o 347
ZDc<oSIo 94

ZDc<Zo (348)

ZDcZo (348)

ZDdo 348
ZDdoMo 137

ZDdoXHo 193

ZDd<o 88, 90, 148, 189, 204, 219,
252, 254, 269, 335

ZDd<o<>dHo 227, 294

ZDd<o?<Zo 352

ZDd<oAcIo 190, 242

ZDd<oGd<o 122, 173

ZDd<ow]=o 204, 220, 239
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述語動詞を用いた文末表現

ここでは述語動詞で表される断定や疑問，確認などの文末表現を肯定形と否定形に分けて
掲載し，発音とおおよその意味を併記した．

目次

名詞 /形容詞述語

～ ÙIn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

～ VcHn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

～ UdHn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

～ Ud<oVcHn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
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～ U`In ［名詞 / 形容詞述語：確定判断］ (p.7)

断 定（assertive）
断定 ～ ÙIn ～ M̀In

´yin ´män
～です ～ではありません

断定 +主張 ～ ÙIoH< ～ M̀IoH<
ˆyintaa ˆmäntaa

～ですよ ～ではありませんよ

疑 問（interrogative）
可否疑問 ～ ÙIoJZn ～ M̀IoJZn

ˆyinpää ˆmänpää
～ですか？ ～ではありませんか？

不定疑問 ～ ÙIoJ"n
（疑問詞と共に） ´yin-paa

～ですか？

選択疑問 A ÙIoJ"n B ÙIoJ"n
´yin-paa, ´yin-paa

Aですか，Bですか？

選択疑問 A ÙIoH=on B ÙIoH=on
´yin-tan, ´yin-tan

Aですか，Bですか？

選択疑問 A ÙIoJ"n M̀IoJ"n
´yin-paa, ´män-paa

Aですか，そうではありませんか？

選択疑問 A ÙIoH=on M̀IoH=on
´yin-tan, ´män-tan

Aですか，そうではありませんか？

確 認（confirmative）
確認 ～ ÙIoJn ～ M̀IoJn

´yin-pa ´män-pa
～でしょ？ ～ではないでしょ？

確認 ～ ÙIoJ"n ～ M̀IoJ"n
´yinpaa ´mänpaa

～ですよね？ ～ではありませんよね？

軽い確認 ～ ÙIoH=on ～ M̀IoH=on
´yintan ´mäntan

～ですよね？ ～ではありませんよね？
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❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 〈用例〉 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

—断定—

• =oLdHoJoÙIn
´nga ´phöpa ´yin.
「私はチベット人です」
• =oLdHoJoM`In
´nga ´phöpa ´män.
「私はチベット人ではありません」

—疑問—

• ;?cHoV=oLdHoJoÙIoJZn
¯kyheran ´phöpa ˆyinpää?
「あなたはチベット人ですか？」
• ;?cHoV=oLdHoJoM̀IoJZn
¯kyheran ´phöpa ˆmänpää?
「あなたはチベット人ではありませんか？」
• ;?cHoV=oZboÙIoJ"n
¯kyheran ¯su ´yin-paa?
「あなたは誰ですか？」

—確認—

• ;?cHoV=oLdHoJoÙIoJn
¯kyheran ´phöpa ´yin-pa?
「あなたはチベット人でしょ？」
• ;?cHoV=oLdHoJoM̀IoH=on
¯kyheran ´phöpa ´mäntan?
「あなたはチベット人ではありませんよね？」
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～ VcHn ［名詞 / 形容詞述語：確定判断］ (p.7)

断 定（assertive）
断定 ～ VcHn ～ MoVcHn

ˆree ˆmaree
～です ～ではありません

断定 +主張 ～ VcHoH< ～ MoVcHoH<
ˆretaa ˆmar(e)taa

～ですよ ～ではありませんよ

疑 問（interrogative）
可否疑問 ～ VcHoJZn ～ MoVcHoJZn

ˆrepää ´mare-pää
～ですか？ ～ではありませんか？

不定疑問 ～ VHn
（疑問詞と共に） ˆrää

～ですか？

選択疑問 A VHn B VHn
ˆrää, ˆrää

Aですか，Bですか？

選択疑問 A VHn MoVHn
ˆrää, ˆmarää

Aですか，そうではありませんか？

確 認（confirmative）
確認 ～ VcHoJn ～ MoVcHoJn

´re-pa ´mare-pa
～でしょ？ ～ではないでしょ？

確認 ～ VcHoJ"n ～ MoVcHoJ"n
´repaa ´marepaa

～ですよね？ ～ではありませんよね？

軽い確認 ～ VcHoH=on ～ MoVcHoH=on
´retan ´maretan

～ですよね？ ～ではありませんよね？
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❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 〈用例〉 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

—断定—

• ;d=oLdHoJoVcHn
¯khon ´phöpa ˆree.
「彼はチベット人です」
• ;d=oLdHoJoMoVcHn
¯khon ´phöpa ˆmaree.
「彼はチベット人ではありません」

—疑問—

• ;d=oLdHoJoVcHoJZn
¯khon ´phöpa ˆrepää?
「彼はチベット人ですか？」
• ;d=oLdHoJoMoVcHoJZn
¯khon ´phöpa ´mare-pää?
「彼はチベット人ではありませんか？」
• ;d=oZboVHn
¯khon ¯su ˆrää?
「彼は誰ですか？」

—確認—

• ;d=oLdHoJoVcHoJn
¯khon ´phöpa ´re-pa?
「彼はチベット人でしょ？」
• ;d=oLdHoJoMoVcHoJ"n
¯khon ´phöpa ´marepaa?
「彼はチベット人ではありませんよね？」

❑ (e)は，/ e /が弱化していることを示す．このため２音節語として発音されることが多い．
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～ UdHn ［名詞 / 形容詞述語：存在・存続］ (p.9)

断 定（assertive）
断定 ～ UdHn ～ McHn

ˆyöö ˆmää
あります ありません
～です ～ではありません

断定 +主張 ～ UdHoH< ～ McHoH<
ˆyötaa ˆmätaa

ありますよ ありませんよ
～ですよ ～ではありませんよ

疑 問（interrogative）
可否疑問 ～ UdHoJZn ～ McHoJZn

ˆyöpää ˆmäpää
ありますか？ ありません？
～ですか？ ～ではありませんか？

不定疑問 ～ Ud<
（疑問詞と共に） ˆyoo

ありますか？
～ですか？

選択疑問 A Ud< B Ud<
ˆyoo, ˆyoo

Aがありますか，Bがありますか？
Aですか，Bですか？

選択疑問 A UdHoH=on B UdHoH=on
ˆyöö-tan, ˆyöö-tan

Aがありますか，Bがありますか？
Aですか，Bですか？

選択疑問 A UdHoJ"n McHoJ"n
ˆyöö-paa, ˆmää-paa

Aはありますか，ありませんか？
Aですか，そうではありませんか？

選択疑問 A UdHoH=oMcHn
ˆyöö-tan, ˆmää

Aはありますか，ありませんか？
Aですか，そうではありませんか？
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確 認（confirmative）
確認 ～ UdHoJn ～ McHoJn

ˆyöö-pa ˆmää-pa
あるでしょ？ ないでしょ？
～でしょ？ ～ではないでしょ？

確認 ～ UdHoJ"n ～ McHoJ"n
´yöpaa ´mäpaa

ありますよね？ ありませんよね？
～ですよね？ ～ではありませんよね？

軽い確認 ～ UdHoH=on ～ McHoH=on
´yötan ´mätan

ありますよね？ ありませんよね？
～ですよね？ ～ではありませんよね？

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 〈用例〉 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

—断定—

• =oLHcoJdoUdHn
´nga ´tepo ˆyöö.
「私は元気です」
• =oLHcoJdoMcHn
´nga ´tepo ˆmää.
「私は元気ではありません」

—疑問—

• ;?cHoV=oLHcoJdoUdHoJZn
¯kyheran ´tepo ˆyöpää?
「あなたは元気ですか？」
• ;?cHoV=oLHcoJdoMcHoJZn
¯kyheran ´tepo ˆmäpää?
「あなたは元気ではありませんか？」
• ;?cHoV=o<oTHIZoUd<
¯kyheran ˆkhanträä ˆyoo?
「あなたは（ご機嫌）いかがですか？」

—確認—

• ;?cHoV=oLHcoJdoUdHoJn
¯kyheran ´tepo ´yö-pa?
「あなたは元気でしょ？」
• ;?cHoV=oLHcoJdoUdHoJ"n
¯kyheran ´tepo ´yöpaa?
「あなたは元気ですよね？」



述語動詞を用いた文末表現 444 付録 I

～ Ud<oVcHn ［名詞 / 形容詞述語：存在・存続］ (p.9)

断 定（assertive）
断定 ～ Ud<oVcHn ～ Ud<oMoVcHn

ˆyoo ˆree ˆyoo ˆmaree
あります ありません
～です ～ではありません

断定 +主張 ～ Ud<oVcHoH< ～ Ud<oMoVcHoH<
ˆyoo ˆretaa ˆyoo ˆmar(e)taa

ありますよ ありませんよ
～ですよ ～ではありませんよ

疑 問（interrogative）
可否疑問 ～ Ud<oVcHoJZn ～ Ud<oMoVcHoJZn

ˆyoo ˆrepää ˆyoo ´mare-pää
ありますか？ ありません？
～ですか？ ～ではありませんか？

不定疑問 ～ Ud<oVHn
（疑問詞と共に） ˆyoo ˆrää

ありますか？
～ですか？

選択疑問 A Ud<oVHn B Ud<oVHn
ˆyoo ˆrää, ˆyoo ˆrää

Aがありますか，Bがありますか？
Aですか，Bですか？

選択疑問 A Ud<oVHn MoVHn
ˆyoo ˆrää, ˆmarää

Aはありますか，ありませんか？
Aですか，そうではありませんか？

確 認（confirmative）
確認 ～ Ud<oVcHoJn ～ Ud<oMoVcHoJn

ˆyoo ´re-pa ˆyoo ´mare-pa
あるでしょ？ ないでしょ？
～でしょ？ ～ではないでしょ？

確認 ～ Ud<oVcHoJ"n ～ Ud<oMoVcHoJ"n
ˆyoo ´repaa ˆyoo ´marepaa

ありますよね？ ありませんよね？
～ですよね？ ～ではありませんよね？

軽い確認 ～ Ud<oVcHoH=on ～ Ud<oMoVcHoH=on
ˆyoo ´retan ˆyoo ´maretan

ありますよね？ ありませんよね？
～ですよね？ ～ではありませんよね？



付録 I 445 述語動詞を用いた文末表現

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 〈用例〉 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

—断定—

• LdHoWo2F=oMdoUd<oVcHn
ˆphöö la ´trhangmo ˆyoo ˆree.
「チベットは寒いです」
• LdHoWo2F=oMdoUd<oMoVcHn
ˆphöö la ´trhangmo ˆyoo ˆmaree.
「チベットは寒くありません」

—疑問—

• LdHoWo2F=oMdoUd<oVcHoJZn
ˆphöö la ´trhangmo ˆyoo ˆrepää?
「チベットは寒いですか？」
• LdHoWo2F=oMdoUd<oMoVcHoJZn
ˆphöö la ´trhangmo ˆyoo ´mare-pää?
「チベットは寒くありませんか？」
• LdHoWo<IMoX`Zo<oTHIZoUd<oVHn
ˆphöö la `namshii ˆkhanträä ˆyoo ˆrää?
「チベットは天候はどうですか？」

—確認—

• LdHoWo2F=oMdoUd<oVcHoJn
ˆphöö la ´trhangmo ˆyoo ´re-pa?
「チベットは寒いでしょ？」
• LdHoWo2F=oMdoUd<oMoVcHoJ"n
ˆphöö la ´trhangmo ˆyoo ´marepaa?
「チベットは寒くないですよね？」



述語動詞を用いた文末表現 446 付録 I

～ T6q< ［名詞 /形容詞述語：存在・存続］ (p.10)

断 定（assertive）
断定 ～ T6 q< ～ M̀oT6 q<

ˆduu ˆmintuu
あります ありません
～です ～ではありません

断定 +主張 ～ T6 q<o<< ～ M̀oT6 q<o<<
ˆdukaa ´mintu-kaa

ありますよ ありませんよ
～ですよ ～ではありませんよ

疑 問（interrogative）
可否疑問 ～ T6 q<o<Zn ～ M̀oT6 q<o<Zn

ˆdukää ´mintu-kää
ありますか？ ありませんか？
～ですか？ ～ではありませんか？

不定疑問 ～ THd<
（疑問詞と共に） ˆdoo

ありますか？
～ですか？

選択疑問 A THd< B THd<
ˆdoo, ˆdoo

Aがありますか，Bがありますか？
Aですか，Bですか？

選択疑問 A THd< M̀oTHd<
ˆdoo, ˆmintoo

Aがありますか，ありませんか？
Aですか，そうではありませんか？

確 認（confirmative）
確認 ～ T6 q<o< ～ M̀oT6 q<o<

´du-ka ´mintu-ka
あるでしょ？ ないでしょ？
～でしょ？ ～ではないでしょ？

確認 ～ T6 q<o2#n ～ M̀oT6 q<o2#n
´dukaa ´mintukaa

ありますよね？ ありませんよね？
～ですよね？ ～ではありませんよね？

軽い確認 ～ T6 q<o<=on ～ M̀oT6 q<o<=on
´dukan ´mintukan

ありますよね？ ありませんよね？
～ですよね？ ～ではありませんよね？



付録 I 447 述語動詞を用いた文末表現

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 〈用例〉 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

—断定—

• ;d=oM̀oU<oJdoT6 q<
¯khon ´mi ´yako ˆduu.
「彼はいい人です」
• ;d=oM̀oU<oJdoM̀oT6 q<
¯khon ´mi ´yako ˆmintuu.
「彼はいい人間ではありません」

—疑問—

• ;d=oM̀oU<oJdoT6 q<o<Zn
¯khon ´mi ´yako ˆdukää?
「彼はいい人ですか？」
• ;d=oM̀oU<oJdoM̀oT6 q<o<Zn
¯khon ´mi ´yako ´mintu-kää?
「彼はいい人ではありませんか？」
• ;d=oM̀o<oTHIZoTHd<
¯khon ´mi ˆkhanträä ˆdoo?
「彼はどんな人ですか？」

—確認—

• ;d=oM̀oU<oJdoT6 q<o<
¯khon ´mi ´yako ´du-ka?
「彼はいい人でしょ？」
• ;d=oM̀oU<oJdoT6 q<o<=on
¯khon ´mi ´yako ´dukan?
「彼はいい人ですよね？」



述語動詞を用いた文末表現 448 付録 I

～ 1=̂on ［名詞 /形容詞述語：体感・獲得］ (p.11)

断 定（assertive）
断定 ～ 1=̂on ～ Mo1=̂on

´chun ´macun
ありました ありませんでした
～でした ～ではありませんでした

断定 +主張 ～ 1=̂o=< ～ Mo1=̂o=<
ˆchungaa ´macu-ngaa

ありましたよ ありませんでしたよ
～でしたよ ～ではありませんでしたよ

疑 問（interrogative）
可否疑問 ～ 1=̂o=Zn ～ Mo1=̂o=Zn

ˆchungää ´macu-ngää
ありましたか？ ありませんでしたか？
～でしたか？ ～ではありませんでしたか？

不定疑問 ～ 1=̂on
（疑問詞と共に） ´chun

ありましたか？
～でしたか？

選択疑問 A 1=̂on B 1=̂on
´chun, ´chun

Aがありましたか，Bがありましたか？
Aでしたか，Bでしたか？

選択疑問 A 1=̂on Mo1=̂on
´chun, ´macun

Aがありましたか，ありませんでしたか？
Aでしたか，そうではありませんでしたか？

確 認（confirmative）
確認 ～ 1=̂o=on ～ Mo1=̂o=on

´chu-nga ´macu-nga
あったでしょ？ なかったでしょ？
～だったでしょ？ ～ではなったでしょ？

確認 ～ 1=̂o="n ～ Mo1=̂o="n
´chungaa ´macungaa

ありましたよね？ ありませんでしたよね？
～でしたよね？ ～ではありませんでしたよね？



付録 I 449 述語動詞を用いた文末表現

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 〈用例〉 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

—断定—

• =o<\@`HoJdo1=̂on
´nga ¯kipu ´chun.
「私は楽しかった」
• =o<\@`HoJdoMo1=̂on
´nga ¯kipu ´macun.
「私は楽しくありませんでした」

—疑問—

• ;?cHoV=o<\@`HoJdo1=̂o=Zn
¯kyheran ¯kipu ˆchungää?
「あなたは楽しかったですか？」
• ;?cHoV=o<\@`HoJdoMo1=̂o=Zn
¯kyheran ¯kipu ´macu-ngää?
「あなたは楽しくありませんでしたか？」
• ;?cHoV=o<oTHIZo1=̂on
¯kyheran ˆkhanträä ´chun?
「あなたはどうでしたか？」

—確認—

• ;?cHoV=o<\@`HoJdo1=̂o=on
¯kyheran ¯kipu ´chu-nga?
「あなたは楽しかったでしょ？」
• ;?cHoV=o<\@`HoJdoMo1=̂o="n
¯kyheran ¯kipu ´macungaa?
「あなたは楽しくありませんでしたよね？」



述語動詞を用いた文末表現 450 付録 I

～ Ud=on ［名詞 /形容詞述語：経験的熟知］ (p.11)

断 定（assertive）
断定 ～ Ud=on ～ M̀oUd=on

´yon ´miyon
～だったものです ～ではなかったものです

断定 +主張 ～ Ud=o=< ～ M̀oUd=o=<
ˆyongaa ´miyo-ngaa

～だったものですよ ～ではなかったものですよ

疑 問（interrogative）
可否疑問 ～ Ud=o=Zn ～ M̀oUd=o=Zn

ˆyongää ´miyo-ngää
～だったものですか？ ～ではなかったものですか？

不定疑問 ～ Ud=on
（疑問詞と共に） ´yon

～だったものですか？

選択疑問 A Ud=on B Ud=on
´yon, ´yon

Aだったものですか，Bだったものですか？

選択疑問 A Ud=on M̀oUd=on
´yon, ´miyon

Aだったものですか，そうではありませんでしたか？

確 認（confirmative）
確認 ～ Ud=o=on ～ M̀oUd=o=on

´yo-nga ´miyo-nga
～だったものでしょ？ ～ではなかったでしょ？

確認 ～ Ud=o="n ～ M̀oUd=o="n
´yongaa ´miyongaa

～だったものですよね？ ～ではなかったですよね？



付録 I 451 述語動詞を用いた文末表現

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 〈用例〉 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

—断定—

• NoMo9ZoZVo?=o;=oM=oJdoUd=on
`ngäämaa ¯hlääsaa ¯chankan ´mangku ´yon.
「昔ラサには飲み屋がたくさんあったものです」
• NoMo9ZoZVo?=o;=oM=oJdoM̀oUd=on
`ngäämaa ¯hlääsaa ¯chankan ´mangku ´miyon.
「昔ラサには飲み屋はあまり多くありませんでした」

—疑問—

• NoMo9ZoZVo?=o;=oM=oJdoUd=o=Zn
`ngäämaa ¯hlääsaa ¯chankan ´mangku ˆyongää?
「昔ラサには飲み屋がたくさんあったものですか？」
• NoMo9ZoZVo?=o;=oM=oJdoM̀oUd=o=Zn
`ngäämaa ¯hlääsaa ¯chankan ´mangku ´miyo-ngää?
「昔ラサには飲み屋はあまり多くなかったものですか？」
• NoMo9ZoZVo?=o;=oM=oWdZoUd=on
`ngäämaa ¯hlääsaa ¯chankan ˆmanglöö ´yon?
「昔ラサでは飲み屋はどれくらいあったものですか？」

—確認—

• NoMo9ZoZVo?=o;=oM=oJdoUd=o=on
`ngäämaa ¯hlääsaa ¯chankan ´mangku ´yo-nga?
「昔ラサには飲み屋がたくさんあったものでしょ？」
• NoMo9ZoZVo?=o;=oM=oJdoUd=o="n
`ngäämaa ¯hlääsaa ¯chankan ´mangku ´yongaa?
「昔ラサには飲み屋がたくさんあったものですよね？」



述語動詞を用いた文末表現 452 付録 I

Vnpf - <`oÙIn ［動詞述語：非完了・非継続アスペクト］ (p.17)

断 定（assertive）
断定 Vnpf - <̀oÙIn Vnpf - <̀oM̀In

-ki ´yin -ki ´män
～します ～しません

断定 +主張 Vnpf - <̀oÙIoH< Vnpf - <̀oM̀IoH<
-ki ˆyintaa -ki ˆmäntaa

～しますよ ～しませんよ

疑 問（interrogative）
可否疑問 Vnpf - <̀oÙIoJZn Vnpf - <̀oM̀IoJZn

-ki ˆyinpää -ki ˆmänpää
Vnpf - <̀oJZn ～しませんか？
-ki pää

Vnpf - <Zn
-kää

～しますか？

不定疑問 Vnpf - <̀oÙIoJ"n
（疑問詞と共に） -ki ´yin-paa

Vnpf - 2#n
-kaa

～しますか？

選択疑問 A Vnpf - <̀oÙIoJ"n B Vnpf - <̀oÙIoJ"n
-ki ´yin-paa, -ki ´yin-paa

A Vnpf - 2# B Vnpf - 2#
-kaa, -kaa

Aしますか，Bしますか？

選択疑問 A Vnpf - <̀oÙIoJ"n M̀IoJ"n
-ki ´yin-paa, ´män-paa

Aしますか，しませんか？

確 認（confirmative）
確認 Vnpf - <̀oÙIoJn Vnpf - <̀oM̀IoJn

-ki ´yin-pa -ki ´män-pa
～するでしょ？ ～しないでしょ？

確認 Vnpf - <̀oÙIoJ"n Vnpf - <̀oM̀IoJ"n
-ki ´yinpaa -ki ´mänpaa

～しますよね？ ～しませんよね？

軽い確認 Vnpf - <̀oÙIoH=on Vnpf - <̀oM̀IoH=on
-ki ´yintan -ki ´mäntan

～しますよね？ ～しませんよね？



付録 I 453 述語動詞を用いた文末表現

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 〈用例〉 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

—断定—

• =o;DdMoWoT2Fdo<̀oÙIn
´nga ¯trhom la ´droki ´yin.
「私は市場に行きます」
• =o;DdMoWoT2Fdo<̀oM̀In
´nga ¯trhom la ´droki ´män.
「私は市場に行きません」

—疑問—

• ;?cHoV=o;DdMoWoGHo<Zn
¯kyheran ¯trhom la `thääkää?
「あなたは市場に行きますか？」
• ;?cHoV=o;DdMoWoGHo<`oM̀IoJZn
¯kyheran ¯trhom la ¯thääki ˆmänpää?
「あなたは市場に行きませんか？」
• ;?cHoV=o<oJVoGHo2#
¯kyheran ´khapaa `thää-kaa?
「あなたはどこに行きますか？」

—確認—

• ;?cHoV=o;DdMoWoGHo<`oÙIoJn
¯kyheran ¯trhom la ¯thääki ´yin-pa?
「あなたは市場に行くでしょ？」
• ;?cHoV=o;DdMoWoGHo<`oM̀IoH=on
¯kyheran ¯trhom la ¯thääki ´mäntan?
「あなたは市場に行きませんよね？」



述語動詞を用いた文末表現 454 付録 I

Vnpf - <`oVcHn ［動詞述語：非完了・非継続アスペクト］ (p.17)

断 定（assertive）
断定 Vnpf - <̀oVcHn Vnpf - <̀oMoVcHn

-ki ˆree -ki ˆmaree
～します ～しません

断定 +主張 Vnpf - <̀oVcHoH< Vnpf - <̀oMoVcHoH<
-ki ˆretaa -ki ˆmar(e)taa

～ですよ ～ではありませんよ

疑 問（interrogative）
可否疑問 Vnpf - <̀oVcHoJZn Vnpf - <̀oMoVcHoJZn

-ki ˆrepää -ki ´mare-pää
～しますか？ ～しませんか？

不定疑問 Vnpf - <̀oVHn
（疑問詞と共に） -ki ˆrää

～しますか？
選択疑問 A Vnpf - <̀oVHn B Vnpf - <̀oVHn

-ki ˆrää, -ki ˆrää
Aしますか，Bしますか？

選択疑問 A Vnpf - <̀oVHn MoVHn
-ki ˆrää, ˆmarää

Aしますか，しませんか？

確 認（confirmative）
確認 Vnpf - <̀oVcHoJn Vnpf - <̀oMoVcHoJn

-ki ´re-pa -ki ´mare-pa
～するでしょ？ ～しないでしょ？

確認 Vnpf - <̀oVcHoJ"n Vnpf - <̀oMoVcHoJ"n
-ki ´repaa -ki ´marepaa

～しますよね？ ～しませんよね？

軽い確認 Vnpf - <̀oVcHoH=on Vnpf - <̀oMoVcHoH=on
-ki ´retan -ki ´maretan

～しますよね？ ～しませんよね？



付録 I 455 述語動詞を用いた文末表現

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 〈用例〉 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

—断定—

• ;doV=o;DdMoWoT2Fdo<̀oVcHn
¯khoran ¯trhom la ´droki ˆree.
「彼は市場に行きます」
• ;doV=o;DdMoWoT2Fdo<̀oMoVcHn
¯khoran ¯trhom la ´droki ˆmaree.
「彼は市場に行きません」

—疑問—

• ;doV=o;DdMoWoT2Fdo<̀oVcHoJZn
¯khoran ¯trhom la ´droki ˆrepää?
「彼は市場に行きますか？」
• ;doV=o;DdMoWoT2Fdo<̀oMoVcHoJZn
¯khoran ¯trhom la ´droki ´mare-pää?
「彼は市場に行きませんか？」
• ;doV=o<oJVoT2Fdo<̀oVHn
¯khoran ´khapaa ´droki ˆrää?
「彼はどこに行きますか？」

—確認—

• ;doV=o;DdMoWoT2Fdo<̀oVcHoJn
¯khoran ¯trhom la ´droki ´re-pa?
「彼は市場に行くでしょ？」
• ;doV=o;DdMoWoT2Fdo<̀oMoVcHoJ"n
¯khoran ¯trhom la ´droki ´marepaa?
「彼は市場に行きませんよね？」
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Vnpf - <`oUdHn ［動詞述語：非完了・継続アスペクト］ (p.18)

断 定（assertive）
断定 Vnpf - <̀oUdHn Vnpf - <̀oMcHn

-ki ˆyöö -ki ˆmää
～しています ～していません

断定 +主張 Vnpf - <̀oUdHoH< Vnpf - <̀oMcHoH<
-ki ˆyötaa -ki ˆmätaa

～していますよ ～していませんよ

疑 問（interrogative）
可否疑問 Vnpf - <̀oUdHoJZn Vnpf - <̀oMcHoJZn

-ki ˆyöpää -ki ˆmäpää
～していますか？ ～していませんか？

不定疑問 Vnpf - <̀oUd<
（疑問詞と共に） -ki ˆyoo

～していますか？

選択疑問 A Vnpf - <̀oUd< B Vnpf - <̀oUd<
-ki ˆyoo, -ki ˆyoo

Aしていますか，Bしていますか？

選択疑問 A Vnpf - <̀oUdHoJ"n McHoJ"n
-ki ˆyöö-paa, ˆmää-paa

Aしていますか，していませんか？

確 認（confirmative）
確認 Vnpf - <̀oUdHoJn Vnpf - <̀oMcHoJn

-ki ˆyöö-pa -ki ˆmää-pa
～しているでしょ？ ～していないでしょ？

確認 Vnpf - <̀oUdHoJ"n Vnpf - <̀oMcHoJ"n
-ki ´yöpaa -ki ´mäpaa

～していますよね？ ～していませんよね？

軽い確認 Vnpf - <̀oUdHoH=on Vnpf - <̀oMcHoH=on
-ki ´yötan -ki ´mätan

～していますよね？ ～していませんよね？



付録 I 457 述語動詞を用いた文末表現

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 〈用例〉 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

—断定—

• =oHo9KoWZo:o1>cHo<̀oUdHn
´nga ´thanta ´lääka ´cheki ˆyöö.
「私は今仕事をしています」
• =oHo9KoWZo:o1>cHo<̀oMcHn
´nga ´thanta ´lääka ´cheki ˆmää.
「私は今仕事をしていません」

—疑問—

• ;?cHoV=oHo9KoWZo:o1>cHo<̀oUdHoJZn
¯kyheran ´thanta ´lääka ´cheki ˆyöpää?
「あなたは今仕事をしていますか？」
• ;?cHoV=oHo9KoWZo:o1>cHo<̀oMcHoJZn
¯kyheran ´thanta ´lääka ´cheki ˆmäpää?
「あなたは今仕事をしていませんか？」
• ;?cHoV=oHo9KoWZo:o<oVco1>cHo<̀oUd<
¯kyheran ´thanta ´lääka ´khare ´cheki ˆyoo?
「あなたは今何の仕事をしていますか？」

—確認—

• ;?cHoV=oHo9KoWZo:o1>cHo<̀oUdHoJn
¯kyheran ´thanta ´lääka ´cheki ´yö-pa?
「あなたは今仕事をしているでしょ？」
• ;?cHoV=oHo9KoWZo:o1>cHo<̀oUdHoJ"n
¯kyheran ´thanta ´lääka ´cheki ´yöpaa?
「あなたは今仕事をしていますよね？」



述語動詞を用いた文末表現 458 付録 I

Vnpf - <`oUd<oVcHn ［動詞述語：非完了・継続アスペクト］ (p.19)

断 定（assertive）
断定 Vnpf - <̀oUd<oVcHn Vnpf - <̀oUd<oMoVcHn

-ki ˆyoo ˆree -ki ˆyoo ˆmaree
～しています ～していません

断定 +主張 Vnpf - <̀oUd<oVcHoH< Vnpf - <̀oUd<oMoVcHoH<
-ki ˆyoo ˆretaa -ki ˆyoo ˆmar(e)taa

～していますよ ～していませんよ

疑 問（interrogative）
可否疑問 Vnpf - <̀oUd<oVcHoJZn Vnpf - <̀oUd<oMoVcHoJZn

-ki ˆyoo ˆrepää -ki ˆyoo ´mare-pää
～していますか？ ～していませんか？

不定疑問 Vnpf - <̀oUd<oVHn
（疑問詞と共に） -ki ˆyoo ˆrää

～していますか？

選択疑問 A Vnpf - <̀oUd<oVHn B Vnpf - <̀oUd<oVHn
-ki ˆyoo ˆrää, -ki ˆyoo ˆrää

Aしていますか，Bしていますか？

選択疑問 A Vnpf - <̀oUd<oVHn MoVHn
-ki ˆyoo ˆrää, ˆmarää

Aしていますか，していませんか？

確 認（confirmative）
確認 Vnpf - <̀oUd<oVcHoJn Vnpf - <̀oUd<oMoVcHoJn

-ki ˆyoo ´re-pa -ki ˆyoo ´mare-pa
～しているでしょ？ ～していないでしょ？

確認 Vnpf - <̀oUd<oVcHoJ"n Vnpf - <̀oUd<oMoVcHoJ"n
-ki ˆyoo ´repaa -ki ˆyoo ´marepaa

～していますよね？ ～していませんよね？

軽い確認 Vnpf - <̀oUd<oVcHoH=on Vnpf - <̀oUd<oMoVcHoH=on
-ki ˆyoo ´retan -ki ˆyoo ´maretan

～していますよね？ ～していませんよね？



付録 I 459 述語動詞を用いた文末表現

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 〈用例〉 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

—断定—

• ;d=oOVoR`=oWZo1>cHo<̀oUd<oVcHn
¯khontso ˆshinglää ´cheki ˆyoo ˆree.
「彼らは農業をやっています」
• ;d=oOVoR`=oWZo1>cHo<̀oUd<oMoVcHn
¯khontso ˆshinglää ´cheki ˆyoo ˆmaree.
「彼らは農業をやっていません」

—疑問—

• ;d=oOVoR`=oWZo1>cHo<̀oUd<oVcHoJZn
¯khontso ˆshinglää ´cheki ˆyoo ˆrepää?
「彼らは農業をやっていますか？」
• ;d=oOVoR`=oWZo1>cHo<̀oUd<oMoVcHoJZn
¯khontso ˆshinglää ´cheki ˆyoo ´mare-pää?
「彼らは農業をやっていませんか？」
• ;d=oOVo<oVco1>cHo<̀oUd<oVHn
¯khontso ´khare ´cheki ˆyoo ˆrää?
「彼らは何をやっていますか？」

—確認—

• ;d=oOVoR`=oWZo1>cHo<̀oUd<oVcHoJn
¯khontso ˆshinglää ´cheki ˆyoo ´re-pa?
「彼らは農業をやっているでしょ？」
• ;d=oOVoR`=oWZo1>cHo<̀oUd<oMoVcHoJ"n
¯khontso ˆshinglää ´cheki ˆyoo ´marepaa?
「彼らは農業をやっていませんよね？」



述語動詞を用いた文末表現 460 付録 I

Vnpf - <`oT6q< ［動詞述語：非完了・継続アスペクト］ (p.20)

断 定（assertive）
断定 Vnpf - <̀oT6 q< Vnpf - <̀oM̀oT6q<

-ki ˆduu -ki ˆmintuu
～しています ～していません
Vnpf - <̀Zn
-kii

～しています

断定 +主張 Vnpf - <̀oT6 q<o<< Vnpf - <̀oM̀oT6q<o<<
-ki ˆdukaa -ki ´mintu-kaa

～していますよ ～していませんよ

疑 問（interrogative）
可否疑問 Vnpf - <̀oT6 q<o<Zn Vnpf - <̀oM̀oT6q<o<Zn

-ki ˆdukää -ki ´mintu-kää
～していますか？ ～していませんか？

不定疑問 Vnpf - <̀oTHd<
（疑問詞と共に） -ki ˆdoo

～していますか？

選択疑問 AVnpf - <̀oTHd< BVnpf - <̀oTHd<
-ki ˆdoo, -ki ˆdoo

Aしていますか，Bしていますか？

選択疑問 A Vnpf - <̀oTHd< M̀oTHd<
-ki ˆdoo, ˆmintoo

Aしていますか，していませんか？

確 認（confirmative）
確認 Vnpf - <̀oT6 q<o< Vnpf - <̀oM̀oT6q<o<

-ki ´du-ka -ki ´mintu-ka
～しているでしょ？ ～してないでしょ？

確認 Vnpf - <̀oT6 q<o2#n Vnpf - <̀oM̀oT6q<o2#n
-ki ´dukaa -ki ´mintukaa

～していますよね？ ～していませんよね？

軽い確認 Vnpf - <̀oT6 q<o<=on Vnpf - <̀oM̀oT6q<o<=on
-ki ´dukan -ki ´mintukan

～していますよね？ ～していませんよね？



付録 I 461 述語動詞を用いた文末表現

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 〈用例〉 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

—断定—

• ?VoJo<F=o<̀Zn
¯chaapa `tankii.
「雨が降っています」
• ?VoJo<F=o<̀oM̀oT6 q<
¯chaapa ¯tanki ˆmintuu.
「雨は降っていません」

—疑問—

• ?VoJo<F=o<̀oT6 q<o<Zn
¯chaapa ¯tanki ˆdukää?
「雨は降っていますか？」
• ?VoJo<F=o<̀oM̀oT6 q<o<Zn
¯chaapa ¯tanki ´mintu-kää?
「雨は降っていませんか？」
• ?VoJo<oJVo<F=o<̀oTHd<
¯chaapa ´khapaa ¯tanki ˆdoo?
「雨はどこで降っていますか？」

—確認—

• ?VoJo<F=o<̀oT6 q<o<
¯chaapa ¯tanki ´du-ka?
「雨が降っているでしょ？」
• ?VoJo<F=o<̀oT6 q<o<=on
¯chaapa ¯tanki ´dukan?
「雨が降っていますよね？」



述語動詞を用いた文末表現 462 付録 I

Vpf - JoU`In ［動詞述語：完了・非継続アスペクト］ (p.21)

断 定（assertive）
断定 Vpf - JoÙIn Mo-Vpf

-pa ´yin ma-
～しました ～しませんでした
Vpf - J̀n
-pi

～しました

断定 +主張 Vpf - JoÙIoH<
-pa ˆyintaa

～しましたよ

疑 問（interrogative）
可否疑問 Vpf - JZn Mo-Vpf - JZn

-pää ma- -pää
～しましたか？ ～しませんでしたか？

不定疑問 Vpf - J"n
（疑問詞と共に） -paa

～しましたか？

選択疑問 A Vpf - JoÙIoJ"n B Vpf - JoÙIoJ"n
-pa ´yin-paa, -pa ´yin-paa

A Vpf - J"n B Vpf - J"n
-paa, -paa

Aしましたか，Bしましたか？

選択疑問 A Vpf - J"n Mo-Vpf - J"n
-paa, ma- -paa

Aしましたか，しませんでしたか？

確 認（confirmative）
確認 Vpf - JoÙIoJn

-pa ´yin-pa
～したでしょ？

確認 Vpf - JoÙIoJ"n
-pa ´yinpaa

～しましたよね？

軽い確認 Vpf - JoÙIoH=on Vpf - JoM̀IoH=on
-pa ´yintan -pa ´mäntan

～しましたよね？ ～しませんでしたよね？



付録 I 463 述語動詞を用いた文末表現

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 〈用例〉 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

—断定—

• =oLdHoWo0>`IoJoÙIn
´nga ˆphöö la `chin-pa ´yin.
「私はチベットに行きました」
• =oLdHoWoMo0>`In
´nga ˆphöö la `hmacin.
「私はチベットに行きませんでした」

—疑問—

• ;?cHoV=oLdHoWo0>`IoJZn
¯kyheran ˆphöö la `chin-pää?
「あなたはチベットに行きましたか？」
• ;?cHoV=oLdHoWoMo0>`IoJZn
¯kyheran ˆphöö la `hmacin-pää?
「あなたはチベットに行きませんでしたか？」
• ;?cHoV=o<oJVo0>`IoJ"n
¯kyheran ´khapaa `chin-paa?
「あなたはどこに行きましたか？」

—確認—

• ;?cHoV=oLdHoWo0>`IoJoÙIoJn
¯kyheran ˆphöö la `chin-pa ´yin-pa?
「あなたはチベットに行ったでしょ？」
• ;?cHoV=oLdHoWo0>`IoJoM̀IoH=on
¯kyheran ˆphöö la `chin-pa ´mäntan?
「あなたはチベットに行きませんでしたよね？」

否定辞の Mo の声調は，後置される動詞完了形の語頭の声調が高調か低調かに従って変化する．
高調の場合は否定辞の Moも高調となり，低調の場合は低調となる．
動詞完了形が高平調の場合： ma + ¯köö = ¯maköö MoL<?dWo （沸かさなかった）

〃 高降調の場合： ma + `loo = `maloo Mo1Vd<o （読まなかった）
〃 低昇調の場合： ma + ´nyää = ´manyää MoAWo （寝なかった）
〃 低降調の場合： ma + ˆsää = ˆmasää MoLSZo （食べなかった）

また，動詞完了形の頭子音が有気音で，かつ声調が高調である場合，否定辞のMoが高声調かつ
無声化する．

ma + `chin = `hmacin Mo0>`Io （行かなかった）
動詞完了形の頭子音が前鼻音つきの有声音である場合は，否定辞の Moの母音が鼻母音化する．

ma+ ´dzüü = ´mantsüü MoTPbWo （入らなかった）



述語動詞を用いた文末表現 464 付録 I

Vpf - JoVcHn ［動詞述語：完了・非継続アスペクト］ (p.22)

断 定（assertive）
断定 Vpf - JoVcHn Mo-Vpf - JoVcHn

-pa ˆree ma- -pa ˆree
～しました ～しませんでした

断定 +主張 Vpf - JoVcHoH< Mo-Vpf - JoVcHoH<
-pa ˆretaa ma- -pa ˆretaa

～しましたよ ～しませんでしたよ

疑 問（interrogative）
可否疑問 Vpf - JoVcHoJZn Mo-Vpf - JoVcHoJZn

-pa ˆrepää ma- -pa ˆrepää
～しましたか？ ～しませんでしたか？

不定疑問 Vpf - JoVHn
（疑問詞と共に） -pa ˆrää

～しましたか？

選択疑問 A Vpf - JoVHn B Vpf - JoVHn
-pa ˆrää, -pa ˆrää

Aしましたか，Bしましたか？

選択疑問 A Vpf - JoVHn Mn -Vpf - JoVHn
-pa ˆrää, ma- -pa ˆrää

Aしましたか，しませんでしたか？

確 認（confirmative）
確認 Vpf - JoVcHoJn Mo-Vpf - JoVcHoJn

-pa ´re-pa ma- -pa ´re-pa
～したでしょ？ ～しなかったでしょ？

確認 Vpf - JoVcHoJ"n Mo-Vpf - JoVcHoJ"n
-pa ´repaa ma- -pa ´repaa

～しましたよね？ ～しませんでしたよね？

軽い確認 Vpf - JoVcHoH=on Mo-Vpf - JoVcHoH=on
-pa ´retan ma- -pa ´retan

～しましたよね？ ～しませんでしたよね？



付録 I 465 述語動詞を用いた文末表現

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 〈用例〉 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

—断定—

• ;doV=o,@o<VoWo0>`IoJoVcHn
¯khoran ´kyakaa la `chin-pa ˆree.
「彼はインドに行きました」
• ;doV=o,@o<VoWoMo0>`IoJoVcHn
¯khoran ´kyakaa la `hmacin-pa ˆree.
「彼はインドに行きませんでした」

—疑問—

• ;doV=o,@o<VoWo0>`IoJoVcHoJZn
¯khoran ´kyakaa la `chin-pa ˆrepää?
「彼はインドに行きましたか？」
• ;doV=o,@o<VoWoMo0>`IoJoVcHoJZn
¯khoran ´kyakaa la `hmacin-pa ˆrepää?
「彼はインドに行きませんでしたか？」
• ;doV=o<oJVo0>`IoJoVHn
¯khoran ´khapaa `chin-pa ˆrää?
「彼はどこに行きましたか？」

—確認—

• ;doV=o,@o<VoWo0>`IoJoVcHoJn
¯khoran ´kyakaa la `chin-pa ´re-pa?
「彼はインドに行ったんでしょ？」
• ;doV=o,@o<VoWoMo0>`IoJoVcHoJ"n
¯khoran ´kyakaa la `hmacin-pa ´repaa?
「彼はインドに行きませんでしたよね？」



述語動詞を用いた文末表現 466 付録 I

Vpf + 1=̂on ［動詞述語：完了・非継続アスペクト］ (p.23)

断 定（assertive）
断定 Vpf + 1=̂on Vpf + Mo1=̂on

cun / cu ´macun
～しました ～しませんでした

断定 +主張 Vpf + 1=̂o=< Vpf + Mo1=̂o=<
ˆchungaa ´macu-ngaa

～しましたよ ～しませんでしたよ

疑 問（interrogative）
可否疑問 Vpf + 1=̂o=Zn Vpf + Mo1=̂o=Zn

ˆchungää ´macu-ngää
～しましたか？ ～しませんでしたか？

不定疑問 Vpf + 1=̂on
（疑問詞と共に） cun

～しましたか？

選択疑問 A Vpf + 1=̂on B Vpf + 1=̂on
´chun, ´chun

Aしましたか，Bしましたか？

選択疑問 A Vpf + 1=̂on Mo1=̂on
´chun, ´macun

Aしましたか，しませんでしたか？

確 認（confirmative）
確認 Vpf + 1=̂o=on Vpf + Mo1=̂o=on

´chu-nga ´macu-nga
～したでしょ？ ～しなかったでしょ？

確認 Vpf + 1=̂o="n Vpf + Mo1=̂o="n
´chungaa ´macungaa

～しましたよね？ ～しませんでしたよね？



付録 I 467 述語動詞を用いた文末表現

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 〈用例〉 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

—断定—

• ;doOVZo=Vo;oW<o\HHo1=̂on
`khontsöö ´ngaa `khalaa `trää cun.
「彼らは私に食事を出してくれました」
• ;doOVZo=Vo;oW<o\HHoMo1=̂on
`khontsöö ´ngaa `khalaa `trää ´macun.
「彼らは私に食事を出してくれませんでした」

—疑問—

• ;doOVZo;?cHoV=oWo;oW<o\HHo1=̂o=Zn
`khontsöö ¯kyheran la `khalaa `trää ˆchungää?
「彼らはあなたに食事を出してくれましたか？」
• ;doOVZo;?cHoV=oWo;oW<o\HHoMo1=̂o=Zn
`khontsöö ¯kyheran la `khalaa `trää ´macu-ngää?
「彼らはあなたに食事を出してくれませんでしたか？」
• ;doOVZo;?cHoV=oWo;oW<o;oVco\HHo1=̂on
`khontsöö ¯kyheran la `khalaa ´khare `trää cun?
「彼らはあなたにどんな食事を出してくれましたか？」

—確認—

• ;doOVZo;?cHoV=oWo;oW<o\HHo1=̂o=on
`khontsöö ¯kyheran la `khalaa `trää ´chu-nga?
「彼らはあなたに食事を出してくれたでしょ？」
• ;doOVZo;?cHoV=oWo;oW<o\HHoMo1=̂o="n
`khontsöö ¯kyheran la `khalaa `trää ´macungaa?
「彼らはあなたに食事を出してくれませんでしたよね？」



述語動詞を用いた文末表現 468 付録 I

Vpf + Zd=on ［動詞述語：完了・非継続アスペクト］ (p.24)

断 定（assertive）
断定 Vpf + Zd=on Vpf + MoZd=on

son / su ´mason
～しました ～しませんでした

断定 +主張 Vpf + Zd=o=< Vpf + MoZd=o=<
`songaa ´maso-ngaa

～しましたよ ～しませんでしたよ

疑 問（interrogative）
可否疑問 Vpf + Zd=o=Zn Vpf + MoZd=o=Zn

`songää ´maso-ngää
～しましたか？ ～しませんでしたか？

不定疑問 Vpf + Zd=on
（疑問詞と共に） son

～しましたか？

選択疑問 A Vpf + Zd=on B Vpf + Zd=on
¯son, ¯son

Aしましたか，Bしましたか？

選択疑問 A Vpf + Zd=on MoZd=on
¯son, ´mason

Aしましたか，しませんでしたか？

確 認（confirmative）
確認 Vpf + Zd=o=on Vpf + MoZd=o=on

¯so-nga ´maso-nga
～したでしょ？ ～しなかったでしょ？

確認 Vpf + Zd=o="n Vpf + MoZd=o="n
¯songaa ´masongaa

～しましたよね？ ～しませんでしたよね？



付録 I 469 述語動詞を用いた文末表現

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 〈用例〉 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

—断定—

• ;doV=o,!o?cIoJdo?<ZoZd=on
¯khoran ´kyu ¯chenpo `chaa son.
「彼は金持ちになりました」
• ;doV=o,!o?cIoJdo?<ZoMoZd=on
¯khoran ´kyu ¯chenpo `chaa ´mason.
「彼は金持ちになりませんでした」

—疑問—

• ;doV=o,!o?cIoJdo?<ZoZd=o=Zn
¯khoran ´kyu ¯chenpo `chaa `songää?
「彼は金持ちになりましたか？」
• ;doV=o,!o?cIoJdo?<ZoMoZd=o=Zn
¯khoran ´kyu ¯chenpo `chaa ´maso-ngää?
「彼は金持ちになりませんでしたか？」
• ;doV=o<=oTHIZoZco,!o?cIoJdo?<ZoZd=on
¯khoran ˆkhanträä-se ´kyu ¯chenpo `chaa son?
「彼はどうやって金持ちになりましたか？」

—確認—

• ;doV=o,!o?cIoJdo?<ZoZd=o=on
¯khoran ´kyu ¯chenpo `chaa ¯so-nga?
「彼は金持ちになったでしょ？」
• ;doV=o,!o?cIoJdo?<ZoMoZd=o="n
¯khoran ´kyu ¯chenpo `chaa ´masongaa?
「彼は金持ちになりませんでしたよね？」
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Vpf＋UdHn ［動詞述語：完了・継続アスペクト］ (p.25)

断 定（assertive）
断定 Vpf + UdHn Vpf + McHn

ˆyöö ˆmää
～してあります ～してありません

断定 +主張 Vpf + UdHoH< Vpf + McHoH<
ˆyötaa ˆmätaa

～してありますよ ～してありませんよ

疑 問（interrogative）
可否疑問 Vpf + UdHoJZn Vpf + McHoJZn

ˆyöpää ˆmäpää
～してありますか？ ～してありませんか？

不定疑問 Vpf + Ud<
（疑問詞と共に） ˆyoo

～してありますか？

選択疑問 A Vpf + UdHoH=on B Vpf + UdHoH=on
´yötan, ´yötan

Aしてありますか，Bしてありますか？

選択疑問 A Vpf + Ud< B Vpf + Ud<
ˆyoo, ˆyoo

Aしてありますか，Bしてありますか？

選択疑問 A Vpf + UdHoJ"n McHoJ"n
ˆyöö-paa, ˆmää-paa

Aしてありますか，してありませんか？

選択疑問 A Vpf + UdHoH=on McHoH=on
ˆyöö-tan, ˆmää-tan

Aしてありますか，してありませんか？

確 認（confirmative）
確認 Vpf + UdHoJn Vpf + McHoJn

ˆyöö-pa ˆmää-pa
～してあるでしょ？ ～していないでしょ？

確認 Vpf + UdHoJ"n Vpf + McHoJ"n
´yöpaa ´mäpaa

～してありますよね？ ～してありませんよね？

軽い確認 Vpf + UdHoH=on Vpf + McHoH=on
´yötan ´mätan

～してありますよね？ ～してありませんよね？
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❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 〈用例〉 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

—断定—

• HcoV`=o=Zo;oW<oLSdZoUdHn
´thari ˆngää `khalaa ˆsöö ˆyöö.
「私は今日食事を作ってあります」
• HcoV`=o=Zo;oW<oLSdZoMcHn
´thari ˆngää `khalaa ˆsöö ˆmää.
「私は今日食事を作ってありません」

—疑問—

• ;?cHoV=oHcoV`=o;oW<oLSdZoUdHoJZn
¯kyheran ´thari `khalaa ˆsöö ˆyöpää?
「あなたは今日食事を作ってありますか？」
• ;?cHoV=oHcoV`=o;oW<oLSdZoMcHoJZn
¯kyheran ´thari `khalaa ˆsöö ˆmäpää?
「あなたは今日食事を作ってありませんか？」
• ;?cHoV=oHcoV`=o;oW<o<oVcoLSdZoUd<
¯kyheran ´thari `khalaa ´khare ˆsöö ˆyoo?
「あなたは今日食事は何を作ってありますか？」

—確認—

• ;?cHoV=oHcoV`=o;oW<oLSdZoUdHoJn
¯kyheran ´thari `khalaa ˆsöö ˆyöö-pa?
「あなたは今日食事を作ってあるでしょ？」
• ;?cHoV=oHcoV`=o;oW<oLSdZoUdHoJ"n
¯kyheran ´thari `khalaa ˆsöö ´yöpaa?
「あなたは今日食事を作ってありますよね？」
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Vpf + Ud<oVcHn ［動詞述語：完了・継続アスペクト］ (p.26)

断 定（assertive）
断定 Vpf + Ud<oVcHn Vpf + Ud<oMoVcHn

ˆyoo ˆree ˆyoo ˆmaree
～してあります ～してありません

断定 +主張 Vpf + Ud<oVcHoH< Vpf + Ud<oMoVcHoH<
ˆyoo ˆretaa ˆyoo ˆmar(e)taa

～してありますよ ～してありませんよ

疑 問（interrogative）
可否疑問 Vpf + Ud<oVcHoJZn Vpf + Ud<oMoVcHoJZn

ˆyoo ˆrepää ˆyoo ´mare-pää
～してありますか？ ～してありませんか？

不定疑問 Vpf + Ud<oVHn
（疑問詞と共に） ˆyoo ˆrää

～してありますか？

選択疑問 A Vpf + Ud<oVHn B Vpf + Ud<oVHn
ˆyoo ˆrää, ˆyoo ˆrää

Aしてありますか，Bしてありますか？

選択疑問 A Vpf + Ud<oVHn MoVHn
ˆyoo ˆrää, ˆmarää

Aしてありますか，してありませんか？

確 認（confirmative）
確認 Vpf + Ud<oVcHoJn Vpf + Ud<oMoVcHoJn

ˆyoo ´re-pa ˆyoo ´mare-pa
～してあるでしょ？ ～していないでしょ？

確認 Vpf + Ud<oVcHoJ"n Vpf + Ud<oMoVcHoJ"n
ˆyoo ´repaa ˆyoo ´marepaa

～してありますよね？ ～してありませんよね？

軽い確認 Vpf + Ud<oVcHoH=on Vpf + Ud<oMoVcHoH=on
ˆyoo ´retan ˆyoo ´maretan

～してありますよね？ ～してありませんよね？
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❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 〈用例〉 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

—断定—

• TH`oIZoKVoWMo:oLHcoJdoLSdZoUd<oVcHn
ˆdinää ¯phaa ˆlangkaa ´tepo ˆsöö ˆyoo ˆree.
「ここから先，道はよく出来ています」
• TH`oIZoKVoWMo:oLHcoJdoLSdZoUd<oMoVcHn
ˆdinää ¯phaa ˆlangkaa ´tepo ˆsöö ˆyoo ˆmaree.
「ここから先，道はよく出来ていません」

—疑問—

• TH`oIZoKVoWMo:oLHcoJdoLSdZoUd<oVcHoJZn
ˆdinää ¯phaa ˆlangkaa ´tepo ˆsöö ˆyoo ˆrepää?
「彼ここから先，道はよく出来ていますか？」
• TH`oIZoKVoWMo:oLHcoJdoLSdZoUd<oMoVcHoJZn
ˆdinää ¯phaa ˆlangkaa ´tepo ˆsöö ˆyoo ´mare-pää?
「ここから先，道はよく出来ていませんか？」
• TH`oIZoKVoWMo:oLHcoWdZoLSdZoUd<oVHn
ˆdinää ¯phaa ˆlangkaa ˆtelöö ˆsöö ˆyoo ˆrää?
「ここから先，道はどの程度よく出来ていますか？」

—確認—

• TH`oIZoKVoWMo:oLHcoJdoLSdZoUd<oVcHoJn
ˆdinää ¯phaa ˆlangkaa ´tepo ˆsöö ˆyoo ´re-pa?
「ここから先，道はよく出来ているでしょ？」
• TH`oIZoKVoWMo:oLHcoJdoLSdZoUd<oMoVcHoJ"n
ˆdinää ¯phaa ˆlangkaa ´tepo ˆsöö ˆyoo ´marepaa?
「ここから先，道はよく出来ていませんよね？」
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Vpf + T6q< ［動詞述語：完了・継続アスペクト］ (p.26)

断 定（assertive）
断定 Vpf + T6 q< Vpf + M̀oT6 q<

ˆduu ˆmintuu
～しています ～していません
Vpf + X<
shaa

～しています

断定 +主張 Vpf + T6 q<o<< Vpf + M̀oT6 q<o<<
ˆdukaa ´mintu-kaa

～していますよ ～していませんよ

疑 問（interrogative）
可否疑問 Vpf + T6 q<o<Zn Vpf + M̀oT6 q<o<Zn

ˆdukää ´mintu-kää
～していますか？ ～していませんか？

不定疑問 Vpf + THd<
（疑問詞と共に） ˆdoo

～していますか？

選択疑問 A Vpf + THd< B Vpf + THd<
ˆdoo, ˆdoo

Aしていますか，Bしていますか？

選択疑問 A Vpf + THd< M̀oTHd<
ˆdoo, ˆmintoo

Aしていますか，していませんか？

確 認（confirmative）
確認 Vpf + T6 q<o< Vpf + M̀oT6 q<o<

´du-ka ´mintu-ka
～しているでしょ？ ～してないでしょ？

確認 Vpf + T6 q<o2#n Vpf + M̀oT6 q<o2#n
´dukaa ´mintukaa

～していますよね？ ～していませんよね？

軽い確認 Vpf + T6 q<o<=on Vpf + M̀oT6 q<o<=on
´dukan ´mintukan

～していますよね？ ～していませんよね？
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❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 〈用例〉 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

—断定—

• MdoBoZVcLZoX<
´motra `lee shaa.
「車は到着しています」
• MdoBoZVcLZoM̀oT6 q<
´motra `lee ˆmintuu.
「車は到着していません」

—疑問—

• MdoBoZVcLZoT6 q<o<Zn
´motra `lee ˆdukää?
「車は到着していますか？」
• MdoBoZVcLZoM̀oT6 q<o<Zn
´motra `lee ´mintu-kää?
「車は到着していませんか？」
• MdoBo<oJVoZVcLZoTHd<
´motra ´khapaa `lee ˆdoo?
「車はどこに到着していますか？」

—確認—

• MdoBoZVcLZoT6 q<o<
´motra `lee ´du-ka?
「車は到着しているでしょ？」
• MdoBoZVcLZoT6 q<o<=on
´motra `lee ´dukan?
「車は到着していますよね？」
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Vpf + Ud=on ［動詞述語：経験的熟知］ (p.27)

断 定（assertive）
断定 Vpf + Ud=on Vpf + M̀oUd=on

yon ´miyon
～したものです ～しなかったものです
～するでしょう ～しないでしょう

断定 +主張 Vpf + Ud=o=< Vpf + M̀oUd=o=<
ˆyongaa ´miyo-ngaa

～したものですよ ～しなかったものですよ
～しますよ ～しませんよ

疑 問（interrogative）
可否疑問 Vpf + Ud=o=Zn Vpf + M̀oUd=o=Zn

ˆyongää ´miyo-ngää
～したものですか？ ～しなかったものですか？
～するでしょうか？ ～しないでしょうか？

不定疑問 Vpf + Ud=o=Zn
（疑問詞と共に） yon

～したものですか？
～しますか？

選択疑問 A Vpf + Ud=on B Vpf + Ud=on
´yon, ´yon

Aしたものですか，Bしたものですか？
Aしますか，Bしますか？

選択疑問 A Vpf + Ud=on M̀oUd=on
´yon, ´miyon

Aしたものですか，しなかったものですか？
Aしますか，しませんか？

確 認（confirmative）
確認 Vpf + Ud=o=on Vpf + M̀oUd=o=on

´yo-nga ´miyo-nga
～したものでしょ？ ～しなかったものでしょ？
～するでしょ？ ～しないでしょ？

確認 Vpf + Ud=o="n Vpf + M̀oUd=o="n
´yongaa ´miyongaa

～したものですよね？ ～しなかったものですよね？
～しますよね？ ～しませんよね？
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❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 〈用例〉 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

—断定—

• 2.oJoOVZoZVdLo<k@d=oRcoHI<o1>ZoUd=on
´trhapa-tsöö `lopcon ´shetraa ˆchää yon.
「僧侶たちはよく勉強したものです」
• 2.oJoOVZoZVdLo<k@d=oRcoHI<o1>ZoM̀oUd=on
´trhapa-tsöö `lopcon ´shetraa ˆchää ´miyon.
「僧侶たちはたいして勉強をしなかったものです」

—疑問—

• 2.oJoOVZoZVdLo<k@d=oRcoHI<o1>ZoUd=o=Zn
´trhapa-tsöö `lopcon ´shetraa ˆchää ˆyongää?
「僧侶たちはよく勉強したものですか？」
• 2.oJoOVZoZVdLo<k@d=oRcoHI<o1>ZoM̀oUd=o=Zn
´trhapa-tsöö `lopcon ´shetraa ˆchää ´miyo-ngää?
「僧侶たちはあまり勉強をしなかったものですか？」
• 2.oJoOVZoZVdLo<k@d=o<oVco1>ZoUd=on
´trhapa-tsöö `lopcon ´khare ˆchää yon?
「僧侶たちは何を勉強したものですか？」

—確認—

• 2.oJoOVZoZVdLo<k@d=oRcoHI<o1>ZoUd=o=on
´trhapa-tsöö `lopcon ´shetraa ˆchää ´yo-nga?
「僧侶たちはよく勉強したものでしょ？」
• 2.oJoOVZoZVdLo<k@d=oRcoHI<o1>ZoM̀oUd=o="n
´trhapa-tsöö `lopcon ´shetraa ˆchää ´miyongaa?
「僧侶たちはたいして勉強をしなかったものですよね？」
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Vnpf / Vpf + M?d=on ［動詞述語：経験］ (p.28)

断 定（assertive）
断定 Vnpf / Vpf + M?d=on Vnpf / Vpf + MoM?d=on

´nyon ´manyon
～したことがある ～したことがない

断定 +主張 Vnpf / Vpf + M?d=o=< Vnpf / Vpf + MoM?d=o=<
ˆnyongaa ´manyo-ngaa

～たことがありますよ ～したことがありませんよ

疑 問（interrogative）
可否疑問 Vnpf / Vpf + M?d=o=Zn Vnpf / Vpf + MoM?d=o=Zn

ˆnyongää ´manyo-ngää
～したことがありますか？ ～したことがありませんか？

不定疑問 Vnpf / Vpf + M?d=on
（疑問詞と共に） ´nyon

～したことがありますか？

選択疑問 A Vnpf / Vpf + M?d=on B Vnpf / Vpf + M?d=on
´nyon, ´nyon

Aしたことがありますか，Bしたことがありますか？

選択疑問 A Vnpf / Vpf + M?d=on MoM?d=on
´nyon, ´manyon

Aしたことがありますか，ありませんか？

確 認（confirmative）
確認 Vnpf / Vpf + M?d=o=on Vnpf / Vpf + MoM?d=o=on

´nyo-nga ´manyo-nga
～したことがあるでしょ？ ～したことがないでしょ？

確認 Vnpf / Vpf + M?d=o="n Vnpf / Vpf + MoM?d=o="n
´nyongaa ´manyongaa

～したことがありますよね？ ～したことがありませんよね？
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❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 〈用例〉 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

—断定—

• =o<R`Zo:o)UoWoT2FdoM?d=on
´nga ´shika-tse la ´dro ´nyon.
「私はシガツェに行ったことがあります」
• =o<R`Zo:o)UoWoT2FdoMoM?d=on
´nga ´shika-tse la ´dro ´manyon.
「私はシガツェに行ったことがありません」

—疑問—

• ;?cHoV=o<R̀Zo:o)UoWoT2FdoM?d=o=Zn
¯kyheran ´shika-tse la ´dro ˆnyongää?
「あなたはシガツェに行ったことがありますか？」
• ;?cHoV=o<R̀Zo:o)UoWoT2FdoMoM?d=o=Zn
¯kyheran ´shika-tse la ´dro ´manyo-ngää?
「あなたはシガツェに行ったことはありませんか？」
• ;?cHoV=o<R̀Zo:o)UoWoGc=Zo<oOVHoT2FdoM?d=on
¯kyheran ´shika-tse la `then ˆkhatsöö ´dro ´nyon?
「あなたはシガツェに何回行ったことがありますか？」

—確認—

• ;?cHoV=o<R̀Zo:o)UoWoT2FdoM?d=o=on
¯kyheran ´shika-tse la ´dro ´nyo-nga?
「あなたはシガツェに行ったことがあるでしょ？」
• ;?cHoV=o<R̀Zo:o)UoWoT2FdoMoM?d=o="n
¯kyheran ´shika-tse la ´dro ´manyongaa?
「あなたはシガツェに行ったことがありませんよね？」
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推量表現のまとめ

ここでは推定，疑念，確信，想定と異なる帰結，様態からの推量などの推量表現を肯定と
否定に分けて掲載し，発音とおおよその意味を併記した．
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確定判断に対応する推量表現 –肯定 –

推定 きっと～だろう ÙIoT2Fdo ´yin-tro

恐らく～だろう M̀IoTHIdTdo ´män-troo

どうも～らしい ÙIoZoVcHo ´yinsa ˆree

疑念 ～かなあ M̀Io7 #o ´män-naa

～かなあ，違うだろう \oÙIo ¯a-yin

～かなあ，違うだろうなあ \oÙIo7 #o ¯a-yinnaa

確信 きっと～だ ÙIo<̀oVcHo ´yinki ˆree

～であるはずだ ÙIoJoUdHo ´yin-pa ˆyöö

想定と異なる帰結 ～だったのだ ÙIoJoVcHo ´yin-pa ˆree

様態からの推量 ～のようだ ÙIoJoTHIo ´yin-pa ´dra

～みたいだ ÙIoLSdoT6 q<o ´yinso ˆduu

～みたいだ ÙIoLSdoUdHo ´yinso ˆyöö

～みたいだ ÙIoJT`oLSdoT6 q<o ´yin-pää ´so ˆduu

～みたいだ ÙIoJT`oLSdoUdHo ´yin-pää ´so ˆyöö

～であるらしい ÙIoMHd<o;oJdoVcHo ˆyintoo ¯khapo ˆree

～であるらしい ÙIoMHd<o;oJdoT6 q<o ˆyintoo ¯khapo ˆduu

～であるらしい ÙIoMHd<o;oJdoUdH ˆyintoo ¯khapo ˆyöö
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確定判断に対応する推量表現 –否定 –

推定 きっと～ではないだろう M̀IoT2Fdo ´män-tro

恐らく～ではないだろう ÙIoTHIdTdo ´yin-troo

どうも～ではなさそうだ ÙIoZoMoVcHo ´yinsa ˆmaree

疑念 ～ではないかなあ ÙIo7 #o ´yin-naa

確信 きっと～ではない ÙIo<̀oMoVcHo ´yinki ˆmaree

～はないはずだ M̀IoJoUdHo ´män-pa ˆyöö

想定と異なる帰結 ～ではなかったのだ M̀IoJoVcHo ´män-pa ˆree

様態からの推量 ～ではないようだ M̀IoJoTHIo ´män-pa ´dra

～ではないみたいだ ÙIoLSdoM̀oT6 q<o ´yinso ˆmintuu

～ではないみたいだ ÙIoLSdoMcHo ´yinso ˆmää

～ではないみたいだ ÙIoJT`oLSdoM̀oT6 q<o ´yin-pää ´so ˆmintuu

～ではないみたいだ ÙIoJT`oLSdoMcHo ´yin-pää ´so ˆmää

～ではないようだ ÙIoMHd<o;oJdoMoVcHo ˆyintoo ¯khapo ˆmaree

～ではないようだ ÙIoMHd<o;oJdoM̀oT6 q<o ˆyintoo ¯khapo ˆmintuu

～ではないようだ ÙIoMHd<o;oJdoMcHo ˆyintoo ¯khapo ˆmää



推量表現のまとめ 486 付録 II

存在・存続に対応する推量表現 –肯定 –

推定 きっとあるだろう UdHoT2Fdo ˆyöö-tro

恐らくあるだろう McHoTHIdTdo ˆmää-troo

どうもあるらしい UdHoZoVcHo ´yöösa ˆree

疑念 あるかなあ McHo7 #o ˆmää-naa

あるかなあ，いやないだろう \oUdHo ¯a-yöö

あるかなあ，ないだろうなあ \oUdHo7 #o ¯a-yönaa

確信 きっとある UdHo<̀oVcHo ´yööki ˆree

想定と異なる帰結 あったのだ Ud<oÙIoJoVcHo ˆyoo ´yin-pa ˆree

様態からの推量 あるようだ UdHoJoTHIo ˆyöö-pa ´dra

あるみたいだ UdHoLSdoT6q<o ´yööso ˆduu

あるみたいだ UdHoLSdoUdHo ´yööso ˆyöö

あるみたいだ UdHoJT`oLSdoT6 q<o ˆyöö-pää ´so ˆduu

あるらしい UdHoMHd<o;oJdoVcHo ˆyöntoo ¯khapo ˆree

あるらしい UdHoMHd<o;oJdoT6 q<o ˆyöntoo ¯khapo ˆduu

あるらしい UdHoMHd<o;oJdoUdH ˆyöntoo ¯khapo ˆyöö



付録 II 487 推量表現のまとめ

存在・存続に対応する推量表現 –否定 –

推定 きっとないだろう McHoT2Fdo ˆmää-tro

恐らくないだろう UdHoTHIdTdo ˆyöö-troo

どうもないらしい UdHoZoMoVcHo ´yöösa ˆmaree

疑念 ないかなあ UdHo7 #o ˆyöö-naa

確信 きっとない UdHo<̀oMoVcHo ´yööki ˆmaree

想定と異なる帰結 なかったのだ McHoJoÙIoJoVcHo ˆmää-pa ´yin-pa ˆree

なかったのだ McHoJoVcHo ˆmää-pa ˆree

様態からの推量 ないようだ McHoJoTHIo ˆmää-pa ´dra

ないみたいだ UdHoLSdoM̀oT6 q<o ´yööso ˆmintuu

ないみたいだ UdHoLSdoMcHo ´yööso ˆmää

ないみたいだ UdHoJT`oLSdoM̀oT6 q<o ˆyöö-pää ´so ˆmintuu

ないらしい UdHoMHd<o;oJdoMoVcHo ˆyöntoo ¯khapo ˆmaree

ないらしい UdHoMHd<o;oJdoM̀oT6 q<o ˆyöntoo ¯khapo ˆmintuu

ないらしい UdHoMHd<o;oJdoMcHo ˆyöntoo ¯khapo ˆmää



推量表現のまとめ 488 付録 II

非完了・非継続アスペクトに対応する推量表現 –肯定 –

推定 きっと～するだろう Vnpf - <̀oÙIoT2Fdo -ki ´yin-tro

恐らく～するだろう Vnpf - <̀oM̀IoTHIdTdo -ki ´män-troo

疑念 ～するかなあ Vnpf - <̀oM̀Io7#o -ki ´män-naa

～するかなあ，いやしないだろう Vnpf - <̀o\oÙIo -ki ¯a-yin

～するかなあ，しないだろうなあ Vnpf - <̀o\oÙIo7 #o -ki ¯a-yinnaa

確信 きっと～する Vnpf - <̀oÙIo<̀oVcHo -ki ´yinki ˆree

想定と異なる帰結 （そうか）～するんだ Vnpf - <̀oÙIoJoVcHo -ki ´yin-pa ˆree

様態からの推量 ～するようだ Vnpf - <̀oÙIoJoTHIo -ki ´yin-pa ´dra



付録 II 489 推量表現のまとめ

非完了・非継続アスペクトに対応する推量表現 –否定 –

推定 きっと～しないだろう Vnpf - <̀oM̀IoT2Fdo -ki ´män-tro

恐らく～しないだろう Vnpf - <̀oÙIoTHIdTdo -ki ´yin-troo

疑念 ～しないかなあ Vnpf - <̀oÙIo7 #o -ki ´yin-naa

確信 きっと～しない Vnpf - <̀oÙIo<̀oMoVcHo -ki ´yinki ˆmaree

想定と異なる帰結 （そうか）～しないんだ Vnpf - <̀oM̀IoJoVcHo -ki ´män-pa ˆree

様態からの推量 ～しないようだ Vnpf - <̀oM̀IoJoTHIo -ki ´män-pa ´dra



推量表現のまとめ 490 付録 II

非完了・継続アスペクトに対応する推量表現 –肯定 –

推定 きっと～しているだろう Vnpf - <̀oUdHoT2Fdo -ki ˆyöö-tro

恐らく～しているだろう Vnpf - <̀oMcHoTHIdTdo -ki ˆmää-troo

疑念 ～しているかなあ Vnpf - <̀oMcHo7#o -ki ˆmää-naa

～しているかなあ，
Vnpf - <̀o\oUdHo -ki ¯a-yööいやしていないだろう

～しているかなあ，
Vnpf - <̀o\oUdHo7 #o -ki ¯a-yönaaしていないだろうなあ

確信 きっと～している Vnpf - <̀oUdHo<̀oVcHo -ki ´yööki ˆree

想定と異なる帰結 （そうか）～していたのだ Vnpf - <̀oUd<oÙIoJoVcHo -ki ˆyoo ´yin-pa ˆree

（そうか）～していたのだ Vnpf - <̀oUdHoJoVcHo -ki ˆyöö-pa ˆree

様態からの推量 ～しているようだ Vnpf - <̀oUdHoJoTHIo -ki ˆyöö-pa ´dra

～しているみたいだ Vnpf - <̀oUdHoLSdoT6 q<o -ki ´yööso ˆduu

～しているみたいだ Vnpf - <̀oUdHoLSdoUdHo -ki ´yööso ˆyöö

～しているみたいだ Vnpf - <̀oUdHoJT`oLSdoT6 q<o -ki ˆyöö-pää ´so ˆduu

～しているみたいだ Vnpf - <̀oUdHoJT`oLSdoUdHo -ki ˆyöö-pää ´so ˆyöö

～しているらしい Vnpf - <̀oUdHoMHd<o;oJdoVcHo -ki ˆyöntoo ¯khapo ˆree

～しているらしい Vnpf - <̀oUdHoMHd<o;oJdoT6 q<o -ki ˆyöntoo ¯khapo ˆduu

～しているらしい Vnpf - <̀oUdHoMHd<o;oJdoUdHo -ki ˆyöntoo ¯khapo ˆyöö



付録 II 491 推量表現のまとめ

非完了・継続アスペクトに対応する推量表現 –否定 –

推定 きっと～していないだろう Vnpf - <̀oMcHoT2Fdo -ki ˆmää-tro

恐らく～していないだろう Vnpf - <̀oUdHoTHIdTdo -ki ˆyöö-troo

疑念 ～していないかなあ Vnpf - <̀oUdHo7 #o -ki ˆyöö-naa

確信 きっと～していない Vnpf - <̀oUdHo<̀oMoVcHo -ki ´yööki ˆmaree

想定と異なる （そうか）～していないのだ Vnpf - <̀oMcHoJoÙIoJoVcHo -ki ˆmää-pa ´yin-pa ˆree
帰結

（そうか）～していないのだ Vnpf - <̀oMcHoJoVcHo -ki ˆmää-pa ˆree

様態からの ～していないようだ Vnpf - <̀oMcHoJoTHIo -ki ˆmää-pa ´dra
推量

～していないみたいだ Vnpf - <̀oUdHoLSdoM̀oT6 q<o -ki ´yööso ˆmintuu

～していないみたいだ Vnpf - <̀oUdHoLSdoMcHo -ki ´yööso ˆmää

～していないみたいだ Vnpf - <̀oUdHoJT`oLSdoM̀oT6q<o -ki ˆyöö-pää ´so ˆmintuu

～していないみたいだ Vnpf - <̀oUdHoJT`oLSdoMcHo -ki ˆyöö-pää ´so ˆmää

～していないらしい Vnpf - <̀oUdHoMHd<o;oJdoMoVcHo -ki ˆyöntoo ¯khapo ˆmaree

～していないらしい Vnpf - <̀oUdHoMHd<o;oJdoM̀oT6q<o -ki ˆyöntoo ¯khapo ˆmintuu

～していないらしい Vnpf - <̀oUdHoMHd<o;oJdoMcHo -ki ˆyöntoo ¯khapo ˆmää



推量表現のまとめ 492 付録 II

完了・非継続アスペクトに対応する推量表現 –肯定 –

推定 きっと～しただろう Vpf - JoÙIoT2Fdo -pa ´yin-tro

恐らく～しただろう Vpf - JoM̀IoTHIdTdo -pa ´män-troo

疑念 ～したかなあ Vpf - JoM̀Io7 #o -pa ´män-naa

～したかなあ，いやしなかっただろう Vpf - Jo\oÙIo -pa ¯a-yin

～したかなあ，しなかっただろうなあ Vpf - Jo\oÙIo7 #o -pa ¯a-yinnaa

確信 きっと～した Vpf - JoÙIo<̀oVcHo -pa ´yinki ˆree

想定と異なる帰結 （そうか）～したのだ Vpf - JoÙIoJoVcHo -pa ´yin-pa ˆree

様態からの推量 ～したようだ Vpf - JoÙIoJoTHIo -pa ´yin-pa ´dra

～したみたいだ Vpf - JoÙIoLSdoT6 q<o -pa ´yinso ˆduu

～したみたいだ Vpf - JT`oLSdoT6 q<o -pää ´so ˆduu



付録 II 493 推量表現のまとめ

完了・非継続アスペクトに対応する推量表現 –否定 –

推定 きっと～しなかっただろう Vpf - JoM̀IoT2Fdo -pa ´män-tro

恐らく～しなかっただろう Vpf - JoÙIoTHIdTdo -pa ´yin-troo

疑念 ～しなかったかなあ Vpf - JoÙIo7 #o -pa ´yin-naa

確信 きっと～しなかった Vpf - JoÙIo<̀oMoVcHo -pa ´yinki ˆmaree

想定と異なる帰結 （そうか）～しなかったのだ Mo - Vpf - JoÙIoJoVcHo ma- -pa ´yin-pa ˆree

様態からの推量 ～しなかったようだ Mo - Vpf - JoÙIoJoTHIo ma- -pa ´yin-pa ´dra

～しなかったみたいだ Vpf - JoÙIoLSdoM̀oT6 q<o -pa ´yinso ˆmintuu

～しなかったみたいだ Vpf - JT`oLSdoM̀oT6 q<o -pää ´so ˆmintuu



推量表現のまとめ 494 付録 II

完了・継続アスペクトに対応する推量表現 –肯定 –

推定 きっともう～しているだろう Vpf + UdHoT2Fdo ˆyöö-tro

恐らくもう～しているだろう Vpf + McHoTHIdTdo ˆmää-troo

疑念 もう～しているかなあ Vpf + McHo7 #o ˆmää-naa

もう～しているかなあ，
Vpf + \oUdHo ¯a-yööいやしていないだろう

もう～しているかなあ，
Vpf + \oUdHo7 #o ¯a-yönaaしていないだろうなあ

確信 きっともう～している Vpf + UdHo<̀oVcHo ´yööki ˆree

想定と異なる帰結 （そうか）もう～していたのだ Vpf - Ud<oÙIoJoVcHo ˆyoo ´yin-pa ˆree

様態からの推量 もう～しているようだ Vpf + UdHoJoTHIo ˆyöö-pa ´dra

もう～しているみたいだ Vpf + UdHoLSdoT6 q<o ´yööso ˆduu

もう～しているみたいだ Vpf + UdHoJT`oLSdoT6 q<o ˆyöö-pää ´so ˆduu



付録 II 495 推量表現のまとめ

完了・継続アスペクトに対応する推量表現 –否定 –

推定 きっとまだ～していないだろう Vpf + McHoT2Fdo ˆmää-tro

恐らくまだ～していないだろう Vpf + UdHoTHIdTdo ˆyöö-troo

疑念 まだ～していないかなあ Vpf + UdHo7 #o ˆyöö-naa

確信 きっとまだ～していない Vpf + UdHo<̀oMoVcHo ´yööki ˆmaree

想定と異なる帰結 　– – – 　– – – 　– – –

様態からの推量 まだ～していないようだ Vpf + McHoJoTHIo ˆmää-pa ´dra

まだ～していないみたいだ Vpf + UdHoLSdoM̀oT6 q<o ´yööso ˆmintuu

まだ～していないみたいだ Vpf + UdHoJT`oLSdoM̀oT6 q<o ˆyöö-pää ´so ˆmintuu
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