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1 はじめに 

1.1 トルクメン語のアルファベットについて 

トルクメン語はトルコ語やアゼルバイジャン語と同様にトルコ諸語にお

いて南西グループであるオグズ語群に属する言語である。トルクメニスタ

ンは 1991 年までトルクメン・ソビエト社会主義共和国としてソビエト社会

主義共和国連邦における構成国の 1 つであった。その結果、20 世紀半ばか

ら後半にかけて、トルクメン語はキリル文字で表記されていた。 

ここでは、20 世紀半ばから後半にかけて用いられていたトルクメン語式

キリル文字1表記と1993年に提唱され1995年改訂以降に用いられはじめた

トルクメン語式ラテン文字表記との対応関係を示す。なお、竹内・福盛

                                                           
*本稿は、竹内・福盛(2009)の誤植を修正した上で、トルクメン語式ラテン文字に変換した単

語集である。竹内・福盛(2009)はトルコ語式ラテン文字を用いていたが、これはキリル文字か

らラテン文字への転写が分からないと使いにくい。また、現行のトルクメン語式ラテン文字

と似ているため、混乱を来す可能性もある。よって、現行のトルクメン語式ラテン文字版も

出すべきだと考え、公刊するにいたった。 
トルクメン語の説明において、表記変更に伴い記しておく必要がある部分以外は、竹内・

福盛(2009)と重複することになるので省略した。単語集や文法記述にあたって参照した文献は

竹内・福盛(2009)に示したので省略した。なお、竹内・福盛(2009)と採録語彙に変更はない。 
†岡山大学文学部名誉教授 
††大東文化大学外国語学部 
1文字の呼称については、福盛・池田(2002)参照のこと。 
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(2009)との対応を示す上でトルコ語式ラテン文字2表記もあわせて示してお

く。 

 

表 1：トルクメン語の表記の対応 

番号 
トルクメン語式

ラテン文字 

トルクメン語式

キリル文字 

トルコ語式 

ラテン文字 

主な音価 

IPA 

1 A a A a A a A, A˘ 

2 B b Б б B b b 

3 Ç c Ч ч Ç ç tS 

4 D d Д д D d d 

5 E e Э э, E e E e e, E 

6 Ä ä Ə ə Ä ä E(˘), Q(˘) 

7 F f Ф ф F f f 

8 G g Г г G g g, G, ƒ 

9 H h Х х H h x, X 

10 I i И и İ i i, i˘ 

11 J j Җ җ C c dZ 

12 Ž ž Ж ж J j Z 

13 K k К к K k k, q, x 

14 L l Л л L l l 

15 M m М м M m m 

16 N n Н н N n n 

17 Ň ň3 Ң ң   ŋ ŋ 

18 О о О о O o o, o˘ 

19 Ö ö Ө ө Ö ö O, O˘ 

20 P p П п P p p 

21 R r Р р R r r 

22 S s С с S s T 

                                                           
2トルコ語式ラテン文字は、竹内・福盛(2009)ではトルコ語式転写字としていたものである。 
3 はじめは Ññ であったが、後に現行の表記に変わった。 
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23 Ş ş Ш ш Ş ş S 

24 T t Т т T t t 

25 U u У у U u u, u˘ 

26 Ü ü Y ү Ü ü Y 

27 W w В в V v w 

28 Y y Ы ы I ı ˆ, ˆ˘ 

29 Ý ý Й й Y y j 

30 Z z З з Z z D 

 

1.2 トルクメン語の音について 

 単語集の利用にあたって必要だと思われる音に関する項目を以下に略述

する。表記についてはトルクメン語式ラテン文字を用いる。長母音につい

ては、現行のトルクメン語式ラテン文字では表記しないが、ここでは便宜

的に長音の表記をつけておく。 

 

1.2.1 子音音素 

 22 の子音音素があるが、（ ）のものはロシア語などからの借用語にだ

けみとめられる。 

 

表 2：子音音素一覧 

  調音点 

調音法 
唇 歯 硬口蓋 軟口蓋 

閉 鎖 音   p     b   t      d    k     g 

鼻 音         m         n          ŋ 

破 擦 音    tS(ts)  dZ   

摩 擦 音  (f)     v   s     z   S     (Z)   h 

接 近 音           j  

ふるえ音           r  

側 面 音          l   
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 r-ではじまる語 rāzy, Rus などでは、yrāzy, urus のように頭に母音がくわわ

るのが普通である。 

 

1.2.2 子音の有声化 

 -p, -t, -k, -ç でおわる単語に母音がつくと、これらがその有声音-b, -d, -g, -c

にかわる。 

 

kitāp 「本」 → kitāby 「本を、その本」 

āt 「名」 → ādy 「名を、その名」 

bālyk 「魚」 → bālygy 「魚を、その魚」 

agaç 「木」 → agacy 「木を、その木」 

 

動詞の語幹末でもおなじことがおこるが、活用語尾-ýār「…している」や-ip

「…して」などの前でも有声化する。 

 

aýt- 「言う」 → aýdýār 「言っている」 

git- 「行く」 → gidip 「行って」 

 

ただし at「馬」、et「肉」などでは有声化がおこらない。 

 

1.2.3 母音音素 

 8 つの母音音素がみとめられ、その体系はつぎのようである。 

 

表 3：母音音素一覧 

 前   舌 後   舌 

  円   唇  

狭 i ü u y 

中  ö o  

広 e   a 
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これらに対立する長母音がある。正書法では短母音を e で表記し、主と

して長母音を ä と表記しわけているが、音素としては区別がないものと考

えられる。長さによって対立する一部の例をあげる。 

 

uç- 「飛ぶ」 ： ūç 「先端」 

ot 「草」 ： ōt 「火」 

at 「馬」 ： āt 「名」 

 

1.2.4 母音の脱落 

 子音を C、母音を V として(C1)V1C2V2C3という音節構造の語で、C2が有

声、V2が狭母音で C3が n, s, z, ş, r, l のうちのひとつであるとき、あとに母

音がつくと、V2が脱落する。 

 

şygyr 「詩」 → şygry 「詩を、その詩」 

demir 「鉄」 → demri 「鉄を、その鉄」 

ogul 「息子」 → ogluň 「君の息子」 

burun 「鼻」 → burnum 「私の鼻」 

 

ただし外来語（アラビア語）の場合に例外がある。単語集では見出しに ogul, 

-gl のような注記がある。動詞語幹でもおなじことがおこる。 

 

öwür- 「変える」 → öwrül- 「変わる」 

uruş- 「たたかう」 → urşup 「たたかって」 

 

1.2.5 母音の長音化 

 母音おわりの語に所属格、方向格、対象格の語尾がついたとき、長母音

となるが、正書法では区別して表記しないことがある。 

 

ata 「父」 → atā 「父へ」 

ōba 「村」 → ōbānyň 「村の」 
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また広母音に人称接辞がついたときも長母音化する。 

 

ene 「母」 → enēm 「私の母」 

   enēň 「君の母」 

 

動詞語幹でも終止形語尾-er～-ar、連体形語尾-en～-an、連用形語尾-ip～-üp

～-up～-yp などが接尾するときも長音化が起こる。 

 

oka- 「読む」 → okār 「読んだ」 

 

1.2.6 母音調和 

 さきの音素体系でみられるように、トルクメン語の母音は大きく前舌母

音と後舌母音とに分かれている。単語または文節の中で両群の母音が共存

しないというのが原則である。たとえば複数語尾は-lerと-larの 2種があり、

前者は語幹末母音が前舌のときに、後者はおなじく後舌のときにもちいら

れる。 

 

söz 「単語」 → sözler (×sözlar) 

düýe 「ラクダ」 → düýeler (×düýelar) 

at 「馬」 → atlar (×atler) 

çāga 「こども」 → çāgalar (×çāgaler) 

 

母音調和による接辞の交替形には、複数語尾のような広母音 e(ä)～a のもの

と、狭母音 i～ü～u～y のものとがあり、接辞によってきまっている。たと

えば第１人称単数の人称語尾は-im～-üm～-um～-ym のように交替する。

（-ºm とあらわす）が、その法則は 

 

  語幹末母音  語尾 

i, e(ä) のとき → -im 

ü, ö のとき → -üm 

u, o のとき → -um 
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y, a のとき → -ym 

例： 

el 「手」 → elim 「私の手」 

ýüz 「顔」 → ýüzüm 「私の顔」 

göz 「目」 → gözüm 「私の目」 

gol 「腕」 → golum 「私の腕」 

baş 「頭」 → başym 「私の頭」 

 

正書法では、疑問の付属語 mi～my などのように交替形が 2 つのものがあ

るが、実際の発音では上の法則どおり、しばしば mº となる。一般に円唇

同化がつよいため、第 2 音節以下も円唇化する傾向がある。 

 

1.2.7 音節 

 つぎの 6 種の音節がある。 

 

V VC VCC CV CVC CVCC 

 

子音連続を避けるので、外来語の programma などは pıroguramma のよう

に発音される。 

 行のおわりで単語を切る必要があるときは音節の切れ目に-を入れる。こ

れは文法上の切れ目とことなる。たとえば çāgalara「こどもたちへ」は文

法的には çāga-lar-a だが、音節で切れば çā-ga-la-ra となる。 

 

2 凡例 

 単語集はトルクメン語式ラテン文字で表記している。現行のラテン文字

では長母音を明示していないが、ここでは長母音を明示している。ただし、

長母音については話者間、辞書間でゆれが多いため、現状で分かる範囲で

ゆれをそのまま示している。また、ロシア語外来語については、長母音表

記をしていない。 

 見出し語は約 3,000 語である。 
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配列順序：a, b, ç, d, e, ä, f, g, h, i, j, ž, k, l, m, n, ň, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, w, y, ý, z 

 

(1)  見出し語 3,000 あまりとそれに見あう用例からなる。 

(2) 動詞語幹はハイフンで示す。 

(3) 語幹末子音の有声化を-by, -dy, -jy, -gy, -grāk, -dýār のように示す。 

(4) 狭母音の脱落を-lny, -lşar, -sly, -gry のように示す。 

(5) ロはロシア語からの借用語である。 

(6) 重要な形容詞には（反）意語を示す。 

(7) 用例中の～は見出し語の代用である。 

 

【参照文献】 

 

福盛貴弘・池田潤 (2002) 「文字の分類案 ―一般文字学の構築を目指して

―」『一般言語学論叢』4/5：35-58. 

竹内和夫・福盛貴弘 (2009) 「トルクメン語－日本語単語集」『一般言語学

論叢』12：35-130. 
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Türkmençe sözlük 

A 
a   しかし，が．Men gideýin, ～ sen gāl. わた

しは行くが君は残れ． 

abadān   平穏な，きちんとした．～ şäher 整備

された町 

āban-(aban-)   おおいかぶさる，たれる．Gaýalar 

derýānyň üstüne ～yp dur. 岩が川の上には

り出している． 

ābāt(abāt),-dy   順調な(に)，完全な．Maşynyňyz 

～my? あなたの車は順調ですか？ 

ābraý   名誉，権威．～dan düş-(gaç-) 面目をな

くす． 

ābraýly   権威ある，信頼される．～ mugallym 

信頼される教師． 

abzal   用具，装備．āw ～lary 狩猟具． 

aç-   開く，あける，花が咲く，(ラジオなど)

かける．gapyny～  門をあける． tǟze 

mekdep ～ 新しい学校を開く．telewizory 

～ テレビをつける． 

āç,-jy   腹のへっている．Men ～ . おなかすい

たよ．～ öl-うえ死にする． 

açar   かぎ．～yny tap- かぎをさがす． 

açyk,-gy   開いている，広がった，晴れの，明

るい，有声の(反)dymyk．～ howā 晴天．

～ hat 新聞の投書．～ gyzyl 明るい赤．

～ bogun 開音節(反)ýapyk bogun．～ çe-

kimsiz 有声子音． 

açyl-   開かれる，咲く．Gapy ～dy. ドアがあ

いた． 

adālatly   公平な，正義の．～ höküm 公正な判

決． 

ādam   人，人間．ýāş(garry, gowy) ～ 若い(年

とった，よい)人．～ başyna めいめいに．

gārdan ～ 雪だるま．～ eli 人手，人力． 

ādamkǟrçilik,-gi   人間性，人道．～ bilen 人間

的に． 

ādamzāt,-dy   人，人類． 

ādat   習慣，習性．tǟze(kȫne) ～ 新しい(古い)

習慣． 

adres   ロ  住所．Siz maňa ȫz ～iňizi beriň. あな

たの住所を教えてください． 

ādyndaky   名のついた．Lenin ～ レーニン名

の． 

Afrika   アフリカ． 

āg-   あふれ出る，越える．Onuň ýāşy elliden ～

ypdyr. 年が 50 才をすぎている． 

āga   兄，兄さん．Mergen ～ メルゲン兄さん．

gāýyn ～ 夫の兄(義理の兄)． 

agaç-jy   木(の)，柱．mweli ～lar 実のなる木．

～yň çür başy 木の頂．～ çemçe 木さじ．

telegraf agajy 電柱． 

āgar-(agar-)   白くなる，青くなる．Bū ýyl 

pagtalar r ～dy.ことしは綿が早く熟した． 

āgdar-   倒す，ひっくりかえす．agajy ～ 木を

倒す．kitābyň sahȳpalaryny ～ 本のページ

をめくる． 

āgdaryl-   ひっくりかえる．Maşyn iki gezek ～

dy. 車が 2 度ひっくりかえった． 

āgdyk(agdyk),-grāk   過度の，余計な．Meniň şim 

başymdan ～. わたしの仕事は多すぎる． 

āgla-   泣く．Āglamadyk oglana emme ýōk. 泣か
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ない子に吸うことなし(求めよさらば与え

られん) 

aglāba   多数，多くは okuwçylaryň ～sy 学生の

多く． 

agral-   重くなる，目方がふえる．üç kilo ～ 3

キロ太る． 

agram   重さ，大部分．sāp ～ 正味．Siziň ～

yňyz nǟçe? 体重はいかほどですか？ 

agşam   夕方，晩，夜会．～ nahary 夕食．～

yňyz haýyrly bolsun! こんばんは！ 

agşamāra   夕方には． 

agşamky   晩の，夕方の．～ gazet 夕刊． 

agşamlyk,-gy   夕方に，夕食．～ ýagyş ýagyp 

başlady. 夕方雨がふりだしました． 

agtar-   さがす．Men ony köp ～dym. わたしは

かれをずいぶんさがした． 

agyr   重い(く)(反)ýeňil，苦しい，きつい．～ dāş 

重い石，～ ş きつい仕事． 

āgyr-   痛む．Siziň nrǟňiz ～ýār? どこが痛いの

ですか？ 

āgyry   痛み，病気．dş ～sy 歯痛．～ syz- 痛

みを感じる． 

agyrlyk,-gy   重さ，困難．～ merkezi 重心，～ 

güýjy 重力． 

agyz,-gzy   口，入口，のど．Bū jāýyň agzy nrede? 

この家の入口はどこに？bir ～ çörek ひ

と口のパン． 

āhȳr(āhyr)   終，最後に setir ～ynda 行の最後に． 

āhyry(āhyrȳ)   …のだ，だよ．Bū dogry dǟl ～. 

これは正しくないのだ． 

ajal   死，臨終．ȫz ～yna öl- 寿命で死ぬ． 

ajāp = ajāýyp 

Ajarystān   コーカサス，カフカス，アジャリス

タン． 

ajāýyp,-by   みごとな(に)，美しい．～pikir(howā) 

すばらしい考え(天気)． 

ājy   からい，にがい．～ çāý こい茶，～ suw 

硬水 

āk,-gy   白(い)，蛋白．～  saçly 白髪の．

ýumurtganyň ～y 卵の白身．Yōluňyz ～ 

bolsun! 道中ご無事で． 

ak-   流れる．～yp gel- 流れてくる． 

akademiýa   ロ  アカデミー． 

akar   小川． 

Āk Deňiz   地中海． 

ākja   白っぽい． 

akyl   知恵，知能，理解力．～ ber-(öwret-) 助

言する．～ ýāşda bolmaz, başda bolar. 知恵

は年令になく頭にあり． 

akylly    利口な，おとなしい．～ja bolup otur- 

おとなしく座る． 

akym   流れ．howā ～y 気流． ýyly ～ 暖流．

～yň tersine ýüz- 流れに逆らって泳ぐ． 

al-   取る，受ける，買う，得る，待つ．göçürip 

～yň 写し取りなさい．Bū ş biziň köp 

waktymyzy ～ar.この仕事は大変時間がか

かる． 

āl   真っ赤な．～ýaňakly gȳzjagaz 真っ赤なほっ

ぺたの女の子． 

āla   まだらの，縞の．～ it まだらのイヌ． 

alāç,-jy   出口，活路，方法．Muňa başga ～ ýōk. 

これには他に方法がない． 
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alāçsyz   方法のない，しかたなく． 

alada   心配，配慮．～ňyz üçn sag boluň! お世

話さまになりました． 

ālagalmagal   騒音． 

ālagopgun   騒音． 

alāmat   しるし，記号，きざし．aýyrmak (bȫlmek, 

goşmak, köpeltmek) ～y 引く(割る，足す，

掛ける) しるし．baharyň ～lary 春のきざ

し． 

alaň   小山，丘，砂丘．～a çyk- 丘にのぼる． 

ālaryl-(alaryl-)   怒った様子で見る． 

alban   アルバニア人，アルバニアの．～ dili ア

ルバニア語． 

Albaniýa   アルバニア． 

alça   小さいスモモ． 

ālda-   だます．Siz meni ～dyňyz. あなたはわ

たしをだました． 

aldym-berdimli   猛烈な(に)． 

alkogolik   ロ  アルコール中毒． 

allā(alla)   アッラーの神． 

alma   リンゴ．süýji(bişen) ～ 甘い(熟した)リ

ンゴ． 

altaý   アルタイ．～ dilleri アルタイ諸言語． 

alty   6．～dan bri 6 分の１．sāgat ～da 6 時に． 

altyn   金(の)．sāp ～ 純金．～ sāgat 金時計． 

altynjy    第 6(の)．6 番目(の) 

altmyş   60 

alyjy   買い手． 

ālym   学者．beýik ～ 偉大な学者． 

ālyn,-lny   ひたい，前の．ālnyndan öp- ひたい

にキスする．～dşler 前歯． 

alys   遠い(く)．～ ýōllar 遠い道． 

alyş-,-lşar   交換する．Men dōstum bilen hat ～

ýāryn. わたしは友達と手紙のやりとりを

している． 

amal   やり方，動作． 

amān   無事の，慈悲．Öýüňizdǟkiler ～mydyr? 

お宅のみなさんお元気ですか？ 

amanat,-dy   他人の物．～ bank 貯蓄銀行． 

āmatly(amatly)   心地よい(く)，有利な(に)．～ 

gün 晴れた日． 

Amerika   アメリカ．～nyň Birleşen Ştatlary ア

メリカ合衆国． 

amerikaly   アメリカ人，アメリカの． 

amerikan   アメリカの． 

ana   ほら，それ．～, şol kitāby alyp beriň! ほら，

その本を取ってください． 

Angliýa   イギリス． 

anna   金曜日． 

āň(aň)   意識．～yny ýitir- 意識を失う．～ sal- 

注意をむける． 

āňla-(aňla-)   理解する，気づく． 

āňlat-,-dýār   示す，意味する．Bū söz nǟmäni ～

dýār? この言葉はなにを意味するか？ 

aňňyr-   ロバが鳴く． 

aňry   うしろ．～ ýüzi (tarapy) 後ろの方，背面． 

aňsāt,-dy   軽い(く)，容易な(に)．Çāgalar goşgyny 

～ ýāt tutýārlar. こどもたちはその詩をた

やすく覚える． 

āňşyr-(aňşyr-)   解る，聞き取る，見分ける．Ol 

nrǟ barýānyny ȫzi-de ～maýārdy. 彼はどこ

へ向かっているのか自分でも解らなかっ
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た． 

anyk,-grāk   明らかな(に)，はっきり．～ jogāp 

ber- はっきり答える． 

ap-ak   まっ白(な)． 

aprel,-li   ロ  4 月．～ howāsy 4 月の天気． 

āra   間，間隔，中，仲．Biziň ～myz ōn metr. わ

れわれの間は 10 メートル．gelenleriň ～

synda 来た人たちの中に．Biziň olar bilen 

～myz ýōk. われわれとかれらは仲がわる

い． 

araba   馬車，荷車．at ～sy 馬車． bir ～ odum 

車１台分のまき． 

Arabiýa   アラビア． 

āragatnaşyk,-gy   関係，連絡，通信． oňat(erbet) 

～ よい(わるい)関係．telegraf ～ 電信連

絡． 

arak   ウォッカ． 

ārakesme(arakesme)   休憩，中断．～ wagtynda 

休み時間に． 

ārala-   間をわける，仲裁する． uruşýānlary ～ 

けんかを仲裁する． 

āralyk,-gy   距離．uzak ～a ylga- 長い距離を走

る． 

arap,-by   アラブ人，アラブの．～ dili アラビ

ア語． 

arassa   清潔な(に)，きれいな(に)．haty ～ ýaz- 

字をきれいに書く．～ howā きれいな空

気． 

arça   ネズ(中央アジア産のヒノキ科の木)． 

argaly   野生のヒツジ． 

Argentina   アルゼンチン． 

arka   背中，裏側，支え．～ tut- 守る，支える． 

arkaly   支えのある，を通して，の助けで． 

telefon ～ 電話で． 

arkān   あおむけに(反)ýüzn，うしろに．～ 

ýykyl-(ýat-) あおむけに倒れる(ねる)． 

arkaýyn   静かな(に)．～ geple- 静かに話す． 

armān   残念．～ çek-(et-) 後悔する． 

armyt,-dy   ナシ．～ agajy ナシの木． 

arpa   大麦． 

arslan   ライオン．öli ～dan dri syçan 死んだラ

イオンより生きたネズミ． 

art-   残る，ふえる．Tejrbämiz gün-günden ～

ýār. われわれの経験は日ごとに増えてい

る． 

ārt,-dy   うしろ(の)．At ～ aýaklaryna galdy. 馬

がうしろ足で立った． 

artyk,-gy   余り，残り(の)，以上． Seniň artyk 

depderiň ýōkmy? 君の余分のノートはな

いか？ 

artist   アーティスト． 

ary   ハチ．bal ～sy 蜜蜂．～nyň iňňesi ハチの

針． 

arzān   安い(反)gymmat．～ sat- 安く売る． 

arzuw   願望．～ et- 願う． 

as-   つるす，かける．～ma köpri つり橋．

Sāgady dwārdan ～yp goý- 時計を壁にか

ける． 

asmān   天，空．～ ýagtylyp başlady. 空が明る

くなりはじめた． 

ast   下，下の方．köpriniň ～yndan geç- 橋の下

を通る． 
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asyl,-sly   もと(の)，出身，先祖．Siziň ～yňyz 

kim? あなたの先祖はだれ？ 

asyr   世紀．ýigriminji ～ 20 世紀． 

āş-(aş-)   越える，越す．dāgdan ～ 山を越す． 

aşāk,-gy   下(に)．～dakylary 下のこと(もの)．

～yndaky の下の．köpriniň ～yndan geç- 

橋の下を通る． 

aşāky   下の．～ dōdak 下くちびる． 

Aşgabat-,-dy   アシガバト． 

aşgāzan   胃．～ keselleri 胃病． 

āşyk,-gy   恋した；吟遊詩人．ýāş gȳza ～ bol- 

若い娘に恋をする． 

at   馬．～dan beýik, itden pes. 馬より高く，犬

より低い(なぞなぞ；答えは｢鞍｣) 

at-   投げる，入れる，かぶせる，射撃する．

çǟýnege çāýy köp ～ どびんに茶をたくさ

ん入れる．ȫzüni ～ 自殺する．ok ～ 矢

を射る． 

āt,-dy   名，名詞．Siziň ～yňyz nǟme? お名前

は？ Kimiň ～yna gelen hat? だれあてに

来た手紙？ 

ata   父方のおじいさん，父．～lar sözi ことわ

ざ，格言． 

atanak,-gy   十字，十文字． 

ātlandyr-   名づける，呼ぶ．Bū ōbany nǟhili ～

ýārlar? この村をなんと呼ぶ？ 

atly   騎兵，騎馬で．～ git- 馬で行く． 

ātly   名の，名のある．～ ýazyjylar 名高い作

家たち． 

āw   狩猟，えもの．～ guşy 猟に使う鳥(タカ

など)，～ et- 狩をする． 

āwçy   狩人． 

awgust   ロ  8 月．～ aýynda  8 月に． 

āwy   毒，ひどい痛み．Bū gün howānyň āwusy 

bār. きょうはひどい寒さだ． 

āwla-   狩をする．towşan ～ ウサギ狩をする． 

Awstraliýa    オーストラリア． 

Awstriýa   オーストラリア． 

awtobus   ロ  バス．～ly git- バスで行く． 

awtomat   ロ  自動機械． 

awtomobil,li   ロ  自動車．ýeňil ～ 軽自動車． 

āwuly   毒のある，病的な，刺すような．～ 

şemal 肌を刺す風，～ sözler とげのある

ことば． 

āý   月．dolan ～ 満月．maý ～y  5 月．tomus 

～lary 夏の 3 か月． 

āýa   手のひら．eliň ～sy bilen ýagagyny süpür- 

手のひらでほおをなでる． 

aýak,-gy   足，末．～ maşȳny ミシン．sag (çep) 

～ 右(左)足．āý ～ bolanda 月末に．

derýānyň ～y 河口． 

aýakgāp,-by   靴．çāga ～y 子どもの靴．gaýyş 

～ 革靴． 

aýāl   女，婦人，妻．garry ～ 老婆．～ dogan 

妹． 

aýān   明らかな(に)．～ et- 明らかにする． 

aýawly   大事に，注意深く． 

aýaz   厳寒．Bū gün ýigrimi gradus ～. きょうは

氷点下 20 度だ． 

aýdyl-   話される，発音される．gȳsga ～ 短く

発音される． 

aýdylyş   会話，発音． 
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aýdym   歌，民謡．～ aýt- 歌う． 

aýdymçy   民謡歌手． 

aýgyt,-dy    大胆，決断．～ et- 決心する． 

aýgytly   大胆な，決定的な(に)． 

aýla-   回す，つれていく．muzeýe ～ 博物館に

案内する． 

aýlan-   回る，めぐる．Āý ýeriň daşyna ～ýār. 月

は地球の外を回る． 

aýlaw   円，サークル，競馬場．ýārym ～ 半円．

～ et- 円をえがく． 

āýlyk,-gy   月給，月の．Siziň ～yňyz nǟçe? あ

なたの月給はいくら？ bir ～ çāga  1 か

月のこども． 

āýna   ガラス，鏡，窓．～ döwügi ガラスの破

片．āýnā seret-(seredin-) 鏡を見る． 

aýra   分かれて，別々に．～ ýāşa- 分かれてく

らす． 

aýran   酸乳． 

aýratȳn   個別の(に)，別の(に)，特に．～ otag 個

室． 

aýratȳnlyk,-gy   特性，特質． 

aýy   クマ．～ çāgasy クマの子． 

aýyp,-by   恥，恥ずかしい，不名誉(な)．～ söz 

恥ずべき言い分．Aýyby ýōk! 大したこと

はない！ 

aýyr-   分ける，離す，はがす，引く．guzulary 

enelerinden～ 子ヒツジを母親から離す．

～mak belgisi マイナス符号，分離符．

ǟýnegini～ めがねをはずす． 

aýyrganç,-jy   恐ろしい．～ habar 恐ろしい知

らせ． 

aýry     別の(に)，ことなる．～ mesele 別問

題． 

aýryl-   離れる，分かれる．watanyndan ～ 国

を離れる． 

aýşy-eşret,-di   幸福． 

aýt-,-dýār   言う，伝える，告げる．aýdym ～ 歌

を歌う．erteki aýdyp ber- お話をしてやる．

aýdanlaryny その話をしたことを．Howā 

býurosy ýagşyň ýagjakdygyny aýdýār. 天気

相談所は雨がふると言っている． 

āz   少ない，たりない，(反)köp, kǟn．～ sānly 少

数の．～ ýāly たりないようだ． 

āzal-(azal-)   少なくなる，へる． 

azāp,-by   苦痛，苦労．～ çek- 苦しむ． 

azār   悩み，心配，世話．～a gāl- 気をくばる． 

āzaş-   道にまよう． 

azāt,-dy   自由な．～ bol- 自由になる． 

azātlyk,-gy   自由，解放．söz(metbūgat) ～y 言

論(出版)の自由． 

Azerbaýjan   アゼルバイジャン． 

azerbaýjan   アゼルバイジャン人，アゼルバイ

ジャンの． 

azgyryl-   暴言をはく． 

āzyk,-gy   食料．～ magazini 食料品店． 

 

B 
bāba   母方のおじいさん． 

bāda   最初は，たちまち．～ şlemek kȳndy. は

じめは働くことがつらかった． 

bādam   アーモンド． 

bādamjān   ナス． 
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bāg   庭，園；結びひも．haýwānāt ～y 動物園．

çāgalar ～y 幼稚園．şäher ～y 都市の公

園． 

bāgbān   庭師． 

bāgla-   結びつける，しばる，しめる．aty agaja 

～ 馬を木につなぐ．gapyny ～ 門をしめ

る．ýōly ～ 道をとざす．būz ～ 氷が張

る． 

bāglan-   結びつく，しまる． 

bāglanyşdyr-   結びあわせる． 

bāglanyşyk,-gy   関連，つながり． 

bāglanyşykly   関連の，つながりのある． 

bagşy   吟遊詩人． 

bagşyçylyk,-gy   民謡芸術． 

bagt   幸福．～yň açyk bolsun! お幸せに！

Meniň ～ym geldi.運がまわってきた． 

bagtly   幸せな(に)．Gör, men nǟhili ～! ほら，

わたしこんなに幸せ！～ ýāşa- 幸福にく

らす． 

bagtsyzlyk,-gy   不幸，不運． 

bāgy-bossān   果樹園と野菜畑． 

bagyr,-gry   肝臓．～ keselleri 肝臓病． 

bagyşla-   ささげる，ゆるしてやる．Men bū 

kitāby size ～ýāryn.この本をあなたにさし

あげます． 

baha   値段，価値，高価な．Bū kitābyň ～sy 

nǟçe? この本の値段はいくら？Bū gaty ～. 

これはえらく高い． 

bahana   口実，動機．bir ～ bilen ある口実で． 

bahar   春．Bū ýyl ～ r geldi. ことしは春が早

く来た． 

bak-   見る，世話する．sagyna- soluna ～ 右左

を見る．goýun(sygyr) ～ ヒツジ(牛)の世

話をする． 

bakā   に向かって，の方へ．mekdebe ～ git- 学

校へ向かっていく． 

bakja   野菜畑． 

bal   蜜．ary ～y 蜂蜜．～ arysy 蜜蜂． 

bāla   こども．Bū onuň ilkinji ～sy. これはかれ

の初めての子だ． 

balak,-gy   ズボン．dār ～きついズボン． 

balkylda-   光る，輝く． 

bālyk,-gy   魚．deňiz(derýā) ～y 海(川)の魚． 

bālykçy   漁師，魚屋． 

bālykçylyk,-gy   漁業． 

banan   ロ  バナナ． 

bank   銀行． 

bāp,-by   章．ōn ～dan ybārat 10 章から成って

いる． 

bār   がある，いる．Öň bū ýerde alma agajy ～

dy. 以前ここにリンゴの木があった．

Mende bū kitāp ～. わたしはこの本をも

っている．～ güýç 全力． 

bar-   行く，進む，向かう，通う．Siz nrǟ ～

ýārsyňyz? どこへいらっしゃいますか？

mekdebe ～ 学校に通う． 

bārada   について．öwrenen zātlary ～ 習ったこ

とについて． 

bāradaky   についての． 

barhā(barha)   ますます．sowuk ～ güýçlen- 寒

さがますます強まる． 

bārla-   検査する．bütn otagy ～ すべての部屋
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をしらべる． 

barmak,-gy   指．başam(süýem, orta, ogulhājat, 

külem) ～ 親(人指，中，薬，小)指． 

bars   トラ，寅．～ ýyly トラの年． 

bāry   すべて，みんな，たくさん．～ňyza salām 

みなさんによろしく． 

bārybir   どちらでもよい，どうせ．～ şähere 

gitmelidim. どうせ町へ行かねばならなか

った． 

bāry-ýōgy   あるものないもの，一切． 

baryş,-rşy   行き先．～ nrǟ? 行くところはど

こ？ 

bas-   ふむ，押し付ける，圧する，印刷する．

aýagyny ～  足をふみ入れる．kitāplary 

tozan ～ypdyr. 本をほこりがおおってい

る．der ～ 汗をかく． 

basma   印刷．～ harplar 活字体． 

basym   すばやく，はやく．～ ūkā git- はやく

眠りにつく． 

basyr-   覆いをする，かくす．çǟýnegi ～ どび

んに覆いをする． 

basyş   圧力．gānyň ～y 血圧． 

baş   頭，はじめ，頂，穂，主とする．～ agyrysy 

頭痛．āýyň～ynda 月はじめに，agajyň ～

y 木の頂．sözüň ～y 語頭．～ynda のと

ころで，のそばに．-den ～y çyk- が分か

る，を知る．～ harp 頭文字．～ injener 主

任技師． 

bāş   はれもの，腫瘍． 

başar-   できる，成功する．ýüzmegi ～ 泳げる． 

başarjanlyk,-gy   成功． 

başga   他の，別の．～ çǟre ýōk ほかに方法が

ない．-den ～のほか．we ～lar その他． 

başgyrt,-dy   バシキル人，バシキルの．～ dili. 

バシキル語． 

başla-   始める，穂を出す．sapaga ～ 授業を始

める． 

başlan-   始まる．Bahar ～dy. 春が始まった． 

başlangyç,-jy   始まり，始め，初等の．～ mekdep 

初等学校． 

başlyk,-gy   首長．döwlet ～y 政府首班． 

bāt,-dy   いきおい，力，スピード．～ al- 速度

をます． 

bat-   沈む，入りこむ．ūkā ～ ねむりに入る．

barmagyna tiken ～ 指にとげが入る． 

batga   泥沼． 

bātyr   勇士，豪傑，勇ましい．～ ādam 勇敢

な人． 

bātyrgaý   勇敢に． 

bātlan-   強くなる．ýel ～ 風が強くなる． 

bātlandyr-   強める．sesini ～ 声を高める． 

bātly(batly)   力づよい(く)，速い(く)．～ ur- い

きおいよく打つ． 

baý   (喜び，驚き，残念，不満をあらわす)わあ，

やあ． 

bāý   豊かな，金持ち．～ ādam 豊かな人． 

baý-bōw(baý-bow)   (驚きをあらわす)わあ． 

baýdak,-gy   旗．～ as-(dik-) 旗を立てる．～ 

parla- 旗がひるがえる． 

bāýguş   フクロウ． 

bāýlyk,-gy   豊かさ． 

baýrak,-gy   賞．pul ～y 金一封． 
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baýram   祝祭日．tǟze ýyl ～y 元日． 

baýramçylyk,-gy   祝うこと． 

baýtal   雌馬． 

bāzar   バザール，市場．merkezi ～ 中央市場． 

bazla-   ボーボー燃える． 

bazyrda-   ボーボー燃える． 

beden   からだ．～ jezāsy 体罰． 

bedenterbiýe   体操．～ et- 体操する． 

bedew   雄馬． 

bedre   ロ  バケツ，桶． 

begen-   喜ぶ．Ol maňa gaty ～di. かれはわたし

のことを大変喜んだ． 

begenç,-ji   喜び． 

begendir-   喜ばせる．Bū habar bizi ～di. このニ

ュースはわたしたちを喜ばせた． 

bejer-   耕す，刺繍する，治療する，修理する．

～ilmedik ýer 耕されていない土地．döwük 

zātlary ～ こわれた物をなおす． 

bekle-   はばむ，さえぎる，とざす．ýōly ～ 道

をとざす． 

belā   災難，不幸．～ uçra-(sataş-, ýoluk-) ひど

い目にあう． 

belent,-drǟk   大きい，高い．～ agaçlar 大きい

木．～den uç- 高くを飛ぶ． 

belgi   しるし，符号．sorag ～si 疑問符．dȳngy 

～si 句読点．  

Belgiýa   ベルギー． 

belki   多分．～, men hem gelerin. 多分わたしも

行く． 

belle-   しるしをつける，記す，記念する．

kitābyň gyzykly ýerlerini ～ 本のおもしろ

いところにしるしをつける． 

bellenil-   記される． 

belli   明らかな，知られている，一定の．Bize 

hemmesi ～. われわれにはすべて明白だ．

～ şāhȳr 有名な詩人． 

bellik,-gi   しるし，注釈． 

belorus   ベロロシア人，ベロロシアの． 

bende   下僕，神の奴隷． 

ber-   与える，やる，くれる．jogāp ～ 答える．

alyp ～ もってきてやる，取ってやる．

aýdyp ～iň 言ってください．telegramma 

～ 電報を打つ．ders ～ 授業をする． 

bergi   借金，負債．bergǟ bat- 借金をかかえる． 

berjāý bol-   実行される，実施される． 

berjāý et-   実行する，実施する． 

berk   丈夫な，堅い，強い(く)．～ köwüş (matā, 

agaç) 丈夫な靴(布，木)．～ ur- 強く打つ．

～ temm 厳罰． 

berkit-,-dýǟr   固める，強くする．dōstlugy ～ 友

情を深める． 

bes-belli   まったく明らかな． 

bet   悪い．～ ādam 悪い人，～ oglan 腕白小

僧． 

beter   特に，さらに．öňküden ～ 前よりひど

く． 

beton   コンクリート(の)．～ zawody コンクリ

ート工場．～ ýōl コンクリートの道． 

beýān   説明，叙述．～ et- 述べる． 

beýgel-   高 ま る ， 大 き く な る ． Cāýlar 

gün-günden ～ýǟr. 家が日に日に大きくな

っている. 
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beýik,-grǟk   高 い ( 反 )pes ， 大 き い ． ～ 

agaçlar(dāg)高い木 (々山)． 

beýle   こんな(に)，そんな(に)．～ gowy zādy 

nreden aldyň? こんないいものどこで買っ

たの？～-de bolsa そうであっても． 

beýleki   のほかの，以外の，もう一つの．Siz ～ 

bir gün geliň.別の日にいらっしゃい．bri…

～si… 一つは…もう一つは…． 

beýni   脳．beýnǟ gān nmeklik 脳出血． 

beýt-,-dýǟr   こうする，そうする．～ip nǟme 

gazandyňyz? そうやって何を得ました

か？ 

beze-   飾る．Gȳzyny gurjak ýāly edip ～di. 娘を

人形のように飾った． 

bezeg   飾り，装飾．altyn ～ler 金の飾り． 

bezel-   飾られる． 

bezgek   いや気，臆病な．～ māl 臆病な家畜． 

bezirgen   (古)商人． 

bǟgül   野バラ． 

bähbt,-di   利益． 

bähbtli   有益な． 

bǟri   ここ，…以来．～ geliň! ここへ来なさい．

Ertrden ～ ýagyş ýagyp dur. 朝からずっ

と雨がふっている． 

bǟrk   ここへ，こっちへ．～ bak. こっちを見

ろ． 

bǟsdeş   競争相手． 

bǟş   5，5 点．～den bir 5 分の 1. 

bǟşinji   第 5(の)，5 番目(の)． 

bǟşlik,-gi   5 点(満点)．5 の番号のもの． 

bjin   サル，申．～ ýyly サルの年． 

bderek,-gi   つまらない，無駄な，役に立たな

い．wagtyny ～ geçir- 時を無駄にすごす．

～ ādam やくざな人． 

bl   腰．～ bük- 腰をまげる，屈服する．～ini 

ýaz- 腰をのばす． 

bil-   知る，知っている，できる．Sen ony gowy 

～ýǟrmiň? 君かれをよく知っているか？

Men ýüzüp ～meýǟrin. 私は泳げない． 

bilbil   ナイチンゲール． 

bildir-   知らせる，見えてくる，伝える．daň ～

ip başlady. 夜が明けてきた． 

bildiriş   通知，案内．～ tagtasy 掲示板． 

bile   一しょに．meniň bilen ～ わたしと一し

ょに．Biz ～geldik. われわれは一しょに

来た． 

bileje   一しょに． 

bilek,-gi   手くび．～inden tut- 手くびをつかま

える．～ süňki 橈骨． 

bilen   と，とともに，で．çāýy gant ～ iç- 茶

を砂糖入りで飲む．sābyn ～ ýuw- せっけ

んで洗う．Men hem siziň ～ gitjek. わたし

もあなたといくはず．orak ～ çekiç 鎌と

槌． 

bilesigeliji   好奇心のある． 

bilet   切符，券． 

bilim   教育，教養，知識．orta ～ 中等教育． 

bmār   病気の．～ ādam 病人． 

bmazā   不安な，いたずらな．～ et- 不安にす

る． 

binā   建造，建造物．ǟgirt ～ 巨大な建物． 

bir   1，ひとつ，ある．her brinde それぞれに．
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kitābyň bri 本の一冊．dȫrtden ～ 4分の1． 

birāz   少し．～ajyk suw iç- ちょっと水を飲む． 

birbāda   初めに，一度に． 

birden   突然．～ ýagyş ýagyp başlady. 急に雨が

ふりだした． 

birhli   一様の，なにか，なぜか．meniň ～ 

gülkim tutýār. なぜか笑いたい． 

bri   そのひとつ，ある人．～ ～ne 互いに． 

brigün   あさって．Siz meniň ýānyma ～ geliň. 

わたしのところにあさっていらっしゃい． 

brik-(birik-),-gýǟr   ひとつにする，まとめる． 

birinji   第1(の)，1番目(の)．～ klas 第1学年．

～ Maý baýramy メーデー． 

birleş-   ひとつになる，団結する．Ähli ýūrtlaryň 

proletarlary ～iň! 万国の労働者団結せよ．

～en ştatlary 合衆国．～en Milletler Gura-

masy 国際連合． 

birlikde   ともに．bilen ～ とともに． 

birnǟçe   ある，若干の．～ wagt geçirip しばら

くして．～ gezek 数回． 

biş-   料理される，熟す．nahar entek ～mǟndir. 

食事はまだ出来ていない．～en alma 熟し

たリンゴ．～en süýt わかした乳． 

bişir-   料理する，やけどする，日が照りつける．

palaw ～ ピラフを作る．süýt ～乳をわか

す． 

bit-   終わる，生じる，生産される，傷がなお

る，鼻がつまる．şiňiz ～dimi? 仕事おわ

りましたか？Bū ýerde hç zāt ～meýǟr. こ

こではなにも出来ない． 

bitgin   上等の． 

bitn   完全な，欠けていない．～ kerpiç 割れ

ていない煉瓦． 

bitir-   果す，成就する．ýumşy ～ 宿題をおえ

る． 

bwagt   時を失した，折あしく．～ gel- 都合

のよくない時に来る． 

biz   われわれ．～iň われわれの．～e われわ

れに．～i われわれを．～de われわれの

ところに．～den われわれから． 

bzār bol-   疲れる． 

bogaz   のど，海峡．Bering ～y ベーリング海

峡． 

bogun,-gny   関節．音節．bir ～ly söz  1 音節

の語．penje ～y 手の関節． 

bokur   短い．～ boýun 短い首． 

bokurdak,-gy   のど．～ym agyrýār. のどが痛い． 

bol-   である，になる，生まれる，育つ．Düýn 

biz kinoda ～duk. きのうわれわれは映画

館にいた．Bizin ekiz çāgamyz ～dy. ふた

子が生まれた．Bolýār.よろしい．Boldy. 十

分だ．… bolsa  …(を)ば，(に)は．çopan

～up şle- ヒツジ飼として働く． 

Bolgariýa   ブルガリア． 

boluş,-lşy   行動，やり方．Bū nǟ ～? これはな

んということだ？ 

bolýār   よろしい，わかった． 

bōrç(borç),-jy   義務，借金．～ edin- 義務を負

う．Men onuň öňünde ～ludyryn. わたしは

かれに借りがある． 

boş   空いた，からの，ひまな．Bū ýer boşmy? こ

の席あいている？Siziň ～  wagtyňyz 
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bārmy? ひまがありますか？ 

boşa-   あく，からになる，ひまをもらう．içeri 

～ 部屋があく． 

boşat-,-dýār   あける，からにする，ひまを出す．

haltany～ 袋をからにする．şden ～ 仕事

をやめさせる． 

botanika   植物学．～ bāgy 植物園． 

botaniki   植物の．～ bāg 植物園． 

boý   身長，背，長さ，…いっぱい，…じゅう．

gȳsga(uzȳn)～ly ādam 背が低い(高い)人．

derýānyň ～y bilen git- 川にそって行く．

ýyl ～y  1 年中． 

boýag   染料． 

boýdan-başa   始から終まで． 

boýun,-ýny   首，襟．～ damary 頸動脈．boýny 

dār köýnek 襟のきついシャツ．～ al- 認

める．～ eg- 屈服する． 

boýunça   にそって，に従って，についての．

kānūn ～ hereket et- 法に従って行動する．

matematika ～ spetsialist 数学の専門家． 

boýunda   にそって．demir ýōluň ～ 鉄道にそ

って． 

boýur-boýur   さめざめと．～ ýāş dök- さまざ

めと涙をこぼす． 

boz   未開墾の；灰色の．～ at 灰色の馬． 

boz-   こわす，だめにする，乱す．köprini ～ 橋

をこわす． 

bōzla-   ラクダがなく． 

bök-   跳びはねる．～üp düş-(mün-) とびおりる

(のる)． 

bökjekle-   ぴょんぴょんとぶ． 

bȫl-   分ける，割る．tagtany ikǟ ～ 板を二つに

割る．ōn ikini dȫrde ～ 12 を 4 で割る． 

bȫlek,-gi   個，断片，一節，一部．iki ～ sābyn 

satyn al- 石けん 2 個買う．şäheriň merkezi 

～inde ýāşa- 町の中心部に住む． 

bȫlekleýin   部分的な(に)．Günüň ～ tutulmasy 

太陽の部分食． 

bȫlüm   部門，係，分隊．keselhānanyň çāgalar ～

i 病院の小児科． 

bȫlün-   分かれる，分けられる，割れる．bogna 

～ 音節に分けられる． 

börek,-gi   小餃子． 

bȫri   オオカミ． 

böwrek,-gi   腎臓． 

böwür,-wri   横腹．Sag böwrüm agyrýār. 右の脇

腹が痛い． 

Braziliýa   ブラジル． 

brigadir   ロ  班長． 

bū(bu)   これ，この，上記の．munuň これの，

muňa これへ．muny これを．munda これ

に．mundan これから．～ gün きょう． 

būg   蒸気．～ maşȳny 蒸気機関．～ gazany 蒸

気がま． 

bugdaý   小麦．～ başy 小麦の穂． 

buhgalter   ロ  会計係． 

buk-   かくす，しまいこむ，かくれる．ōtluçöpi 

çāgalardan～ マッチをこどもからかくす． 

bula-   まぜる，よごす．kofäni çemçe bilen ～ コ

ーヒーをさじでまぜる． 

bulan-   よごれる，まみれる．guma ～ 砂にま

みれる． 
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bulanyk,-grāk   にごった．～ suw にごった水． 

bulaş-   よごれる，まみれる，悪くなる．Howā 

～yp başlady. 天気がくずれだした． 

bulut,-dy   雲．Samolýot ～laryň üstünden uçup 

barýār. 飛行機が雲の上をとんでいく． 

bulutlaş-   くもる．howā ～ 天気がくもる． 

bulutly   くもった，雲の多い．～ howā 曇天． 

burç   かど；コショウ類．köçäniň ～unda 通り

のかどで．göni ～ 直角．bǟş ～ly ýyldyz 

☆(という形の星)．gyzyl ～ とうがらし．

gara ～ 黒コショウ． 

burçak-burçak   力づよい(く)． 

burun,-rny   鼻，爪先，岬．～y ýokary tut- いば

る，鼻にかける． 

burýat,-dy   ブリヤート人，ブリヤートの． 

būt,-dy   もも．～ süňki 大腿骨． 

buýnuz   角，つの．～ perdesi 角膜． 

buýruk,-gy   命令．～ ber- 命令する． 

buýur-,-ýrar   命じる，注文する．nahar ～ 食事

を注文する． 

būz   氷．～ bagla- 氷が張る．Eliň ～ ýāly. 君

の手は氷のようだ． 

bük-   まげる．blini～ 腰をまげる，屈服する． 

büre-   おおう．Dāgyň başyny bulut bürǟpdir. 山

の頂を雲がおおっている． 

bürgüt,-di   ワシ． 

bütn   すべての，全体の．～  dünýǟniň 

zähmetkeşler. 全世界の労働者．～ jāý 家

全体． 

byçgy   のこぎり．tagtany ～ bilen kes- 板をの

こぎりで切る． 

býuro   ロ  事務所，局．howā ～sy 天気相談所． 

 

Ç 

çāg   時，時代．agşam ～y 夕方．ýāşlyk ～y 青

年時代． 

çāga   こども(の)～lar kitāby こども向けの本．

pişik ～sy ネコの子．～lar bāgy 幼稚園． 

çāgalyk,-gy   こども時代，こどもらしさ．Men 

onuň bilen ～dan dōst. かれと少年時代か

ら友人だ． 

çāgyr-   呼ぶ，招く．ýoldaşlaryny teatra ～ 仲間

を劇場に招く． 

çak   ほど，分量，時．～y bilen 適度に．～ bilen 

およそ．göz ～y 目分量． 

çak-   虫がさす，しゅっと音を出す，ぴかっと

光る．ýyldyrym ～ 稲光が光る．ary elinden

～ハチが手をさす．kükürdi ～ マッチを

する． 

çākylyk   招待． 

çakyr   ブドウ酒．güýçly(gyzyl) ～ 強い(赤)ブ

ドウ酒． 

çāl(çal)1   灰色の． 

çāl(çal)2   ラクダの乳酒． 

çal-   楽器をならす，ぬる，打ちつける．kāgyza 

ýelim ～紙にのりをぬる．ata bir gamçy ～ 

馬にひとむち当てる． 

çala   やっと，かろうじて，ゆっくり．Guşuň ～ 

jāny bārdy. 鳥はやっといのちびろいした．

～ ýöre- ゆっくり歩く． 

çalym et-   似る．Ol ejesine ～dýǟr. かれ(かの女

は)母に似ている． 
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çalyş-,-lşar   取りかえる，変える，努力する．

adresini ～ 住所を変える．azātlyk ugrunda 

～ 自由のためにたたかう． 

çalşyr-   取りかえる，取りちがえる．geýimlerini 

～ 着かえる． 

çalt   速い (く )(反 )ýuwaş, haýal．～  hereket 

(akym) 速い動き(流れ)．～ geple- 速く話

す． 

çaltlandyr   速める，促進する． 

çānak(çanak),-gy   皿，小鉢．dȳz ～y 膝小僧． 

çaňa   ほこりだらけになる． 

çap   印刷．kitāp ～ et- 本を印刷する． 

çap-   走る；木を割る．～yp gel- 走って来る．

palta bilen～ おので割る． 

çapyksuwār   競馬の騎手． 

çapyl-   走る． 

çapyşyk,-gy   競馬．at ～y 競馬． 

çarşenbe   水曜日． 

çaryk,-gy   手製の靴(ラクダ皮など) 

çāş-(çaş-)   ちらばる，意識を失う，まどう．

Kitāplar ýerde ～yp ýatyrdy. 本が床にちら

ばっていた．Başym ～dy.頭がくらくらし

た． 

çat-   かがる，結ぶ．ýüpleri ～ 紐を結ぶ． 

çatma   小屋． 

çāý   茶．～ gaýnat-(demle-, iç-) 茶をわかす(味

を出す，飲む)．bir gāp ～ 一杯の茶． 

çaýka-   すすぐ，ゆすぐ，ゆれる．geýimleri suwa 

～ 着るものを水ですすぐ． 

Çehoslowakiýa   チェコ・スロバキア． 

çek-   引く，ひっぱる，延びる，画く．elinden 

tutup ～ 手を取ってひっぱる．bir sāgada 

golaý ～  1 時間ばかり延びる．çāgalaryň 

～en sūraty こどもたちの画いた絵．

ýelkeni ～ 帆をあげる． 

çekeleş-   論争する．Bū mesele bārada biz uzak 

～ip durmadyk. この問題について長く論

争しなかった． 

çekeleşik,-gi   論争．Ýygnak ～li geçdi. 会議は

荒れた． 

çekge   ほお．～ süňki 頬骨． 

çekiç,-ji   ハンマー． 

çekil-   しりぞく，引く．guýynyň suwy ～ 井戸

の水がへる．gaýra ～ しりぞく． 

çekimli   母音．～ ses 母音． 

çekimsiz   子音．～ ses 子音． 

çelek,-gi   桶，樽．suw ～i 水桶．suwly ～ 水

のはいった桶． 

çem   好機．～i gelende ちょうどよい時に． 

çemçe   さじ．çāý ～si 茶さじ．kümüş ～ 銀

のさじ． 

çeme   都合のよい状態．Meniň çemǟm ýōk. わ

たしは都合がよくない． 

çemeli   適当な，およそ，ほど，らしい．bǟş 

kilometr ～  5 キロほど． 

çen   予想，時，ころあい．meniň ～ime görä わ

たしの予想では．Gidere ～ boldy. 行く時

が来た． 

çenli   …まで．ertrden agşama ～ 朝から晩ま

で．ōna ～ sāna-  10 まで数える． 

çep   左(の)(反)sag．～ el 左手． 

çeper   たくみな(に)．～ edebýat 芸術的な文
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学． 

çeperlik,-gi   たくみさ，芸術性． 

çeşme   泉．～ suwy 泉の水． 

çet   地方，へり，外国の．ōbanyň iň aňry ～inde 

村の一番はずれで．～ diller 外国語． 

çeýe   しなやかな．～ barmaklar しなやかな指． 

çeýne-   かみくだく，かみちらす．Ony it 

çeýnǟpdir. それを犬がかみちらした． 

çǟge   砂．deňiz ～si 海の砂．～ bilen toýny gār- 

砂と粘土をまぜる． 

çǟk,-gi   切れ目，切れ口，境，地所．～ aç- 切

れ目を入れる． 

çǟkmen   うしろにひだのある男の上着． 

çǟre   処置，手段，方法．～ agtar- 手だてをさ

がす． 

çǟrýek,-gi   4 分の 1，4 半期，1/4 学期．～ sāgat  

15 分． 

çǟýnek,-gi   どびん，急須，ポット．elektrik ～

i 電気ポット． 

çg   生の，未熟の．～ suw içmäň. 生水のむな．

～ garpyz 熟していないスイカ． 

çigit,-di   たね．pagta ～i ワタのたね．～ ýāly 

ほんの少し，つまらない． 

çl   境界．～ çek- 境を引く． 

Çili   チリ． 

çilim   タバコ，紙巻タバコ．～  çekmek 

bolmaýār! タバコをすってはいけない． 

çinownik   ロ  官吏． 

çiňe   注意深く．～ seret- 注意して見る． 

çiňeril-   見つめる． 

çiş-   ふくれる，はれる．aýak ～足がはれる． 

çit    サラサ(の)．～ mata サラサ地． 

çōg   熱．günüň ～y 太陽の熱． 

çogdam   房．bir ～ saç ひと房の髪． 

çok-   つつく．horaz dǟne ～ 雄鶏が粒をつつ

く． 

çoluk,-gy   牧童． 

çopan   (ヒツジ)飼い．sygyr(goýun) ～y 牛(ヒ

ツジ)飼い． 

çopançylyk,-gy   ヒツジ(牛)飼いの仕事． 

çōrba   スープ．bir jām ～ ひと皿のスープ． 

çoýun,-ýny   鋳鉄(の)．～ gāzan 鉄なべ． 

çök-   沈む，しゃがむ．düýbüne ～ 底に沈む． 

çöl   荒野，砂漠．～ haýwānlar 野生動物． 

çöp   小枝，ごみ．～üň ūjuny döw- 小枝の先を

折る． 

çöple-   ひろい集める，取り入れる．ōdun ～ ま

きを集める． 

çörek,-gi   パン．gara ～ 黒パン．el ～i 手作

りパン． 

çöwür-,-wrer   うら返す，おり曲げる．jübini ～ 

ポケットをうら返す． 

çöz-   とく，ほどく，解決する．ýüpi(düwni) ～ 

紐(結び目)をほどく． 

çukur   穴，くぼみ(の)．～ ýaňakly ādam ほお

がこけた人． 

çuň   深い，深く．～ kȫl 深い湖．ýeri ～ dep- 

土地を深く掘りおこす． 

çuňňur   深い．～ derýā 深い川． 

çünki   なぜならば．Bū kitāp elden ele geçiýǟr, 

～ ol örǟn gyzykly. この本は手から手へ渡

っている，とてもおもしろいから． 
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çür depesi(başy)   絶頂，一番上．agajyň ～ 木

のてっぺん． 

çüý   釘，ピン． 

çüýşe   ガラス，ガラスびん．～ döwügi ガラ

スの破片．bir～ limonad ひとびんのレモ

ン水． 

çȳbyk(çybyk),-gy   棒． 

çyda-   耐える．agyra ～ 痛みをこらえる． 

çydamly   我慢づよい． 

çȳg   湿気．～ çek- しめる． 

çȳgar(çȳgār)   湿った． 

çȳgly(çygly)   湿った．～ howā 湿った空気． 

çyk-   出る，のぼる，あらわれる．gün ～ 日

が出る．āwa ～狩に出かける．dāga ～ 山

にのぼる．gyş kanikulyna ～ 冬休みに入

る． 

çykalga   出口．～ gözle- 出口をさがす． 

çykar-   出す，追い出す，ぬく，ぬぐ．gazet ～ 

新聞を出す．pişigi içerden ～yp goýber- ネ

コを部屋から追い出す．çüýi ～ 釘をぬく．

köýnegini ～ シャツをぬぐ． 

çyn   真実(の)．～ habar 本当のニュース．～

yny aýt- 真実を語る． 

çyplak,-grāk   薄着の(で)，軽装の(で)． 

çyra   ランプ，灯．elektrik ～sy 電灯． 

çyz-   線を引く．galam bilen ～ 鉛筆で線を引

く． 

çyzyk,-gy   線，行．göni(egri) ～ 直(曲)線．～ 

geçir- 線を引く． 

 

D 

-da   …も，そして，ので(感動のときは長母音

で)．sen-de 君も．bildi-de 知ったので．

nǟçe diýsem-de なにを言っても． sen 

gelmeseň-de 君が来なくても． 

dāban   足，足の裏．bir ～ gaýra süýş- 一歩後

退する． 

dabara   祭典，勝利． 

dabyrda-   疾走する．atly ～ 馬でかける． 

dāg   山．～ başy(etegi) 山の頂(ふもと)． 

dāga-   ちらばる，ぼろになる． bulutlar ～ 雨

雲が散る． 

dāgaş-   ちりぢりになる． 

dāglyk,-gy   山地．山の多い．～ ýer 山地． 

dagy   ほかの(に)，たち．～ men nǟme edeýin! 

もっとなにかしようか! kākam dagy 父た

ち．Ata, Aşyr dagymyz アタやアシルたち． 

Dagystān   ダゲスタン(コーカサスの)． 

dak-   付ける，はめる．barmagyna ýüzük ～ 指

に指輪をはめる． 

dakyl-   付けられる．itlere ～an ātlar 犬に付け

られた名． 

dakyn-   付ける，はめる，かける．ǟýnegini ～ 

めがねをかける． 

dāla-   かむ，かみ殺す；侮辱する． itler mȫjegi 

～ 犬がオオカミをかみ殺す． 

dam-   したたる． ～a-～a kȫl bolar. したたり

したたり湖になる． 

damar   脈，血管．gān ～lary 血管． 

dandaw   障害，好ききらい． 

dandawsyz   好ききらいのない． 

Daniýa   デンマーク． 
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daň   あかつき．～ at- 夜があける． 

daň-   しばる，ゆわえる，包帯をする．āk matā 

bilen ～ 白い布で包帯する． 

dār   せまい，きつい．～ köçe(otag) せまい通

り(部屋)．～ balak きついズボン． 

dara-   くしけずる．saçyny ～ 髪をくしけずる． 

darak,-gy   くし．saçyny ～ bilen dara- 髪をく

しでとかす． 

dāral-   せまくなる，きつくなる．İçeri ～an ýāly 

bolupdyr. 部屋がせまくなったようだ． 

dary   キビ． 

dāryşgan   せまい．～ ýer 狭い所．    

daş1   遠い(く)，遠方．Öýe çenli entek ～. 家ま

でまだ遠い． 

daş2   外側(の)，外(へ)，表(へ)．Āý Yeriň ～yna 

aýlanýār. 月は地球の外側を回っている．

～ çyk- 外へ出る．～y gyzyl kitāp 表紙が

赤い本．ýassyk ～y まくらカバー． 

dāş   石(の)；おもり．ýōla ～ düşe- 道に石を

敷く．～ kömür 石炭．～ ýāly gaty 石の

ように固い．terezi ～y はかりのおもり． 

daşa-   運ぶ．ýükuleri demir ýōl bilen ～ 荷を鉄

道で運ぶ． 

daşar   → daşary 

daşary   外部，そと(の)(反)içeri．Daşarda gār 

ýagýār. 外は雪がふっている．～ şler mi-

nistrligi 外務省．～ syýāsat 外交． 

daşky   そとの．～ görnüş 外観．～ garyndaş 

遠い親類． 

daşlaş-   遠ざかる，遠くなる．Ōtly kem-kemden 

～ýārdy. 汽車がだんだん遠ざかっていっ

た． 

dāt,-dy   叫び，不平；助けて! ～ et- うめく． 

dāt-(dat-),-dýār   味わう．çorbanyň tagamyny ～ 

スープの味を見る．    

daýan-   よりかかる，たよる．hajā ～ 杖にす

がる． 

daýaw   丈夫な．～ ýigit 丈夫な若者．öküz ýāly 

～ 牛のようにがんじょう． 

daýhān   農民． 

daýhānçylyk,-gy   農業．～ et- 農業をする． 

dāýy   母方のおじさん． 

daýza   母方の親類，おば． 

-de   → -da 

deg-   ふれる，さわる，当たる，値がある．Ok 

onuň eline ～di. 矢がかれの手に当たった．

Maşȳn jāýyň burçuna çala ～ip geçdi. 車が

家の角をかすめていった． 

degerli   確かな，当をえた．～ jogāp ber- 確か

な返事をする． 

degir-,-grer   ふれる．Men oňa barmagymy hem 

degremōk. わたしはかれに指さえもふれ

ていない． 

degirmen   粉ひき場，(水)車場，臼．ýel(suw) ～

i 風(水)車場．bugdaýy ～de üwe- 小麦を

臼でひく． 

degişli   かかわる，関係の．Bū şe ～ dǟl. これ

は仕事に関係ない．sūrata ～ 絵に関する． 

degişme   冗談． 

dek   のように．burç ～ ajy コショーのように

からい． 

dekabr,-ry   ロ  12 月．～ āýy  12 月． 
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dell   証拠．ynandyryjy ～ 信じさせる証拠． 

dem   呼吸．tǟmz howādan ～ al- きれいな空

気を吸う． 

demir   鉄(の)．～ ýōl 鉄道． 

demirçi   かじや，鉄工． 

demirgazyk,-gy   北(南 günorta)．～ Amerika 北

アメリカ． 

demle-   味を出す，çāý ～ 茶を煮だす． 

deň   ひとしい，平等の，引き分けの．boýlary ～ 

agaçlar 同じ高さの木． ～ hukūkly 同権

の． 

deňe-   くらべる．Meni onuň bilen ～me. わた

しをかれと比較するな． 

deňiz,-ňzi   海．Gara ～ 黒海．Kaspi ～ カス

ピ海．～ kenary 海岸． 

deňleş-   並ぶ．Atlar ～diler. 馬が整列した． 

deňlik,-gi   均等，つりあい，等しいこと．

güýçleriň ～gi 力のつりあい．～ alāmaty 

等号(＝)． 

deňme-deň   引き分けの．Oýun ～ gutardy. ゲ

ームは引き分けに終わった． 

dep-   ける；掘りおこす．At ～ýǟr. 馬がけっ

ている．ýeri çuň ～ 土地を深く掘りおこ

す． 

depder   ノート．～e ýaz- ノートに書く． 

depe   丘，てっぺん，頂．depǟ çyk- 丘にのぼ

る．～ süňkleri 頭頂骨． 

deprek   太鼓． 

der   汗．～ bas- 汗をかく． 

dere   谷．～li dāglar 谷の多い山々． 

dereje   度，程度，水準．ýokary meden ～ 高

い文化水準． 

deregine   (の)代わりに，(の)所に．ýoldaşyň ～ 

nōbatçylyk et- 友だちの代わりに当番をす

る． 

derek1,-gi   ポプラ． 

derek2   (に)代わって．muňa ～ siz nǟme ber-

mekçi? この代わりになにを与えるつもり

ですか? 

deri   皮，皮膚．goýun ～si ヒツジの皮． 

dermān   薬(の)．～ otlar 薬草． 

derňe-   検査する，分解する，審査する．sözlemi 

～ 文を分解する．    

derňew   検査，分解，審査．～iň netijeleri 検査

の結果． 

derrew   いま，すぐに．～ telegramma beriň! す

ぐ電報を打ちなさい! 

ders   授業，講義．～ ber- 授業をする． 

derýā   川．uly(gň, çuňňur) ～ 大きい(広い，深

い)川． 

dessān   散文詩(epos 韻文詩)． 

desse   束，房．bir ～ sogan ひと束のタマネギ，

gül ～si 花束． 

dessine   …するや否や．Ýagyş diňen ～, gün 

çykdy. 雨がやむとすぐ太陽が出た． 

dessūr   習慣．kȫne ～ 古い習慣． 

dǟl   ではない．Biz teatra ～-de, kinō gitdik. わ

れわれは劇場へではなく映画に行った．

Bu seniň kitābyň ～. これは君の本ではな

い． 

dǟli   狂った．～ bol- 狂う． 

dǟne   種子，粒．bugdaý ～si 小麦の種．bir ～ 
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ひと粒． 

dǟp,-bi   習慣．～ dessūr 習慣．～ et-(edin-) 習

慣化する． 

dǟri   火薬． 

dik   まっすぐ，垂直の．～ otur-(dur-) まっす

ぐに座る(立つ)．～ çyzyk 垂線． 

dik-   埋める，さしこむ．nazaryny ～ 注目す

る． 

dikel-   まっすぐになる． 

dikelt-,-dýǟr   まっすぐにする． 

dil   舌，言語，用語；時計の針．～iň bilen ýala- 

舌でなめる．Türkmen ～i トルクメン語．

～den ことばで，口で．çet dili 外国語． 

dil-   切断する．pyçak bilen ～ ナイフで切る． 

dilber   愛されている(人)． 

dile-   願う，望む．ýoldaşyň saglygyny ～ 友達

の健康を祈る． 

dilleş-   折り合う，合意する． 

dim-dik   まっすぐに，背をぴんと． 

dn   宗教． 

diň-   静まる，止む．Āglap duran çāga birden ～

di. 泣いていた子が急に静かになった．

ýagyş ～ 雨が止む． 

diňe   ただ，単に，だけ．Ol ～ size ynanýār. か

れ(かの女)はあなただけを信じている． 

diňle-   聞く．radio(sāz,goşgy) ～ ラジオ(歌，

詩)を聞く． 

diňleýji   聞き手． 

dreg   支柱．～ ur- 支柱を立てる． 

direktor   ロ  社長，支配人，会長．mekdebiň ～

y 校長． 

dri   生きている(反)öli．Onuň enesi entek ～. 

かれ(かの女)のおばあさんはまだ生きて

いる．Öli arslandan ～ syçan. 死んだライ

オンより生きたネズミ． 

dş   歯．ālyn ～ler 前歯．～im āgyrýār. わたし

は歯がいたい．～ sal- 歯を入れる． 

dşle-   かむ．dōdagyny ～ 唇をかむ． 

dwār   壁．dāşdan ～ 石の壁． 

diý-   言う，話す．Ol saňa nǟme ～di? かれ(か

の女)は君になにを言ったか？ diýen …と

言う，いわゆる．diýmek つまり，すなわ

ち． 

diýil-   言われる．～ýǟn いわゆる． 

dōdak,-gy   くちびる．ýokarky(aşāky) ～ 上(下)

くちびる．～yny ýala- くちびるをなめる． 

dog-   うまれる，(太陽など)出る．tǟze (ýaňy) ～

an çāga 新生児． 

dogan   きょうだい．uly ～ 兄姉．aýāl ～ 妹．

erkek ～ 兄弟．Meniň iki ～ym bār. わた

しには二人きょうだいがいる． 

dogra-   こまかく刻む．et ～ 肉を刻む． 

dogruda   について．Sen ～ hç zāt aýtmadylar. 

君のことはなにも言わなかった． 

dogrusy   実は，ほんとのことを言うと． 

dogry   まっすぐな(に)，正しい(く)．～ ýōl ま

っすぐな道． ～ ýazyş 正しい書きかた．

meseleni ～ çöz- 問題を正しく解く． 

dogul-,-glar   うまれる．doglan güni 誕生日． 

Men 1927-nji ýylda ～dum. わたしは 1927

年にうまれた． 

doguş,-gşy   誕生．günüň ～y 日の出． 
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dok   満腹の，腹一ぱいである．～uň āçdan 

habary ýōk. (満腹には飢えからのニュース

がない)金持ちには貧乏人のことはわから

ない． 

doka-   織る．hāly ～ じゅうたんを織る． 

dokma   織物機，織物．～ fabrigi 織物工場． 

dokmaçy   織工． 

doktor   ロ  医者，博士． 

dokuz   9． 

dokuzunjy   第 9(の)，9 番目(の)． 

dōl-   満ちる． ～an āý 満月．Oglumyň alty ýāşy 

～dy. 息子は 6 歳になった． 

dola-   包む，巻く；回す．kāgyza(prostyna) ～ 紙

(シーツ)に包む．hālyny ～ じゅうたんを

巻く． 

dolak,-gy   ゲートル． 

dolama   ロールキャベツ． 

dolan-   帰る，もどる．syýāhatdan ～yp gel- 旅

行から帰ってくる． 

dōldur-   満たす．suwdan çeleklerini ～ 水で桶

を満たす．elini ～ 手にいっぱいもつ． 

dōlurāk   やや完全な． 

dōly   いっぱいの(に)，完全な(に)．～ bir kǟse 

çāý なみなみとついだ一杯の茶．içeri 

ādamdan ～ 部屋が人でいっぱい． 

dōn(don)   長衣，ガウン． 

doň   凍った．～ et 凍った肉． 

doň-   凍る．Suw ～updyr. 水が凍っている． 

doňuz,-ňzy   ブタ，亥．doňzuň gyly ブタの毛．

～ ýyly イノシシの年． 

dop-dogry   まったく正しい，一直線の． 

dōr   栗毛の(馬)．～ at 栗毛の馬． 

dos-dōly   ぎっしりといっぱいの． 

dōst   友だち，友好の．Onuň ～lary köp. かれ

(かの女)の友だちは多い．～ ýūrtlar 友好

国． 

dōstlaş-   友だちになる． 

dōstluk,-gy   友好．～ gatnaşyklary 友好関係． 

dowām   続き．～ et- つづく．～ etdir- つづけ

る．～ynda にわたって，をとおして． 

dowāmly   連続的な(に)． 

dowar   小型の角のある家畜． 

doý-   腹一ぱい食う．Men ～dum. たくさんい

ただきました． 

doýur-,-ýrar   腹一ぱいにする．garnyny ～ 腹を

一ぱいにする． 

dök-   注ぐ，まく，漏る．bedredäki suwy dök- バ

ケツの水をまく．çelek dökýǟr 桶が漏って

いる．ýāş ～ 涙をこぼす． 

dökül-   注がれる，流れ出る，散る．Keçǟň üstüne 

çāý ～di. フェルトの上に茶がこぼれた．

Agaçlaryň ýapraklary ～ýǟr. 木の葉が散っ

ている． 

döle   牛小屋． 

dȫn-   向く，帰る，変わる．beýleki gapdalyna ～ 

別の方を向く．Bū gün howā gyşa ～di. き

ょうは天気が冬になった． 

dȫr-(dör-)   さがしまわる．içerini ～üp çyk- 部

屋中をさがす． 

dȫrdünji   第 4(の)，4 番目(の)． 

dörediji   創作者． 

döredijilik,-gi   創作，作品． 
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döret-,-dýǟr   新しく作る． 

dȫrt,-di   4 

dȫş(döş)   胸．～üne dak- 胸に付ける． 

döw   妖怪． 

döw-   祈る，割る，こわす． kǟseni(çüýşeni, 

āýnany) ～ 茶碗(ガラス，鏡)を割る． 

döwlet   国家．kapitalistik ～ 資本主義国． 

döwrān   楽しい時． 

döwük,-gi   くだかれた，こわれた．～ kerpiç く

だけた煉瓦．āýna ～i ガラスの破片．eliň 

～i 手の骨折． 

döwür,-wri   期間，時代，時．kanikul ～ünde 休

暇中に．ýāşlyk ～i 青年期． 

dumān   もや，霧．～ tut- 霧がかかる． 

dumly-dūş   四方八方．～a bak- あちこち見る． 

dur   にある，いる．Vaza stoluň üstünde ～. 花

瓶がテーブルの上にある． 

dur-   立っている，止まる；つづく．dik ～ ま

っすぐに立つ．Sāgat birden ～dy.時計が急

に止まった．(-ip dur- している)：garaşyp 

～ 待っていてください．Gār ýagyp ～dy. 

雪が降りつづいた． 

duralga   停留所．Siz indiki ～da düşýǟrsiňizmi? 

あなたはつぎの停留所で下りますか？ 

durla-   清める，すすぐ．bulanyk suwy ～ 汚れ

た水をきれいにする． 

durmuş   生活，くらし，生存．şāt ～da ýāşa- 楽

しい生活を送る．～ ýōly 人生航路． 

durna   ツル． 

dury   清い，きれいな．～suw(asmān) きれい

な水(空)． 

duş   ロ  シャワー． 

dūş   同じ年ごろ，そば近く．Ol seniň ～

laryndaky ādam.かれは君と同じ年ごろの

人だ．～una bar- 近づく． 

duş-   出会う．dōstuna～友人に会う．Bū kitāba 

men hç ～madym. この本に出会ったこ

とがありません． 

dūş bol-   出会う，当たる，堪える． 

dūşenbe   月曜日． 

dūş gel-   出くわす． 

duşmān   敵．～y ālda- 敵をだます． 

dūşuş-   会う，出会う．dōstuň bilen～ 友人と会

う． 

dūşuşyk,-gy   出会い，試合．woleýbol boýunça 

halkāra ～ バレーボール国際試合． 

duý-   感じる．agyry ～ 痛みを感じる． 

duýdur-   伝える，警告する，予告する．öňünden 

～ 前もって知らせる．    

dūz   塩．nahar ～y 食塩．～a ýatyr- 塩につけ

る． 

duzak,-gy   わな．～ gur- わなをしかける． 

dūzly   塩からい．～ suw 塩水．Onuň dili ～. 

かれの言い方は手きびしい． 

düble-   大きな顔をする． 

dünýǟ   世界，世の中．ösümlik ～si 植物界．

～den öt- この世を去る． 

dür   真珠．ýasama ～ 人工真珠． 

dürli   様々な．～ ～ 色々な． 

dürs   正しい．～ ýazuw 正書法． 

dürse-   全快する，元気になる． 

dürt-   刺す．ýere ～ 地面に突き刺す． 
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düş-   下りる，落ちる，近づく．agaçdan ～ 木

から下りる．diş ～ 歯が抜ける．gyş ～ 

冬になる．yssy ～ 暑くなる．esir ～ 捕

虜になる． 

düşe-   敷く．ýōla dāş ～ 道に石を敷く． 

düşek,-gi   ベッド．～ ýaz- 床をとる． 

düşekçe   マットレス． 

düşüm   文法の格． 

düşün-   理解する，思う．Siz bū söze nǟhili ～

ýǟrsiňiz? あなたはこのことばをどう思

う？Rus diline ～ ロシア語がわかる．    

düşünje   考え，概念． 

düşüniş-   理解しあう． 

düşünükli   分かりやすい(く)．～ dilde aýt- わ

かりやすいことばで話す． 

düşür-   下げる，おろす，落とす．ādamlary 

maşȳndan ～ 人々を車からおろす．ünsden 

～注意をおこたる． 

düw-   結ぶ，実を結ぶ．sapagyň ūjuny ～ 糸の

先を結ぶ． 

düwme   小さい鈴． 

düwün,-wni   結び目，こぶ．berk ～ かた結び． 

düýbünden   根底から，決して．Men oňa ～ 

ynanmaýāryn. わたしはかれ(かの女)を決

して信じない． 

düýe   ラクダ．bir(iki) örküçli ～ ひと(ふた)こ

ぶラクダ．Düýǟ münüp, hataba bukma. (ラ

クダにのって鞍にかくれるな)のりかかっ

た船． 

düýn   きのう．～ gār ýagdy. きのう雪がふっ

た．    

düýp,-bi   底，ふもと，根，潅木．deňziň ～ünde 

海底で．dāgyň ～ünde 山のふもとで．iki 

～ üzüm  2 本のブドウの木．～den まっ

たく． 

düýş   夢．～ gör- 夢を見る． 

düýt,-di   すす． 

düz1   平野，平地；平らな．～de bitýǟn ösümlikler 

平地の植物． 

düz2   まっすぐな(に)，正しい(く)． ～ ýōl ま

っすぐな道． Siziň aýdýānyňyz ～. あなた

の言うことは正しい． 

düz-   つらねる，並べる，組み立てる，作る．

mōnjuk ～ ビーズ玉を糸に通す．goşgy 

～ 詩を作る．sözlerden sözlem ～ 単語で

文を作る． 

düzel-   まっすぐになる，うまくいく．Bū 

mesele ～di. この問題はうまくいった． 

düzet-,-dýǟr   まっすぐにする，正す．ýalňyşlary

～誤りを正す． 

düzgün   秩序，規則．～ sal- 整頓する．ses 

bermegiň ～i 投票規則．umūmy ～通則．

～-tertp 秩序． 

düzlük,-gi   平野，平地． 

düzül-   作られる，成立する．sözlem sözlerden 

～ 文は単語から成る． 

dym-   だまる；空気が息苦しくなる． 

dymyk,-gy   息苦しい，無声の(反)açyk．içeri ～ 

部屋がむっとする． ～ çekimsizler 無声

子音． 

dȳnç,-jy   休み；平和な(に)．～ güni 休日(に)．

～ alyş otagy 休憩室． 
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dȳnçlyk(dynçlyk),-gy   平静，平和． Biz ～ 

söýýǟris. われわれは平和を愛す． 

dȳndar-(dyndar-)   救う，奪う． 

dȳngy(dyngy)   休止，区切り．～ belgisi 句読

点． 

dȳnūwsyz(dynuwsyz)   休みなく． 

dyrnak,-gy   爪． 

dȳz   ひざ． 

 

E 
eçil-   散財する，物おしみをしない． 

edāra   役所，官庁． 

edeb   文学の．～ eser 文学作品． 

edebýat(edebiýāt)   文学． 

edepli   礼儀正しい． 

edil   まるで，ちょうど．～ doganyň ýāly gör- 

きょうだいのように見なす． 

edin-   自分でする，手に入れる．nahar ～ 食

事をとる．gelin～ 嫁をもらう． 

Efiopiýa   エチオピア． 

eg-   まげる．başyny ～ 首をまげる．boýun ～ 

降参する． 

eger   もし．～ siz bize gelseňiz, biz hoşāl bo-

lardyk. もしあなたがわたしたちの家へ来

てくれたら，うれしかったのに． 

egil-,-gler   曲がる． 

egin,-gni   肩．egnime kak- わたしの肩をたたく． 

egri   まがった．～ çyzyk 曲線． 

eje   母．Myrādyň ～si ムラートの母． 

ejz   弱い，頼りない． 

ejzlik,-gi   弱さ．～ et- 弱さを表わす． 

ek-   種をまく．arpa(bugdaý) ～ 大麦(小麦)を

まく． 

ekdi   飼いならした．～ guş 飼い鳥． 

eken   である，であった．Dōstumyz öýde ýōk ～. 

友だちは家にいなかった． 

ekerānçy   農民． 

ekerānçylyk,-gy   農業． 

ekin   種子，作物．～ meýdany 作物畑． 

ekiş   種まき．ýāz ～i 春の種まき． 

ekiz   ふた子．～ dogur- ふた子を生む． 

ekzamen   ロ  試験．kȳn (aňsāt) ～ むずかしい

(やさしい)試験．griş ～leri 入学試験． 

el   手．～ sāgaty 腕時計．～ini ýuw- 手を洗う．

～ ber-ゆずる，一目を置く；握手する． 

elbetde   もちろん．Ol oglunyň gelenine, ～ şāt. 

かれは息子が来たことを，もちろん喜ん

だ． 

ele-   ふるう，ふるいにかける．ūn ～ うどん

粉をふるう． 

elek,-gi   ふるい．～den geçir- ふるいにかける． 

elektrik,-gi   ロ  電気． 

elhenç   恐ろしい (く )，ひどい (く )．～ 

tupān(sowuk) 恐ろしいあらし(寒さ)． 

elpbiý   アルファベット． 

elli   50．Ol ～ ýāşynda. かれ(かの女)は 50 歳

だ． 

ellik,-gi   手袋．～ini geý-(çykar-) 手袋をはめる

(ぬぐ)． 

elmydām   いつも．Biz ～ nahardan soň gezelenç 

edýǟris. わたしたちはいつも食後散歩す

る． 
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elt-   届ける，持っていく，関係する．kitāby ～ 

本を届ける． 

elwān   赤い織物(の)．～ ýāglykly gȳz 赤いス

カーフの少女． 

elýeter   手がとどく，親しみやすい，身近な．

～li et- 身近なものにする． 

em-   吸う．süýt ～ýǟn göle 乳を吸っている子

牛． 

emel   職業，仕事．～e gel- 起こる，生じる． 

emr   イスラム圏の王族． 

emjek,-gi   乳房． 

emmā   しかし． 

enāýy   すばらしい，心よい．～ zāt すばらし

い物． 

ençe(me)   そんなに，たくさん．～ günlǟp な

ん日もなん日も． 

ene   祖母(父の母)，母，めす．～ goýun め羊．

～ ýer 故郷．～ dil 母語． 

enjām   器具．elektrik ～lary 電気器具． 

entek   今まだ．Onuň enesi ～ dri. かれ(かの

女)のおばあさんはまだ生きている． 

eň-   突進する．düşmānyň üstüne ～ 敵に突進

する． 

eňek,-gi   あご．～ine tut- 言い分をとおす． 

eňter-   あびせる，倒す．bir bedre suwy ～ バ

ケツの水をあびせる．agajy ～ip goýber- 

木を倒しっぱなしにする． 

ep-esli   きわめて著しい． 

epeý   しっかりした，大げさな．～ gürle- 大

げさに話す． 

epos   ロ  叙事詩． 

erbet,-di   悪い(く)，へたな(に)．～ howā 悪い

天気． 

ere-   とける．Dūz suwda ～di. 塩が水にとけた． 

eret-   とかす． 

erik,-gi   アンズ． 

erin,-rni   くちびる，口角． 

erjel   忍耐強い． 

erk   自由，自由意志．～ine goý- 自由にまかせ

る． 

erkek,-gi   男(の)，おすの．～ dogan 兄弟．～ 

pişik おす猫． 

erkin   自由な(に)．～ ýāşa- 自由にくらす． 

Ermenistan   アルメニア． 

erteki   おとぎ話．～ aýdip ber- お話をしてや

る． 

ertr   あした，朝．Sen ～ bize gelermiň? 君あ

した家に来るか？ r ～e garamazdan 早

朝にもかかわらず．～iňiz haýyrly bolsun! 

おはようございます． 

ertrine   朝に． 

ertrki   あすの，未来の． 

ertrlik,-gi   朝食．～ nahar 朝食．～ edin- 朝

食を食べる． 

esās   基礎．～ynda をもとにして． 

esbāp,-by   用具，教材．okuw ～lary 文房具．    

eser   作品，業績．edeb ～ 文学作品．～ler 

ýygyndysy 作品集． 

esli   多くの，著しい．Ondan bǟri ～ gün geçdi. 

あれから何日も過ぎた． 

esre-   興奮する(ラクダなどが)． 

essalawmāleýkim   こんにちは．(対する返事は
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wāleýkimessalām.) 

esse   倍，部分．bǟş ～ āz  5 倍少ない．köp ～

si その大部分． 

Estoniýa   エストニア． 

eşek,-gi   ロバ．üç ýāşar ～ 3 歳ロバ． 

eşik,-gi   服，着物．içki ～ 肌着． 

eşit-,-dýǟr   聞く．Ol ertr gelýǟr diýip eşitdim. か

れ(かの女)があす来ると聞いた． 

eşret,-di   幸福．ādamzādyň ～i üçn 人類のしあ

わせのために． 

et   肉．goýun(sygyr) ～i ヒツジ(牛)肉． 

et-,-dýǟr   する，行なう．dowām ～ 継続する．

ýōk ～ 亡ぼす，なくす．pikir ～ 考える． 

etaž   ロ  階．aşāky(ýokarky) ～ 下の(上の)階．

bǟş ～ly  5 階建の． 

etek,-gi   すそ，へり，ふもと，近郊．dāgyň ～

inde 山のふもとに． 

eýe   もち主，主人．jāýyň ～si 家主．şöhrāta ～ 

bol- 名声を得る． 

eýele-   占領する，占める．şäheri ～都市を占

領する． 

eýer   鞍． 

eýer-   従う．dǟp-düzgüne ～ 伝統に従う． 

eýerle-   鞍をおく．aty ～ 馬に鞍をおく． 

eýgilik,-gi   幸福，善．Mundan ～ çykmaz. な

にもよいことはない． 

eý gör-   かわいがる，大事にする． 

eýle   そこ，その場，そんな．～de otur- そこ

に座る．～ ādam bize gerek dǟl. そんな人

われわれには必要ではない． 

Eýran   イラン． 

eýsem   とにかく，実は，一体．～ saňa nǟme 

bolýār? 一体君どうしたの？ 

eýýǟm   すでに．Ol ～ geldi. かれ(かの女)はも

う来た． 

ezelen-   心配する，懇願する．çāgalaryň üstünde 

～ こどものことを心配する． 

ezz(eziz)   親愛な．meniň ～ dōstum わが愛す

る友． 

 

ä 
ǟdik,-gi   長靴．gaýyş ～ 革の長靴．～ini geý- 

長靴をはく． 

ǟdim   一歩，足どり．ilkinji ～ 第一歩．～me- 

～ 一歩一歩． 

ǟgirt,-di   巨大な，非常に．～ binā 巨大な建物．

～ köp 大変多くの． 

ähli   すべての．～ ýer いたるところで．～si 

そのすべて． 

ähmiýet   意義．tārȳhy ～ 歴史的意義． 

ähtimāl   多分．～, şū gün sowuk bolar. 多分きょ

うは寒くなる． 

äkit-,-dýǟr   運ぶ，もっていく，つれていく．

sowgat ～贈物をもっていく．jigiňi hem ～ 

君の弟(妹)もつれていく． 

äňet-,-dýǟr   見る，面倒を見る．Çāgalara kim ～

ýǟr? こどもたちをだれが面倒見る？ 

äpişge   窓．～ aç-(ýap-) 窓をあける(しめる)． 

ǟr   男，夫；男らしい．～e bar-(çyk-) 嫁に行く．

～ ýigit 男らしい若者． 

ǟr-aýāl   夫婦．～ bol- 夫婦になる． 

äý   (無関心，非難，残念などを表わす)え，お
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い．～ nǟtdiň-ä! おい，なにしたんだ！ 

ǟýnek,-gi   めがね．～ini dakyn-(aýyr-) めがねを

かける(はずす)． 

 

F 
fabrik,-gi   ロ  工場．～de şle- 工場ではたらく． 

familiýa   ロ  姓．Siziň ～ňyz nǟme? あなたの姓

はなんですか？ 

fantastik   ロ  幻想的な． 

fartuk,-gy   ロ  エプロン． 

feodal   ロ  封建領主，封建の．～ gurluş 封建

制度． 

ferma   ロ  農場．～ müdri 農場長． 

fewral,-ly   ロ  2 月．～ sowugy  2 月の寒さ． 

film   ロ  フィルム．reňkli ～ カラーフィルム． 

Filippin   フィリピン． 

Finlýandiýa   フィンランド． 

fizika   ロ  物理学． 

forma   ロ  形，形式． 

foto   ロ  写真． 

Frantsiýa   フランス． 

futbol   ロ  サッカー．～ oýna- サッカーをする． 

 

G 

gābak(gabak),-gy   まぶた．ýokarky ～ 上まぶ

た． 

gābarçak,-gy   まめ，たこ． 

gabat,-dy   面して，対して．jāýyň ～yna agaç ek- 

家の前に木を植える．    

gabsa   開き戸，開き窓． 

gābsa-   包む，取りかこむ．ýalyn bütin jāýy ～p 

aldy. 炎が家全体を包み込んだ． 

gābyk(gabyk),-gy   外皮，から．agajyň ～y 木

の皮．ýumurtga ～y 卵のから． 

gaç-   逃げる，落ちる．itden ～ 犬から逃げる．

elinden ～ 手から落ちる． 

gaçyr-   逃がす，落とす．eliden ～ 手ばなす．

almany kakyp ～ リンゴをたたき落とす． 

gadagan   禁止の．çilim çekmek ～ タバコをす

うのは禁止だ． 

gadam   一歩，歩調．～ ur-(bas-, goý-) 歩む 

gadȳm(gadȳmy)   古い，古代の． 

gadyr   尊重，敬意，価値．～ bilmez ādam 恩

知らずの人． 

gāgylda-(gagylda-)   (カラス，ガチョウが)カー

カー，ガーガーいう． 

gahar   怒り．～ et- 怒る． 

gaharlan-   じりじりする，怒る．Men saňa ～

maýāryn. 君に怒ってはいない． 

gahrymān   英雄，ヒーロー． 

gahrymānlyk-,gy   英雄的資質． 

gal-   立ちあがる，もちあがる．aýak üstüne ～ 

立つ． 

gāl-   残る．gje ～ 遅れる．okuwdan ～ 授業

をやすむ． 

galā   城塞．gadȳmy ～ 古城． 

galam   鉛筆．gȫk(gyzyl) ～ 青(赤)鉛筆． 

galdyr-   拾いあげる，持ちあげる．elini ～ 手

をあげる．perdǟni ～ カーテンを上げる． 

gāldyr-   残す，そのままにしておく．kitāby öýde 

～ 本を家においておく． 
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galla   穀物．～ ȫnümleri 穀類． 

galmagal   騒音，騒動． 

galyň   厚い(く) (反)ýūka．Bū gün gār ～ ýagdy. 

きょう雪がたくさん降った．～ ýorgan 厚

いふとん． 

gam   心配．～çek- 心配する． 

gamçy   鞭．ata bir ～ çal- 馬にひと鞭あてる． 

gamçyla-   鞭をあてる． 

gamgȳn   悲しみの．～ garaýyş 悲しそうな目

つき． 

gamyş,-mşy   アシ． 

gān   血．～ damarlary 血管． 

gānat   つばさ．guşuň ～y 鳥の羽． 

gant,-dy   砂糖．çāýy ～ bilen iç- 茶に砂糖を入

れて飲む． 

gāp,-by   容器，うつわ，小箱．çüýşe～ガラス

の容器．～-çānaklar 皿小鉢．bir ～ ōtluçöp 

マッチ一箱． 

gapdal   側，脇．sag(çep) ～ 右(左)側．ýōluň ～

ynda 道にそって． 

gapdalla-   横向きに進む，並んで行く．kerweni 

～p git- キャラバンと並んで行く． 

gāp-gāç,-jy   食器．～lary şkafa sal- 食器を棚に

入れる． 

gaplaň   トラ． 

gapy   門，ドア．～ny aç-(ýap-) 門をあける(し

める)． 

gāpyl   不案内の，無知の． 

gapyrjak,-gy   箱． 

gapyrga   肋骨． 

gār   雪．～dan ādam 雪だるま．～ ýag- 雪が

降る． 

gār-(gar-)   まぜる，かきまわす．çǟge bilen toýny 

～ 砂と粘土をまぜる． 

gara   黒(い，く)，黒いもの． 

gara-   よく見る，審査・検討する，面倒を見る．

-e ～mazdan にもかかわらず．teklplere 

～ 提案を検討する． 

Gara Deňiz   黒海． 

Garagalpagystān(Garagalpagystan)   カラカルパ

キスタン． 

Garagum   カラクム砂漠． 

garaja   黒っぽい． 

garaž   ロ  ガレージ． 

garak,-gy   目．Nǟme, seniň ～yň ýōkmy? 君は

目がないのか？ 

garal-   黒くなる，見られる．güne ～ 日にや

けて黒くなる．Asmān ～yp başlady. 空が

くもりはじめた． 

garalan-   黒くなる． 

garāly   スモモ． 

garaňky   暗い，暗やみ．～dan gork- 暗やみを

恐れる． 

garaş-   待つ，期待する．awtobusa(bahara) ～ バ

ス(春)を待つ． 

garaşly   従属の．～ ýūrtlar 従属国． 

garaşsyz   独立の．～ ýūrtlar 独立国． 

garawul   見張り人，番人，衛兵．gje ～ 夜番． 

garawullyk,gy   見張り，番． 

garaýyş,-ýşy   見かた，観点，目つき．syýāsy ～ 

政治的観点． 
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gardaş   兄弟． 

garga   カラス． 

gargy   アシ(の)．～ tüýdük アシ笛． 

gark bol-(et-)   沈む(沈める)． 

garlawāç,-jy   ツバメ． 

garpyz   スイカ．bişen süýji ～ 熟した甘いスイ

カ． 

garra-   年をとる．r ～ 早くふける． 

garry    古い，年とった，老人．～ agaç 古木．

～ görün- 年寄りに見える． 

garşy   むかい(の)，反対側(の)，に対して．öýüň 

～synda bāg bār. 家のむかいに庭がある．

～ al- 迎える．～ tarap 反対側．Men ～ 

dǟl.わたしは反対ではない． 

garşydaş   反対，向かい(の)．～ ýel 向かい風． 

garşyla-   迎える．güler ýüz bilen ～ 笑顔で迎え

る． 

garyn,-rny   腹．～ym āç- おなかがすいた． 

garynja   アリ． 

garyndaş   親類．ýakȳn(daşky) ～ 近い(遠い)親

類． 

garȳp   貧しい，貧乏人．～ gasar 貧民． 

gāryş-(garyş-)   まざる，干渉する．Biziň şimize 

～maň! 仕事に口出しするな． 

gāryşyk,-gy   まざった． 

gasyn   しわ，ひだ．maňlaýdaky ～lar ひたい

のしわ． 

gāş   眉．gür ～ 濃い眉．～ynda 面前に． 

gaşa-   爪でかく．ýeňsǟni ～ 首すじをかく． 

gat   重，階．üç ～ kāgyz  3 枚の紙．iki ～ jāý  

2 階建ての家． 

gatlak,-gy   層．kömür ～y 炭層． 

gatna-   通う．çāgalar bāgyna ～ 幼稚園に通う． 

gatnaş   加わる．ýāryşa ～ 競技に加わる． 

gatnaşyk,-gy   関係．dōstlukly～ 友好関係． 

gatnaw   交通，連絡． 

gaty   固い(く)，まったく，大変(な)，かなり(の)．

dāş ýāly ～ 石のように固い．～ gork- ひ

どくこわがる．～ bişilen ýumurtka 固ゆで

卵．～ geple- 大声で話す． 

gatyk,-gy   酸乳，ヨーグルト． 

gāwun   メロン．süýji ～ 甘いメロン．～ ýār- 

メロンを切る． 

gaý   あらし．güýçli ～ はげしい嵐． 

gaýa   岩，絶壁．beýik ～ 大岩． 

gaýçy   はさみ．tikin ～sy 裁縫ばさみ． 

gaýdyp   今後は． 

gaýdywsyz   恐れを知らない，大胆な(に)．～ 

söweş et- 勇敢にたたかう． 

gaýgy   悲しみ，心配．～a bat- 悲しみに沈む．

～syny et- 心配する． 

gaýgyly   悲しみの，悲しい．～ habar 悲しい

知らせ． 

gaýgylan-   悲しむ，心配する．ýaman habar 

eşidip ～ 悪い知らせを聞いて心配する． 

gāýybāna   不在の．～ okuw 通信教育． 

gaýyk,-gy   ボート，小舟． 

gāýyn   義理の．～ ata(ene) 義理の父(母)． 

gaýyş,-ýşy   革(の)．～ aýakgāp 革靴． 

gaýma   刺繍(の)．～ iňňe(sapak) 刺繍針(糸)． 

gaýmak,-gy   クリーム．çg ～ 生クリーム． 
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gāýmalaş-   動き回る．Bū ýerde ～yp ýörmäň! 

ここで走り回るな． 

gaýna-   沸く，煮たつ．Suw ～ýār. 湯がわいて

いる． 

gaýra1   北東． 

gaýra2   うしろへ．～ çekil- しりぞく． 

gaýrāt   努力，勇気．～ görkez- 力を出す．gujur-

～ 力量． 

gaýrātly(gaýratly)   意志の強い，勇気のある． 

gaýt-,-dýār   帰る，戻る，減少する．öýe ～ 家

に帰る．keselliniň gyzgyny～病人の熱がさ

がる． 

gaýta   回，度；かえって，逆に．～ ～ なん

回も． 

gaýtadan   新しく，ふたたび．～ oka- 読みな

おす． 

gaýtala-   復習する，くり返す．Men size ～p 

aýdýāryn. あなたにくりかえし言います． 

gaýtām(gaýtam)   かえって，逆に． 

gaýtar-   返す，戻す，裏がえす，反撃する．bergini 

～ 借金を返す． 

gaýtargy   返事，返し，反撃．～ ber- 返事をす

る，反撃する，おつりを渡す． 

gaýry   別の，以外の．bizden ～lar われわれ以

外の人． 

gaz   ロ  ガス． 

gāz   ガチョウ． 

gaz-   掘る．guýy ～ 井戸を掘る． 

Gazagystān   カザクスタン，カザフスタン． 

gāzan   かま，大なべ．būg ～y 蒸気がま． 

gazan-   もうける，得る．köp pul ～ 大金をも

うける．ýeňiş ～ 勝利する． 

gazet   ロ  新聞．～ oka- 新聞をよむ． 

gazyk,-gy   くい．ýere ～ kak- 地面にくいを打

つ． 

geç-   通る，過ぎる，移る，～しおわる．içinden 

～ 中を通る．～en ýyl 去年．ýaňy bir sāgat 

～di. やっと 1 時間たった．tǟze şe ～ 新

しい仕事に移る．okap ～ 読んでしまう． 

geçi   ヤギ．～ süýdi ヤギ乳． 

geçil-   過ぎる，既習の．～enler 既習のこと． 

geçir-   移す，渡す，過ごす，通す．gaýyk bilen 

～ ボートで渡す．howā(suw) ～ 空気(水)

を通す．türkmen diline ～ トルクメン語に

訳す． 

gel-   来る，なる．gidip ～ 行って来る．bahar 

～ 春が来る．ýatasym ～ わたしは寝たい． 

gelin,-lni   若い女，嫁．～ edin- 嫁をもらう． 

geliş   来ること． 

geliş-,-lşer   にあう，合う．Bū şlýapa saňa～meýǟr. 

この帽子は君ににあわない． 

geljek,-gi   未来(の)．bagtly ～ 幸福な未来．～ 

ýyl 来年． 

gelşik,-gi   美しさ，心地よさ．～ine gel- ぴっ

たり来る，気持ちいい． 

gelşikli   美しい(く)，気持ちのいい．～ gȳz 好

感のもてる娘． 

gelşir-   合わせる． 

geň   奇妙な，珍しい．～ guş 珍しい鳥． 

gep   ことば，語，話し方．～ organlary 音声

器官．～ aç- 話しだす． 
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geple-   話す，しゃべる．çalt(haýal, gaty) ～ 速

く(ゆっくり，大声で)話す． 

gepleş-   話しあう．telefonda ～ 電話で話す． 

gepleşik,-gi   話し，会話．～ dili 口語． 

ger-   張る，延ばす．dwāra hāly ～ 壁にじゅ

うたんを張る． 

gerden   肩． 

gerek,-gi   必要，必要だ．Maňa bir tagta kāgyz ～. 

わたしは 1 枚紙がほしい．Yāryşda biziň 

klasymyz üstün çyksa ～. 競走でわたした

ちのクラスが勝つにちがいない．-magyň 

～i ýōk …する必要はない． 

gerekli   必要な．～ çǟreleri gör- 必要な処置を

する． 

geriş,-rşi   背，峰．atyň ～i 馬の背． 

Germaniýa   ドイツ． 

getir-   もってくる，つれてくる，もたらす，

実る．Bū ýyl üzüm gowy ～di. ことしブド

ウがよく実った． 

geý-   着る，はく，かぶる．ǟdik ～ 長靴をは

く． 

geýdir-   着せる．gȳzyna tǟze köýnek ～ 娘に新

しい服を着せる． 

geýim   衣服，着物．içki ～ 下着．～lerini çykar- 

服をぬぐ． 

geýin-,-ýner   身じたくする．ýyly ～ 暖かいし

たくをする． 

gez-   散歩する，歩きまわる，訪れる．bāgda ～ 

庭を散歩する． 

gezdir-   散歩につれて行く．iti ～ 犬を散歩さ

せる． 

gezek,-gi   回，度．birnǟçe ～ 数回．bir ～ r 

bilen ある朝． 

gezelenç,-ji   散歩．～e git- 散歩に行く． 

gç,gijrǟk   ( 時刻が ) おそい，おそく．～ 

oýan-(tur-, ýat-) おそく目ざめる(起きる，

寝る)．gjǟ gāl- 遅刻する．～ ýagşy! こん

ばんは． 

gje   夜(に)．ýāry(ýārym) ～ 夜半(に)． 

gijrǟk   より遅い． 

gimnastika   ロ  体操． 

gň   広い，ゆったりした(反)dār．～ köçe 広い

通り．～ balak ゆったりしたズボン．～ 

ādam 冷静な人． 

gňiş   広々とした． 

gňişlik,-gi   広さ，広がり．kosmos ～i 宇宙の

広がり． 

gr-   入る．otaga(metrō) ～ 部屋(地下鉄)に入

る． 

grdeji   収入，所得．bir ýylky(ýyllyk) ～ 年収． 

griş   入ること，序文．～ ekzamenleri 入学試

験． 

griz-(giriz-)   入れる．jāýa ～ 家に入れる．

ulanyşa ～ 使用させる． 

girrik   短気な． 

git-,-dýǟr   行く，進む．welosipedli ～ 自転車

で行く．ýōla üç sāgat ～ 道を3時間進む．

～ip gel- 行ってくる． 

gizle-   隠す． Men sizden hç zāt ～ mek 

islemeýǟrin.わたしはあなたに何ひとつ隠

したくない． 

gizln   秘密の(に)．Meniň senden ～ zādym ýōk. 
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君にかくしごとはしないよ． 

goç   雄ヒツジ． 

gōh(goh)   騒音．～ et- 騒がしくする． 

goja   老人；年とった，古い．Otagda diňe ～lar 

gālypdi. 部屋に老人たちだけ残った． 

gojalyk,-gy   老年，老化． 

gol   腕，手．～uny bāgla-(galdyr-) 手をしばる

(あげる)． 

gōl   低地． 

golaý   近い，近く，ぐらい．～ gel- 近づく．

ōn kilimetre ～ ýōl geç-  10 キロ近く道を

歩く．～ynda 近くに． 

golaýla-   近づく．Gyş ～p gelýǟr. 冬が近づい

てくる． 

golda-   手をさしのべる，助ける．bri-brini ～ 

助けあう． 

gollan-   従う，指針とする． 

Gollandiýa   オランダ． 

gollanma   指導者，手引き． 

goltuk,-gy   わきの下．～yna al- わきにかかえ

る． 

gon-   とまる，着陸する．guş ～ 鳥がとまる．

samolýot ～飛行機が着陸する． 

goňşy   隣人，隣の．～myzyň çāgalary 隣の子

どもたち．～ ýūrtlar 隣の国々． 

goňur,-ňry   茶色の． 

gop-   切れる，破れる，取れる．Kitābyň kǟbir 

kāgyzy ～updyr. 本の数ページが取れた． 

gopar-   引き抜く，破る，はがす．çüýi ～ 釘

をぬく．kāgyz～ 紙を破る． 

gōra-   守る，防ぐ．tokaýy ýangyndan ～ 森を

火事から守る． 

gōrag   防備，警備．～ ǟýnegi 保護めがね． 

gōran-   身を守る． 

gork-   おそれる，こわがる．İt ýārak dǟl, ～maň! 

犬はかまない，こわがるな！ 

gorkuly   恐ろしい，危険な．Bū ýerde gālmak

～. ここに留まるのは危険だ． 

gorkuz-   おどす，おどろかす． 

gorky   恐怖．gorkudan ýaňā gaç- 恐ろしさで逃

げる． 

gōrsan-(gorsan-)   もぞもぞ動く，うごめく． 

goş   所有物；遊牧テント．öý ～lary 家財． 

goş-   混ぜる，加える，付ける．süýde suw ～ 乳

に水を混ぜる．～mak alāmaty 足すしるし，

プラス(＋)． 

goşa   一対(の)，二重(の)．～ dyrnak 引用符． 

goşgy   一篇の詩．～ düz- 詩を作る． 

goşmaça   追加(の)，加えて．～ sōrag ber- 追加

質問をする． 

goşul-   加わる，同調する．Siziň pikiriňize ～

ýāryn. あなたの考えに賛成します． 

goşun   軍隊．gyzyl ～ 赤軍．pyýāda ～ 歩兵． 

gotaz   ふさ．～ly guşak ふさ付きベルト． 

gotur   あばた(の)，かいせん(の)． 

gowaça   綿．～ meýdānlary 綿畑． 

gowgā(gowga)   騒音，さわぎ． 

gowrāk   よりよい，よりよく． 

gowşak,-gy   弱い，出来の悪い．～ çāga 弱い

こども．～ýazylan kitāp 出来の悪い本． 

gowşat-,-dýār   弱める，ゆるめる．Kesel onuň 

organizmini ～ypdyr. 病気がかれの身体を
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弱くした． 

gowşur-   手渡す，届ける．telegrammany (paketi) 

～ 電報(小包)を届ける． 

gowy   よい，よく，うまい，うまく．～ ýoldaş 

よい友達．～ ýaz- うまく書く．～ seret- 

よく面倒をみる．～ gör- 気に入る． 

goý-   おく，つける，おしとどめる．kitāplary 

stoluň üstünde ～ 本をテーブルの上にお

く．Gawundan maňa-da ～uň.メロンをわた

しにもつけて．oýun ～ 上演する．Ýagyş 

ýagmasyny ～updyr. 雨がふりやんだ．

okap ～ 読んでしまう，読みとおす． 

goýber-   放す，行かせる，出す，下げる．towşany 

howlā ～ ウサギを庭に放す．okuwçylary 

klasa ～ 生徒を教室に入れる．žurnal ～ 

雑誌を出す．gülüp ～ 笑いをとばす．

perdǟni ～ カーテンを下げる． 

goýul-   置かれる，つけられる，行なわれる．

oýun ～ 劇が行なわれる． 

goýun,-ýny   ヒツジ，未．～ ýyly ヒツジの年． 

gōza   綿の実． 

gōzala-   綿の実ができる． 

gōzgalaň   蜂起，暴動．ýaragly ～ 武装蜂起． 

gȫbek(göbek),-gi   へそ． 

göç-   移る，引っこす．tǟze jāýa ～ 新しい住

居に移る． 

göçgün   興奮した． 

göçür-   移す，書きうつす．pāýtagty başga şähere 

～ 首都をほかの都市へ移す． 

gödek,-grǟk   無作法な(に)，荒っぽい．～ jogāp 

失礼な返事． 

gȫger-(göger-)   緑になる，芽ばえる，青くなる．

dōdaklary ～ くちびるが青ざめる． 

gȫk,-gi   青い，緑の；青物；空．～ köýnek(asman) 

青いシャツ(空)．～ ekinler 農作物．～ 

ȫnümler(ekinler) 野菜．～de bulut ýōk. 空に

雲がない． 

gȫkje   青く，青々と． 

göle   子牛． 

göm-   埋める．çukury ～ 穴を埋める． 

göm-gȫk,-gi   まっさお(な)． 

gönen-   満足する． 

göni   まっすぐな(に)．～ çyzyk 直線． 

gönük-,-gýǟr   向かう． 

gönükme   練習，題． 

gȫr   墓． 

gör-   見る，見える，会う，面倒を見る．Onuň 

gözleri indi erbet ～ýǟr. かれの目が悪いよ

うだ． Ol ýārym ýyllap ýoldaşyny ～mǟndi. 

かれは半年も友達に会っていない．sorap 

～ たずねてみる．～esim gel- わたしは見

たい(会いたい)． 

göreç,-ji   瞳孔．gözüň ～i ýāly sakla- ひとみの

ように守る． 

görelde   例，見本．～ bol- 手本になる． 

göreş   たたかい．synpy ～ 階級闘争． 

göreş-   たたかう．azātlyk ugrunda ～ 自由のた

めにたたかう． 

görǟ   (+e)にしたがって，によれば，によって．

meniň pikirime ～ わたしの意見では． 

gȫrp,-bi   うらやましい． 

görk   美しさ，姿．Bū göýnek seniň ～üni 



一般言語学論叢第 13 号 (2010) 67 

 

gaçyrýār. このシャツは君の姿をだめにす

る． 

görkez-   示す，見せる，上演する．ȫzüni ～ そ

の力を発揮する．Termometr ōn gradus 

sowuk ～di. 寒暖計がマイナス 10 度を示

した． 

görkezil-   示される，上演される． 

görnüş   様子，外見；劇の場；文法相．jāýyň daş 

～i 建物の外見． 

görün-   見える．Ol ýāş ～ýǟr. かれは若く見え

る．gyzgyn ～熱そうだ． 

görüş-   会う，あいさつする．Biz onuň bilen 

seýre ～ýǟris. われわれはかれとたまに会

う． 

göter-   もちあげる，高ぶらせる．agyr ýük ～ 

重い荷をもちあげる． 

göwher   真珠(の)． 

göwne-   同意する，希望する．Ol biziň bilen 

gitmege göwnǟnōk. かれ(かの女)はわたし

たちと行くことを望まない． 

göwnejāý   よい，よく．～ şle- よくはたらく． 

göwün,-wni   心．～ aç- 楽しむ．göwni towus- 

心がおどる． 

göwüs,-wsi   胸．～ mǟzi 胸腺． 

gȫýǟ   まるで．～ ony hç haçan görmedik ýāly 

まるでかれに全然会っていなかったかの

ごとく． 

göz   目．gara(gȫk, uly) ～ 黒い(青い，大きい)

目．～ öňünde tut- 考えに入れる，心にと

める． 

gözbaş   源，泉．～ suwy 泉の水． 

gözeg   世話．çāgalary ～siz gāldyr- 子どもたち

を面倒みないでおく． 

gözel   美しい．～ gȳz 美しい娘． 

gözle-   さがす．çykalga ～ 出口をさがす． 

gradus   ロ  度．ōn ～ sowuk マイナス 10 度． 

graždan   ロ  国民，市民． 

grammatika   ロ  文法． 

grek,-gi   ロ  ギリシャ人，ギリシャの．～ dili 

ギリシャ語． 

Gretsiýa   ロ  ギリシャ． 

gruppa   ロ  グループ． 

gruzin   ロ  グルジア人，グルジアの． 

Gruziýa   ロ  グルジア． 

guç-   抱く． 

gudok   ロ  サイレン，汽笛． 

gudrat   奇跡． 

gujak,-gy   ふところ，ひとかかえ．～ açyp 

garşyla- 心を開いて迎える．bir ～ ōdun 

ひとかかえのまき． 

gujakla-   抱く，かかえる． 

gujur,-jry   力，エネルギー．～ gaýrāt 力，力

量． 

gul   奴隷． 

gulak,-gy   耳．～ as- 耳を傾ける． 

gulakçyn   耳つき帽子． 

gulan   野生のロバ．～yň ȫdi bolmaz, guşuň 

süýdi. ありえないもの(ロバの胆汁はない，

鳥の乳も)． 

gulluk,-gy   勤務，役．harbȳ ～ 兵役． 

gulpak,-gy   おさげ髪． 

gum   土地，ほこり，砂地．～da ýāşa- 砂地に
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住む． 

gumyk,-gy   クムック人，クムックの． 

gumry   ヤマバト． 

gunduz   カワウソ．～ ýāly 真っ白い． 

gur-   建てる，作る．köpri ～ 橋をかける．duzak 

～ わなをしかける．sāgaty r bǟşe ～ 時計

を朝 5 時にあわせる． 

gura-   組織する，作る．tǟze sport jemgyýetini ～ 

新しいスポーツ会を作る． 

gural   道具．ýazuw ～y 筆記用具． 

gurama   組織，つなぎの(服)．partiýa ～sy 党

組織． 

guramaçy   組織者． 

guramaçylyk,-gy   組織の．～ komiteti 組織委員

会． 

guramaçylykly   組織された，組織的な(に)． 

gurbāga   カエル． 

gurbān   犠牲．～ et- 犠牲に． 

gurçuk,-gy   虫，かいこ．～ tut- かいこを飼う．

ýüpek ～y かいこ． 

gurgun   元気な，丈夫な．～myň? お元気です

か？ 

gurjak,-gy   人形． 

gūry   乾いた(反) ȫl；実現できない．～ ot ほ

し草．～ hyýāl 不可能な空想． 

gurluş   制度，構造．jemgyýetçilik～y 社会制度．

grammatik～y 文法構造． 

gurluşyk,-gy   建設，建築． 

gurşa-   囲む． 

gurşun   鉛．～ gülle 鉛の弾丸． 

gūrt,-dy   オオカミ，ウジ． 

gurultaý   大会．mugallymlaryň ～y 教員大会． 

guş   鳥．öý ～y 飼い鳥． 

guşa-   帯をしめる．blini ýāglyk bilen ～ 腰を

スカーフで巻く． 

guşak,-gy   帯，ベルト．～yny gowşat- ベルト

をゆるめる． 

gutar-   終わる，終える，完成する，救う．～

andan soň 終わったあと．～an bir pikir ま

とまった思想．ýazyp ～ 書きおえる．

ölümden ～ 死から救う． 

gutla-   祝う．doglan güni bilen ～ 誕生日を祝

う． 

gutly   めでたい．～ bolsun! おめでとう！ 

gutul-   全快する，なおる，助かる．nçekeselden 

～ 結核がなおる．gaçyp ～ 脱走する． 

guw   白鳥． 

guwan-   誇る．ogluna ～ 息子を自慢する． 

guwanç,-jy   自慢，誇り． 

guý-   つぐ，注ぐ，入れる．çǟýnekden kǟsǟ çāý 

～ どびんから茶碗に茶をつぐ．bugdaýy 

halta ～ 小麦を袋に入れる． 

guýy   井戸．～ suwy 井戸水．～ gaz- 井戸を

掘る． 

guýruk,-gy   尾，尾翼．～ ýāgy ヒツジの尾の

油． 

guzy   子羊．～ ýüni 子羊の毛． 

guzla-   羊が子を産む．Goýnumyz ekiz ～dy. 羊

がふたごを産んだ． 

güjük,-gi   動物の子． 

gül   花，バラ；模様；目のかすみ．～ dessesi 花

束． 
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gül-   笑う．gaty ～ 大笑いする． 

gülki   笑い．ýalan ～ 作り笑い．gülküden ýaňa 

titre- 笑いころげる． 

gülle   弾丸．～ ýarasy たまの傷． 

gülle-   花がさく．almalar ～ リンゴの花がさ

く． 

gülümjire-   ほほえむ． 

gülüş-,-lşer   笑いあう，一せいに笑う． 

gümmez   円天井，ドーム． 

gümrük,-gi   税金．～ töle- 税金をはらう． 

gün   太陽，日．～üň nūry 日光．～-～den 一

日一日と．bir ～ ある日．şū ～ きょう．

～de-～de 毎日． 

günbatar   西(の)．～ ýūrtlar 西方諸国． 

gündelik,-gi   毎日の，日常の；日誌．～ gazet 日

刊紙． 

gündz   ひるま．～ şlǟp agşamyna oka- ひるま

働き夜勉強する． 

gündogar   東(の)．～ tarapa git- 東の方へ行く． 

güneş   太陽，日の当たる(ところ)．～ ýer 日

の当たるところ． 

günǟ   罪，過失．Onuň nǟme ～si bār? かれに

なんの罪があるのか？ 

günǟkǟr   有罪の，罪人． 

günorta   南(北 demirgazyk)．～ Amerika 南ア

メリカ． 

günortān   正午．～  nahary 昼食． tomsuň 

jokrama ～y 夏のごく暑い昼． 

güň   聾唖の(人)．～ler üçn mekdep 聾唖学校． 

güňleç   つんぼの，耳の遠い．～ ses かすかな

音． 

güpürde-   ドンドン鳴る． 

gür   密生した，濃い(反)ýūka． ～ tokaý 深い

森．～ gāş 濃い眉．～(ýūka) saç 濃い(薄

い)髪． 

gürle-   話す；ゴロゴロ鳴る．gaty ～ 大声で話

す．gȫk ～ 空がゴロゴロ言う． 

gürleş-   話しあう．ȫz-ȫzüň bilen ～ ひとり言

をいう． 

gürrüň   会話，対話；うわさ．～ et- 会話する．

～ ber- 物語る．～ ýaýra- うわさが広が

る． 

güsbent   ヒツジ． 

güýç,-ji   力，勢力，効力．bāry ～üň bilen ur- 全

力で打つ．dünýǟniň demokratik ～leri 世界

の民主勢力．Kānūn ～üne girdi. 法律が効

力をもった． 

güýçlen-   強くなる．āgyry ～ 痛みがひどくな

る．sowuk barhā～ 寒さがますます強まる． 

güýçli   強い(く)．～ ýel 強風．Ol matemati-

kadan ～.かれは数学に強い．～ nahar 栄

養のある食事． 

güýe   しみ虫． 

güýz   秋，秋に．～ düşdi. 秋が来た． 

gȳgyr-   うなる，叫ぶ，雄鶏が鳴く．gaty ～ は

げしく叫ぶ． 

gyjak,-gy   バイオリンににた楽器． 

gȳkylyk(gykylyk),-gy   叫び，騒音，争い．

Köçeden aýyrganç bir ～ eşidildi. 通りから

恐ろしい叫び声が聞こえた． 

gyl   毛，細い毛．doňzuň ～y ブタの毛． 

gylyç,-jy   刀，サーベル．～yň gȳny 刀のさや． 
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gylýāl   馬．tohum～種馬． 

gȳmylda-   身うごきする．ýerinden ～ma! その

場を動くな！ 

gȳmyldy(gymyldy)   ゆれ，動き．ýapraklaryň ～

sy 葉のゆれ． 

gymmat,-drāk   高価な (に )(反 )arzān,値段 .～ 

baha 高価な.～ satyn al- 高く買う. 

gymmatly   高価な,貴重な.Siziň maslahatyňyz 

meniň üçn ～.あなたの忠告はわたしにと

って貴重です. 

gȳn   刀のさや.kylyjyň ～y 刀のさや. 

gȳnan-   悲しむ.～maň, hemme zāt oňat bolar.心

配するな,すべてうまく行く. 

gȳnanç,-jy   悲しみ,残念.～ bildir- 悲しみを表

す. 

gyr   荒野.～yň dāşy ýāly 大変多い. 

gȳr   灰色の(馬). 

gyra   へり ,ふち ,岸 .kāgyzyň ～ sy 紙のへ

り.denziň ～sy 海岸. 

gyrgyz   キルギズ人,キルギズの．～ dili キル

ギズ語． 

Gyrgyzystan   キルギズスタン 

gyrmyzy   赤い．～ ýāglyk 赤いスカーフ． 

gys-   しめつける，にぎる，抱きしめる．elini ～ 

握手する．çāgany gujagyna ～ こどもを抱

きしめる． 

gȳsga   短い，背の低い．～ gürrüň 短い話．～ 

boýly ādam 背の低い人． 

gȳsgal-   短くなる．gjeler ～ 夜が短くなる． 

gysyl-   身をちぢめる，しまる，しがみつく．

çāga ejesinin gujagyna ～ こどもが母の胸

にしがみつく． 

gysym   ひとつかみ．bir ～ dūz ひとつかみの

塩． 

gysymla-   つかむ． 

gyssag   急ぎ，急用．～a düş- 急ぐ． 

gyş   冬．Bū ýyl ～ r düşdi. ことしは冬が早く

来た． 

gȳşar-(gyşar-)   傾く．gapy ～ 門が傾く． 

gyşyna   冬に(は)． 

gyşky   冬の． 

gyý-   はさみで切る，傷つける．Çüýşe elimi ～

dy. ガラスで手を怪我した． 

gȳýçak(gyýçak),-gy   破片，とがった．～dāş と

がった石． 

gȳz   女の子，娘．Onuň üç ～y bār. かれには 3

人の娘がいる． 

gyz-   暖かく(熱く，暑く)なる，夢中になる，

怒る．gün ～陽気が暖かくなる． 

gyzar-   赤くなる．pomidorlar ～yp başla- トマ

トが赤くなりはじめる． 

gȳzjagaz   女の子，お嬢さん． 

gyzdyr-   熱くする，温める．suw ～ 湯をわか

す． 

gyzgyn   熱い，暑い(反) sowuk；熱．～ suw 熱

い湯．içeri ～部屋が暑い．keselliniň ～y 

病人の熱． 

gyzyklan-   興味をもつ．sāz bilen ～ 民謡に興

味をもつ． 

gyzykly   おもしろい(く)，たのしい(く)．～ 

kitāp おもしろい本． 

gyzyksyz   おもしろくない．～ oýun おもしろ
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くないゲーム． 

gyzyl   赤い；金の．～ alma(galam) 赤いリン

ゴ(鉛筆)．～ sāgat 金時計． 

gyzyl-āla   色とりどりの． 

 

H 

habar   情報，知らせ，知識．hoş ～ よい知ら

せ．～ ber- 伝える．Meniň ～ym ýōk. わ

たしは知りません．～ sözlemi 平叙文． 

habarlaş-   通信しあう．hat üsti bilen ～ 手紙で

知らせあう． 

haç,-jy   十字．kyzyl ～ 赤十字．～ly ýörüşler 

十字軍． 

haçan   いつ．Siz～doguldyňyz? いつお生まれ

ですか？ 

hādȳsa   事件，現象．köçe ～sy 通りの事件．

tebgat ～lary 自然現象． 

hājat   必要．durmuş ～lary 生活上の需要． 

hak   正しい(く)；正義，権利，分け前，賃金．

Siziňki ～.あなたが正しい．Seniň nǟ ～yň 

bār? 君にどんな権利があるのか？zähmet 

～y 労賃． 

hakas   ハカス人，ハカスの．～ dili ハカス語． 

hakda = hakynda. 

hakly   権利のある，正当な．～ et- 権利を与

える． 

hakȳkat   真実，真理．～da 実は． 

hakȳky   真の，実際の．～ dōst 真友． 

hakynda   について．çāgalar ～ alada et- こども

のことを心配する． 

hāl   状態，能力，副詞．～yny sora- 元気かた

ずねる．hassa ölüm ～ynda 病人は死にか

けている． 

hāla-   気にいる，好む．Men ony ～ýāryn.かれ

(かの女)が好きだ． 

halās   自由の．～ bol-(et-) 自由になる(する)． 

hālat   時，瞬間．şol ～da 正にその時． 

halk   国民，民族．～ baýramy 国民の祝日． 

halka   輪，リング．～ et- 輪に結ぶ． 

halkāra   国際的な．～ dūşuşyk 国際試合． 

halta   袋．kāgyz ～ 紙袋．ȫt ～sy 胆のう． 

hāly   絨緞．～ fabrigi 絨緞工場．～ ger- 絨緞

を張る． 

hālȳs   まったく，すっかり．～ bol- ひどく疲

れる．～ et- うんざりさせる． 

hamāna   まるで，たとえば．muny, ～, ȫzüň 

bilmeýǟn ýāly これをまるで君が知らない

かのように． 

hannās   けちな(人)． 

hāntamā   期待．hç zāt ～ dǟl なにも期待しな

い． 

hany   どこに．Öýüňiz ～? お宅はどこです

か？ 

hapa   泥，よごれ；泥だらけの，汚い．～ gap 

よごれた容器．～ bol- 泥だらけになる． 

hapala-   よごす．içerini ～ 部屋をよごす． 

harām   禁制の，不浄の．～ öl- 斃死する． 

harāp,-by   壊れた，だめになった．et ～ bol- 肉

が腐る．dşler～ bol- 歯がだめになる． 

harasāt,-dy   烈風．～ kem-kemder ýatdy. あらし

が次第におさまった． 

harbȳ   戦争の，軍隊の．～ bölüm 軍の部隊．
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～ papak 軍帽． 

harç,-jy   費用．～ et- 使う．ýōl ～y 旅費． 

harp   文字．baş ～ 頭文字． 

harwar   積荷． 

harȳt,-dy   品，商品．senāgat ～lary 工業製品． 

hās   非常に，特に．～ köp oka- やたらに読む． 

hasā   長い杖．～na daýan- 杖にすがる． 

hasābat   報告．～ ber- 報告書を出す． 

hasāp(hasap),-by   計算，勘定．～a al- 計算に入

れる．Oýun 2:1 ～y bilen gutardy. ゲームは

2：1 で終わった． 

hasāp-hesp   計算，勘定． 

hasāpla-(hasapla-)   数える，計算する，思う．

Sen meni kim ～ýārsyn? 君はわたしをだ

れだと思っているのか？ 

hasāplaş-   決済する．harȳt bilen ～ 品物で決済

する． 

hasrat   悲しみ，なげき．～ çek- 悲しむ，なげ

く． 

hassa   病気の，病人．Ol köpden bǟri ～. かれ

(かの女)はずっと病気だ．～ ölüm hālynda 

病人は死にかけている． 

hāsyl   収穫．köp(āz) ～ 多い(少ない)収穫． 

hat   手紙，書体，文字組織．öýe her hepde ～ 

ýaz- 家に毎週手紙を書く．gadȳmy ～ 古

代文字． 

hatap,-by   ラクダの鞍の木製部品．Düýǟ münüp 

～a bukma. (ラクダにのって鞍にかくれる

な)乗りかかった船だ． 

hatar   列．öň ～da 前列に．～a dur- 整列する． 

hatarla-   並べる．telegraf agaçlaryny ～ 電柱を

並べる． 

hatdā   さえ，でも，そのうえ． 

hātȳra   尊敬，名誉．dōstluk ～syna 友好のし

るしに． 

hawa   はい，ところで．Okuwa hemmeler 

geldimi? ― ～. 勉強にみんな来たか？ 

― はい． 

haýal   ゆっくりした，のろい(反)çalt． ～ 

etmǟn ぐずぐずせず．～ geple- ゆっくり

話す． 

haýbat   おどし．～ at- おどす． 

haýbatly   おどしの，恐ろしい．～ garaýyş お

どすような目つき． 

haýrān   おどろき．～ gāl-(bol-)おどろく． 

haýsy   どれ，どんな，どの．～ bolsa どれで

も．Bū gün hepdeniň ～güni? きょうは何

曜日？ ～ ýerde? どこで？ 

haýwān   動物．öý ～lary 家畜，ペット． 

haýwānāt(haýwānat)   動物(複数)．～ bāgy 動物

園． 

haýyr,-ýry   利益，役立つこと．munuň ～y ýōk 

これは役立たない．siziň ～yňyza あなた

のために． 

haýyrly   有利な，役に立つ． 

hāýyş   願い．Meniň size uly bir ～ym bār. あな

たに大事なお願いがあります． 

hek   石灰，チョーク．～ dāşy 石灰岩． 

hekāýat   小話，民話． 

helǟk bol-   破壊される，ぐったりする． 

helǟkçilik,-gi   事故，惨事．awtomobil ～i 自動

車事故． 
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hem(縮小形-em)   と，そして，また，もまた．

Otag uly ～ ýagtydy. 部屋は大きく明るか

った．howā erbet ～ bolsa 天気が悪くと

も．bir söz～aýtma- ひとことも言わない． 

hemāýat(hemaýāt)   支援，保護．Maňa～edeniňiz 

üçn köp minnetdār.ご支援いただきまこと

にありがとう． 

hemşe   いつも；以前には．Ol ～ şli. かれ(か

の女)はいつも忙しい．～ beýle dǟldi 以前

はこうではなかった． 

hemşelik,-gi   永久の．～ öý adresi 永久の家の

住所． 

hemme   すべての，みんな．～ zāt すべての

物．～ wagt いつも．～ tarapdan あちこ

ちから，全面的に． 

henz   まだ．Sen ～ ýāş. 君はまだ若い． 

heň   メロディー，音調．nǟhili ～de okal- どん

な調子で読まれるか． 

hepde   週．geljek ～de 来週に．～lǟp なん週

間も．Bū gün ～niň haýsy güni? きょうは

何曜日？ 

hepdelik,-gi   週の，週毎の．～ žurnal 週刊誌． 

her   それぞれ，おのおのの，毎．～ wagt い

つも．～ gün 毎日．～ kim だれも．～ 

nǟme 何でも．～ haýsy どれも． 

hereket   動き，運動，行動．çalt(ýuwaş) ～ 速

い(おそい)動き．şçiler ～i 労働運動．

harbȳ ～ler 作戦行動． 

hernǟ(hernä)   いずれにしても，せめて，幸い

に，いつ…しても．～, sag-amān gelsinler! 

せめて無事に来てくれればなあ！～, 

wagtynda ýetişäýdiňiz.うまく間にあったも

のですね．～ gelsem, sen öýde ýōk. いつ行

っても君はるすだ． 

heşelle kak-   大喜びする． 

het   限度，限界；大胆さ．～den āş- 限度を越

す．Meniň～dim bolmaz.わたしにはする勇

気がない． 

heý   はたして，まさか；おい．～, şeýle-de zāt 

ederlermi? まさか，そんなことできるの

か？ 

hezil   おもしろ(く)，楽しい(く)．～ et- 楽し

む． 

hǟ   はい．Sen ertr gelermiň? ―  ～  geljek 

bolaryn. 君 あした来るか？ ― はい 来

るようにする． 

hǟkimiýet   政権． 

hǟsiýet   性格，性質．mylāýym ～li ādam おだ

やかな性格の人． 

hǟzir   いま，用意してある．～ wagtym ýōk.い

ま時間がない．～et- 準備する． 

hǟzirki   現在の，現代の．～ zaman türkmen dili 

現代トルクメン語． 

hç   まったく(ない)．～ ýerde ýōk どこにもな

い．～ kime だれにも．～ haçan どんな

ときも．～ haýsymyz われわれのうちだ

れも． 

hijrān   別離． 

hl1   品質．～i pes harȳtlar 質の悪い品． 

hl2   種類．bir ～i 同じの，なんだか．her ～i 

各種の．başga ～i ほかに． 

himiýa   ロ  化学．～ senāgaty 化学工業． 
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Hindistan   インド． 

hojalyk,-gy   経済，農場，家政．halk ～y 国民

経済．kollektiw ～ 集団農場．～ magazini 

日用品店． 

hōr   やせた，貧しい(く)．～ ādam(māl) やせ

た人(家畜)． 

horaz   雄鶏． 

hōrla-(horla-)   疲れさせる，苦しめる．

haýwānlary ～maly dǟl 動物を苦しめては

いけない． 

hōrlan-(horlan-)   やせる，苦しむ．iki kilo ～ 2

キロやせる．suwsuz～ 水なしで苦しむ． 

hormat   尊敬．～ et-(goý-) うやまう． 

hormatly   尊敬すべき．～ ýoldaşlar! 親愛なる

同志！ 

hoş   よい，楽しい，元気な．Ertr rrǟk gel, ～

my? あした少し早く来い、いいか？ ～ 

habar いい知らせ．～ geldiňiz! よくいら

っしゃいました． 

hōşa   穂．～ çöple- 落穂をひろう． 

hoşāl   しあわせな，うれしい．Men sizden gaty 

～. 大変ありがとうございます． 

hoşamāý   丁寧な．～ ādam 丁寧な人． 

hoşnūt   楽しい． 

hoşwagt   楽しい．～ bol- 楽しくなる． 

howā   空気，天気，気候．tǟmz(çȳgly, sowuk) ～ 

きれいな (湿った，つめたい )空気．

açyk(bulutly) ～ 晴れの(曇った)天気．～ 

býurosy 天気相談所． 

howdān(howdan)   貯水池．～ gur- 貯水池をつ

くる． 

howluk,-gýār   急ぐ．～ magyň geregi ýōk. 急ぐ

必要はない． 

howly   屋敷，外庭．howluda oýna- 外庭で遊ぶ． 

howur,-wry   熱，暑さ．ōduň ～y 火の熱．günüň 

～y 日ざしの暑さ． 

howut   ラクダの鞍． 

hōz   クルミ． 

hozanak,-gy   タマムシ． 

hödür   ご馳走，提供．～ et- ご馳走する，提

供する． 

hödürle-   ご馳走する，提供する． 

hökmān   義務の，必然の． 

hökmünde   として．dōst ～ 友として． 

höküm   判決，命令．～ çykar- 判決を出す．

～ sür- 支配する． 

hökümet   政府．～başlygy 政府首班． 

höwes   要望，興味．Meniň hç ～im ýōk. わた

しにはまったく関心がない． 

höwesjeň   興味をもって，進んで．～ler 自主

活動． 

höwürtge   巣．garlawājyň ～si ツバメの巣． 

hukūk,-gy   法，権利．halkāra ～y 国際法．

saýlaw ～y 選挙権． 

hukūkly   権利のある．deň ～ 平等の． 

hupbat,-dy   苦痛． 

husūsān   特に． 

husūsy   特別の，固有の，個人の．～ maşȳn 自

分の車． 

hūş   意識．～yny ýitir- 失神する． 

hut   正に，ちょうど．Maňa ～ şū kitāp gerekdi. 

ちょうどこの本が必要だった．～ ȫzi 自
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分自身． 

huzūr   前，面前．briniň ～ynda dur- ある人の

前に立つ． 

hüjüm   攻撃．～ et- 攻撃する． 

hünǟr   職，技術．～ öwpen- 職を身につける． 

hünǟrment,-di   手工業者，職人． 

hüňürde-   不平を言う．bderek zāt üçn ～ つま

らないことに不平を言う． 

hyllallā   困難，負担．uly ～ bilen やっとのこ

とで． 

hyrçyny dşle-   いまいましく思う． 

Hytaý   中国．～ Halk Respublikasy 中華人民共

和国． 

hyýāl   つもり，意向；空想．～ et- つもりに

なる．gūry ～実現しそうもない空想． 

hyýār   キュウリ．～dan edilen salat キュウリの

サラダ． 

hyzmat   奉仕，世話，勤務．Men siziň ～yňyza 

taýýār. お世話する用意があります． 

 

İ 

ber-(iber-)   迎えにやる，派遣する，送る．kitāby 

poçta bilen ～本を郵便で送る． 

iç   内，中，腹，心．～ini boşat- 中のものをあ

ける(心をうちあける)．～ keselleri 内科

の病気．～im agyrýār おなかが痛い． 

iç-   飲む．çāý(suw) ～ 茶(水)を飲む． 

içeri,-rde   内部(の)(反)daşary；部屋． ～ şler 

ministrligi 内務省．～ yssy 部屋が暑い． 

içgn(içgin)   深く，根本的に．meselǟni ～ 

öwren- 問題を深く学ぶ． 

içinde   …の中で．bir ýylyň ～  1 年のうちに． 

içki   内部の，下着の．～ gapy 内門．～ geýim 

下着． 

içre   …の中で．köňül ～ 心の中で． 

deg   世話，看護，探求．garryny ～siz gāldyr- 老

人を世話しないでおく． 

det-,-dýǟr   育てあげる．üç çāga ～ 3 人のこど

もを育てる． 

dili   よい，立派な，きちんとした．～ jogāp ま

ともな返事． 

ge(ige)   やすり． 

genç,-jy   不平，不満． 

iki   2．～ sāny galam 2 本のペン．Bū gün āýyň 

ikisi. きょうはふつかだ． 

ikilenç,-ji   2 回，2 度(と)．～ sōra- 2 度質問す

る． 

ikinji   第 2(の)，2 番目(の)． 

ikirjiňle-   ためらう，まどう．Ol köýnegin 

haýsysyny aljagyny bilmǟn, köp ～p durdy. 

かれ(かの女)はシャツのどれを買うべき

か分からず，ずっとためらっていた． 

ikūçly   どっちつかずの．～ jogāp ber- あいま

いな返事をする． 

l   国民，人々；地方．ȫz ～ine gaýt- 生まれ故

郷に帰る．uly ～ おとなたち． 

l-   ひっかかる．eline ～en zāt 手にひっかかっ

た物． 

lāt   人口，住民．şäher ～y 都市人口． 

lçi   大使．～ni kabūl et- 大使を受け入れる． 

ileri   前に，南東．öýüň ilersinde dur- 家の前に

立つ．ilerden gel- 南東から来る． 
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l-gün   人びと． 

ilik,-gi   ボタン．köýnege ～ tik- シャツにボタ

ンをつける.～ üzül- ボタンがちぎれる． 

ilki   はじめに，まず．～ gelen kimdi? はじめ

に来たのはだれだった？ 

ilkibaşda   はじめは．～ gyzyksyz ýālydy. はじ

めはおもしろくなさそうだった． 

ilkinji   はじめの．āýyň ～ günleri 月の上旬． 

n   幅(長さ uzȳnlyk)．otagyň ～i 部屋の幅． 

n-   下りる．Süri dāgdan ～ip başlady. 家畜の群

が山から下りはじめた． 

nçe   細い(反)ýogȳn，高い(声)，こまかい．～ 

sapak 細い糸．～ ses 高い声．～ çekimli 

前母音． 

nçekesel   結核． 

nder-(inder-)   落とす．gaýadan ～ 絶壁から落

とす． 

indi   いま，さて，もう．～ biz kinō gideris. い

ま映画に行くところだ．Ol ～ çāga dǟl. 

かれ(かの女)はもうこどもではない． 

indiki   つぎの．～ okuw ýyly つぎの学年． 

İndoneziýa   インドネシア． 

ine   ほら，そら．～ biziň öýümiz. ほらわたし

たちの家だ． 

iner   耐久力のあるラクダの一種． 

ini   弟． 

njik,-gi   すね．～ süňki 脛骨． 

injir   イチジク． 

inžener   ロ  エンジニア．dāg ～i 鉱山技師． 

institut   ロ  研究所． 

iň   もっとも．～ gowy もっともよい． 

İňlis   イギリス人．～ dili 英語． 

iňňe   針．nçe ～ bilen tik- 細い針でぬう．

arynyň ～si ハチの針． 

r   早い(く)．～ ertr 早朝．Bū gün biz gaty ～ 

turduk. きょうとても早く起きた． 

r-   いやになる，うんざりする．Men saňa 

garaşyp ～dim. 君を待ちくたびれた． 

rden   朝早く．mekdebe ～ git- 学校へ朝早く

行く． 

ri   大きい，大がらの．～ harplar 大文字． 

rki   朝の，時期が早い．～ otly 朝の列車．～ 

gȫk ekinler はしりの野菜． 

isle-   望む．Siz nǟme ～ýǟrsiňiz? なにがほしい

のですか？ 

isleg   希望，質問．okamaga ～ bildir- 学びた

いという． 

İspaniýa   スペイン． 

ş   仕事，行為．öý ～i 家事．～ güni 勤務日． 

şçi   労働者．～ler synpy 労働者階級． 

şgǟr   労働者．döwlet ～i 公務員． 

şle-   はたらく，うごく，仕上げる，解決する．

mugallym bolup ～ 教師としてはたらく．

Telefon ～meýǟr. 電話がはたらかない． 

şlet-,-dýǟr   仕事させる，うごかす．motory ～ 

モーターをうごかす． 

şli   いそがしい．Siz ～mi? あなた忙しいです

か？ 

şlik,-gi   動詞． 

it   犬，戌．goýun iti ヒツジ犬．～ üýr- 犬が

ほえる．～ ýyly イヌの年． 

İtaliýa   イタリア． 
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iý-   たべる，食う．çalt(haýal) ～ 速く(ゆっく

り)たべる． 

iýermen   大食の(人)．～ māl 大食の家畜． 

iýil-   食べられる．～ýǟn kömelek 食べられるキ

ノコ． 

iýmiş   果物．gȫk ～ くだもの． 

iýmit   食物，たべもの． 

iýul,-ly   7 月． 

iýun,-ny   6 月． 

 

J 
jahan   世界．～ urşy  世界大戦． 

jāhȳl   青年．～ çyk- 成人する． 

jala   豪雨．Öýlǟn güýçli ～ geldi. 午後ひどい

雨がやって来た． 

jām   深皿，鉢．bir ～ çorba ひと皿のスープ． 

jān   心，精神，いのち．～ we ten 心とからだ．

～yny gurbān et- いのちを犠牲にする．

Maşgalaňyzda nǟçe ～ bār? ご家族はなん

人ですか？ 

jāndār   生きもの． 

jānly   生きている．～ bālyk 生きている魚． 

jaň   ベル，鐘．～ uruldy(kakyldy) 鐘がなった． 

jar   報知，通告．～ et- 通告する． 

jarçy   宣言者． 

jāý1   建物，家．mekdebiň ～y 校舎．～ gur- 家

を建てる． 

jāý2   適切な，正しい．～ aýdýārsyňyz. おっし

ゃるとおりです． 

jedel   論争，討論．～ et- 論争する． 

jem   合計，全部．～ çykar- 合計する．～ bol- 

集まる． 

jemāgat   人々，国民． 

jemgyýet   社会，界，団体． 

jemgyýetçilik,-gi   社会団体． 

jemi(si)   全部で．～ ōn ādam 全部で 10 人． 

jemle-   集める，合計する．güýjüni ～ 力を集

める． 

jenāýat   犯罪．agyr ～ et- 重い罪をおかす． 

jeňňel   ジャングル． 

jepākeş   はたらきもの． 

jeren   ガゼル． 

jetleş-   けんかする． 

jetlik,-gi   不和，争い． 

jeýhūn   アムダリア(川)の旧名． 

jezā   罰．ölüm ～sy 死刑．～syny ýeňlet- 罪を

軽くする． 

jähet   観点，見地．şū ～den garalanda この点

から見れば． 

jigi   弟，妹． 

jogāp,-by   返事，答え．～ ber- 答える． 

jogāpkǟr   責任ある，担当の．Sen muňa～. 君

はこれに責任がある． 

jokrama   酷暑の．tomsuň ～ günortāny 夏のご

く暑い昼． 

jōra   女友達． 

jorāp,-by   靴下．ýün ～ 羊毛の靴下． 

jōş-   氾濫する，興奮する．derýā ～ 川があふ

れる． 

jōşgun(joşgun)   激動，熱心．～ bilen şle- 熱心

に働く． 

judā   ひどく，非常に．Howā ～ sowuk. 天気
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がひどく寒い． 

juwān   若もの． 

jübi   ポケット．içki ～ 内ポケット．～ ogrusy 

すり． 

jülge   谷．dāg ～si 山の谷． 

jüýje   ひよこ． 

jüýgülde-   ピヨピヨなく． 

jylaw   手綱．atlary ～yndan tutup bar- 馬を手綱

で引く． 

jyns   性．aýāl(erkek) ～y 女(男)性． 

 

Ž 

žurnal   ロ  雑誌 

 

K 

kabina   ロ  小室，キャビン． 

kabinet   ロ   室，診療室，内閣． mekdep 

direktorynyň ～i 校長室．Ministrler ～i 内

閣． 

kabūl   受け入れ，承認．～ et- 受け入れる． 

kāda   規則，法則．oýnuň ～sy ゲームのルー

ル 

kāgyz   紙．poçta ～y 便せん．～ dola- 紙を巻

く． 

kak-   打ちこむ，たたく，たたき落とす．ýere 

gazyk ～ 地面にくいを打つ．gapyny gaty 

～ 戸をひどくたたく． 

kāka   お父さん． 

kakyl-   打ち込まれる，たたかれる．gapy ～ ド

アがたたかれる．jaň ～ ベルが押される． 

Kamboja   カンボジア． 

Kanada   カナダ． 

kanāgat   我慢，忍耐． 

kanal   ロ  運河；手段．Garagum ～y カクラム

運河． 

kanikul   休暇，gyş(ýāz) ～y 冬(春)休み． 

kānūn   法律．～ güýjüne gir- 法律が発効する． 

kānūny   法的な，法律上の． 

karār   決定，結論．～ çykar- 決定する． 

kartoşka   ロ  ジャガイモ． 

Kaspi deňzi   カスピ海． 

kassa   ロ  出札口，レジ，勘定場．demir ýōl ～

sy 鉄道の切符売り場． 

kast   復讐，たくらみ．～ et- たくらむ． 

kebāp,-by   焼肉． 

kebelek,-gi   蝶． 

keçe   フェルト(の)．keçǟň üstüne フェルトの

上に． 

kekirdek,-gi   のど． 

kelek,-gi   つのがない．～ geçi つのがないヤ

ギ． 

kelem   キャベツ，gülli ～ 花キャベツ． 

kelle   頭，知恵．Ertrden bǟri kellǟm agyrýār. 朝

からずっと頭が痛い． 

kem   欠点，不足，より悪い．～ gel- 足りな

い． Bū ondan ～mi? これはそれより悪い

か？ 

kemçilik,-gi   欠点．～leri düzet- 欠点を正す． 

kem-kem   だんだん．～den だんだん． 

kemlik,-gi   欠点，不足．～ et- 不足する． 

kempir   老婦人． 

kenār   岸，陸．deňiz ～y 海岸．derýānyň 
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sag(çep) ～y 川の右(左)岸． 

kepderi   ハト． 

ker   つんぼの．～ bol- つんぼになる． 

kerpiç,-ji   煉瓦(の)．～  jāý 煉瓦の家．～ 

zawody 煉瓦工場． 

kerwen   キャラバン．düýe ～i ラクダのキャ

ラバン．İt üýrer, ～ geçer. 犬がほえる，キ

ャラバンは通る． 

kes   人．her ～ みんな．hç ～ だれも(ない)． 

kes-   切る，切り落とす，断つ．eti pyçak bilen ～ 

肉をナイフで切る．tanyşlygyny ～ 交際を

断つ． 

kesgin   きびしい，きっぱりした，激しい．～ 

şemal 激しい風． 

kese   水平の(に)；外来の；脇．～ çyzyk 水平

線，ダッシュ．～ ýerden gelenler 外来者．

～de dur- 脇に立つ． 

kesek,-gi   かたまり，土くれ．～ zyň- 土くれ

を投げる． 

keseki   他人(の)．～ çāgasy 他人の子． 

kesel   病気(の)．aşgāzan(ýürek) ～i 胃(心臓)病． 

keselli   病人，病気の．agyr ～ 重病人．～ çāga 

病気の子ども． 

keselhāna   病院． 

kesgitle-   規定する，測定する．bahasyny ～ 値

段をきめる． 

kesil-   止まる，切れる．suw ～ 断水する． 

keşp,-bi   顔，顔立ち；様子．Onuň ýüz ～i 

owadan. かれ(かの女)の顔は美しい． 

ketek,-gi   鳥小屋．towuk ～i ニワトリ小屋． 

keýijek,-gi   カモシカさん． 

keýik,-gi   ガゼル，羚羊． 

keýkert-,-dýǟr   そば立てる．gulagyny ～ 耳を

そば立てる． 

keýp   気分，ご機嫌，楽しみ．Nǟme üçndir bū 

gün ～iň ýōk. どういうわけか，きょうは

ご機嫌がわるいね．～ et- 楽しむ． 

keýpli   楽しい，気分よい．～ gürrüň 楽しい

話． 

keýpsiz   楽しくない，気分が悪い．Ol düýn ～

di. かれ(かの女)はきのう不機嫌だった． 

kǟbir   いくらかの，いくつかの．～ ādamlar な

ん人かの人． 

kǟdi   カボチャ． 

kǟkele-   コッコッと鳴く．towuk ～ 雌鳥がコ

ッコッという． 

kǟkilik,-gi   シャコ(鳥)． 

kǟmahal   時 ど き ． ～  men onuň bilen 

dūşuşýārdym. 時どきかれ(かの女)と会っ

ていた． 

kǟml   完全な，よく出来た．～ eser よい作品． 

kǟn   たくさん．～ hem dǟl, āz hem dǟl. 多くも

なく少なくもない． 

kǟr   職業，仕事．gyzykly(kȳn) ～ おもしろい

(むずかしい)仕事． 

kǟse   盃，花碗．bir ～ çāý １ぱいの茶． 

kǟsi   いくらか，何人か． 

kǟşir   ニンジン．～ suwy ニンジンのジュース． 

kǟwagt   ときどき．～ ol bize gelerdi. ときどき

かれ(かの女)はわたしたちのところへ来

た． 

kǟýinç,-ji   叱ること．al- 叱られる． 
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kiçel-   小さくなる．köýnek ～ シャツが小さ

くなる． 

kiçi   小さい，若い．～ köýnek 小さいシャツ．

～ şäher 小さい町． 

kiçijik,-gi   ちっちゃい． 

kilometr   ロ  キロメートル．bǟş ～ āralyk 5 キ

ロの距離． 

kim   だれ，どんな人．～dir bri gapyny kakýār. 

だれか戸をたたいている．～ bolmak isle- 

どんな人になりたいか． Muny her ～ 

bilýǟr. これはだれでも知っている． 

kimn   のように．seniň ～ 君のように． 

kimse   だれも，だれか． 

kināýa   皮肉．～ bilen 皮肉に． 

kināýaly   皮肉っぽい．～ garaýyş 皮肉な見方． 

kino   ロ  映画，映画館．～ gör- 映画を見る． 

kir   泥，汚れ．～ bol- 泥だらけになる．～ 

ýuw- 洗濯する．～ sābyn 洗濯せっけん． 

kireý   貸り賃，使用料．jāý ～i 家賃． 

kirle-   泥だらけになる，汚れる．kirlǟn köýnek 

汚れたシャツ． 

kirpi   ハリネズミ． 

kirpik,-gi   まつ毛． 

kse   ポケット．～ sözlügi ポケット辞典． 

kişi   人，他人．erkek ～ 男の人．her ～ みん

な．～ çāgasy 他人の子． 

kişňe-   いななく． 

kitāp,-by   本．～ oka- 本を読む．çāgalar ～y 

こども向けの本． 

kitāphāna   本屋，図書館． 

klas   ロ  クラス，学年，教室．ýagty ～ 明る

い教室．～ tagtasy 教室の黒板． 

klassyk   ロ  古典 

klub   ロ  クラブ．sport ～y スポーツクラブ． 

kofe   ロ  コーヒー． 

kolhoz   ロ  コルホーズ，集団農場． 

kollektiw   ロ  集団の．～ hojalyk 集団農場． 

kombinat   ロ  コンビナート，総合企業体．okuw 

～y 企業の総合学園． 

komissiýa   ロ  委員会． 

komitet   ロ  委員会．merkezi ～ 中央委員会． 

konduktor   ロ  車掌．～syz awtobus ワンマンバ

ス． 

Koreýa   朝鮮． 

kosmonawt   ロ  宇宙飛行士． 

kosmos   ロ  宇宙．～a uç- 宇宙へ飛ぶ． 

kostýum   ロ  衣装． 

kow-   追いはらう．öýden iti ～ 家から犬を追

う． 

kowala-   追いかける．duşmāny ～ 敵を追う． 

kowalaş-   追いかけあう；追求する．çāgalar ～ 

こどもたちが追いかけっこをする． 

köçe   通り．gň(dār) ～ 広い(狭い)通り． 

kȫje(köje)   おかゆ． 

kök   根；仮縫い．～ ur-(at-) 根を出す．ýeňe ～ 

at- 袖に仮縫いをする． 

kȫl(köl)   湖．süýji suwly ～ 淡水湖． 

kölege   影，日かげ．agajyň ～si 木かげ． 

kömek,-gi   援助．～ ber-(sōra-) 援助を与える

(求める)． 

kömekçi   助手，補助の．～ şlik 助動詞． 

kömekleş-   助ける，手伝う．Size ～erin. あな
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たのお手伝いをします． 

kömelek,-gi   キノコ．zäherli(iýilkǟn) ～ 毒(食

用)キノコ． 

kömür,-mri   石炭，木炭．dāş ～ 石炭． 

kȫne   古い，老いた，むかしの．～ köwüş(ādat) 

古い靴(習慣)．～ wagtlarda むかし． 

kȫne-küşül   古物，がらくた． 

kȫnel-   古くなる．～en aýakgāp 古くなった靴． 

kȫneliş-   古くなる，年とる．～en jāý 古家．～

en ādam 老人． 

köňül,-ňli   心．～ içre 心の中で．～ ber- 愛を

ささげる． 

köp   多い(反)āz，たくさん，たびたび．Meniň 

şim ～ . わたしは仕事がたくさん．köpi 

gören 経験豊かな．～den bǟri ずっと，長

らく． 

köpçülik,-gi   人々，大衆．～iň pikiri 世論．～e 

ýarat- 大衆に広げる． 

köpel-   増える，多くなる．boş wagt ～ ひまが

増える． 

köpelt-,-dýǟr   多くする，ふやす，掛ける(×)．

şçileriň sānyny ～ 働く人の数をふやす．

bǟşi dȫrde ～ 5 に 4 を掛ける． 

köplük,-gi   多いこと，多数．～ sān 複数． 

köpri   橋．asma ～ つり橋．demir ýōl köprüsi 

鉄道橋． 

köpüjek,-gi   小さい泡． 

köpük,-gi   泡；コペイカ(カペイカ；ロシアの

通貨単位)．çorbanyň ～i スープの泡． 

kȫr   めくらの．～ bol- めくらになる． 

körpe   最少年の，若い；年少者．～ ogul 末子．

～ ot 若草． 

kȫseleç,-ji   薄ひげの． 

kösük,-gi   (豆の)さや． 

kȫşek,-gi   子ラクダ． 

köşk,-gi   宮殿．Kreml ～i クレムリン宮殿． 

köwek,-gi   くぼみ，空洞．agajyň ～i 木のうろ． 

köwüş   靴．kȫne ～ 古靴． 

köýnek,-gi   シャツ，服．ýüpek ～ 絹のシャツ，

～e ilik tik- シャツにボタンをつける． 

krowat   ロ  ベッド．krowatda ýat‐ ベッドにね

る． 

Kuba   キューバ． 

kurs   ロ  コース，学年，課程．agşamky ～ 夜

間コース． 

kuwwāt   力，エネルギー．～ gaç- おとろえる． 

kuwwātly   力強い．～ döwlet 強力な政府． 

kükürt,-di   硫黄，マッチ．～ çak-(ýak-)マッチ

をする． 

kül   灰． 

külli   すべて；灰の．～ jahan 全世界． 

külpet   不幸，苦痛． 

küme   小屋． 

kümüş   銀(の)．～ çemçe 銀のさじ． 

künjek,-gi   地方．her ～ 各地． 

künji   ゴマ．～ ýāgy ゴマ油． 

Kürdüstān   クルディスタン． 

kürre   ロバの子． 

küşt   チェス．～ oýna- チェスをやる． 

küý   考え．～üne düs- 考え出す，企てる． 

küýze   水差し．bir ～ suw  1 びんの水． 

kyl-   なす，行なう． 
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kȳn   むずかしい，つらい．gör- 無理と思う． 

kȳnlyk,-gy   困難．～ bilen やっと． 

kyrk   40．Ol ～ ýāşady. かれ(かの女)は 40 歳

になった． 

kyssa   散文． 

 

L 
labyz,-bzy   メロディー． 

labyzly   節をつけて，調子よく．～ okaýyş 節

をつけて読むこと． 

lager,-ri   ロ  キャンプ．turistleriň ～i ツーリス

トキャンプ． 

lakgy   おしゃべりの人． 

lāpykeç(lapykeç),-ji   失望．～ et- 失望させる． 

Latwiýa   ラトビア． 

lāýyk,-gy   適当な，合う，必要十分な．ǟdik oňa 

～ 長靴がかれ(かの女)にぴったりだ．～ 

gel- 当たる，当てはまる． 

legendar   ロ  伝説上の． 

lemmer   波．～ ～ suw gel- ザンブザンブと波

が来る． 

leňňeç,-ji   エビ． 

lezzet   楽しさ，心地よさ．～ al-(ber-) 楽しむ

(楽しませる)． 

lezzetli   おいしい，うまい． 

lǟle   ケシ；野の花；少女詩．～ kak- 詩を作

る． 

limon   ロ  レモン． 

lineýka   ロ  定規． 

Litwa   リトワニア． 

lowla-   めらめらと燃える．Ōjakdaky ōt ～p 

ýanýārdy. かまどの火がめらめらと燃えて

いた． 

lowurda-   キラキラする．gözler ～ 目が輝く． 

luw   タツ，辰．～ ýyly タツの年． 

 

M 

madda   物質．gaty(suwuk) ～ 固(液)体． 

magāryf(magarif)   教育．halk ～ ministrligi 国

民教育省． 

magazin   ロ  店．hojalyk ～i 日用品店．kitāp ～

i 本屋． 

magdān   鉱石．demir ～i 鉄鉱石． 

maglūmāt   情報，報告． 

maksat,-dy   目的，意向．～ yna ýet- 目的を達

する． 

māl   家畜；財産．ýük ～y 荷運びの家畜． 

māla   まぐわ．～ bas- まぐわで耕す． 

māldār   畜産家． 

māldārçylyk,-gy   畜産業． 

māma   母方の祖母；おばあさん． 

manat,-dy   ルーブル．ōn ～a satyn al-  10 ルー

ブルで買う． 

māny   意味．sözüň ～sy 語の意味．köp mānyly 

多義の，意味深長な(に)． 

maňa   わたしに，わたしへ．→men. 

maňlaý   ひたい，面前．～ynda dur- 向かって

立つ．～ süňki 前頭骨．～daky gasynlar ひ

たいのしわ． 

maral   シカ． 

marka   ロ  印，マーク；切手；質．poçta ～sy 切

手． 
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marş   ロ  行進曲，マーチ． 

mart   ロ  3 月．Bahar ～ āýyndan başlanýār. 春

は 3 月から始まる． 

maslahat   忠告，協議．Size şū kitāby okamagy ～ 

berýǟrin. あなたにこの本を読むよう忠告

します． 

maşgala   家族．～myz dȫrt ādamdan ybārat. う

ちの家族は 4 人である． 

maşyn   ロ  自動車，バス；エンジン．機械．ýük 

～y 貨物自動車．tikin ～y ミシン． 

matā   布，織物．ýüpek(nah, ýüň) ～ 絹(木綿，

毛)織物． 

matal   なぞ．～ ýor- なぞをとく． 

matematika   ロ  数学． 

māwy   青い．～ göz 青い目． 

māwla-   ニャーと鳴く． 

maý1   ロ  5 月．～yň başynda(ortasynda, aýa-

gynda) 5 月のはじめ(半ば，おわり)に． 

maý2   瞬間，時間．～ tap- 時間を見つける． 

māýa   酵母；資金；2 歳ラクダ． 

maýak,-gy   ロ  灯台． 

maýyl   暖かい．～ gyş 暖かい冬． 

maýka   ロ  ランニングシャツ． 

maýla-   暖かくなる．howā ～p başlady. 天気が

暖かくなりだした． 

mazā(māza)   楽しさ，心地よさ．Meniň şū gün 

bir hli ～m ýōk. わたしはきょうなんだか

気が晴れない． 

mazāly   おとなしく，よく．gawunlar ～ biş- メ

ロンがよく熟す． 

mazmūn   内容．kitābyň ～y 本の内容． 

mebel   ロ  家具． 

medal,-ly   メダル．altyn ～ 金メダル． 

meden   文化の．～ ýaşāýyş 文化生活． 

medeniýet   文化． 

medeniýetli   文化的な(に)． 

meger   おそらく．～, ol bilýǟn dǟldir. おそらく，

かれ(かの女)は知ってはいない． 

mejbūr bol-   必要がある，義務である． 

mekdep,-bi   学校．başlangyç(orta, okary) 初等

(中，高等)学校． 

mekgejöwen   トウモロコシ． 

mekir   ずるい．～ tilki ずるいキツネ． 

Meksika   メキシコ． 

mele   クリーム色の，薄栗色の．～ at 薄栗色

の馬． 

men   わたし．～iň わたしの．maňa わたしに

(へ)．Menden size nǟme gerek? わたしから

何かいるものありますか？ 

menem   わたしも ← men hem. 

meňze-   にている，しそうだ．Ogly kākasyna ～

ýǟr. 息子は父にそっくりだ．Ýagyş ýagjaga 

～ýǟr. 雨が降りそうだ． 

meňzeş   にている，にたように．boýlary ～ 

oglanlar 同じ背の男の子．we şūňa ～ (略 

we ş.m.)など，その他． 

merdiwān   はしご，階段． 

merkez   中央，中心．şäheriň ～i 市の中央． 

merkezi   中央の，中心の．～ komitet 中央委

員会． 

mes   楽しい(く)；肥えた．～ ýāşa- 楽しくく

らす．～ atlar(toprak) 肥えた馬(土地)． 
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mesele   問題．hǟzirki zamān ylmynyň ～leri 現

代科学の諸問題． 

meselem   たとえば． 

meşgūl   忙しい，かかわっている． 

meşhūr   有名な． 

metbūgat   出版．ýerli ～ 地方の出版． 

metod   ロ  方法． 

metr   ロ  メートル． 

metro   ロ  地下鉄． 

meýdān   野原，畑；面積，分野．ȫri ～y 牧場．

gowaça ～y 綿畑．tegelegiň ～y 円の面積． 

meýdānça   グランド，広場． 

meýil   希望，興味．～im ýōk わたしは望まな

い． 

meýlis   夜会．～ gur- 夜会をもよおす． 

mähelle   群集．uly ～ 大群衆． 

mähnet   巨大な． 

mähribān   愛らしい，親しい． 

mǟle-   ヒツジが鳴く． 

mǟlim   明らかな．Bū size ～mi? これご存知で

すか？ 

mǟreke   群集．uly ～ 大群衆． 

mǟz   腺．süýt(der) ～leri 乳(汗)腺． 

mi   か？ Köpmi? 多いか？ Gowy görýǟrmiň? 

君は気にいったか？ Gördüňmi? 君は見

たか？ Bil- ýǟrsiňizmi? あなた知っていま

すか？ 

militsioner   ロ  民警． 

millet   民族．～iňiz nǟme? どちらの民族です

か？ 

milleti   民族の．～ mesele 民族問題． 

million   ロ  100 万． 

ministr   ロ  大臣．～ler Kabineti 内閣． 

ministrlik, -gi   省．magāryf ～i 教育省． 

minnetdār   感謝の．Men size örǟn ～. あなたに

大変感謝しています． 

minut   ロ  分．Hǟzir dokuzdan bǟş ～. いま 9 時

5 分だ． 

mrās   遺産．medeni ～ 文化遺産． 

misli   のようだ．āý ～ 月のよう． 

mwe   くだもの．Bū agaç ～ getirmeýǟr. この

木はくだものがならない． 

mweçilik,-gi   果樹園業． 

mweli   くだものの(なる)．～ agaçlar 果樹． 

mōla-(mola-)   モーとなく．sygyr ～ 牛がモー

となく． 

Mongoliýa   モンゴル． 

mōnjuk(monjuk),-gy   ビーズ玉． 

Mordwa   モルドバ． 

motor   ロ  モーター．～y şlet- モーターをうご

かす． 

möhüm   重要な，不可欠な．～ mesele 重要問

題． 

mȫjek(möjek),-gi   虫；オオカミ． 

mȫr-mȫjek(mör-möjek),-gi   昆虫． 

mugallym   教師．tārȳh ～y 歴史の教師． 

mugallymā   女教師． 

mugt   無料の．～ al-(ber-) ただでもらう(やる)． 

mūm   蠟． 

mūmla-   蠟をひく． 

munda   これに，ここに．→bū. 

munuň   これの．→bū. 
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musulmān   イスラム教徒． 

muzeý   ロ  博物館． 

mübǟrek   しあわせな．Tǟze ýylyňyz ～ bolsun! 

新年おめでとう． 

müdr   長，支配人．okuw ～i 教務主任． 

mülk   財産，領地． 

mümkn   可能な；おそらく．Muny etmek ～ 

dǟl. これをするのは可能ではない． 

mümknçilik,-gi   可能性． 

mün-   乗る．ata ～ 馬に乗る．Düýǟ ～üp 

hataba bukma. (ラクダにのって鞍にかくれ

るな)乗りかかった船だ．towsup ～ (馬な

どに)とび乗る． 

müň   1,000． 

Müsür   エジプト． 

my   か？ Bārmy? あるか？ 

mydām, mydāmā   いつも． 

mȳhmān   客．～lary garşyla- 客を迎える． 

mȳhmānhāna   旅館，ホテル． 

mylāýym   温かい，おだやかな，心からの．～ 

suw 温水．～ hǟsiýet おだやかな性格． 

mynāsȳp, -by   ふさわしい． 

myr-myr et-   ネコがゴロゴロいう，いびきをか

く． 

mysāl   例．～ üçn たとえば． 

 

N 

nagyş,-gşy   模様，装飾 

nagt   現金の(で)．～ pul 現金． 

nah   木綿の．～ matā 木綿の布． 

nahar   食事．～ edin- 食事をする．～ dūzy 食

塩．güýçli ～ 栄養のある食事． 

nakyl   ことわざ．Türkmen dili ～a bāýdyr. トル

クメン語はことわざが豊かだ． 

nāl   蹄鉄，靴底の鋲．köwşüň ökjesine ～ kak- 

靴のかかとに鉄を打ちつける． 

nālla-   蹄鉄をつける，鋲を打つ． 

nāmys   体面，恥．～ bil- 恥を知る． 

nān   パン． 

nār   ザクロ． 

narpyz   ハッカ． 

nazar   視線．～yny dik- 注目する． 

ne   なんと！；ne … ne … …も…もない．～ 

gözel howā! なんとよい天気！ ～ turup 

bolýār, ～-de oturup 立ってもいない座っ

てもいない． 

nebis,-bsi   貪欲． 

nem   湿気．～ çek- 湿気を吸う． 

Nemets   ドイツ人．～ dili ドイツ語． 

neneň   どう，いかに．Yagdaýlar ～ ? 元気で

すか？ 

neneňsi   どう，どんなに．Muny ～ etmeli? こ

れをどうすべきか？ 

nesýe   掛で，信用で．～ al-(ber-) 借りる(貸す)． 

neşir   版，出版．tǟzeden ～ et- 再版する． 

neşirýāt   出版局，出版社． 

netje   結果，結論．oňat ～ görkez- よい結果

を示す． 

nǟ   なに，どんな → nǟme. 

nǟçe   いくつ，いくつか，いくら，どんなに．

～ ýāşynda? なん歳か？ ～ söýsem どん

なに愛しても． Sāgat ～de? なん時に？ 
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～ sāgat なん時間？ 

nǟçenji   いくつ目の．～ klasda okaýārsyň?なん

年生か． 

nǟden(näden)   いくら．gawunlar ～ ? メロンは

いくら？ 

nǟhili   どんな，いかに，なんと．～ owadan 

şäher! なんと美しい町だ！ 

nǟjüre   どんな． 

nǟlet   呪い．～ ýagdyr- 呪いをかける． 

nǟme   なに．Ādyňyz ～ ? お名前は？ 

nǟsag   不健康の，病気の． 

nǟt-,-dýǟr   なにをする ← nǟ et-．Sen ～mekçi 

bolýārsyň? 君はなにをするつもりか？ 

nǟtanyşy,-nşy    見知らぬ． 

nǟwagt   いつ．Sen ～ gelersiň? 君いつくる

の？ 

nre   どこ．Siziň nrǟňiz agyrýār? どこが痛むの

ですか？ 

niýet   つもり，意向，たくらみ．～ et- もくろ

む． 

nōbat   番，順番．～ boýunça(bilen) 順番に． 

nōbatçylyk,-gy   当番，当直． 

nogaý   ノガイ人，ノガイの． 

nohut,-dy   エンドウマメ． 

nokat,-dy   点，ピリオド．iki ～ コロン． 

nomer   ロ  番号．telefonyň ～ini ýazyp al- 電話

番号を書きとる． 

Norwegiýa   ノルウェー． 

noýabr,-ry   ロ  11 月．～ āýynda eneden bol- 11

月に生まれる． 

nōýba   インゲンマメ． 

nöker   [古] ハン/カン(汗)につかえた戦士． 

nūr   光．günüň ～y 日光． 

nusga   例，見本，コピー．dokumentiň ～syny al- 

文書のコピーを取る． 

nygta-   力説する． 

nyşān   微候，しるし，記章．～ goý- しるし

をつける． 

 

O 

ōba   村，いなか．ōbā git- 村へ行く． Ōbāňyz 

şäherden uzakdamy? あなたの村は町から

遠いですか？ 

ōbadaş   同郷人． 

obraz   ロ  役者． 

ōdun   まき．gūry(ȫl) ～ かわいた(しめった)

まき．～ ýak- まきをもやす． 

oglan   男の子．bǟş ýāşlaryndaky ～ 5 歳ぐらい

の男子． 

ogry   どろぼう．jübi ogrusy すり． 

ogşa-   キスする．ýaňagyndan ～ ほおにキスす

る． 

ogul,-gly   息子，少年．Sen kimiň ～y? 君だれ

の子？ 

ōjak,-gy   かまど； 根源地．～daky ōt lowap 

ýanýārdy. かまどの火がめらめら燃えてい

た． 

ok   矢，銃弾；軸．～ at- 矢を射る．～ ýarasy 

弾の傷． 

oka-   読む，習う，勉強する．gazet(kitāp) ～ 新

聞(本)を読む． 

okalga   読書室． 
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okat-   教える．çāgalary ～ こどもたちを教え

る． 

okduryl-   突進する． 

oklaw   めん棒． 

oklukirpi   ヤマアラシ． 

oktýabr,-ry   ロ  10 月． 

okuw   学習，授業，勉強．～ kitāby 教科書．

～ sözlügi 学習辞典．～ ýyly 学年．～dan 

gāl- 授業をやすむ． 

okuwçy   生徒，学生． 

ol   それ，その，あれ，あの，かれ，かの女．

onda それに，あれに，かれに，かの女に．

onuň その，あの，かれの，かの女の．oňa 

それに，あれに，かれに，かの女に．ony 

それを，あれを，かれを，かの女を． 

olar   それら，あれら，かれ(かの女)ら． 

olimpiada   ロ  オリンピック． 

ōlum(olum)   浅瀬． 

omuz,-mzy   肩，～yna al-(göter-) かつぐ． 

ōn   10．～dan bri  10 分の 1．～ bǟş  15． 

onça   それほど，そんなに多く． 

onçakly   それほど…(でない)．Otagyň içi ～ 

gň dǟldi. 部屋の中はそれほど広くなかっ

た． 

onda   それに，かれ(かの女)に；それなら．Sen 

gitmeseň, ～ men giderin. 君が行かないな

ら私が行く． 

ondan-oňa   あちこち． 

ōnlarça   数十の．～ müň 数万の． 

onsoň   それから．～ ol nrǟ gitdi? それからか

れ(かの女)はどこへ行った？ 

ōnunjy   第 10(の)，10 番目(の)． 

onýānça(onýança)   その時まで，その時．～ 

garaş. その時まで待て． 

oňat,-dy   よい，よく，心よい，大事に．～ şle- 

よくはたらく． 

oňaýly   都合よい．～ pursat 都合よいとき． 

oňly   立派な(に)，十分に．～ jogāp ber- きち

んと返事をする． 

oňurga   脊椎． 

or-   刈る，刈り入れる．bugdaý(ot) ～小麦(草)

を刈る． 

orak,-gy   鎌．～ or- 刈る． 

orfografiýa   ロ  正書法． 

organ   ロ  器官，機関，組織．gep ～lary 音声

器官． 

organizm   ロ  生物，有機体，身体． 

ornaşdyr-   普及する，浸透させる．durmuşa ～ 

生活に定着させる． 

orta   まん中，半ば，中ぐらいの．günüň(tomsuň, 

ýylyň) ～sy 一日(夏，年)の中ごろ． 

orun,-rny   場所，座席，地位．bǟş ýüz ～lyk teatr  

500 席の劇場． 

ot   草．dermān ～lar 薬草．suw ～y 水草． 

ōt,-dy   火，戦火．～ ýak- 火を燃やす．～uň 

howry 火の熱． 

otag   部屋．～a gr- 部屋に入る． 

otla-   草をくう． 

ōtly   列車，汽車．rki ～ 朝の汽車． 

ōtluçöp   マッチ．～ gāby マッチ箱． 

otluk,-gy   草原． 

otur-   座る，住む；しつづける．dik ～ まっ
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すぐに座る．okap ～ 読みつづける． 

oturgyç,-jy   席，座るもの(椅子など) 

oturt-,-dýār   座らせる，植えつける，置く．bāgda 

alma ～ 庭にリンゴを植える． 

otuz   30．～ kilometr ýōl  30 キロの道． 

ōw   (驚きをあらわす)えっ．Nrǟ barýārsyň- 

～ ? どこへ行くの一体？ 

owadan   美しい(く)，おしゃれな．～ ýaz- き

れいに書く．～ ýaka おしゃれな襟 

owal   以前，前に，まず．～ bū ýerde bir agaç-da 

ýōkdy. 以前ここには一本の木もなかった． 

owal-başda   まず最初に． 

owāz   音，声．şirin ～ 気持ちのよい音(声)． 

owgān   アフガン人，アフガンの． 

Owganystan   アフガニスタン． 

owkala-   こする，もむ，なめす．arkasyny ～ 背

中をこする． 

owlak,-gy   子ヤギ． 

ōý   考え；低地，低い．～ et- 考える． 

oýan-   目ざめる．r(gç) ～ 早く(おそく)目ざ

める． 

ōýlan-   考える．uzak wagtlap ～ 長いあいだ考

える． 

oýna-   遊ぶ，スポーツなどをする，からかう，

演じる．futbol(küşt) ～ サッカー(チェス)

をやる． 

oýnawāç(oýnawaç),-jy   おもちゃ．～ magazini 

おもちゃ屋． 

oýun,-ýny   遊び，ゲーム，劇，冗談．oýnā bar- 

遊びに行く．～ goýul- 劇が上演される．

～ et- ふざける． 

oýunjak,-gy   おもちゃ． 

oz-   勝つ．ýāryşda ～ 競争に勝つ． 

ozal   前に，以前，まずは．İýemezden ～ eliňi 

ýuwmaly. 食べるまえに手を洗わなければ

いけない． 

 

 

Ö 
öç-   .消える．ōt ～ 火が消える．～en wulkan 

死火山． 

öçür-   消す，スイッチをしめる，取り去る．ōdy 

～ 火を消す．radiony(gazy) ～ ラジオ(ガ

ス)を消す． 

ökje   かかと．köwşüň ～si 靴のかかと． 

ökde   たくみな(に)．～ ussa 上手な職人． 

öküz   牛，牡牛．～ ýāly daraw 牛のようにが

んじょう． 

ȫl   ぬれた，しめった(反)gūry．～ ōdun しめ

ったまき． 

öl-   死ぬ．ýaradan ～ けがで死ぬ． 

ölçe-   はかる，測定する．otagy(āralygy) ～ 部

屋(距離)をはかる． 

ölçeg   規準，単位，規格；韻律．uzȳnlyk(agyrlyk) 

～leri 長さ(重さ)の単位． 

ölçer-   量ってみる，胸算用する． 

öldür-   殺す，死なす，屠殺する．goýun ～ ヒ

ツジを殺す． 

öli   死んでいる(反)dri；死体．～ arslandan dri 

syçan 死んだライオンより生きたネズミ． 

ölüm   死．～den gutar- 死から救う．hassa ～ 

hālynda 病人は死にかけている． 
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ömür,-mri   人生，生涯；常に．uzak(gysga) ～ 長

い(短い)人生． 

ȫn-   こどもが育つ，作物ができる．Bū ýyl köp 

hasyl ～er. ことしはたくさん収穫がある． 

ȫnüm   作物，製品．et(süýt) ～leri 肉(乳)製品．

gök ～ 野菜． 

ȫnüp-ös-   育つ，小さいころを過ごす．bir ōbada 

～en oglanlar 同じ村で育った男の子たち． 

öň   まえ，全面(の)，以前．～dǟki 前の．～dǟki 

hatar 前列． 

öňdebar-   前進する． 

öňki   以前の． 

öňürti   より前に，まずは．～ ōýlan, soňra jogāp 

ber. まず考えろ，それから返事しろ． 

öp-   キスする．ýaňagyndan ～ ほおにキスす

る． 

ȫr-(ör-)   あむ，つむ．ellik ～ 手袋をあむ．

kerpiç ～煉瓦をつむ． 

ȫrdek(ördek),-gi   カモ． 

örǟn   大変．～ minnetdār 大変ありがとう． 

ȫri   牧場(の)． 

örküç,-ji   (ラクダ，山の)こぶ．bir ～li düýe ひ

とこぶのラクダ． 

ört-   おおう．ýüzüni eliň bilen ～ 顔を手でおお

う． 

ös-   育つ，のびる，盛んになる．bananlar yssy 

ýūrtlarda ～ バナナは熱帯地方で育つ．

şäher ～ 都市が発展する． 

ösdür-   育てる，発展させる．köp çāga ～ たく

さんの子どもを育てる． 

ösümlik,-gi   植物．köp ýyllyk ～ 多年生植物． 

ȫt,-di   胆汁．～ haltasy 胆のう． 

öt-   過ぎる，とおる，渡る．～en agşam 昨晩．

derýādan ～ 川を渡る．dünýǟden ～ この

世を去る． 

öweç,-ji   2 歳のヒツジ． 

öwerlik   ふさわしい，立派な．～ ýōk(dǟl) 大

してよくない． 

öwren-   学ぶ，習う．çet dilini ～ 外国語を習

う． 

öwret-,-dýǟr   教える，説教する．Maňa akyl ～

ere sen entek ýāş. わたしに説教するには君

はまだ若い． 

öwrül-   向く，帰る，変わる．ýeňsǟne ～ うし

ろを向く．saga ～ 右を向く．iki günden 

soň ～ 2 日後に帰る．suw būza ～ 水が氷

になる． 

öwür-   向きを変える，変える．ýüzüni ～ 顔を

そむける． 

öwüs-,-wser   吹く；色が輝く．güýçli ýel ～ 強

い風が吹く．āl- ýāşyl ～ 赤や青，色々美

しく光る． 

öwüt,-di   教訓．～ ber- さとす． 

öý   家，会館．～ şleri 家事．～ goşlary 家財．

～ haýwānlary 家畜． 

öýer-   結婚させる．ogluny ～ 息子を結婚させ

る． 

öýke   侮辱．～ et- 侮辱する． 

öýkele-   恨む，怒る．Senden ～mōk. 君に恨み

はないよ． 

öýle   午後． 

öýlǟn   午後に．～ler 昼すぎごろ．～ güýçli jala 
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geldi. 午後ひどい雨がやって来た． 

öýt-,-dýǟr   思う，考える.Ol gitdi öýdýǟn. かれ

(かの女)は行ったと思う． 

ȫz   自分(の)，自身(の)．～üňizden 君たち自身

で．～ünden uly 自分より年上の．～ 

wagtynda 適時に．ýeke ～ 自分ひとり．

～üni görkez- その力を発揮する．～üni 

tanat- 自己紹介する，腕前を見せる． 

ȫzbaşdak,-gy   独立の．～ döwlet 独立国． 

ȫzbaşyna   自分で，ひとりで． 

Özbegistān   ウズベキスタン． 

özbek,-gi   ウズベック人，ウズベックの．～ dili 

ウズベック語． 

özge   他の，別の，よその．～ wagt 別の日に． 

ȫzleşdir-   自分のものにする，身につける．çalt 

okamak metodlaryny ～ 速く読む方法を

身につける． 

 

P 
pāç(paç)   貢物，税． 

pagta   綿，ワタの木．～ meýdānlary ワタ畑． 

pahȳr   貧しい(人)．Kākaň ～ gowy ādamdy. 君

のお父さんは貧しくも良い人だった． 

paket   ロ  小包． 

Pakistan   パキスタン． 

palaw   ピラフ．～ bişir- ピラフを料理する． 

palçyk,-gy   泥，～ et- 泥だらけにする． 

palta   おの．agajy ～ bilen çap- 木をおので割

る． 

palto   ロ  オーバー．～ny geý- オーバーを着る． 

papak,-gy   ひさしのある帽子．harbȳ ～ 軍帽． 

pāra   賄賂．～ al-(ber-) 賄賂をもらう(送る)． 

pāra-   影響する，役立つ．Bū oňa ～pdyr. これ

はかれ(かの女)のためになった． 

paragraf   節． 

parāhat   平和な(に)，静かな(に)．～ durmuş 平

和な生活． 

parāhatçylyk,-gy   平和主義．～ şertnāma 平和

条約． 

parāhatlyk,-gy   平和，平静． 

pārala-   分ける，断つ． 

parasāt   利口さ，理性． 

parça   部分，断片．kāgyz ～sy 紙片． 

park   ロ  公園，駐車場． 

parla-   輝く，光る；はためく．gözleri ～ 目が

輝く．baýdak ～ 旗がひるがえる． 

parlak,-gi   輝く．～ gün şuglasy 輝く日の光． 

parohod   ロ  汽船．derýā ～y 川を行く汽船． 

parta   ロ  腰掛つきの長机． 

partiýa   ロ  党．kommunistik ～sy 共産党． 

pasyl,-sly   季節．ýylyň haýsy ～y  1 年のどの

季節． 

pasport   ロ  パスポート． 

pātyşā   皇帝，ツァー． 

pāý   分けまえ，一部分． 

paýhas   理性，知性． 

pāýtagt   首府． 

paýtūn   馬車の一種． 

pel   境．～ çek- 境界線を引く． 

pelle   ゴール直前，競技の最終部． 

pellehāna   ゴール直前のコース，ホームストレ

ッチ． 
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peltek,-gi   舌たらずの．～ çāga 舌がよくまわ

らないこども． 

penje   手首；鳥獣の足．～ bogny 手の関節． 

penjek,-gi   背広．～ geý-(çykar-) 背広を着る

(ぬぐ)． 

penjire   窓．～ni aç-(ýap-) 窓をあける(しめる)． 

penşenbe   木曜日． 

per   羽毛(の)．～ ýassyk 羽毛のまくら． 

perde   カーテン，幕，膜．～ni galdyr- (goýber-) 

カーテンを上げる(下げる)．birinji ～ 第 1

幕．gözüň buýnuz ～si 目の角膜． 

per   仙女． 

permān   命令，布告． 

pero   ロ  ペン，ボールペン． 

personaž   ロ  登場人物． 

Peru   ペルー． 

perzent,-di   子，こども．～siz ādam 子のない

人． 

pes   低い(く)(反)beýik．～ boýly oglan 低い背

の男の子．hli ～ harȳtlar 質の悪い品． 

peselt-,-dýǟr   低める，小さくする． sesini 

(radiony) ～ 声(ラジオ)を小さくする． 

pessejik,-gi   やや低い．～ depe やや低い丘． 

peýdā   利益，役に立つこと．～ görüp sat- 利

益を見て売る． 

peýdālan-   利用する．sözlükden ～ 辞書を利用

する． 

peýdāly   役に立つ．saglyk üçn ～ 健康に役立

つ． 

peýdāsyz   役に立たない． 

peýnr(peýnir)   チーズ． 

pähim   理性，知恵． 

pǟk,-gi   清らかな．～ howā きれいな空気． 

pǟki(päki)   かみそり．sakgalyny ～ bilen sȳr- 

ひげをかみそりでそる． 

pǟsgel   障害，邪魔．～ ber- 妨げる． 

pianino   ロ  ピアノ． 

pikir   考え，意見，思想．meniň ～imçe わた

しの考えでは．～ ber- 注意する． 

pikirlen-   考える．geljek bārada ～ 未来につい

て考える． 

pil   ゾウ． 

pl   シャベル．～ bilen ýer dep- シャベルで地

面を掘る． 

ple   まゆ．～ sara- (蛾が)まゆを作る． 

pilot   ロ  パイロット． 

pioner   ロ  ピオネール． 

ps   悪い，汚い，いやな．～ ādam 汚い人． 

pişik,-gi   ネコ．it bilen ～ ýāly イヌとネコの

ように(仲が悪い)． 

piwo   ロ  ビール． 

plan   ロ  プラン，計画．bǟş ýyllyk ～ 5 か年計

画． 

poçta   ロ  郵便．～ kāgyzy 便せん．～ markasy 

切手． 

poçtalon   郵便や． 

polat,-dy   鋼鉄(の)．～ guş 飛行機． 

pomidor   ロ  トマト．～ suwy トマトジュース． 

portfel   ロ  書類カバン． 

portugal   ポルトガル人，ポルトガルの． 

Portugaliýa   ポルトガル． 

pökgi   ボール．～ oýna- ボールで遊ぶ． 
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predmet   ロ  物．agyr(ýeňil) ～ 重い(軽い)物． 

prezident   ロ  大統領． 

professor   ロ  教授． 

profsoýuz   ロ  労働組合． 

programma   ロ  プログラム，計画． 

progres   ロ  進歩． 

prostyn   ロ  シーツ．～a dola- シーツに包む． 

protsent   ロ  パーセント．ýüz ～ 100 パーセン

ト． 

pūdak,-gy   小枝，部門．ýāş ～ 若い小枝． 

pugta   丈夫な，強い(く)，しっかり，まじめに．

gapyny ～ ýap- 戸をしっかりしめる．～ 

oýlan- まじめに考える． 

pul   お金．～ gazan- (sow-) お金をもうける(払

う)． 

pursat,-dy   機会，とき．～dan peýdālan- 機械を

利用する． 

pür   こずえ，樹冠． 

pürepür   いっぱいの．～ et- 満たす． 

pürk-   ふりかける，まく，かける． 

pyçak,-gy   ナイフ．～yň ýüzi(arkasy) ナイフの

刃(背)． 

pylān   ある，しかじかの．～ wagtda あるとき，

かつて． 

pyntyk,-gy   芽．～ ýār- 芽をふく． 

pyýāda   歩行者，徒歩の(で)．～ goşun 歩兵．

～ ýöre- 歩いて行く． 

 

R 
radio   ロ  ラジオ，無線．～ny aç-(öçür-) ラジオ

をかける(消す) ～ diňle- ラジオを聞く． 

rāhat,-drāk   平安(な)，心地よい．～ ş(ýer) 快

適な仕事(土地)． 

rāhatlyk,-gy   平安．kesellǟ ～ gerek 病人に安

心が必要． 

raýon   ロ  地区，地方．ýūrdumyzyň demirgazyk 

～lary わが国の北の地方． 

rāzy   満足な，同意の．～ bol- 満足である，

同意する．～ et- 満足させる，同意させ

る． 

rāzȳlyk,-gy   満足，同意．～ ber- 同意する． 

redaktor   ロ  編集者．sözlügiň ～y 辞書の編者． 

rehim   憐れみ．～ et- 憐れむ． 

rels   ロ  レール．demir ýōl ～leri 鉄道のレール． 

rende   かんな． 

reňk   色，絵の具．açyk ～ 明るい色．ýāgly ～ 

油絵の具． 

reňkli   色の．～ film カラーフィルム． 

repertuar   ロ  上演目録． 

resm   公的な．～ dokument 公文書． 

respublika   共和国． 

resūl   使徒． 

rowāýat   伝説． 

ruçka   ペン軸． 

rugsat   許可．～ al-(ber-) 許可をもらう(与え

る)． 

rūh   精神． 

rūhy   精神的．～ talaplar 精神的要求． 

Rumyniýa   ルーマニア． 

rus   ロシア人，ロシアの．～ dili ロシア語． 

rusça   ロシア語で． 

Russiýa   ロシア． 
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S 
sābyn   せっけん．～ bilen ýuwun- せっけんで

(からだを)洗う．kir ～y 洗濯せっけん． 

sabyr,-bry   辛抱，忍耐．～ et- 我慢する． 

saç   髪．gür (ýūka) ～ 濃い(薄い)髪．āk ～ 白

髪． 

saç-   まく，散らし，光をはなつ． gün 

nūruny(nūryny) ～ 太陽が光をはなつ． 

saçak,-gy   テーブルクロス．～ ýaz- テーブル

クロスを広げる． 

sāda   簡単な，純朴な．～ sān 素数． 

sag   健康な；右の(反)çep．Sag bol! さような

ら，ありがとう．Sag el(tarap) 右手(側)． 

sag-   乳をしぼる．günde iki gezek ～ 日に 2 回

乳をしぼる． 

sag-amān   無事に，元気で． 

sāgat,-dy   時計，時間．el(jübi) ～y 腕(懐中)時

計．～ bǟşde  5 時に．bǟş ～ 5 時間．～ 

nǟçede? なん時に． 

saglyk,-gy   健康．～yna seret- 健康を大切にす

る． 

sahȳpa   ページ．žurnalyň üçünji ～syny aç- 雑

誌の 3 ページをひらく． 

sahna   舞台．sahnā çyk- 舞台に出る． 

sakar   ひたいが白い(馬など)． 

sakga   急に．～ togta-(dur-) 急に止まる． 

sakgal   あごひげ．～yny pǟki bilen sȳr- ひげを

かみそりでそる． 

sakla-   保つ，きちんとしておく，保護する，

引きとめる．arassa ～ きれいにしておく．

kitāplary şkafda ～ 本を棚に保存する．

Meni ýōlumdan ～maň! わたしを引きとめ

るな．towuk ～ ニワトリを飼う． 

saklan-   さしひかえる，とどまる．Men gülmǟn 

～yp bilmedim. 笑わずにはいられなかっ

た．bir sāgatlyk ～ 1 時間滞在する． 

sāl   いかだ． 

sal-   置く，入れる，建てる，放つ．goltugyna bir 

zāt ～ わきの下になにかを入れる．dş ～ 

歯を入れる．jāý ～ 家を建てる．şe ～ 仕

事につかせる．at ～ 馬を走らせる．āň ～ 

注意をむける． 

salām   あいさつ；こんにちは．～ ber- あいさ

つする． 

salāmǟlik,-gi   こんにちは(女性語)． 

salāmlaş-(salamlaş-)   あいさつする．tanyşlaryň 

bilen ～ 知人とあいさつする． 

salat   ロ  サラダ．hyýārdan edilen ～ キュウリ

のサラダ． 

salawmāleýkim   こんにちは． 

salkyn   すずしい．～ düş- すずしくなる． 

salla-   下ろす，たらす．bedräni guýā ～ バケ

ツを井戸に下ろす． 

sallançak,gy   ゆりかご，ぶらんこ． 

salym   瞬間．bir ～da ただちに． 

sāman   わら．bugdaý ～y ムギわら． 

samolýot   ロ  飛行機． 

samra-   うわ言をいう．düýşünde ～ 夢でうわ

言をいう． 

samsyk,-gy   ばかもの，ばかな． 

sān   数，勘定，個，号．āz ～ly 少数の．iki ～
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y galam  2 本のペン．birlik (köplük) ～ 単

(複)数．gazetiň şū günki ～y 新聞のきょう

の号． 

sāna-   かぞえる．ōna çenli ～  10 までかぞえ

る． 

sanaç,-jy   皮袋． 

sanç-   刺す，接種する，ちくちく痛む．iňňe ～ 

針を刺す． 

sandyk,-gy   つづら，箱．demir ～ 鉄の箱． 

sanja-   ちくちく痛む．Böwrüm ～ýār. 横腹が

しくしくする． 

sānly   数の，いくつかの．～ gezek いくたび

か．～ günde いく日かで． 

santimetr   ロ  センチメートル． 

saňňyl-saňňyl   ぶるぶる．～ et- ぶるぶる震え

る． 

sāp,-by   純な，真の．～ altyn 純金．～ söýgy 

純愛． 

sapak,-gy   糸；学課，教訓．nçe(ýogyn) ～ 細

い(太い)糸．fizika(saz) ～y 物理(音楽)の授

業． 

sapalak,-gy   ごまかし，だまし．Tilkiniň ～y köp 

bolýār. キツネのだまし方はたくさんある． 

sara-   巻く，巻きつける．sapak ～ 糸を巻く．

ple ～ 蛾がまゆを作る． 

sāral-   黄色くなる．gāwunlar ～ メロンが黄色

くなる． 

sāralt-   黄色くする．ýüz ～ 恥ずかしそうにす

る，顔を赤らめる． 

sars-   ゆれる，ゆれ動く．ýer titrǟnde jāý ～ 地

震で家がゆれる． 

sāry   黄色い．～ matā(gül) 黄色い布(花)．～ 

ýāg とかしたバター． 

sarymsak,-gy   ニンニク．～ ȳsy ニンニクの香． 

sat-   売る．arzān(gymmat) ～ 安く(高く)売る． 

sataş-   出会う．tanşyna ～ 知人に会う． 

satyl-   売られる． 

satyn al-   買う．～ ber- 売る． 

sāý-   認める．dōst ～ 友と見なす． 

saýgar-   見分ける，わかる．Men etjek şimi ～

ýāryn. わたしはすべきことがわかってい

る． 

saýla-   選ぶ．～mak we ～nylmak hukūgy 選ぶ

権利と選ばれる権利． 

saýlan-   選ばれる．～an eserler 選集． 

saýlaw   選挙．～ hukūgy 選挙権． 

saýra-   鳥がなく． 

sāýyn   毎．sāgat ～ 毎時．gün (ýyl) ～ 日(年)

ごとに． 

sāz   音楽，民謡；正常な(に) ～ diňle- 音楽を

聞く．motor ～ şle- モーターが正常には

たらく． 

sāzak,-gy   中央アジアの葉なし植物(燃料にす

る)． 

sāzanda   音楽家． 

sāzandalyk,-gy   音楽家としての職，地位． 

sebǟp,-bi   理由．～ aýt- 理由をのべる． 

sebǟpli   理由のある，理由があって，のために．

kesel ～ 病気のため． 

sebǟpsiz   理由のない，理由なしに．～ ýere 理

由もなく． 

seç-   まき散らす；選ぶ．gün nūruny(nūryny) ～ 
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太陽が光を放つ．hünǟr ～ 職業を選ぶ． 

seçele-   まき散らす．gum ～ 砂をまく． 

segsen   80．～ ýāşa ýet-  80 歳に達する． 

sekiz   8．sāgat ～de  8 時に． 

sekizinji   第 8(の)，8 番目(の)． 

sekunt   ロ  秒．sāgatyň ～ görkezýǟn dili 時計

の秒を示す針． 

seleň   広々とした所，新鮮な空気，涼しい．～ 

ýer 涼しい所． 

seleňle-   新鮮な空気の中を歩く． 

selme   アカザ． 

semiz   肥えた，太った．～ goýun 肥えたヒツ

ジ． 

sen   君．saňa 君に．Kitābym ～demi? ぼくの

本が君のところにあるか？ 

senāgat   工業．himiýa ～y 化学工業．agyr 

(ýeňil) ～ 重(軽)工業． 

seninki   君のもの． 

sentýabr,-ry   9 月．Birinji ～da mekdeplerde 

okuw başlanýār. 9 月 1 日に学校は授業がは

じまる． 

seňrik,-gi   鼻すじ． 

sep-   まく．tohun(suw) ～ 種(水)をまく． 

ser   頭，意欲，興味．Onuň okuw bilen ～i ýōk. 

かれ(かの女)には勉強の意欲がない． 

serçe   スズメ．～ ýāly üýş- スズメのように群

がる． 

seret-,-dýǟr   よく見る，注目する，面倒を見る，

大切にする．āýnā ～ 鏡を見る．gowy ～ 

よく面倒を見る．saglygyna ～ 健康を大

切にする． 

sergi   展覧会．～ aç-(ýap-) 展覧会を開く(閉じ

る)． 

serhet,-di   国境．～den geç- 国境をこえる． 

serhetçi   国境警備兵． 

ses   音，声．～ ber- 声をかける，投票する． 

seslen-   音がする，応答する． 

sesli   音のある，声を出して．～ okaň 声を出

して読みなさい． 

ses-selem   音． 

sessiz   音のない，音もなく，静かに．～ okaň 

静かに読みなさい． 

ses-üýn   声，音声．Töwerekde ～ eşidilmeýǟrdi. 

近くに物音が聞こえなかった． 

setir   列，行．tǟze ～den başla- 新しい行から

始める． 

seýil,-ýli   散歩．～e çyk- 散歩に出かける． 

seýrān   散歩．～ et- 散歩する． 

seýrek,-grǟk   まれな(に)．Bizde gār ～ ýagýār. 

わたしたちのところでは雪はたまにしか

ふらない． 

sǟgin-   とどまる，休む．ýōlda ～ 道草をくう． 

säher   明け方．～e çenli otur- 明け方まで座っ

ている． 

sährā   荒野，ステップ． 

sl   土石流． 

silk-   ゆらす，ふるわせる，引っぱる．agajyň 

şahasyny ～ 木の枝をゆらす．ýeňinden ～ 

袖(手)を引っぱる． 

sm   針金，ワイヤー．tikenli ～ 有刺鉄線．

elektrik ～i 電線． 

siň-   しみこむ，消化する．topraga ～ 地面に
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しみこむ． 

siňdir-   吸いこませる，消化させる． 

siňek,-gi   ハエ． 

siňir,-ňri   腱． 

Siriýa   シリア． 

sişenbe   火曜日． 

siz   君たち，あなた．Sizde kim bār? 君たち(あ

なた)のところにだれがいますか？ 

slawýan   ロ  スラブ人，スラブの．～ dilleri ス

ラブ諸語． 

slýot   ロ  代表者大会． 

sogan   玉ネギ． 

sōl   左(çep が普通)． saga-～a 右に左に． 

soltān   帝王，スルタン． 

soň   終，末尾，最後，あとに(で)．hekāýanyň ～

y 物語の終．āz wagtdan ～ 少したって．

sāgat ōn ikiden  12 時すぎに． 

soňky   そのあとの，最後の．ýylyň ～ āýy  1

年の最後の月． 

soňra   そして，あとで． 

soňundaky   そのあとの． 

sōpy   ス－フィ教． 

sōra-   質問する，願う．ýoldaşdan ～ 友人にき

く．pursat ～ 許可を求める． 

sōrag   質問，疑問．～ sözlemi 疑問文． 

sōral-(soral-)   問われる． 

sow-   ついやす；向きをかえる．pul ～ お金

を使う．saga (çepe) 右(左へ)まがる． 

sowa-   寒くなる，ひえる，さめる．howā ～ 天

気が寒くなる．çāý ～ 茶がひえる． 

sowat,-dy   読み書き．～ öwren- 読み書きを習

う． 

sowatly   読み書きができる． 

sowatsyzlyk,-gy   文盲． 

sowgat,-dy   おくり物，doglan gününe köp ～ al- 

誕生日にたくさんおくり物をもらう． 

sowhoz   ロ  ソフホーズ，国営農場． 

sowuk,-gy   寒さ，寒い，つめたい．～ ur- 寒

さがおそう．～ howā (suw) つめたい空気

(水)． 

sowul-,-wlar   まがる，終わる．burçdan ～ か

どをまがる．saga ～ 右へまがる．gyş ～ 

冬が終わる． 

sowur-,-wrar   漂う，吹き上げる，浪費する．

ýel gum ～ 風が砂を吹き上げる．puly 

saga-sōla ～ お金を右左に使う． 

sök-   裂く，ほどく，分解する．gaýçy bilen ～ 

はさみで裂く．dwāry ～壁を解体する． 

sön-   消える．çyra ～ ランプが消える．～en 

wulkan 死火山． 

söndür-   消す．ōdy(kükürdi, çyrany, ýangyny) 火

(マッチ，ランプ，火事)を消す． 

söwdā   商業，商売． 

söwdāgǟr   商人． 

söweş   たたかい，戦闘．deňiz(howā) ～i 海(空

中)戦．～de ýeň-(ýeňil-) 戦争に勝つ(負け

る)． 

söweş-   たたかう，打ちあう． 

söwüt,-di   ヤナギ． 

söý-   愛する，好きだ．bri-brini ～ 愛しあう． 

söýe-   支える，寄りかける．arkany dwāra ～ 

背中を壁に寄りかける． 
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söýeg   支え，足場． 

söýgi   愛，恋．ilkinji ～ 初恋． 

söýün-,-ýner   喜ぶ．hoş habara よいニュースに

喜ぶ． 

söz   単語，ことば．～ üň mānysy 語の意味．

～ aç- 言い出す．～üme gulak as わたし

の言い分を聞け．～ünde dur- 約束を守る． 

sözbaşy   まえ書，序文． 

sözen   アカシアの類． 

sözle-   話す． 

sözlem   文．haber ～i 平叙文． 

sözlük,-gi   辞書．～siz terjime et- 辞書なしで翻

訳する． 

spetialist   ロ  専門家． 

sport   ロ  スポーツ． 

stabil   ロ  安定した，標準の．～ bahalar 標準

価格． 

stakan   ロ  コップ． 

stol   ロ  テーブル，机．ýazuw ～y 文書机． 

stul   ロ  椅子．ýumşak ～ ソファー． 

sudur   影，シルエット． 

sungat   芸術． 

sūrat   絵，写真．～ çek- 絵をかく．～ al- 写

真をとる． 

sūratlandyr-   えがく，描写する． 

susak,-gy   ひしゃく． 

suw   水，ジュース．～ sep- (tut-) 水をまく．

üzüm ～y ブドウジュース． 

suwar-   水をやる．gülleri ～ 花に水をやる． 

suwçy   水をやる人． 

suwly   水のある，水っぽい． 

sülgün   キジ． 

süller-   しおれる，しなびる．güller yssydan ýaňā 

～ 花が暑さでしおれる． 

süňk   骨．būt (njik, bilek, maňlaý, çekge) ～i 太

腿(脛，橈，前頭，頬)骨． 

süpür-   掃く；こする．içerini ～ 部屋を掃除す

る．gözüni ～ 目をこすって眠気をさます． 

sür-   運転する；たがやす．ȫz ～ýǟn traktory 自

分が運転するトラクター．meýdāny bir 

günde ～ 畑を 1 日でたがやす． 

süri   むれ，家畜群．goýun sürüleri ヒツジ群．

bir ～ bolup gel- むれて来る． 

sürüm   たがやし．～ döwri たがやす時期． 

süsňe-   押しわける，通りぬける．mǟrekǟniň 

içinden ～ 群集の中を押しわけて通る． 

sütük,-gi   やわらかい毛． 

süýji   甘い，心よい．～ gāwun 甘いメロン．

～ suw 淡水．～ ūky 心よいねむり． 

süýn-   のびる，身をのばす．～üp ýat- 手足を

のばしてねる． 

süýş-   進む，動く．öňe ～ 前へ進む． 

süýt,-di   乳，ミルク．bişen(çg) ～ わかした(生

の)乳．～de agzy bişen, suwy üflǟp içer. (乳

で口にやけどしたものは水を吹いて飲む)

あつものにこりて，なますを吹く． 

süýüm   繊維．ýüpek ～i 絹の繊維． 

süz-   こす．süýdi ～ 乳をこす． 

süzgüç   こし器，フィルター． 

syçan   ネズミ，子．öli arslandan dri ～ 死んだ

ライオンより生きているネズミ．～ ýyly 

ネズミの年． 
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syg-   はいる，おさまる．samolýota köp ādam ～

飛行機におおぜいの人がおさまる． 

sygdyr-   入れる，つめこむ． 

sygyr,-gry   牛，丑，牝牛．süýtsüz (tohum) ～ 乳

の出ない(純血種の)牛．～yň şahy ȫzüne 

ýük dǟl. 牛のつのは本人にとって荷物で

はない．～ ýyly ウシの年． 

sȳla-   尊敬する．ululary ～ 年上の人を尊敬す

る． 

sȳlag   尊敬；おくりもの，賞．～ goý- 尊敬を

払う．～ al-(ber-) 賞をもらう(与える)．

altyn medal ～ 金メダル． 

sȳn(syn)   見渡し，ながめ．～ et- ながめる． 

sȳna-   ためす．ȫz güýjuni ～p gör- 自分の力を

ためしてみる． 

sȳnag   実験，試験． 

sȳnla-   注意して見る．günüň dogşuny ～ 日の

出を見守る． 

synp   階段．şçiler ～y 労働者階級． 

syňsyra-   さまよう． 

syp-   自由になる，まぬかれる．duşmānyň 

elinden ～ 敵の手からのがれる． 

sȳpala-(sypala-)   なでる．çāgasynyň kellessini ～ 

こどもの頭をなでる． 

syr   秘密．～ sakla- 秘密を守る． 

sȳr-(syr-)   掃除する；ひげをそる．içerini ～ 部

屋を掃除する．sakgal ～ ひげをそる． 

syrkaw   病人，病気の．agyr ～ 重病人．～ çāga 

病気のこども．～y keselhānā ýerleşdir- 病

人を入院させる． 

syrly   秘密の． 

syrt   うしろ．jāýyň ～ tarapy 家のうしろ側．

～yndan geple- かげ口をたたく． 

syýa   インク．～ bilen ýaz- インクで書く． 

syýāhat   旅行．～ et- 旅行する． 

syýāsat   政治．daşary ～ 外交． 

syýāsy   政治的．～ tāýdan 政治面から． 

syz-   感じる；しみ出る，もれる．āgyry(ȳs) ～ 

痛み(におい)を感じる．suw ～ 水がもれ

る． 

syza   ヨモギの類． 

 

Ş 

şā   王．～ aýāly 王の妃． 

şādyýān   楽しい(く)，おもしろい(く)．～ 

ādam(gülki) 楽しそうな人(笑い)． 

şah   つの．Sygryň ～y ȫzüne ýük dǟl. 牛のつの

は本人にとって荷物ではない． 

şaha   小枝，分派，支流，篇． 

şāhȳr   詩人．halk ～y 民族詩人． 

şahs   人物．tārȳhy ～ 歴史的人物． 

şahsȳ   人の，個人の．～ durmuş 個人生活． 

şakal   山イヌ． 

şalgam   カブ． 

şān   光栄，名誉．～ şöhrāt 光栄，名誉． 

şaňňy   ガンガンという(音)． 

şar   球，ボール，風船．howā ～y 気球．ýer ～

y 地球． 

şār gara まっ黒い．～ saç まっ黒な髪． 

şarla-   さらさらと音がする．～p ak- さらさら

流れる． 

şāt,-dy   楽しい，幸せな；楽しさ．Men sizi 
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görenime ～. お目にかかれて幸せです． 

şātlan-   楽しむ． 

şātlyk,-gy   楽しさ，幸せ．wagtyny ～da geçir- 

時を楽しく過ごす． 

şātlykly(şatlykly)   楽しい，幸せな．～ günler 幸

せな毎日． 

şaý   飾り．gyzyl we kümüş ～lar 金銀の装飾． 

şāýāt,-dy   証人．gözli ～ 目撃証人． 

şeker   砂糖． 

şekil   形，図． 

şem   ろうそく． 

şemāl   風．ýakymly ～ 気持ちのよい風． 

şenbe   土曜日．～ güni 土曜日に． 

şerāp,-by   ブドウ酒，ワイン．gyzyl ～ 赤ワイ

ン． 

şert   条件；宣誓，約束．tebgi ～ 自然条件．

～ et- ちかう． 

şertnāma   契約，条約．parāhatçylyk ～sy 平和

条約． 

şetdāly   モモ．～ agajy モモの木． 

şeýle   こんな，このように，次のように；なん

となく．köpleriň pikiri ～ みんなの考えは

こうだ． 

şeýt-,-dýǟr   そうする．～seň gowy bolar そうし

たければ，それでよい． 

şäher   都市，町．～den ōbā göç- 町から村へ移

る． 

şikes   不具，破損．～li el 負傷した手． 

şindi   いま，いまのところ，まだ．ol ～ ýāş. か

れ(かの女)はまだ若い． 

şirin   甘い，うまい，気持ちのよい．～ suw う

まい水．～ owāz 気持ちのよい音(声)． 

şkaf   ロ  棚．kitāplary ～da sakla- 本を棚に保存

する． 

şlýapa   ロ  中折帽，ソフト．～ geý- (çykar-) 帽

子をかぶる(ぬぐ)． 

şofýor   ロ  運転手． 

şol   ほらそれ，まさにその．bū hut ～ ādam 正

にこの人．～ tāýda ほらそこに． 

şonça   それほど，それだけ． 

şonda   ほらそこに．～ menem bārdym. そこに

わたしもいた． 

şony   ほらそれを． 

şōr   塩からい；塩地(の)．～ bālyk 塩づけの魚． 

şowhun   叫び声，騒音． 

şöhle   光．günüň ～si 日光． 

şöhrāt   名誉，栄光．～a eýe bol- 名声を得る． 

ştat   ロ  アメリカの州． 

şū   これ，この，次の．～ gün きょう．şūlar 次

のようなもの．～ndan başga このほか．

～nuň ýāly このように． 

şugla   光．parlak gün ～sy 輝く日の光． 

şugundyr   甜菜，サトウダイコン． 

şum   不吉の，悪い．～ habar 悪い知らせ． 

şunlukda   その場合には，こうして． 

şwed   スウェーデン人，スウェーデンの．～ 

dili スウェーデン語． 

Şwetsiýa   スウェーデン． 

Şweýtsariýa   スイス． 

şygyr,-gry   詩． 

 

T 
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tabşyr-   頼む，まかせる，渡す．şi spetsialiste ～ 

仕事を専門家にまかせる．döwlete pagta 

～ 政府に綿花をおさめる． 

tagam   味．çōrbanyň ～yny dāt- スープの味を

見る． 

tagta   板，黒板；枚．klas ～sy 教室の黒板．

bir ～ kāgyz  1 枚の紙． 

tahýa   四角帽子． 

tākat   辛抱，我慢．～ edip garaş- 辛抱して待

つ． 

takmȳn, takmȳnan   およそ．～ iki kilo およそ 2

キロ． 

takyk   トリ，酉．～ ýyly トリの年． 

tākȳk,-grāk   正確な(に)．～ jogāp 正確な答え． 

tal   ヤナギ． 

tāla-   奪う．gündziň günortāny ～ 白昼に奪う． 

talap,-by   要求．～ et- 要求する． 

tām   建物，部屋．～a gir- 部屋に入る． 

tamām   完了．～ bol- 完了する． 

tamāmlan-   終わる，完了する． 

tamdyra   二絃琴． 

tana-   見知る．Men ony düýpden ～maýāryn. わ

たしはかれ(かの女)をまったく知らない． 

tanal-   人に知られる． 

tanat-   紹介する．ȫzüni ～ 自己紹介する，腕

前を見せる． 

taňry   天，神． 

tanyş,-nşy   知られている，知りあい(の)．

ȫzüňize ～ あなた自身の知っている．

onuň ～y köp かれ(かの女)の知りあいは

多い． 

tanyşdyr-   知識を与える，紹介する．ş bilen ～ 

仕事をおぼえさせる．Ýoldaşyň bilen meni 

～. 友だちにわたしを紹介してくれ． 

tanyşlyk,-gy   交際．～yny kes- 交際を断つ． 

tāp,-by   状態，気分；能力．～dan düş- 力がな

くなる． 

tap-   見つける，さがす．tǟze ş ～ 新しい仕事

を見つける． 

tapāwut,-dy   区別，差，優劣． 

tapāwutlan-   秀でる，ぬきんでる． 

tapmaça   なぞ，クイズ． 

tarap   方面，側，所，面．sag ～yndan bar- 右

側を行く．biz ～larda gaty yssy われわれ

の所はとても暑い．hemme ～dan あちら

こちらから，全面的に．şū ～dan この点

で，これによって． 

taraplaýyn   方面に．bir(hemme) ～ 一(全)面的

に． 

tarkylda-   大きな音がする． 

tarlaň   ノスリ(鳥)． 

tārȳh   歴史．orta asyrlar ～y 中世史． 

tārȳhçy   歴史家． 

tārȳhy   歴史的な．～ şahs(wāka) 歴史的人物

(事件)． 

tassȳk et-   承認する． 

tassȳkla-(tassykla-)   承認する，保護する．ş 

planyny ～ 仕事の計画を承認する． 

taşla-   投げる，すてる．kāgyzy(öýi) ～ 紙(家)

をすてる． 

tatar   タタール人，タタールの．～ dili タター

ル語． 
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taý   雄馬，子馬． 

tāý1   対等，対の一方．seniň ～yň dǟl 君にふさ

わしくない． 

tāý2   方面，方．şū ～da こちらに．syýāsy ～

dan 政治面から． 

tāý-(taý-)   滑る．～yp ýykyl- 滑ってころぶ． 

taýak,-gy   棒．ýogyn(uzȳn) ～ 太い(長い)棒． 

Taýland   タイ． 

tāýyn   用意のよい．～ bol- 準備ができる． 

taýýār   準備・用意ができている．～ et- 用意

する． 

taýýārla-   準備する，用意させる．okuwçyny 

ekzamene ～ 学生を試験のため準備させ

る．ertrlik ～ 朝食を用意する． 

taýýārlan-   準備する．oýun oýnamaga ～ 劇を

する用意をする．sapaklaryna ～ 勉強の用

意をする． 

taýýārlyk   準備．harbȳ ～ 軍備． 

teatr   ロ  劇場． 

tebgat   自然．～ hādsalar 自然現象． 

tebgi   自然の．～ belā(şert) 自然災害(条件)． 

tegelek,-gi   丸い，まるまる；円．～ ýüzli 丸

頭の．～ bir āý まるまるひと月．～iň 

meýdāny 円の面積． 

tegelen-   輪になる． 

tehniki   ロ  技術の． 

tejrbe   実習，実験，経験．～ meýdāny 実験

場． 

teke   種ヤギ． 

tekz   平らな(に)．āýna ýāly ～ ýōl 鏡のよう

に平らな道． 

teklp(teklip),-bi   提案．～ et- 提案する． 

telefon   ロ  電話．～ et- 電話する． 

telegraf   ロ  電信．～ agajy 電柱． 

telegramma   電報．～ ber- 電報を打つ． 

telewizor   ロ  テレビ．～ gör- テレビを見る． 

telǟr   ひさし，軒． 

telpek,-gi   毛皮帽． 

temm   罰．～ ber- 罰を与える．berk ～ 厳罰． 

ten   からだ． 

ter   新鮮な，出来たての．～ hyýār 出来たて

のキュウリ． 

terbiýe   教育．gowy ～ al- よい教育を受ける． 

terbiýele-   教育する．üç çāga ～ 3 人の子を教

育する． 

terbiýeli   教養のある，教育された． 

terbiýeçi   教育者．～ bolup şle- 教育者として

はたらく． 

terezi   はかり．～ dāşy はかりのおもり． 

terjime   翻訳．～ et- 翻訳する．sözme-söz ～ 

一語一語の翻訳． 

territoriýa   ロ  領土． 

ters   正しくない；仲が悪い．～ ş et- まちが

ったことをする．～ ýüzi 裏面． 

tersine   逆らって，対して，反対に．akymyň ～ 

ýüz- 流れに逆らって泳ぐ．～ git- 逆にな

る，うまく行かない． 

tertp,-bi   順序，規律．～e sal- 整頓する，きち

んとする． 

tertpli(tertipli)   きちんとした，きちょうめんな．

～ bolmalydygyny aýt- きちんとしなけれ

ばならないと話す． 
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teşne   渇望の，求めている．suwa ～ çöl 水を

求める荒野． 

teý   まったく，決して． Sen ～  gulak 

asmaýārsyň. 君はまったく耳をかさない

な． 

tez   臆病な．～ māl 臆病な家畜． 

tǟ   まで．gün dogandan ～ ýaşýānça 日の出か

ら日没まで． 

Täjigistān   タジキスタン． 

tǟjik,-gi   タジック人，タジックの．～ dili タ

ジック語． 

tǟjir   商人． 

tǟmz(tǟmiz)   清潔な(に)．～ howā きれいな空

気． 

tǟsr   影響．～ et- 影響する． 

tǟze   新しい，最近の，出来たての．～ ýylyňyz 

mübǟrek bolsun! 新年おめでとう．～ tārȳh 

近代史．～ dogan āý 新月．～ çörek 出来

たてのパン． 

tǟzele-   新しくする，とりかえる．içeriniň 

howāsyny 部屋の空気を入れかえる． 

tǟzelik,-gi   ニュース．Sizde nǟme ～ bār? なに

かニュースがありますか？ 

tjen-(tijen-)   努力する，全力を出す．～ip şle- 

一生懸命はたらく． 

tik-   ぬう，ぬいつける．köýnege ilik ～ シャ

ツにボタンをつける． 

tiken   とげ．～li sm 有刺鉄線． 

tikin   ぬい物．～ gaýçysy 裁縫ばさみ．～ 

maşyny ミシン． 

tikinçi   裁縫師，仕立屋． 

tikinçilik,-gi   縫製．～ fabrigi 縫製工場． 

tilki   キツネ．～ ýāly mekir キツネのようにず

るい． 

tmār ber-   ととのえる．saçyna ～ 髪をととの

える． 

tr-   集める． 

tre   系統，血統．türki ～ler トルコ系の人々． 

tirsek,-gi   ひじ；湾曲．derýānyň ～i 川の湾曲

部． 

titre-   ふるえる．ýer ～  地震がおこる．

gülküden ýaňa ～ 笑いこける． 

tz   すばやく．～ unut- すぐ忘れる． 

tzlik(tizlik),-gi   速度，はやさ．～ bilen すばや

く． 

togala-   ころがす．topy ～ 球をころがす． 

togalak,-gy   球の，丸い．～ dāş 丸い石．ýer ～

y 地球． 

togdary   ガン，雁． 

togsan   90．Atamyň ～ ýāşy dōldy. おじいさん

は 90 歳になった． 

togta-   止まる，滞在する．Awtomobil sakga ～

dy. 自動車が急に止まった． 

tohum   たね，品種；子孫；純血種の．～ sep- 

たねをまく．～ sygyr 純血種の牛． 

tokaý   森，林．～y ýangyndan gōra- 森を火事

から守る． 

tokultaý   ガン，雁． 

tolgun-   興奮する，あがる．ekzamenden öň ～ 

試験の前にあがる． 

tomaşa   見物．～ et- 見物する． 

tomsuna   夏に(は)． 
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tomus,-msy   夏．～ kanikullary 夏休み． 

tonna   ロ  トン．iki ～ ýük  2 トンの荷物． 

top   球，ボール；大砲；集団，束．～ oýna- ボ

ールで遊ぶ．～ at- 大砲を打つ．bir ～ 

kāgyz 一束の紙． 

topar   群，グループ．～ bol- 群をなす． 

topbajyk,-gy   小さい山，小さい塊． 

topbak,-gy   山積みのもの．bir ～ kāgyz ひと

山の紙． 

topla-   集める．pul ～ お金を集める． 

toprak,-gy   土地，土．mes ～ 肥えた土地． 

topuk,-gy   くるぶし． 

topul-   おそう，おそいかかる，とびつく．

duşmānyň üstüne ～ 敵におそいかかる．

çāga ejesine ～ こどもが母にとびつく． 

tor   網，網目．bālygy ～ bilen tut- 魚を網で採

る． 

tōrba(torba)   袋． 

torgaý   ヒバリ． 

toşap,-by   糖蜜． 

tōty   オウム(鳥)． 

towşan   ウサギ，卯．～ ýürek 臆病者．ýābany 

～ 野ウサギ．～ ýyly ウサギの年． 

towuk,-gy   ニワトリ，雌鳥．～ sakla- ニワト

リを飼う． 

towus-,-wsar   おどる，はねる．göwni ～ 心が

おどる．～up mün- (馬などに)とび乗る． 

toý   お祝．ogul ～y 息子の誕生祝．tām ～y 新

築祝． 

toýla-   祝う． 

toýnak,-gy   蹄．～ ȳzy 蹄のあと． 

toýun,-ýny   粘土． 

tōz(toz),tozan   砂ぼこり，粉．kömür ～y 炭塵． 

toza-   ほこりが立つ． 

tozanla-   ほこりが立つ． 

töle-   支払う．jāý kireýini ～ 家賃を払う． 

töwellā   説得，忠告．～ et- 忠告する． 

töwerek,-gi   付近，近く．～i 約，ばかり．sāgat 

bǟş ～ 5 時ごろ．şäheriň ～leri 都市の近

郊． 

traktor   ロ  トラクター． 

trubka   ロ  受話器． 

tumşuk,-gy   動物の鼻づら． 

tupān(tupan)   あらし．elhenç ～ 恐ろしいあら

し． 

tur-   立つ，起きる，始まる．ýerinden ～ 立ち

あがる．r sāgat ýedide ～ 朝 7 時に起きる．

ýel ～ 風が吹く． 

turp   ダイコン． 

turşy   すっぱい．～ üzüm すっぱいブドウ． 

turuz-,-rzar   立たせる，起こす，始める．çāgalary 

～ こどもを起こす． 

tūt,-dy   クワ，桑．～ ýapragy クワの葉． 

tut-   もつ，つかむ，とらえる．çāganyň elinden 

こどもの手をとる．şçi ～ 労働者をやと

う．dumān ～ 霧がかかる．gurçuk ～ カ

イコを飼う．towşan ～ ウサギをとらえる． 

tutuk,-grāk   うっとうしい，陰気な．～ howā く

もり． 

tutulma   日(月)食． 

tutun-   にぎる，もっている．galā ～ 城をかま

える． 
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tüçjār   大金持ちの． 

tüken-   つきる，はてる．süýt ～ 乳がなくな

る． 

tüket-,-dýǟr   使いはたす，終らせる．ähli pullary 

～ すべてのお金を使いはたす． 

tüňňi   隆起した，せむしの(人)．～ burun かぎ

鼻． 

türk   トルコ人，トルコの．～ dili トルコ語． 

Türkiýä   トルコ． 

türkmen   トルクメン人，トルクメンの．～ dili 

トルクメン語． 

Türkmenistān   トルクメン国，トルクメニスタ

ン． 

tüsse   煙．içeri ～den dōl- 部屋が煙でいっぱい

になる． 

tüssele-   煙る． 

tüweleme   あっぱれだ，やったあ！ 

tüwy   コメ，ピラフ． 

tüý   体毛，獣毛． 

tüýdük,-gi   笛．～ çal- 笛を吹く．gargy ～ ア

シ笛． 

tüýs   本物の，まったく，まるで．～ dōst 真

の友．çāga ～ seniň ȫzüň-dä こどもは君そ

っくり． 

tȳg   刃．pyçagyň ～y ナイフの刃． 

tyz-tyz et-   いらいらする，怒る． 

 

TS 
tsement   ロ  セメント． 

tsifr   数字．Arap(Rim) ～leri アラビア(ローマ)

数字． 

tsirk   ロ  サーカス． 

tsiwilizatsia   ロ  文明． 

 

U 
ūç,-jy   先，端．iňňǟniň(sapagyň) ～y 針(糸)の

先． 

uç-   飛ぶ，ゆれる．samolýotda ～ 飛行機で飛

ぶ． 

uçra-   会う．kȫne dōstuňa ～ 君の古い友人に

会う． 

uçurym   飛びはじめのひな鳥． 

ugra-   向かう，出発する．öýe ～ 家に向かう．

ōtly bǟş minutdan ～ 汽車は 5 分おきに出

る． 

ugrat-,-dýār   向かわせる，出発させる． 

ugur,-gry   方向，傾向，方策．edeb ～ 文学の

流れ．～unda のために，にそって，の方

で．şemāl ～yny üýtget- 風が向きを変える． 

ujȳpsyz(ujypsyz)   ごく小さい，少ない，つまら

ない．～ hak üçn şle- 少ない手間で働く． 

Uklaina   ウクライナ． 

ūky   ねむり．süýji ～ 心よいねむり．ūkā bat- 

深いねむりに入る． 

ulag   輸送機関． 

ulal-   大きくなる，成長する，育つ．ōbada ～

an gȳz 村で育った娘． 

ulalt-,-dýār   大きくする，育てる．sekiz çāga ～

yp ýetişdiren ene  8人のこどもを育てた母． 

ulan-   使う，用いる．ýarag ～ 道具を使う． 

ulanyş   使用．～a griz- 使用させる． 

ullakān   大きな，おとなの．～ gurjak(göz) 大
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きな人形(目)． 

uludan   大きく，深く．～ dem al- 深く呼吸す

る． 

ulumsy   高慢な(に)．～ geple- いばって話す． 

ulurāk   より大きい(く)． 

uly   大きい，多い，年上の，立派な．ulular 年

上の人，おとな．～ l おとなたち．～ 

jāý(şäher, derýā, it) 大きい家(町，川，犬)．

～ ýazyjy 立派な作家． 

uly-kiçi   老若，大小． 

umȳt,-dy   希望．～ et- 希望する． 

ummāsyz   無数の，たくさん．～ köp işim bār 

わたしには山ほど仕事がある． 

umūmy   共通の，全体の，一般の．～ 

düzgün(otag) 共通の法則(部屋)．～ sān 総

数．～ ýygnak 総会． 

umūmylyk,-gy   共通性． 

ūn   穀物の粉．el ～y 手でひいた粉．bugdaý 

～y 小麦粉． 

uniwersitet   ロ  大学．Türkmen döwlet ～i トル

クメン国立大学． 

unut-,-dýār   忘れる．Edepli bolmagy ～maň. 礼

儀正しくすることを忘れるな． 

ur-   打つ，積む．dreg ～ 支柱を打つ．sowuk 

～ 寒さがおそう．kök ～ 根を出す．ýük 

～ 荷を積む． 

uruş,-rşy   戦争．Ýōk bolsun ～! なくなれ戦

争！jahan ～y 世界大戦．～ wagty 戦時． 

uruş-,-rşar   打ちあう，たたかう．～ýānlary ārala- 

けんかを仲裁する． 

ussa   職人，親方．kümüş ～sy 銀細工師． 

ussahāna   仕事場，工房． 

ussāt,-dy   名人．sport ～y 選手権者． 

usūl   方法．meselǟniň çözüliş ～y 問題の解決

法． 

utan-   恥じる，恥ずかしがる．Ol size ýüz 

tutmaga ～ýār. かれ(かの女)はあなたに顔

を向けるのを恥ずかしがっている． 

utanç,-jy   恥．～yndan ýaňā ýüzi gyzaryp git- 恥

ずかしくて顔が赤くなる． 

uwla-   ほえる．it(mȫjek) ～ 犬(オオカミ)がほ

える． 

uýgunlaş-   順応する，合う．howāmyza ～ma- 

わたしたちの気候に合わない． 

uýgur   ウイグル人，ウイグルの．～ dili ウイ

グル語． 

uýluk,-gy   もも，股．～ süňki 大腿骨． 

uzak,-grāk   遠い(反)ýakȳn，長い(反)gȳsga． ～

dan 遠くから．～ wagt(ömür) 長い時間

(人生)．～ gün 丸 1 日． 

uzaklaş-   遠ざかる．öýden(şäherden) ～ 家(町)

から遠ざかる． 

uzaklyk,-gy   遠さ，長さ．gyş gjesiniň ～y 冬

の夜の長いこと． 

uzal-   長くなる，のびる．günler ～ 日が長く

なる． 

uzalt-,-dýār   長くする，のばす．ýüpi ～ 紐を

のばす． 

uzat-,-dýār   のばす，さしのべる，さし出す．

elini ～ 手をさしのべる．gapydan boýnuny 

～ 門から首を出す． 

uzȳn   長い，背の高い(反)gȳsga． ～ ýōl(ýüp, 
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saç) 長い道(紐，髪)．～ boýly ādam 背の

高い人． 

uzȳnlyk,-gy   長さ，たて(幅 n)．～ ölçegi 長さ

の単位．matāny ～yna kes- 布をたてに切

る． 

 

 

Ü 
üç   3．～den biri 3 分の 1． 

üçem   3 つ子． 

üçn   のため．mysāl ～ たとえば．Men seniň 

～ gjǟ gāldym わたしは君のために遅れ

た． 

üçünji   第 3(の)，3 番目(の)．ōn ～ 第 13(の)，

13 番目(の)． 

üfle-   フーと吹く．Süýde agzy bişen, suwy üflǟp 

içer. (乳で口にやけどしたものは水を吹い

て飲む)あつものにこりて，なますを吹く． 

ülje   サクランボ． 

ülke   地方，国．ȫz ülkǟmizi söý- われわれ自身

の国を愛する．ýyly ～ 暖かい地方． 

üns   注意．～ ber- 注意する．～den düşür- 注

意をおこたる． 

üst   上，上部．derýānyň ～ünden geçýǟn köpri 

川の上にかかる橋．～i bilen によって，

を通して． 

üstün çyk-(bol-,gel-)   勝つ． 

üstünlik,-gi   成功，達成． 

üwe-   挽く，粉にする．bugdaýy degirmende ～ 

小麦を臼でひく． 

üýn   声，音．ses-～ 音声． 

üýr-   犬がほえる．İt ～er, kerwen geçer. 犬がほ

える，キャラバンは通る． 

üýş-   集まる，群がる．serçe ýāly ～ スズメの

ように群がる． 

üýşür-   集める．dōstlaryny öýüne ～ 友だちを

家に集める． 

üýtge-   変わる，だめになる．ýüz ～ 顔色が変

わる．et ～ 肉がだめになる． 

üýtgeşik,-gi   様々な，異なった，独特な．

magazinde ～-～ harȳtlar köp 店には色々

な品物がたくさんある． 

üýtget-,-dýǟr   変える．şemāl ugruny ～ 風が向

きを変える． 

üz-   ひきちぎる，借金を返す，絶つ．ýüpi ～ 紐

をひきちぎる．ārany ～ 関係を絶つ． 

üzeňňi   あぶみ． 

üzül-   ちぎれる，返済される，とだえる．ilik ～ 

ボタンがちぎれる．Olar bilen biziň āramyz 

～di. かれら(かの女)とわれわれの仲はと

だえた． 

üzüm   ブドウ．～ kes- ブドウを切り落とす．

Bū ýyl ～ gowy getirdi. ことしブドウが

よく実った． 

 

W 
wāda   約束．～ et-(ber-) 約束する． 

wagt   時，季節．gȳsga ～yň içinde 短時間に．

āz ～dan soň 少したって．güýz(gyş, ýāz) 

～y 秋(冬，春)の季節．meniň ～ym ýōk わ

たしには時間がない． 

wagtlaýyn   いっ時，臨時の(に)．～ ş 臨時の
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仕事． 

wagty-wagtynda   適時に． 

wagtynda   適時に，よいころに． 

wah   (怒り，残念，非難を表す)おい，こら．

～ nrǟň āgyrýār? おいどこが痛いんだ？ 

waharmān   メロンの一種． 

wāka   事件．tārȳhy ～ 歴史的事件． 

wāleýkimessalām   こんにちは． 

(essalawmāleýkim に対する返事として) 

wariant   ロ  異説，変種． 

watan   祖国． 

we   と，そして．～ başgalar そのほか (略) we 

b.．～ şūňa meňzeşlar そのほか (略) we 

ş.m.． 

wekil   代表，使節．şçiler synpynyň ～i 労働者

階級の代表． 

weli   しかし．öýuňize bardym ～, sen ýōk ekeniň. 

お宅に行ったが君はるすだった． 

welosiped   ロ  自転車． 

wengr   ハンガリー人，ハンガリーの．～ dili 

ハンガリー語． 

Wengriýa   ハンガリー． 

wepāly   忠実な．it ādamyň ～ ýoldaşy 犬は人

間の忠実な友． 

wersiýa   ロ  異説，所説． 

weset   遺訓，遺言． 

wezpe   任務，義務． 

wǟşi   ひょうきんな(人)． 

wilka   ロ  フォーク．～ bilen iý- フォークでた

べる． 

woleýbol   ロ  バレーボール． 

wulkan   ロ  火山．sönen(öçen) ～ 死火山． 

 

Y 

ybārat   (から)成り立っている．Kitāp birnǟçe 

bāpdan ～ 本はいくつかの章から成って

いる． 

yglān(yglan) et-   発表する，布告する． 

ygşylda-   カサカサ鳴る．Agaçlaryň ýapraklary 

şemāla ～ýārdylar. 木の葉が風でカサカサ

鳴っていた． 

ygtyýār   許可．～ al-(ber-) 許可を受ける(与え

る)． 

yhlās   熱心．～ et- 骨を折る． 

ykbāl   運命． 

ykdysādyýet   経済． 

ȳkmanda   浮浪人． 

ylālaş-   和解する，同意する．ýoldaşyň bilen ～ 

友だちと同意する． 

ylāýta   特に，ことに．Şū gün ～ yssy. きょう

は特に暑い． 

ylga-   走る．uzak āralyga ～ 長い距離を走る． 

ylgaş-   競走する． 

ylym,-lmy   科学，学問，知識．～syz gāl- 無学

である．～lar Akademiýasy 科学アカデミ

ー． 

ynam   信用，信頼．Onuň muňa kǟn ～y ýōk. か

れ(かの女)はこれを大して信用していな

い． 

ynamdār   信頼すべき． 

ynamly   信頼すべき，信用ある．～ geple- 自

信をもって話す． 
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ynan-   信じる．Ol diňe size ～ýār. かれ(かの女)

はあなただけを信じている． 

ynanç,-çy   信用．～ haty 信用状． 

ynandyryjy   信じさせるに足る． 

ynja-   残念がる． 

ynhā   さあここに，ほら．～ siziň kitābyňyz. ほ

らあなたの本です． 

ynsān   人間，人． 

yra-   ゆり動かす．sallançagy ～ ゆりかごを動

かす． 

Yrak   イラク． 

yran-   ゆれ動く．Gje ýer～dy. 夜地震があった． 

ȳs   におい，香．～ al-(duý-) においをかぐ．

～ syz- においを感じる． 

yssy   熱，暑さ；暑い．～ tomus 暑い夏．～ 

ýūrtlar 熱帯地方． 

yşk   愛，恋愛． 

yşyk,-gy   光，明かり．elektrik ～y 電灯の明か

り． 

ȳz   跡，うしろ；親類．aýak ～y 足跡．öňe we 

～a 前後に．～yndan düş- 後を追う，従う．

～a gāl- 遅れる． 

ȳzarla-   追跡する． 

 

Ý 
ýā   あるいは，か．Biz şū gün ～ ertr ugrarys. 

われわれはきょうかあす出発する．ulumy 

～ kiçi? 大きいか小さいか，年上か年下

か？ 

ýābany   野生の．～ towşan 野ウサギ． 

ýaby   馬，駄馬(at 乗馬)． 

ýā-da   あるいは．Siz çāý içermisiňiz ～ nahar 

iýermisiňiz? お茶をのみますか，それとも

食事にしますか？ 

ýāda-   つかれる．Men bū gün gaty ～dym. きょ

うはひどくつかれた． 

ýādygǟrlik,-gi   碑；記念．ýazuw ～i 碑文． 

ýāg   油，バター．bālyk ～ 魚油．sāry ～ と

かしたバター．ǟdik ～ y 靴ずみ． 

ýag-   降る．gār ～yp durdy 雪が降りつづいた．

ýagyş ～ 雨が降る． 

ýagdaý   様子，状態．halkāra ～y 国際情勢．

～lar neneň? 元気ですか？ 

ýagy   敵．～ ýāly sowuk. 敵のようにつめたい． 

ýagyn,-gny   降雨(雪)量． 

ýagyrny   背中．～ny ýaz- 背中をのばす． 

ýagyş,-gşy   雨．～ ýag-(diň-) 雨が降る(止む)． 

ýāgly   油の，バター入りの．～ reňk 油絵の具． 

ýāglyk(ýaglyk),-gy   スカーフ．başyna ～ at- 頭

にスカーフをかぶる． 

ýagny   すなわち． 

ýagşy   よい，よく，よし．～ gör- 好む．～ ýigit 

よい青年． 

ýagşylyk,-gy   善意，善行．～ et- よいことを

する． 

ýagty   光；明るい．günüň ～sy 太陽の光．～ 

klas 明るい教室． 

ýagtyl-   明るくなる，光る．Asmān ～yp başlady. 

空が明るみだした． 

ýak-   やく，もやす，たく，こがす，照りつけ

る．ōdun ～ まきをもやす．ōduň gyzgyny 

elini ～ 火の熱が手をこがす．gün ～ 太
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陽が照りつける． 

ýaka   襟；へり．āk(owadan) ～ 白い(おしゃれ

な)えり．derýānyň ～sy 川のへり．～ 

synda のそばで． 

ýakymly   気持ちのよい．～ şemāl 気持ちのよ

い風． 

ýakymsyzlyk   いたずら，腕白． 

ýakȳn   近い(反)uzak．～ ýōl 近道．～ gel- 近

づく．agşama ～ 夕方近く．～ gündogar 

近東． 

ýakȳnlaş-   近づく．baýram ～ 祭りが近づく． 

ýakȳnlyk,-gy   近さ，類似性． 

ýākūt,-dy   ヤクート人，ヤクートの．～ dili ヤ

クート語． 

ýāl   たてがみ．uzȳn ～ly at 長いたてがみの馬． 

ýala-   なめる．dōdagyny ～ くちびるをなめる． 

ýalan   うそ(の)．～ aýt- うそをつく．～ habar 

誤報．～ gülki 作り笑い． 

ýalançy   うそつき；世の中．～ ýagtyldy 夜が

明けた． 

ýalaňaç,-jy   はだかの，はだしの，葉がおちた．

agaçlar gyşyna ～ bol- 木が冬に葉がおち

る． 

ýalaňaçla-   はだかにする，脱ぐ．aýagyny ～ 靴

をぬぐ． 

ýalbar-   たのむ．～a ～a rāzy et- 説得する． 

ýalkym   光．çyranyň ～y ランプの光． 

ýalňyş   誤り(の)．～lary düzet- 誤りを正す． 

ýalňyş-   まちがう．hasāpda ～ 勘定をまちが

える． 

ýalňȳz   ひとりぼっちの(で)，ただひとつの．

～ ýāşa- ひとりぐらしをする．～ perzent 

ひとりっ子． 

ýalpak,-gy   浅い．～ derýā 浅い川． 

ýalta   なまけもの(の)．～ okuwçy なまけもの

の学生． 

ýāly   のように(な)．munuň ～lar このような

もの．būz ～ 氷のよう．kitāp ～ söz 「本」

のような語． 

ýalyn,-lny   炎．～ bütn jāýy gābsap aldy. 炎が家

全体を包みこんだ． 

ýama   つぎ布．～ sal- つぎを当てる． 

ýama-   つぎを当てる．geýimleri ～ 服につぎ

を当てる． 

ýaman   悪い(反)ýagşy, hoş； ひどく大変．～ 

habar 悪い知らせ．～ güýçli ýel ひどい強

風．～ gör- きらう． 

ýān   脇，側，方，そば．haýsy ～a gitdi? どっ

ちへ行った？mekdebiň ～ynda ýāşa- 学校

のそばに住む． 

ýan-   もえる，ともる，日に焼ける．ōjakdaky ōt 

lowlap ～ýārdy. かまどの火がめらめらと

燃えていた．güne ～ 日やけする． 

ýangyn   火事．～y söndür- 火事を消す． 

ýanwar,-ry   ロ  1 月．birinji ～ 1 月 1 日． 

ýaň   こだま． 

ýaňā   の方へ；のため．ýagyşdan ～ gjǟ gāl- 雨

のため遅れる．gülküden ～ titre- 笑いこ

ける． 

ýaňak,-gy   ほお．～ yndan öp- ほおにキスする． 

ýaňy   最近，ただ，やっと ～ bir ýyl やっと 1

年．Ol ～ geldi. かれ(かの女)は最近来た
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ところだ． 

ýaňky   いましがた，その．～ gelen いま来た

人． 

ýāp   溝，用水．～dan böküp geç- 溝をとび越す． 

ýap-   閉じる，しめる，かぶせる．gapyny 

(penjirǟni) ～ 門(窓)をしめる．çāganyň 

üstüne ýorgan ～ こどもの上にふとんを

かける． 

ýapon   日本人，日本の．～ dili 日本語． 

Ýaponiýa   日本． 

ýaprak,-gy   葉．üzüm ～y ブドウの葉．～ 

dökül- 葉が落ちる． 

ýaprakla-   葉が茂る． 

ýapyk,-gy   閉じた．gapy ～ 門がしまっている．

～ bogun 閉音節(反)açyk bogun． 

ýapyr-   下に下げる，垂らす． 

ýapyş-   すがりつく，くっつく． 

ýār   恋人． 

ýār-(ýar-)   切る，割る，爆発させる，犬がかむ．

gāwun ～ メロンを切る． 

ýara   傷，けが．gülle(ok) ～sy 弾丸(矢)の傷．

～dan öl- けがで死ぬ． 

ýara-   役に立つ，気にいる．Bū hç zāda ～

maýār. これはなんの役にも立たない．

Meniň sözüm oňa ～mady. わたしのこと

ばはかれ(かの女)の気にいらなかった． 

ýaradan   造物主． 

ýarag   武器，道具．sowuk ～ 刀剣類． 

ýaragly   武装した．～ gōzgalaň 武装蜂起． 

ýārak,-gy   (犬)かむ．İt ～ dǟl 犬はかまない． 

ýarala-   けがをする．aýagyndan ～ 足にけがを

する． 

ýaramaz   悪い ( く ) ，ろくでもない．～ 

howā(ādam) 悪天候(人)． 

ýaramly   役立つ，有用な． 

ýārān   味方，友だち． 

ýaran-   喜ばせる，満足させる．oňa ～mak kȳn. 

かれ(この女)を満足させるのはむずかし

い． 

ýaraş-   和解する，休戦にする．ýoldaşyň bilen 

～ 友だちと仲なおりする． 

ýāry   半，半分．～ gje 夜中(に)．nahary ikiniň 

～nda iý- 食事を 2 時半にたべる． 

ýārym   半分の．～ sāgat 半時，30 分．ýanwaryň 

birinji ～y  1 月の前半．～ aýlaw 半円． 

ýāryş   競争．～da oz- 競争に勝つ． 

ýāryş-(ýaryş-)   競争する．ýoldaşyň bilen okuwda 

～ 友だちと勉強で競争する． 

ýasa-   手で作る． 

ýasli   ロ  託児所．çāgany ýaslǟ ber- こどもを託

児所にあずける． 

ýassan-   枕にする． 

ýassyk,-gy   まくら．per ～ 羽毛のまくら．～ 

daşy まくらカバー． 

ýasy   平らな．～ dāş 平らな石． 

ýāş1   歳；若い．Sen nǟçe ～ynda? 君なん歳？

ýedi ～ynda 7 歳です．Atamyň togsan ～y 

dōldy. おじいさんは 90 になった．～lar 若

もの．～jyk alma ちょっと未熟のリンゴ．

～ görün- 若く見える． 

ýāş2   涙．boýur-boýur ～ dök- さめざめと涙を

こぼす． 
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ýaş-   太陽が沈む．gün ～ 太陽が沈む． 

ýāşa-   生きる，くらす，住む．bālyklar suwsuz ～

p bilmeýǟrler. 魚は水なしに生きられない．

～syn! 万歳．aýra (ýalňyz) ～ わかれて(ひ

とりで)くらす． 

ýāşar-   涙が出る． 

ýāşart-(ýaşart-),-dýār   涙ぐませる． 

ýāşaýyş,-ýşy   生活． 

ýaşçik   →ýaşşik 

ýāşdaş   同じ年ごろの(人)． 

ýāşlyk,-gy   青年時代，青春，若さ．ȫz ～yny 

ýātla- 自分の青春を思い出す．～yna ga-

ramazdan 若いのにもかかわらず． 

ýaşşik   箱，口．bir ～ pomidor 一箱のトマト．

poçta ～i 郵便箱． 

ýāşuly   老人． 

ýāşyl   緑の．～ reňkli 緑色の．āl- ～ 赤や青

色とりどりの． 

ýaşyr-   かくす，しまいこむ．ōtluçöpi çāgalardan 

～ マッチをこどもからかくす． 

ýāt1,-dy   記憶．～yndan çykar- 忘れる．～dan 

aýt- そらで言う．～ da sakla- おぼえる，

暗記する．～a düş- 頭にうかぶ．～ tut- お

ぼえる． 

ýat2,-dy   他の，他人の．～ ādam 他人． 

ýat-   横になる，ねる，横たわる，ある，病気

でねる，静まる，しおれる．ýüzin (arkān) ～ 

うつぶせに(あおむけに)ねる．üç-dȫrt gün 

～ 3・4 日ふせる．harasāt ～ 烈風がおさ

まる． 

ýatak,-gy   家畜小屋．goýun(sygyr) ～y ヒツジ

(牛)小屋． 

ýatakhāna   寄宿舎． 

ýātla-   思い出す．ȫz ýāşlygyny ～ 自分の青春

を思い出す． 

ýātlat-(ýatlat-),-dýār   思い出させる．okuwçylara 

öý şini ～ 学生に宿題を思い出させる． 

ýatyl-   ねむれる．tomus daşarda ～ 夏は外でね

むれる． 

ýatymlyk,-gy   宿泊の．iki ～ ýōl  2 泊の道． 

ýatyr-   ねかせる，刈る，静める．çāgalary ～ こ

どもたちをねかせる．dūza ～ 塩につける．

ot ～ 草を刈る． 

ýāý   弓；かっこ．～ içine al-  かっこに入れ

る． 

ýaýbaň   広い．～ maňlaý 広いひたい． 

ýaýra-   広がる，ちらばる．gürrüň örǟn çalt ～ 

うわさが大変はやく広がる． 

ýaýrat-,-dýār   広げる．gazetleri köpçilige ～ 新

聞を大衆に広げる． 

ýāz   春．～ geldi 春が来た．～ kanikuly 春休

み． 

ýaz-1   書く．adresini ýaz- 住所を書く． 

ýaz-(ýāz-)2   広げる，延ばす．blini ～ 腰をの

ばす．saçak ～ テーブルクロスを広げる． 

ýāz-   はずれる．ýakasynyň iligi ～ えりのボタ

ンがはずれる． 

ýazdyr-   書かせる．hat ～ 手紙を書かせる． 

ýāzdyr-   はずす，解く．iligini ～ ボタンをは

ずす． 

ýazgy   記録文書，メモ．ýōl ～lary 旅のメモ． 

ýāzlyk,-gy   春の．～ bugdaý 春ムギ． 
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ýazma   書くこと．～ harplar 筆記体の字． 

ýazuw   文字組織，書き方．Arap ～y アラビ

ア文字．～ düzgüni 書法． 

ýazyjy   作家．uly ～ 立派な作家． 

ýazyl-1   予約する，加入する，書かれる．roman 

～ 小説が書かれる． 

ýazyl-2   広がる，延びる．keçeler ýere ～ フェ

ルトが地上に広がる． 

ýāzyna   春に，春には． 

ýedi   7．～ ýāşdan ýetmiş ýāşa çenli 老いも若き

も(7 歳から 70 歳まで)． 

ýedinji   第 7(の)，7 番目(の)．～ norabr  11 月

7 日． 

ýegen   おい，甥． 

ýeke   ひとつの，ひとりで，単一の．～je gün 1

日たりとも．～minut hem  1 分も．～ 

ýāşa- ひとりでくらす． 

ýekelik,-gi   単独，1．～de ýāşa- 単身でくらす． 

ýeke-tǟk   ただひとつの．～ ogul ひとりの息

子． 

ýekşenbe   日曜日． 

ýel   風．garşydaş ～ 向かい風．～ degirmeni 

風車場．～ tur- 風が吹く． 

ýelek,-gi   ペン，羽． 

ýelim   のり，にかわ．kāgyza ～ çal- 紙にのり

をつける．agaç ～i にかわ． 

ýelken   帆．～i goýber- (çek-) 帆を下げる(上げ

る)． 

ýelme-   のりづけする．kāgyzlary ～ 紙をはり

あわせる． 

ýelpewāç,-jy   扇． 

ýemşik,-gi   ぺしゃんこな．burny ～ 鼻がぺし

ゃんこだ． 

ýene   さらに，また，そのうえ．～ bir kǟse çāý 

iç- もういっぱい茶をのむ． 

ýeň   袖．～siz köýnek 袖なしシャツ． 

ýeň-   勝つ．duşmany ～ 敵に勝つ． 

ýeňil   軽い(反)agyr，容易な．～ maşyn 軽自動

車．～ ş 簡単な仕事． 

ýeňil-,-ňler   負ける．söweşde ～ 戦争に負ける． 

ýeňiş,-ňşi   勝利，成功，成果．～ gazan- 勝利

する． 

ýeňle-   へる，軽くなる．iki kilo ～  2 キロへ

る．şler ～ 仕事が軽くなる． 

ýeňlet-   へらす，軽く(少なく)する．agramyny 

～ 目方をへらす．jezāsyny ～罰を軽くす

る． 

ýeňse   うなじ，首すじ；うしろ．ýeňsǟňi gaşa- 

首すじをかく．ýeňsǟňe öwrül- うしろを向

く．～sinden aýt- かげ口をたたく． 

ýer   大地，地球，地面，土地，その場，とこ

ろ．～ titre- 地震がおこる．～ togala-

gy(şary) 地球．～ sür- 耕す．bū ～ gaty 

yssy ここはとても暑い．～inden tur- 起き

あがる．～ine の代わりに．～ine ýetir- 実

行する． 

ýeri   さあ，おい．～, nǟme aýtmakçy? おい，

なにを言う気だ？ 

ýerleş-   位置する，置かれる，はいれる，仕事

につく，落ちつく．teatr şäheriň merkezinde 

～ 劇場は市の中心に位置する．awtobusa 

～ バスにはいる． 
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ýerleşdir-   位置づける，置く，入れる．syrkawy 

keselhānā ～ 病人を病院に入れる． 

ýerli   その土地の，現地の．～ halk 原住民．

～ wagt 現地時間． 

ýerli-ýerinde   あるべき所に． 

ýersiz   土地のない． 

ýesr   捕虜．～ al-(tut-) 捕虜にする．～ düş- 

捕虜になる． 

ýet-   足りる，追いつく，着く，達する．güýç ～

me- 力が足りない．şähere ～ 町に着く．

～ip gel- 近づく．bir ýāşyna ～en göle  1

歳になった牛． 

ýeterlik,-gi   十分な．～ taýýārlyksyz 十分な準

備のない． 

ýetm   孤児．～ gāl- 孤児になる． 

ýetir-   届ける，延ばす，導く．haty eýesine ～ 手

紙を宛先に届ける．azāt durmuşa ～ 自由

な生活に導く．ýerine ～ 実行する． 

ýetiş-   成人する，熟す；上達する，間にあう．

iýmişler mazāly ～ 果物がよく熟す．ōtlā 

～ 汽車に間にあう． 

ýetişdir-   育てる，栽培する；つれて行く．ōn 

çāga ～  10 人の子を育てる．gül ～ 花を

作る．ýōlagçylary samolýota ～ 乗客を飛

行機につれて行く． 

ýetmezçylyk,-gy   不足，欠点．～ et- 不足する． 

ýetmiş   70．～ ýāşa-  70 年生きる． 

Ýewropa   ヨーロッパ． 

ýigit,-di   青年．～ çyk- 成人する． 

ýigrimi   20．～ ýāşly  20 歳の． 

ýigriminji   第 20(の)，20 番目(の)．～ awgustda  

8 月 20 日に． 

ýilik,-gi   髄．oňurga süňküniň ～i 脊髄． 

ýit-   なくなる，失われる． 

ýiti   するどい，やけつくような．～ pyçak す

るどいナイフ．～ oglan 利口なこども．

～ burç 鋭角． 

ýitir-   失う，見失う．açarlary ～ かぎを失う．

hūşyny ～ 失神する． 

ýōda(ýoda)   小道．～ bilen bar- 小道を行く． 

ýōgal-(ýogal-)   なくなる，死ぬ． 

ýogȳn   太い，太った(反) nçe．～ sapak(taýak) 

太い糸(棒)．～ çekimli 後母音． 

ýogna-   太くなる．agaç birāz ～ 木が少し太る． 

ýogsa   さもないと． 

ýogsa-da   もしかすると．～ düýn sen ýygnaga 

gelipmidiň? もしかすると君きのう会に来

ていたのでは？ 

ýōk,-gy   ない，いいえ．Bū ýerde hç kim ～ こ

こにはだれもいない． 

ýok-   くっつく，感染する． 

ýokanç,-jy   伝染性の．～ kesel 伝染病． 

ýokar(y)   上，上に，上の，高い．dāgyň ýokarsyna 

çyk- 山のてっぺんにのぼる．～ hlli 上質

の．～ baha 高値．～ gal- 上にあがる． 

ýokarky   上の，上記の．～ dōdak 上くちびる． 

ýokarlan-   あがる，のぼる． 

ýokarlygyna   上へ，上の方に，東へ．～ at- 上

にむけて撃つ．～ git- 東へ行く． 

ýōl   道．howā ～y 空路．durmuş ～y 人生航

路．～uňyz āk bolsun! 道中ご無事で！ 

ýol-   ひき抜く，もぎ取る．ýüpy ～ 紐をちぎ
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る． 

ýōlagçy   旅人，乗客．～ samolýoty 旅客機． 

ýolbars   ライオン． 

ýōlbaşçy   指導者． 

ýōlbaşçylyk,-gy   指導力，指導． 

ýoldaş   友だち，仲間．mekdep ～y 学友． 

ýolka   ロ  モミの木． 

ýōlla-   送る．hat(sowgat) ～ 手紙(送り物)を送

る． 

ýoluk,-gýār   会う．Men köçede ýoldaşyma ～

dym. 通りで友だちに合った． 

ýōnuşga   かんなくず． 

ýor-   言い当てる，解く．matal ～ なぞを解く． 

ýorga   馬の側対歩． 

ýorgan   ふとん．çāganyň üstüne ～ ýap- こど

もにふとんをかける． 

ýorunja   クローバー． 

ýowar   農家の手伝い，勤労奉仕． 

ýowşan   ヨモギ． 

ýȫne   無料で，ただ，なに気なく；しかし．kitāby 

～  ber- 本をただでやる．Men ýānyňa 

barmakçydym, ～ wagtym bolmady. 君の

ところへ行くつもりだったが時間がなか

った． 

ýȫnekeý   簡単な，普通の，気さくな．～ mesele 

簡単な問題．～ ādam 気さくな人． 

ýȫnel-(ýönel-)   向かう．mekdebe bakā ～ 学校

の方へ向かう． 

ýȫr   …しつづける．Sen nǟme şläp ～suň? 君

なにしているの？ 

ýöre-   歩く，進む．çalt(haýal) ～ はやく(ゆっ

くり)歩く．ōtly ýörǟp başla- 汽車が動き出

す． 

ýörelge   小道，習慣，伝統． 

ýörte   特別の(に)． 

ýörüş,-rşi   移動，行進，行軍．～ marşy 行進

曲．haçly ～ler 十字軍． 

Ýugoslawiýa   ユーゴスラビア． 

ýūka   薄い(反)aglyň, gür． ～ kāgyz (ýorgan) 薄

い紙(ふとん)．～(gür) saç 薄い(濃い)髪． 

ýum-   口(目)をとじる．göz ～ 目をとじる． 

ýumak,-gy   巻糸，糸束．bir ～ ýüp ひと巻の

紐． 

ýumor   ロ  ユーモア． 

ýumruk,-gy   こぶし，げんこつ．gapyny ～ bilen 

kak- ドアをげんこつでたたく． 

ýumry   丸い突起，こぶ． 

ýumurtga   卵．～nyň āgy(sārysy) 卵の白身(黄

身)． 

ýumuş,-mşy   依頼，課題，宿題．～y ýerine ýetir- 

依頼を実現させる． 

ýumşa-   軟らかくなる． 

ýumşak,-gy   軟らかい，おだやかな．～ saç 軟

らかい髪．～ ādam おだやかな人． 

ýumşaklyk,-gy   軟化．～ belgisi 軟音符． 

ýumşat-   軟らかくする． 

ýūrt,-dy   国，国土．～ymyz わが国．daşary ～ 

dilleri 外国語． 

ýuw-   洗う．kir ～ 洗濯する．ýüzüni ～ 顔を

洗う． 

ýuwa   野生ネギ． 

ýuwan   塩気のない，薄い．～ çāý うすい茶． 
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ýuwaş   静かな(に)，おとなしい(く)．～jadan ご

く静かに．～ sözle-(geple-, gürle-) 静かに

話す． 

ýuwaşa-   静かになる，おさまる，弱まる．ýel ～ 

風がおさまる． 

ýuwun-,-wnar   からだ(顔)を洗う，入浴する．

sābyn bilen ～ 石けんでからだを洗う． 

ýuwut-,-dýār   のみこむ．kȳnlyk bilen ～ やっと

のみこむ． 

ýük   荷物．～ māly 荷運びの家畜．～ ýükle- 

荷をつむ．Sygryň şahy ȫzüne ～ dǟl. 牛の

つのは本人にとって荷物ではない． 

ýükçy   荷づみ労働者． 

ýükle-   荷をつむ，負わせる．agyr ～ 重いも

のをのせる． 

ýüň   毛(の)．～ matā 毛織物．goýun(düýe) ～

y ヒツジ(ラクダ)の毛． 

ýüp   ひも，綱，縄．～ bilen daň- ひもでしば

る． 

ýüpek,-gi   絹．～ gurçugy かいこ．～ matā 絹

織物． 

ýürek,-gi   心臓，心．～ keseli 心臓病．～im gaty 

urýār. 胸がどきどきしている．towşan ～ 

臆病もの． 

ýüz1   顔，面，側面，刃．～ üni ýuw- 顔を洗

う．～ tut- 顔を向ける．suwuň ～ünde 水

面に．köçäniň ol ～üne geç- 通りの向う側

に渡る．pyçagyň ～i ナイフの刃． 

ýüz2   100．～ protsent  100 パーセント． 

ýüz-   泳ぐ．akymyň tersine ～ 流れに逆って泳

ぐ．  

ýüzn   うつぶせに(反)arkān． ～ ýykyl- (ýat-) 

うつぶせに倒れる(ねる)． 

ýüzlen-   向かう，申し出る，呼びかける．derýā 

tarap ～ 川の方へ向かう．～me sözlem 感

動文． 

ýüzleý   浅い(く)，ざっと，表面的な(に)．～ 

sürüm 浅い耕作．～ bil- ざっと知る． 

ýüzügara   ずうずうしい(人)．～ et- 恥をかか

せる． 

ýüzük,-gi   指輪，環．altyn ～ 金の指輪． 

ýyg-   集める，取り入れる，刈る．pagta (üzüm) 

～ 綿(ブドウ)を取り入れる．ot ～ 草を刈

る． 

ýygna-   集める，しまいこむ，たくわえる．

marka ～ 切手を集める．pul ～ 金をため

る．içerini ～ 部屋を片づける． 

ýygnak,-gy   会議，集会．umūmy ～ 総会．～

y aç-(ýap-) 会を開く(閉じる)．ata-eneler ～

y 父母の会． 

ýygnan-   集まる． 

ýygym   取入れ，収穫． 

ýygymçy   取り入れる人． 

ýygyndy   編集物．eserler ～sy 作品集． 

ýygyr-,-grar   しわにする，しかめる，まげる．

köýnegiň etegini ～ シャツのすそをしわ

にする．aýaklaryny ～yp otur- 足を折って

座る． 

ýyk-   こわす，倒す，突き落とす．jāýy ～ 家

をこわす．agajy ～ 木をたおす．çukura ～ 

穴に落とす． 

ýykyl-   こわれる，倒れる，落ちる．köpri ～ 橋



116 一般言語学論叢第 13 号 (2010) 

 

がこわれる．ýüzn ～ うつぶせに倒れる．

agaçdan ～ 木から落ちる． 

ýyl   年．geljek(öten, şū) ～ 来(去，今)年．Bir ～

da ōn iki āý bār.  1 年には 12 か月がある．

～ boýy 年中． 

ýylān   ヘビ，巳．zäherli ～ 毒ヘビ．～ zäheri 

ヘビの毒．～ ýyly ヘビの年． 

ýyldam   快速の．～ at 快速の馬． 

ýyldyrym   稲妻．～ ur- 雷が落ちる． 

ýyldyz   星．Demirgazyk ～y 北極星． 

ýylgyn   タマリスク，御柳(植物)． 

ýylgyr-   ほほえむ．köp mānyly ～ 意味深長に

ほほえむ． 

ýylky1   1 年の． 

ýylky2   午，馬群．～ ýyly ウマの年． 

ýyllap   年間，～年も．köp ～ 長年のあいだ． 

ýyllyk,-gy   年の；年祭．～ grdeji 年収．ōn ～  

10 年祭． 

ýylma-   磨く，かんなをかける．tagtany ～ 板

をけずる． 

ýyly   暖かい(く)．～ akym 暖流． 

ýylylyk,-gy    暖かさ，温度． 

ýyrt-   破る．hatlary ～ 手紙を破る． 

ýyrtyjy   猛獣，肉食の．～ haýwānlar 肉食獣． 

ýyrtyk,-gy   破れた；破れ．～ köwüş 破れ靴． 

 

Z 

zakaz   ロ  注文．～ et- 注文する． 

zamān   時代，時期，時制．hǟzirki ～ 現代，

現在時．öten (geljek) ～ 過去(未来)時． 

zār   必要．görmäge ～ bol- どうしても見(会

い)たい． 

zarp,-by   力，圧力．～ bilen ur- 力いっぱい打

つ．ýedini dȫrde ～ et-  7 を 4 に掛ける． 

zāt,-dy   物，事．bir ～ なにか，あるもの(こ

と)．hç ～ なにもない． 

zawod   ロ  工場．gant ～y 製糖工場． 

zāýa   だめになった．～ bol- だめになる，く

さる． 

zelel   損害，～ et- 害を与える． 

zer   金，金色の；組みひも． 

zerūr   必要な．～ şert 必要な条件． 

zerūrlyk-gy   必要性．Munuň ～y bārmy? これ

必要か？ 

zeýren-   不平をいう，こぼす．oglundan ～ 息

子のことをこぼす． 

zäher   毒．ýylān ～i ヘビの毒． 

zäherli   毒のある．～ kömlek (ýylān) 毒キノコ

(ヘビ)． 

zähmet   労働．～ ādamlary 労働者．～ çek- は

たらく．～ haky 労賃． 

zähmetkeş   労働者，はたらきものの． 

zōl   たえず，いつも．～ gjǟ gāl- いつも遅れ

る． 

zōr   力，力のある，濃い．matematikadan ～ 数

学に強い．～ çorba 濃いスープ．～ bilen 

力ずくで，やっと． 

zōrdan   やっと，かろうじて．Biz ～ öýümize 

ýetdik. われわれはかろうじて家に着いた． 

zybyrda-   すばやく走る． 

zynjyr   鎖，回路．demir ～ 鉄の鎖．elektrik ～

y 電気回路． 
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zynjyrly   鎖のついた． 

zyň-   投げる．dāş(kesek) ～ 石(土くれ)を投げ

る． 

zyýān   害．～ ber- 害を与える． 
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