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1 はじめに 

本稿は、トルクメン語の接辞を列記した接辞集である。以下、凡例を示

す。表記については、竹内・福盛 (2009, 2010) に示した。本接辞集は、ト

ルクメン語式ラテン文字の配列を基本として、それに対応するトルクメン

語式キリル文字およびトルコ語式ラテン文字で転写した表記をあわせて示

している。長母音表記については、トルクメン語式ラテン文字 (略称：ト

ルクメン) やトルクメン語式キリル文字 (略称：キリル) では通常付記され

ていないので、トルコ語式ラテン文字で転写した表記 (略称：トルコ) に

のみ長音表記を付記した1。 

見出し項目は 358 例である。+ではじまるのは名詞や形容詞につく接辞、

-ではじめるのは動詞につく接辞、何もつかずにはじまっているのは附属語

というように区別している。母音調和による交替形や子音の有声化による

                                                           
*本稿は、竹内が執筆して現時点で未刊行の『トルクメン語入門』に出てくるテキスト本文

や用例を基にして、福盛が接辞を拾い上げまとめたものである。また、各種参考文献から若

干の接辞を追加した。各種参考文献は、竹内・福盛 (2009) を参照のこと。誤りについては、

筆者らの責任であるので、ご指摘いただければ幸いである。また、種々のご指摘をいただい

た査読者に謝意を申し上げる。 
†大東文化大学外国語学部 
††岡山大学名誉教授 
1文字の呼称については、福盛・池田 (2002) を参照のこと。 
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交替形を全て見出し項目としてたてている2。代表的な接辞は見出し項目の

中で→のあとに示し、代表的な接辞のところには( )の中に交替形を示した3。

一部の動詞接辞で複合辞によってテンス・アスペクトが変わるものについ

ては、複合辞を見出し項目とした。その際には「用法・意味」のところに

「-ar-dy」のように接辞の切れ目を示した4。見出し項目の上付き数字は見

た目が同形のものに対して付与した。※で示したのは、同じ形で用法が異

なる複合辞である。～は短母音と長母音でゆれがあることを示す。 

 

2 接辞集 

トルクメン キリル トルコ 用法・意味 

A    

+a1
 →+e +a1

 →+e +a →+e 
方向格語尾(語幹が子音終わりの

時) …へ、…に 

+a2
 →+e +a2

 →+e +ā →+e 

方向格語尾(語幹が母音終わりの

時に、語幹末母音を長母音化する)

…へ、…に 

+al →+l +aл →+л +al →+l 形容詞を自動詞化する接辞 

-aly1
 →-eli -aлы1

 →-eли -alı →-eli 

勧誘 1 人称複数(話し手と相手が 1

人ずつの場合) (語幹が子音終わり

の時) …しよう、…しましょう

-aly2
 →-eli -aлы2

 →-eли -ālı →-eli 
勧誘 1 人称複数(話し手と相手が 1

人ずつの場合) (語幹が母音終わり

                                                           
2すべての接辞を載せず、異形態をまとめた方がよいという指摘を査読者から受けたが、こ

ういった接辞集は当該言語が分からないから用いるのであって、研究者なら「形態素 A の異

形態」や「～に同じ」と示しても通じるが、そうでない者には何のことかは分からないこと

がしばしばある。多くのメジャー言語における接辞の示し方はこの点で不親切である。また、

そういった表示をすることで、一度引いたのにまた別のページを探すといった二度手間の負

担をかけさせることになる。当該言語を知らない初学者が使うことまで想定して、本接辞集

は作成しているので、そういった不親切な方針はとらないように配慮している。すべての交

替形を示す、形態素と異形態の示し方などの基本方針は竹内 (1987) に基づいている。 
3→も( )もない見出し項目は、交替形がなくその形しかない接辞である。 
4接辞分析ができなかった見出し項目については示していない。 
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の時に、語幹末母音を長母音化す

る) …しよう、…しましょう 

-alyň1 

 →-eliň 

-aлың1 

 →-eлиң 

-alıŋ 

 →-eliŋ 

勧誘 1人称複数(語幹が子音終わり

の時) …しよう、…しましょう 

-alyň2 

 →-eliň 

-aлың2 

 →-eлиң 

-ālıŋ 

 →-eliŋ 

勧誘 1人称複数(語幹が母音終わり

の時に、語幹末母音を長母音化す

る) …しよう、…しましょう 

-amok 

 
→-emok 

-aмок 

 →-eмок 

-amōk 

～-āmōk 
 
→-emōk 

現在完了否定 1 人称単数 …なか

った、…していない、…ことがな

い 

-amyzok 

 
→-emizok 

-aмызок 

 
→-eмизок 

-amızōk 

～-āmızōk 
 
→-emizōk 

現在完了否定 1 人称複数 …なか

った、…していない、…ことがな

い 

-amzok 

 
→-emzok 

-aмзок 

 
→-eмзок 

-amzōk 

～-āmzōk 
 
→-emzok 

現在完了否定 1 人称複数 …なか

った、…していない、…ことがな

い 

-an 
→-en -aн 

→-eн -an～-ān 
→-en 完了連体形 …た 

-anok 
→-enok -aнок →-eнок

-anōk～-ānōk 

 →-enōk 

現在完了否定 …なかった、…し

ていない、…ことがない 

-aňok →-eňok -aңок 
→-eңок

-aŋōk～-āŋōk 

  →-eŋōk 

現在完了否定 2 人称単数 …なか

った、…していない、…ことがな

い 

-aňyzok 

 
→-eňizok 

-aңызок 

 →-eңизок 

-aŋızōk 

～-āŋızōk 
 
→-eŋizōk 

現在完了否定 2 人称複数 …なか

った、…していない、…ことがな

い 

-aňzok 

 
→eňzok 

-aңзок 

 
→-eңзок 

-aŋzōk 

～-āŋzōk 
 
→-eŋzōk 

現在完了否定 2 人称複数 …なか

った、…していない、…ことがな

い 

+ar 
→+er +aр →+ep +ar  

→+er 場所を示す接辞 

-ar1 
→-er1 -aр1 

→-ep1 -ar1 
→-er1 不定未完了終止形、連体形(語幹が
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子音終わりの時) …だろう、…で

しょう、…る 

-ar2 
→-er1 -aр2 

→-ep1 -ār 
→-er1 

不定未完了終止形、連体形(語幹が

母音終わりの時に、語幹末母音を

長母音化する) …だろう、…でし

ょう、…る 

-ar3 
→-er2 -aр3 

→-ep2 -ar2 
→-er2 使役 …(さ)せる 

-ardy1 
→-erdi -aрды1 

→-eрди -ardı →-erdi 

過去不定未完了(語幹が子音終わ

りの時)(-ar-dy) …しただろう、…

したでしょう 

-ardy2 
→-erdi -aрды2 

→-eрди -ārdı →-erdi 

過去不定未完了(語幹が母音終わ

りの時に、語幹末母音を長母音化

する)(-ar-dy) …しただろう、…し

たでしょう 

-ardyr1 

 
→-erdir 

-aрдыр1 

 
→-eрдир 

-ardır 
 
→-erdir 

現在不定未完了(語幹が子音終わ

りの時)(-ar dyr) …だろう、…でし

ょう、…る 

-ardyr2 

 
→-erdir 

-aрдыр2 

 
→-eрдир 

-ārdır 
 
→-erdir 

現在不定未完了(語幹が母音終わ

りの時に、語幹末母音を長母音化

する)(-ar dyr) …だろう、…でしょ

う、…る 

-asy1 
→-esi -aсы1 

→-eси -ası →-esi 

動名詞化の接尾辞(語幹が子音終

わりの時)(gel-とともに願望を示

す) 

-asy2 
→-esi -aсы2 

→-eси -āsı →-esi 

動名詞化の接尾辞(語幹が母音終

わりの時に、語幹末母音を長母音

化する)(gel-とともに願望を示す)

-aý →-eý -aй →-əй -āy 
→-ǟy 意外性 

-aýyn1 

 
→-eýin 

-aйын1 

 
→-eйин 

-ayın 
 
→-eyin 

意志 1人称単数(語幹が子音終わり

の時) …よう 
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-aýyn2 

 
→-eýin 

-aйын2 

 
→-eйин 

-āyın 
 
→-eyin 

意志 1人称単数(語幹が母音終わり

の時に、語幹末母音を長母音化す

る) …よう 

    

Ç    

+ça →+çe +чa →+чe +ça →+çe …語を示す接辞 

+çe (+ça) +чe (+чa) +çe (+ça) …語を示す接辞 

+çi (+çy, +ci, 

+cy, +ýci, +ýcy) 

+чи (+чы, +җи, 

+җы, -йҗи, 

-йҗы) 

+çi (+çı, +ci, +cı, 

+yci, +ycı) 
人を示す接辞 

+çig →+çik +чиг→+чик +çig →+çik 指小辞 

+çik (+çig, 

+çyg, +çyk, +jig, 

+jik, +jyg, +jyk) 

+чик (+чиг, 

+чыг, +чык, 

+җиг, +җик, 

+җыг, +җык,) 

+çik (+çık, +çig, 

+çıg, +cig, +cik,  

+cıg, +cık) 

指小辞 

+çy →+çi +чы →+чи +çı →+çi 人を示す接辞 

+çyg →+çik +чыг →+чик +çıg →+çik 指小辞 

+çyk →+çik +чык →+чик +çık →+çik 指小辞 

    

D    

+da →+de +дa →+дe +da →+de 位置格語尾 …に、…で 

-da1
 →-de -дa1

 →-дe -da →-de 

取立ての付属語(正書法ではハイ

フンに続けて書く) …も、そし

て、ので、…のね 

-da2
 →-de -дa2

 →-дe -dā →-de 

取立ての付属語(正書法ではハイ

フンに続けて書く。感動の時は末

尾が長母音化する) …も、そし

て、ので、…のね 

+daky 

 →+deki 

+дaкы 

 →+дeки 

+dakı 

 →+deki 
形容詞化の接辞 …にある 
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+dan →+den +дaн →+дeн +dan →+den 起点格語尾 …から 

+dar +дaр +dar 人を示す接辞 

+daş →+deş +дaш →+дeш +daş →+deş 仲間を示す接辞 

+de (+da) +дe (+дa) +de (+da) 位置格語尾 …に、…で 

-de (-da, -dä) -дe (-дa, -дə) 
-de 

 (-da, -dā, -dǟ) 

取立ての付属語(正書法ではハイ

フンに続けて書く) …も、そし

て、ので 

+deki (+daky) +дeки (+дaкы) +deki (+dakı) 形容詞化の接辞 …にある 

+den (+dan) +дeн (+дaн) +den (+dan) 起点格語尾 …から 

-der -дeр -der 使役 …(さ)せる 

+deş (+daş) +дeш (+дaш) +deş (+daş) 仲間を示す接辞 

-dä →-de -дə →-дe -dǟ →-de 

取立ての付属語(正書法ではハイ

フンに続けて書く。感動の時は末

尾が長母音化する) …も、そし

て、ので、…のね 

däl дəл dǟl 
否定の付属語(正書法では続けて

書く) …でない 

di (du, dü, dy) ди (ду, дү, ды) di (du, dü, dı) 
完了の付属語(正書法では続けて

書く) …た 

-di (-du, -dü, -dy) 
-ди (-ду, -дү, 

-ды) 
-di (-du, -dü, -dı) 完了 …た 

-dig →-dik -диг →-дик -dig →-dik 

完了連体形(否定の形で用いられ

る。「であった」*idik という付属

語が語尾化して、いろいろな語の

あとにつくことがある。名詞化し

て限定語尾や人称語尾をともな

い、長い名詞句もよくつくる) …

た 

-dik (-dig, -dug, 

-duk, -dük, -düg, 

-дик (-диг, -дуг, 

-дук, -дүг, -дүк, 

-dik (-dig, -dug, 

-duk, -dük, -düg, 

完了連体形(否定の形で用いられ

る。「であった」*idik という付属
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-dyk, -dyg) -дыг, -дык) -dık, -dıg) 語が語尾化して、いろいろな語の

あとにつくことがある。名詞化し

て限定語尾や人称語尾をともな

い、長い名詞句もよくつくる) …

た 

※完了終止形1人称複数(-di-k)5 …

た 

dir (dur, dür, dyr) 
дир (дуp, дүp, 

дыp) 
dir (dur, dür, dır) 

確認の付属語(正書法では続けて

書く) …だ、…です、…ね 

-dir (-dur, -dür, 

-dyr) 

-дир (-дуp, 

-дүp, -дыp) 

-dir (-dur, -dür, 

-dır) 

使役(語幹末が母音または l, r 以外

の子音で終わる時) …(さ)せる 

du →di ду →ди du →di 
完了の付属語(正書法では続けて

書く) …た 

-du →-di -ду →-ди -du →-di 完了 …た 

-dug →-dik -дуг →-дик -dug →-dik 

完了連体形(否定の形で用いられ

る。「であった」*idik という付属

語が語尾化して、いろいろな語の

あとにつくことがある。名詞化し

て限定語尾や人称語尾をともな

い、長い名詞句もよくつくる) 

…た 

-duk →-dik -дук →-дик -duk →-dik 

完了連体形(否定の形で用いられ

る。「であった」*idik という付属

語が語尾化して、いろいろな語の

あとにつくことがある。名詞化し

て限定語尾や人称語尾をともな

い、長い名詞句もよくつくる) 

…た 

dur →dir дур →диp dur →dir 確認の付属語(正書法では続けて

                                                           
5(-di-k)は、完了接辞-di に 1 人称複数接辞-k が後続した複合辞である。 
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書く) …だ、…です、…ね 

-dur →-dir -дур →-диp -dur →-dir 
使役(語幹末が母音または l, r 以外

の子音で終わる時) …(さ)せる 

dü →di дү →ди dü →di 
完了の付属語(正書法では続けて

書く) …た 

-dü →-di -дү →-ди -dü →-di 完了 …た 

-düg →-dik -дүг →-дик -düg →-dik 

完了連体形(否定の形で用いられ

る。「であった」*idik という付属

語が語尾化して、いろいろな語の

あとにつくことがある。名詞化し

て限定語尾や人称語尾をともな

い、長い名詞句もよくつくる) 

…た 

-dük →-dik -дүк →-дик -dük →-dik 

完了連体形(否定の形で用いられ

る。「であった」*idik という付属

語が語尾化して、いろいろな語の

あとにつくことがある。名詞化し

て限定語尾や人称語尾をともな

い、長い名詞句もよくつくる) 

…た 

dür →dir дүр →дир dür →dir 
確認の付属語(正書法では続けて

書く) …だ、…です、…ね 

-dür →-dir -дүр →-дир -dür →-dir 
使役(語幹末が母音または l, r 以外

の子音で終わる時) …(さ)せる 

dy →di ды →ди dı →di 
完了の付属語(正書法では続けて

書く) …た 

-dy →-di -ды →-ди -dı →-di 完了 …た 

-dyg →-dik -дыг →-дик -dıg →-dik 

完了連体形(否定の形で用いられ

る。「であった」*idik という付属

語が語尾化して、いろいろな語の
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あとにつくことがある。名詞化し

て限定語尾や人称語尾をともな

い、長い名詞句もよくつくる) 

…た 

-dyk →-dik -дык →-дик -dık →-dik 

完了連体形(否定の形で用いられ

る。「であった」*idik という付属

語が語尾化して、いろいろな語の

あとにつくことがある。名詞化し

て限定語尾や人称語尾をともな

い、長い名詞句もよくつくる) …

た 

※完了終止形 1 人称複数(-dy-k)6 

…た 

dyr →dir дыр →дир dır →dir 
確認の付属語(正書法では続けて

書く) …だ、…です、…ね 

-dyr →-dir -дыр →-дир -dır →-dir 
使役(語幹末が母音または l, r 以外

の子音で終わる時)  …(さ)せる 

    

E    

+e 

 (+a, +ä) 

+e 

 (+а, +ə) 

+e 

 (+a, +ā, +ä, +ǟ) 

方向格語尾(語幹が子音終わりの

時) …へ、…に 

+el →+l +eл →+л +el →+l 形容詞を自動詞化する接辞 

-eli (-aly) -eли (-aлы) 
-eli 

 (-alı, -ālı, - ǟli) 

勧誘 1人称複数(語幹が子音終わり

の時) (話し手と相手が 1 人ずつの

場合) …しよう、…しましょう 

-eliň 

 (-alyň) 

-eлиң 

 (-aлың) 

-eliŋ (-alıŋ, -ālıŋ, 

-ǟliŋ) 

勧誘 1人称複数(語幹が子音終わり

の時) …しよう、…しましょう 

-emizok -eмизок -emizōk 現在完了否定 1 人称複数 …なか

                                                           
6(-dy-k)は、完了接辞-dy に 1 人称複数接辞-k が後続した複合辞である。 
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 (-amyzok, 

-ämizok) 

 (-aмызок, 

-əмизок) 

 (-amızōk, 

-āmızōk, 

-ǟmizōk) 

った、…していない、…ことがな

い 

-emok 

(-amok, -ämok, 

-mok) 

-eмок 

(-aмок, -əмок, 

-мок) 

-emōk 

(-amōk, -āmōk, 

-ǟmōk, -mōk) 

現在完了否定 1 人称単数 …なか

った、…していない、…ことがな

い 

-emzok 

 (-amzok, 

-ämzok, -mzok) 

-eмзок 

 (-aмзок, -əмзок, 

-мзок) 

-emzōk 

 (-amzōk, 

-āmzōk, -ǟmzōk, 

-mzōk) 

現在完了否定 1 人称複数 …なか

った、…していない、…ことがな

い 

-en (-an) -eн (-aн) 
-en 

 (-an, -ān, -ǟn) 
完了連体形 …た 

-enok 

 (anok) 

-eнок 

 (-aнок) 

-enōk (-anōk, 

-ānōk, -ǟnōk) 

現在完了否定 …なかった、…し

ていない、…ことがない 

-eňizok 

 (-aňyzok) 

-eңизок 

 (-aңызок) 

-eŋizōk 

 (-aŋızōk, 

-āŋızōk, -ǟŋızōk)

現在完了否定 2 人称複数 …なか

った、…していない、…ことがな

い 

-eňok 

 (-aňok, -ňok) 

-eңок 

 (-aңок, -ңок) 

-eŋōk (-aŋōk, 

-āŋōk, -ǟŋōk, 

-ŋōk) 

現在完了否定 2 人称単数 …なか

った、…していない、…ことがな

い 

-eňzok (-aňzok, 

-ňzok) 

-eңзок (-aңзок, 

-ңзок) 

-eŋzōk (-aŋzōk, 

-āŋzōk, -ǟŋzōk, 

-ŋzōk) 

現在完了否定 2 人称複数 …なか

った、…していない、…ことがな

い 

+er (+ar) +eр (+ap) +er (+ar) 場所を示す接辞 

-er1
 (-ar, -r) -eр1

 (-ap, -p) 
-er1

 (-ar, -ār, -ǟr, 

-r) 

不定未完了終止形、連体形(語幹が

子音終わりの時) …だろう、…で

しょう、…る 

-er2
 (-ar, -r) -eр2

 (-ap, -p) -er2
 (-ar, -r) 使役 …(さ)せる 

-erdi 

 (-ardy) 

-eрди 

 (-aрды) 

-erdi (-ardı, 

-ārdı, -ǟrdi) 

過去不定未完了(語幹が子音終わ

りの時)(-er-di) …しただろう、…
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したでしょう 

-erdir 

 (-ardyr) 

-eрдир 

 (-aрдыp) 

-erdir (-ardır, 

-ārdır, -ǟrdir) 

現在不定未完了(語幹が子音終わ

りの時)(-er dir) …だろう、…でし

ょう、…る 

-esi (-asy) -eси (-aсы) 
-esi (-ası, -āsı, 

-ǟsi) 

動名詞化の接尾辞(語幹が子音終

わりの時) (gel-とともに願望を示

す) 

-eýin (-aýyn) -eйин (-aйын)
-eyin (-ayın, 

-āyın, -ǟyin) 

意志・1 人称単数(語幹が子音終わ

りの時) …よう 

    

Ä    

+ä →+e +ə →+e +ǟ →+e 

方向格語尾(語幹が母音終わりの

時に、語幹末母音を長母音化する) 

…へ、…に 

-äli →-eli -əли →-eли -ǟli →-eli 

勧誘 1人称複数(語幹が母音終わり

の時に、語幹末母音を長母音化す

る) (話し手と相手が 1 人ずつの場

合) …しよう、…しましょう 

-äliň →-eliň -əлиң →-eлиң -ǟliŋ →-eliŋ 

勧誘 1人称複数(語幹が母音終わり

の時に、語幹末母音を長母音化す

る) …しよう、…しましょう 

-ämizok 

 →-emizok 

-əмизок 

 →-eмизок 

-ǟmizōk 

 →-emizōk 

現在完了否定 1 人称複数 …なか

った、…していない、…ことがな

い 

-ämok 

 →-emok 

-əмок 

 →-eмок 

-ǟmōk 

 →-emōk 

現在完了否定 1 人称単数 …なか

った、…していない、…ことがな

い 

-ämzok 

 →-emzok 

-əмзок 

 →-eмзок 

-ǟmzōk 

 →-emzōk 

現在完了否定 1 人称複数 …なか

った、…していない、…ことがな

い 
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-än →-en -əн →-eн -ǟn →-en 完了連体形 …た 

-änok →-enok -əнок →-eңок -ǟnōk →-enōk
現在完了否定 …なかった、…し

ていない、…ことがない 

-äňizok 

 →-eňizok 

-əңизок 

 →-eңизок 

-ǟŋizōk 

 →-eŋizōk 

現在完了否定 2 人称複数 …なか

った、…していない、…ことがな

い 

-äňok →-eňok -əңок →-eңок -ǟŋōk →-eŋōk

現在完了否定 2 人称単数 …なか

った、…していない、…ことがな

い 

-äňzok 

 →-eňzok 

-əңзок 

 →-eңзок 

-ǟŋzōk 

 →-eŋzōk 

現在完了否定 2 人称複数 …なか

った、…していない、…ことがな

い 

-är →-er -əр →-ep -ǟr →-er 

不定未完了終止形、連体形(語幹が

母音終わりの時に、語幹末母音を

長母音化する) …だろう、…でし

ょう、…る 

-ärdi →-erdi -əрди →-eрди -ǟrdi →-erdi 

過去不定未完了(語幹が母音終わ

りの時に、語幹末母音を長母音化

する)(-är-di) …しただろう、…し

たでしょう 

-ärdir 

 →-erdir 

-əрдир 

 →-eрдир 

-ǟrdir 

 →-erdir 

現在不定未完了(語幹が母音終わ

りの時に、語幹末母音を長母音化

する)(-är dir) …だろう、…でしょ

う、…る 

-äsi →-esi -əси →-eси -ǟsi →-esi 

動名詞化の接尾辞(語幹が母音終

わりの時に、語幹末母音を長母音

化する) (gel-とともに願望を示す)

-äý (-aý) -əй (-aй) -ǟy (-āy) 意外性 

-äýin →-eýin -əйин →-eйин -ǟyin →eyin 
意志・1 人称単数(語幹が母音終わ

りの時に、語幹末母音を長母音化
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する) …よう 

    

G    

-gin (-gun, -gün, 

-gyn) 

-гин (-гун, -гүн, 

-гын) 

-gin (-gun, -gün, 

-gın) 

相手に対する意欲・願望(無アクセ

ント) …してほしい 

-gun →-gin -гун →-гин -gun →-gin 
相手に対する意欲・願望(無アクセ

ント) …してほしい 

-gün →-gin -гүн →-гин -gün →-gin 
相手に対する意欲・願望(無アクセ

ント) …してほしい 

-gyn →-gin -гын →-гин -gın →-gin 
相手に対する意欲・願望(無アクセ

ント) …してほしい 

    

I    

+i1 

 (+ni, +ny, +y) 

+и1 

 (+ни, +ны, +ы)

+i1 

 (+ni, +nı, +ı) 
限定語尾(語幹が子音終わりの時) 

+i2 

 (+si, +sy, +y) 

+и2 

 (+си, +cы, +ы)

+i2 

 (+si, +sı, +ı) 

対象格語尾(語幹が子音終わりの

時) …を 

+i3 (+y) +и3
 (+ы) +i3 (+ı) 副詞化の接辞 

-il →-l -ил →-л -il →-l 

受け身(語幹の 終音節に l がふく

まれず、語幹が子音終わりの時) 

…(ら)れる 

+im →+m +им →+м +im →+m 1 人称単数所有語尾 私の 

+imiz →+miz +имиз →+миз +imiz →+miz 1 人称複数所有語尾 私たちの 

in (un, ün, yn) ин (ун, үн, ын) in (un, ün, ın) 
1 人称単数付属語(正書法では続け

て書く) 私は、私が 

-in1
 →n -ин1

 →н -in1
 →n 

受け身(語幹の 終音節に l がふく

まれ、語幹が子音終わりの時 ) 

…(ら)れる 

-in2
 (-un, -ün, -ин2

 (-ун, -үн, -in2
 (-un, -ün, 再帰 自身を…する 
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-yn) -ын) -ın) 

+inji →+nji +инҗи →нҗи +inci →+nci 
序数をつくる接辞(子音終わりの

時) …番目の、第… 

+ine (+sine, 

+suna, +süne, 

+syna, +una, 

+üne, +yna) 

+инe (+синe, 

+сyнa, +сүнe, 

+сынa, +yнa, 

+үнe, +ынa) 

+ine (+sine, 

+suna, +süne, 

+sına, +una, 

+üne, +ına) 

副詞化の接辞(語幹末が子音終わ

りの時) 

+iň1
 →+ň +иң1

 →+ң +iŋ1
 →+ŋ 2 人称単数所有語尾 君の 

+iň2
 (+niň, 

+nuň, +nüň, 

+nyň, +uň, +üň, 

+yň) 

+иң2
 (+ниң, 

+нyң, +нүң, 

+ның, +yң, +үң, 

+ың) 

+iŋ2
 (+niŋ, 

+nuŋ, +nüŋ, +nıŋ, 

+uŋ, +üŋ, +ıŋ) 

所属格語尾(語幹が子音終わりの

時) …の 

-iň →-ň2 -иң →-ң2 -iŋ →-ŋ2 
命令 2 人称複数 …せよ、…しな

さい 

+iňiz →+ňiz +иңиз →+ңиз +iŋiz →+ŋiz 
2 人称複数所有語尾 あなたたち

の、あなたの 

-ip →-p -ип →-п -ip →-p 中止連用形 …て、…てから 

-ipdi 

 →-pdi 

-ипди 

 →-пди 

-ipdi 

 →pdi 

過去完了(-ip-di) …た、…してい

た、…ことがあった 

-ipdir 

 →-pdir 

-ипдир 

 →-пдир 

-ipdir 

 →-pdir 

現在完了(-ip dir) …た、…してい

る、…ことがある 

-ir (-ur, -ür, -yr) 
-ир (-yр, -үр, 

-ыр) 
-ir (-ur, -ür, -ır) 使役 …(さ)せる 

is (us, üs, ys) ис (yс, үс, ыс) is (us, üs, ıs) 
1 人称複数付属語(正書法では続け

て書く) 私たちは、私たちが 

-is (-us, -üs, -ys) 

-ис (-yс, -үс, 

-ыс, -йис, -юс, 

-йүс, -йыс) 

-is (-us, -üs, -ıs) 動作名詞化 

-iş →-ş -иш →-ш -iş →-ş 相互 …しあう 

-iw (-uw, -üw, -ив (-yв, -үв, -iv (-uv, -üv, -ıv) 動詞の名詞化 
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-yw) -ыв) 

-iz (-uz, -üz, -yz) 
-из (-yз, -үз, 

-ыз) 
-iz (-uz, -üz, -ız) 使役 …(さ)せる 

    

J    

+ja →+çe +җa →+чe +ca →+çe …語を示す接辞 

-ja →-je -җa →-җe -ca →-ce 副詞をつくる接辞 

+jag →+jek +җaг →+җeк +cag →+cek 指小辞 

+jak →+jek +җaк →+җeк +cak →+cek 指小辞 

-jak →-jek -җaк →-җeк -cak →-cek 
予定・未来終止形、連体形 …は

ずだ、…予定だ 

+je →+çe +җe →+чe +ce →+çe …語を示す接辞 

-je (-ja) -җe (-җa) -ce (-ca) 副詞をつくる接辞 

+jeg →+jek +җeг →+җeк +ceg →+cek 指小辞 

+jek (+jeg) +җeк (+җeг) +cek (+ceg) 指小辞 

-jek (-jak) -җeк (-җaк) -cek (+cak) 
予定・未来終止形、連体形 …は

ずだ、…予定だ 

+ji →+çi +җи →+чи +ci →+çi 人を示す接辞 

+jig →+çik +җиг →+чик +cig →+çik 指小辞 

+jik →+çik +җик →+чик +cik →+çik 指小辞 

+jy →+çi +җы →+чи +cı →+çi 人を示す接辞 

+jyg →+çik +җыг →+чик +cıg →+çik 指小辞 

+jyk →+çik +җык →+чик +cık →+çik 指小辞 

    

K    

-k -к -k 
1 人称複数人称語尾 私たちは、

私たちが 

+keş +кeш +keş 人を示す接辞 

-kez -кeз -kez 使役 …(さ)せる 
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+ky →+ki +кы →+ки +kı →+ki 形容詞化の接辞 

+ki (+ky) +ки (+кы) +ki (+kı) 形容詞化の接辞 

    

L    

+l (+al, +el) +л (+aл, +eл) +l (+al, +el) 形容詞を自動詞化する接辞 

-l (-il, -ul, -ül, 

-yl) 

-л (-ил, -yл, -үл, 

-ыл) 
-l (-il, -ul, -ül, -ıl)

受け身(語幹の 終音節に l がふく

まれず、語幹が母音終わりの時)

…(ら)れる 

+la1
 →+le1 +лa1

 →+лe1 +la1
 →+le1 動詞化接辞 

+la2
 →+le2 +лa2

 →+лe
2 +la2

 →+le2 形容詞を他動詞化する接辞 

+lan →+len +лaн →+лeн +lan →+len 名詞や形容詞を自動詞化する接辞

+lar →+ler +лaр →+лeр +lar →+ler 複数語尾 

+laş →+leş +лaш →+лeш +laş →+leş 名詞や形容詞を自動詞化する接辞

+le1
 (+la) +лe1

 (+лa) +le1
 (+la) 動詞化接辞 

+le2
 (+la) +лe2

 (+лa) +le2
 (+la) 形容詞を他動詞化する接辞 

+len (+lan) +лeн (+лaн) +len (+lan) 名詞や形容詞を自動詞化する接辞

+ler (+lar) +лeр (+лaр) +ler (+lar) 複数語尾 

+leş (+laş) +лeш (+лaш) +leş (+laş) 名詞や形容詞を自動詞化する接辞

+li (+ly) +ли (+лы) +li (+lı) 
名詞を形容詞化する接辞 …があ

る 

+lik (+luk, +lük, 

+lyk) 

+лик (+лук, 

+лүк, +лык) 

+lik (+luk, +lük, 

+lik) 
抽象名詞などをつくる接辞 

+luk →+lik +лук →+лик +luk →+lik 抽象名詞などをつくる接辞 

+lük →+lik +лүк →+лик +lük →+lik 抽象名詞などをつくる接辞 

+ly →+li +лы →+ли +lı →+li 
名詞を形容詞化する接辞 …があ

る 

+lyk →+lik +лык →+лик +lık →+lik 抽象名詞などをつくる接辞 
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M    

+m (+im, +um, 

+üm, +ym) 

+м (+им, +yм, 

+үм, +ым) 

+m (+im, +um, 

+üm, +ım) 

1 人称単数所有語尾(母音終わりの

語幹の時に、語幹末母音を長母音

化する) 私の 

-m -м -m 1 人称単数人称語尾 私は、私が 

-ma1
 →-me1 -мa1

 →-мe1 -ma1
 →-me1 否定接辞 …ない 

-ma2
 →-me2 -мa2

 →-мe2 -ma2
 →-me2 動作名詞化 

-ma3
 →-me3 -мa3

 →-мe3 -ma3
 →-me3 

禁止 …するな、…してはいけな

い 

-mag →-mek -мaг →-мeк -mag →-mek 動作名詞化 

-mak →-mek -мaк →-мeк -mak →-mek 動作名詞化 

-makçy 

 →-mekçi 

-мaкчы 

 →-мeкчи 

-makçı 

 →-mekçi 
意図 …つもりだ 

-maly →-meli -мaлы →-мeли -malı →-meli
必要・義務 …べきだ、…なけれ

ばならない 

-man1
 →-män1 -мaн1

 →-мəн1 -mān1
 →-mǟn1 中止連用形否定 …ないで 

-man2
 →-män2 -мaн2

 →-мəн2 -mān2
 →-mǟn2 完了連体形否定 …た 

-mar →-mer -мaр →-мeр -mar →-mer 

不定未完了否定(人称語尾の前) 

…ないだろう、…ないでしょう、

…ない 

-maz →-mez -мaз →-мeз -maz →-mez 
不定未完了否定 …ないだろう、

…ないでしょう、…ない 

-me1
 (-ma) -мe1

 (-мa) -me1
 (-ma) 否定接辞 …ない 

-me2
 (-ma) -мe2

 (-мa) -me2
 (-ma) 動作名詞化 

-me3
 (-ma) -мe3

 (-мa) -me3
 (-ma) 

禁止 …するな、…してはいけな

い 

-meg →-mek -мeг →-мeк -meg →-mek 動作名詞化 

-mek (-mag, 

-mak, -meg) 

-мeк (-мaг, 

-мaк, -мeг) 

-mek (-mag, 

-mak, -meg) 
動作名詞化 
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-mekçi 

 (-makçy) 

-мeкчи 

 (-мaкчы) 

-mekçi 

 (-makçı) 
意図 …つもりだ 

-meli (-maly) -мeли (-мaлы) -meli (-malı) 
必要・義務 …べきだ、…なけれ

ばならない 

-mer (-mar) -мeр (-мaр) -mer (-mer) 

不定未完了否定(人称語尾の前)

…ないだろう、…ないでしょう、

…ない 

-mez (-mez) -мeз (-мaз) -mez (-mez) 
不定未完了否定 …ないだろう、

…ないでしょう、…ない 

-män1
 (-man) -мəн1

 (-мaн) -mǟn1
 (-mān) 中止連用形否定 …ないで 

-män2
 (-man) -мəн2

 (-мaн) -mǟn2
 (-mān) 完了連体形否定 …た 

mi (mu, mü, my) ми (му, мү, мы) mi (mu, mü, mı)
疑問の付属語(正書法では続けて

書く) …か 

miş (muş, müş, 

myş) 

миш (муш, 

мүш, мыш) 

miş (muş, müş, 

mış) 

伝聞の付属語(正書法では続けて

書く) …た、…ようだ、…そうだ

+miz (+imiz, 

+myz, +umyz, 

+ümiz, +ymyz) 

+миз (+имиз, 

+мыз, +yмыз, 

+үмиз, +ымыз)

+miz (+imiz, 

+mız, +umız, 

+ümiz, +ımız) 

1 人称複数所有語尾(母音終わりの

語幹の時に、語幹末母音を長母音

化する) 私たちの 

-mok  

 →-emok 

-мок  

 →-eмок 

-mōk 

 →-emōk 

現在完了否定 1 人称単数 …なか

った、…していない、…ことがな

い 

mu →mi му →ми mu →mi 
疑問の付属語(正書法では続けて

書く) …か 

muş →miş муш →миш muş →miş 
伝聞の付属語(正書法では続けて

書く) …た、…ようだ、…そうだ

mü →mi мү →ми mü →mi 
疑問の付属語(正書法では続けて

書く) …か 

müş →miş мүш →миш müş →miş 
伝聞の付属語(正書法では続けて

書く) …た、…ようだ、…そうだ

my →mi мы →ми mı →mi 疑問の付属語(正書法では続けて
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書く) …か 

myş →miş мыш →миш mış →miş 
伝聞の付属語(正書法では続けて

書く) …た、…ようだ、…そうだ 

+myz →miz +мыз →+миз +mız →miz 

1 人称複数所有語尾(母音終わりの

語幹の時に、語幹末母音を長母音

化する) 私たちの 

-mzok 

 →-emzok 

-мзок 

 →-eмзок 

-mzōk 

 →-emzōk 

現在完了否定 1 人称複数 …なか

った、…していない、…ことがな

い 

    

N    

+n +н +n 
母音終わりの次に格語尾が来る時

に挿入される子音 

-n (-in, -un, -ün, 

-yn) 

-н (-ин, -yн, -үн, 

-ын) 

-n (-in, -un, -ün, 

-ın) 

受け身(語幹の 終音節に l がふく

まれ、語幹が母音終わりの時 ) 

…(ら)れる 

+njy →nji 
+нҗы 

 →+нҗи 
+ncı →nci 

序数をつくる接辞(母音終わりの

時) …番目の、第… 

+nji (+inji, +njy, 

+unjy, +ünji, 

+ynjy) 

+нҗи (+инҗи, 

+нҗы, +yнҗы, 

+үнҗи, +ынҗы)

+nci (+inci, 

+ncı, +uncı, 

+ünci, +ıncı) 

序数をつくる接辞(母音終わりの

時) …番目の、第… 

+ni →+i2 +ни→+и2 +ni →+i2 
対象格語尾(語幹が母音終わりの

時) …を 

+niň →+iň2 +ниң →+иң2 +niŋ →+iŋ2 
所属格語尾(語幹が母音終わりの

時) …の 

+nuň →+iň2 +нуң →+иң2 +nuŋ →+iŋ2 
所属格語尾(語幹が母音終わりの

時) …の 

+nüň →+iň2 +нүң →+иң2 +nüŋ →+iŋ2 
所属格語尾(語幹が母音終わりの

時) …の 

+ny →+i2 +ны→+и2 +nı →+i2 対象格語尾(語幹が母音終わりの
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時) …を 

+nyň →+iň2 +ның →+иң2 +nıŋ →+iŋ2 
所属格語尾(語幹が母音終わりの

時) …の 

    

Ň    

+ň (+iň, +uň, 

+üň, +yň) 

+ң (+иң, +yң, 

+үң, +ың) 

+ŋ (+iŋ, +uŋ, 

+üŋ, +ıŋ) 

2 人称単数所有語尾(母音終わりの

語幹の時に、語幹末母音を長母音

化する) 君の 

-ň1 -ң1 -ŋ1 2 人称単数人称語尾 君は、君が

-ň2 (-iň, -uň, -üň, 

-yň) 

-ң2 (-иң, -yң, 

-үң, -ың) 

-ŋ2
 (-iŋ, -uŋ, -üŋ, 

-ıŋ) 

命令 2 人称複数(母音終わりの時)

…せよ、…しなさい 

+ňiz (+iňiz, 

+ňyz, +uňyz, 

+üňiz, +yňyz) 

+ңиз (+иңиз, 

+ңyз, +yңиз, 

+үңиз, +ыңиз) 

+ŋiz (+iŋiz, 

+ŋız, +uŋız, 

+üŋiz, +ıŋız) 

2 人称複数所有語尾(母音終わりの

語幹の時に、語幹末母音を長母音

化する) あなたたちの、あなたの

-ňiz (-ňyz) -ңиз (-ңыз) -ŋiz (-ŋız) 

2 人称複数人称語尾 あなたたち

は、あなたたちが、あなたは、あ

なたが 

-ňok 
→-eňok -ңок →-eңок -ŋok 

→-eŋōk 

現在完了否定1人称複数(語幹が母

音終わりの時) …なかった、…し

ていない、…ことがない 

+ňyz →+ňiz +ңыз →+ңиз +ŋız →+ŋiz 

2 人称複数所有語尾(母音終わりの

語幹の時に、語幹末母音を長母音

化する) あなたたちの、あなたの

-ňyz →-ňiz -ңыз →-ңиз -ŋız →-ŋiz 

2 人称複数人称語尾 あなたたち

は、あなたたちが、あなたは、あ

なたが 

-ňyzok 

 
→-eňizok 

-ңызок 

 →-eңизок 

-ŋızōk 
 
→-eŋizōk 

現在完了否定2人称複数(語幹が母

音終わりの時) …なかった、…し

ていない、…ことがない 

-ňzok 
→-eňzok -ңзок →-eңзок -ŋzōk 

→-eŋzōk 現在完了否定2人称複数(語幹が母
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音終わりの時) …なかった、…し

ていない、…ことがない 

    

P    

-p (-ip, -up, -üp, 

-yp) 

-п (-ип, -yп, -үп, 

-ып) 

-p (-ip, -up, -üp, 

-ıp) 

中止連用形(直前の母音が長音化) 

…て、…てから 

-pdi (-ipdi, -pdy, 

-updy, -üpdi, 

-ypdy) 

-пди (-ипди, 

-пды, -yпды, 

-үпди, -ыпды) 

-pdı (-ipdi, -pdi, 

-updı, -üpdi, 

-ıpdı) 

過去完了(-p-di) …た、…してい

た、…ことがあった 

-pdir (-ipdir, 

-pdyr, -updyr, 

-üpdir, -ypdyr) 

-пдир (-ипдир, 

-пдыр, -yпдыр, 

-үпдир, -ыпдыр)

-pdır (-ipdir, 

-pdir, -updır, 

-üpdir, -ypdır) 

現在完了(-p dir) …た、…してい

る、…ことがある 

-pdy 

 →-pdi 

-пды 

 →-пди 

-pdı 

 →pdi 

過去完了(-p-dy) …た、…してい

た、…ことがあった 

-pdyr 

 →-pdir 

-пдыр 

 →-пдир 

-pdır 

 →-pdir 

現在完了(-p dyr) …た、…してい

る、…ことがある 

    

R    

-r 
→-er1 -р →-ep1 -r 

→-er1 

不定未完了終止形、連体形(語幹末

の母音が長音化) …だろう、…で

しょう、…る 

-rak 
→-räk -рaк →-рəк -rāk 

→-rǟk 
むしろ、やや、のような、らしい

を示す接辞 

-räk (-rak) -рəк (-рaк) -rǟk (-rāk) 
むしろ、やや、のような、らしい

を示す接辞 

    

    

    

S    

-sa 
→-se -сa 

→-ce -sa 
→-se 仮定条件 …なら、…たら 
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-se (-sa) -сe (-ca) -se (-sa) 仮定条件 …なら、…たら 

+si →+i1 +си →+и1 +si →+i1 限定語尾(語幹が母音終わりの時)

-sin (-sun, -sün, 

-syn) 

-син (-сун, -сүн, 

-сын) 

-sin (-sun, -sün, 

-sın) 
第 3 者に対する願望 …ように 

+sine →+ine +синe →+инe +sine →+ine 
副詞化の接辞(語幹末が母音終わ

りの時) 

siň (suň, süň, 

syň) 

сиң (суң, сүң, 

сың) 
siŋ (suŋ, süŋ, sıŋ)

2 人称単数付属語(正書法では続け

て書く) 君は、君が 

siňiz (suňyz, 

süňiz, syňyz) 

сиңиз (суңыз, 

сүңиз, сыңыз) 

siŋiz (suŋız, 

süŋiz, sıŋız) 

2 人称複数付属語(正書法では続け

て書く) あなたたちは、あなたた

ちが、あなたは、あなたが 

+siz (+suz, +süz, 

+syz) 

+сиз (+суз, 

+сүз, +сыз) 

+siz (+suz, +süz, 

+sız) 

名詞を形容詞化する接辞 …がな

い 

-sun →-sin -сун →-син -sun →-sin 第 3 者に対する願望 …ように 

+suna →+ine +сунa →+инe +suna →+ine
副詞化の接辞(語幹末が母音終わ

りの時) 

suň →siň суң →сиң suŋ →siŋ 
2 人称単数付属語(正書法では続け

て書く) 君は、君が 

suňyz →siňiz 
суңыз 

 →сиңиз 
suŋız →siŋiz 

2 人称複数付属語(正書法では続け

て書く) あなたたちは、あなたた

ちが、あなたは、あなたが 

+suz →+siz +суз →+сиз +suz →+siz 
名詞を形容詞化する接辞 …がな

い 

-sün →-sin -сүн →-син -sün →-sin 第 3 者に対する願望 …ように 

+süne →+ine +сүнe →+инe +süne →+ine
副詞化の接辞(語幹末が母音終わ

りの時) 

süň →siň сүң →сиң süŋ →siŋ 
2 人称単数付属語(正書法では続け

て書く) 君は、君が 

süňiz →siňiz сүңиз →сиңиз süŋiz →siŋiz 
2 人称複数付属語(正書法では続け

て書く) あなたたちは、あなたた
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ちが、あなたは、あなたが 

+süz →+siz +сүз →+сиз +süz →+siz 
名詞を形容詞化する接辞 …がな

い 

+sy →+i1 +сы→+и1 +sı →+i1 限定語尾(語幹が母音終わりの時) 

-syn →-sin -сын →-син -sın →-sin 第 3 者に対する願望 …ように 

+syna →+ine +сынa →+инe +sına →+ine 
副詞化の接辞(語幹末が母音終わ

りの時) 

syň →siň сың →сиң sıŋ →siŋ 
2 人称単数付属語(正書法では続け

て書く) 君は、君が 

syňyz →siňiz 
сыңыз 

 →сиңиз 
sıŋız →siŋiz 

2 人称複数付属語(正書法では続け

て書く) あなたたちは、あなたた

ちが、あなたは、あなたが 

+syz →+siz +сыз →+сиз +sız →+siz 
名詞を形容詞化する接辞 …がな

い 

    

Ş    

-ş (-iş, -uş, -üş, 

-yş) 

-ш (-иш, -уш, 

-үш, -ыш) 

-ş (-iş, -uş, -üş, 

-ış) 
相互 …しあう 

    

T    

-t -т -t 
使役(語幹末が母音または l, r で終

わる時) …(さ)せる 

    

U    

-ul →-l -ул →-л -ul →-l 

受け身(語幹の 終音節に l がふく

まれず、語幹が子音終わりの時) 

…(ら)れる 

+um →+m +ум →+м +um →+m 1 人称単数所有語尾 私の 

+umyz →+miz +умыз →+миз +umız →+miz 1 人称複数所有語尾 私たちの 
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un →in ун →ин un →in 
1 人称単数付属語(正書法では続け

て書く) 私は、私が 

-un1
 →-n -ун1

 →-н -un1
 →-n 

受け身(語幹の 終音節に l がふく

まれ、語幹が子音終わりの時 )

…(ら)れる 

-un2
 →-in2 -ун2

 →-ин2 -un2
 →-in2 再帰 自身を…する 

+una →+ine +унa →+инe +una →+ine 
副詞化の接辞(語幹末が子音終わ

りの時) 

+unjy →+nji 
+унҗы 

 →+нҗи 
+uncı →+nci 

序数をつくる接辞(子音終わりの

時) …番目の、第… 

+uň1
 →ň +уң1

 →ң +uŋ1
 →ŋ 2 人称単数所有語尾 君の 

+uň2
 →+iň2 +уң2

 →+иң2 +uŋ2
 →+iŋ2 

所属格語尾(語幹が子音終わりの

時) …の 

-uň →-ň2 -уң →-ң2 -uŋ →-ŋ2 
命令 2 人称複数 …せよ、…しな

さい 

+uňyz →+ňiz +уңыз →+ңиз +uŋız →+ŋiz 
2 人称複数所有語尾 あなたたち

の、あなたの 

-up →-p -уп →-п -up →-p 中止連用形 …て、…てから 

-updy 

 →-pdi 

-yпды 

 →-пди 

-updı 

 →pdi 

過去完了(-up-dy) …た、…してい

た、…ことがあった 

-updyr 

 →-pdir 

-yпдыр 

 →-пдир 

-updır 

 →-pdir 

現在完了(-up dyr) …た、…してい

る、…ことがある 

-ur →-ir -ур →-ир -ur →-ir 使役 …(さ)せる 

us →is ус →ис us →is 
1 人称複数付属語(正書法では続け

て書く)  私たちは、私たちが 

-us →-is -ус →-ис -us →-is 動作名詞化 

-uş →-ş -уш →-ш -uş →-ş 相互 …しあう 

-uw →-iw -ув→-ив -uv →-iv 動詞の名詞化 

-uz →-iz -уз →-из -uz →-iz 使役 …(さ)せる 
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Ü    

-ül →-l -үл →-л -ül →-l 

受け身(語幹の 終音節に l がふく

まれず、語幹が子音終わりの時) 

…(ら)れる 

+üm →+m +үм →+м +üm →+m 1 人称単数所有語尾 私の 

+ümiz →+miz +үмиз →+миз +ümiz →+miz 1 人称複数所有語尾 私たちの 

ün →in үн →ин ün →in 
1 人称単数付属語(正書法では続け

て書く) 私は、私が 

-ün1
 →-n -үн1

 →-н -ün1
 →-n 

受け身(語幹の 終音節に l がふく

まれ、語幹が子音終わりの時 ) 

…(ら)れる 

-ün2
 →-in2 -үн2

 →-ин2 -ün2
 →-in2 再帰 自身を…する 

+üne →+ine +үнe →+инe +üne →+ine 
副詞化の接辞(語幹末が子音終わ

りの時) 

+ünji →+nji 
+үнҗи 

 →+нҗи 
+ünci →+nci 

序数をつくる接辞(子音終わりの

時) …番目の、第… 

+üň1
 →ň +үң1

 →ң +üŋ1
 →ŋ 2 人称単数所有語尾 君の 

+üň2
 →+iň2 +үң2

 →+иң2 +üŋ2
 →+iŋ2 

所属格語尾(語幹が子音終わりの

時) …の 

-üň →-ň2 -үң →-ң2 -üŋ →-ŋ2 
命令 2 人称複数 …せよ、…しな

さい 

+üňiz →+ňiz +үңиз →+ңиз +üŋiz →+ŋiz 
2 人称複数所有語尾 あなたたち

の、あなたの 

-üp →-p -үп →-п -üp →-p 中止連用形 …て、…てから 

-üpdi 

 →-pdi 

-үпди 

 →-пди 

-üpdi 

 →pdi 

過去完了(-üp-di) …た、…してい

た、…ことがあった 

-üpdir 

 →-pdir 

-үпдир 

 →-пдир 

-üpdir 

 →-pdir 

現在完了(-üp dir) …た、…してい

る、…ことがある 
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-ür →-ir -үр →-ир -ür →-ir 使役 …(さ)せる 

üs →is үс →ис üs →is 
1 人称複数付属語(正書法では続け

て書く)  私たちは、私たちが 

-üs →-is -үс →-ис -üs →-is 動作名詞化 

-üş →-ş -үш →-ш -üş →-ş 相互 …しあう 

-üw →-iw -үв →-ив -üv →-iv 動詞の名詞化 

-üz →-iz -үз →-из -üz →-iz 使役 …(さ)せる 

    

Y    

+y1
 →+i1 +ы1

 →+и1 +ı1 →+i1 限定語尾(語幹が子音終わりの時)

+y2
 →+i2 +ы2

 →+и2 +ı2 →+i2 
対象格語尾(語幹が子音終わりの

時) …を 

+y3
 →+i3 +ы3

 →+и3 +ı3 →+i3 副詞化の接辞 

-yl →-l -ыл →-л -ıl →-l 

受け身(語幹の 終音節に l がふく

まれず、語幹が子音終わりの時)

…(ら)れる 

+ym →+m +ым →+м +ım →+m 1 人称単数所有語尾 私の 

+ymyz →+miz 
+ымыз 

 →+миз 
+ımız →+miz 1 人称複数所有語尾 私たちの 

yn →in ын →ин ın →in 
1 人称単数付属語(正書法では続け

て書く) 私は、私が 

-yn1
 →-n -ын1

 →-н -ın1
 →-n 

受け身(語幹の 終音節に l がふく

まれ、語幹が子音終わりの時 )

…(ら)れる 

-yn2
 →-in2 -ын2

 →-ин2 -ın2
 →-in2 再帰 自身を…する 

+yna →+ine +ынa →+инe +ına →+ine 
副詞化の接辞(語幹が子音で終わ

る時) 

+ynjy →+nji 
+ынҗы 

 →+нҗи 
+ıncı →+nci 

序数をつくる接辞(子音終わりの

時) …番目の、第… 
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+yň1
 →ň +ың1

 →ң +ıŋ1
 →ŋ 2 人称単数所有語尾 君の 

+yň2
 →+iň2 +ың2

 →+иң2 +ıŋ2
 →+iŋ2 

所属格語尾(語幹が子音終わりの

時) …の 

-yň →-ň2 -ың →-ң2 -ıŋ →-ŋ2 
命令 2 人称複数 …せよ、…しな

さい 

+yňyz →+ňiz +ыңыз →+ңиз +ıŋız →+ŋiz 
2 人称複数所有語尾 あなたたち

の、あなたの 

-yp →-p -ып →-п -ıp →-p 中止連用形 …て、…てから 

-ypdy 

 →ipdi 

-ыпды 

 →-ипди 

-ıpdı 

 →ipdi 

過去完了(-yp-dy) …た、…してい

た、…ことがあった 

-ypdyr 

 →-ipdir 

-ыпдыр 

 →-ипдиp 

-ıpdır 

 →ipdir 

現在完了(-yp dyr) …た、…してい

る、…ことがある 

-yr →-ir -ыр →-ир -ır →-ir 使役 …(さ)せる 

ys →is ыс →ис ıs →is 
1 人称複数付属語(正書法では続け

て書く) 私たちは、私たちが 

-ys →-is -ыс →-ис -ıs →-is 動作名詞化 

-yş →-ş -ыш →-ш -ış →-ş 相互 …しあう 

-yw →-iw -ыв→-ив -ıv →-iv 動詞の名詞化 

-yz →-iz -ыз →-из -ız →-iz 使役 …(さ)せる 

    

Ý    

-ýa →-ýä -я →-йə -yā →-yǟ 確定未完了 …ている、…なる 

-ýan1
 →-ýän1 -ян1

 →-йəн1 -yān1
 →-yǟn1 未完了連体形 …る 

-ýan2
 →-ýän2 -ян2

 →-йəн2 -yān2
 →-yǟn2

確定未完了 1 人称単数(-ýaryn の短

縮形) …ている、…なる 

-ýaň →-ýäň -яң →-йəң -yāŋ →-yǟŋ 
確定未完了 1 人称複数(-ýarsyň の

短縮形) …ている、…なる 

-ýaňyz 

 →-ýäňyz 

-яңыз 

 →-йəңыз 

-yāŋız 

 →-yǟŋız 

確定未完了2人称複数(-ýarsyňyzの

短縮形) …ている、…なる 
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-ýar →-ýär -яр →-йəр -yār →-yǟr 確定未完了 …ている、…なる 

-ýardy 

 →-ýärdi 

-ярды 

 →-йəрди 

-yārdı 

 →-yǟrdi 

過去確定未完了 …ていた、…な

った 

-ýardyr 

 →-ýärdir 

-ярдыр 

 →-йəрдир 

-yārdır 

 →-yǟrdir 

現在確定未完了 …ている、…な

る 

-ýas →-ýäs -яс →-йəс -yās →-yǟs 
確定未完了2人称単数(-ýarsyňyzの

短縮形) …ている、…なる 

-ýä (-ýa) -йə (-я) -yǟ (-yā) 確定未完了 …ている、…なる 

-ýän1
 (-ýan) -йəн1

 (-ян) -yǟn1
 (-yān) 未完了連体形 …る 

-ýän2
 (-ýan) -йəн2

 (-ян) -yǟn2
 (-yān) 

確定未完了 1 人称単数(-ýäryn の短

縮形) …ている、…なる 

-ýäň (-ýaň) -йəң (-яң) -yǟŋ (-yāŋ) 
確定未完了 1 人称複数(-ýärsyň の

短縮形) …ている、…なる 

-ýäňyz (-ýaňyz) -йəңыз (-яңыз) -yǟŋız (-yāŋız)
確定未完了2人称複数(-ýärsyňyzの

短縮形) 

-ýär (-ýar) -йəр (-яр) -yǟr (-yār) 確定未完了 …ている 

-ýärdi (-ýardy) -йəрди (-ярды) -yǟrdi (-yārdı)
過去確定未完了 …ていた、…な

った 

-ýärdir 

 (-ýardyr) 

-йəрдир 

 (-ярдыр) 

-yǟrdir 

 (-yārdır) 

現在確定未完了 …ている、…な

る 

-ýäs (-ýas) -йəс (-яс) -yǟs (-yās) 
確定未完了2人称単数(-ýärsyňyzの

短縮形) 

-ýji →-çi -йҗи →+чи -yci →-çi 人を示す接辞 

-ýjy →-çi -йҗы →+чи -ycı →-çi 人を示す接辞 

-ýis →-is -йис →-ис -yis →-is 動作名詞化 

-ýus →-is -юс →-ис -yus →-is 動作名詞化 

-ýüs →-is -йүс →-ис -yüs →-is 動作名詞化 

-ýys →-is -йыс →-ис -yıs →-is 動作名詞化 
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Turkmen suffixes 
 

Takahiro FUKUMORI and Kazuo TAKEUCHI 

 

Turkmen suffixes are shown here.  The number of items listed up here is 358.   

The items include allomorphs.  The suffixes are shown by a Turkmen Latin al-

phabet, a Turkmen Cyrillic alphabet and a Turkish Latin alphabet. 
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