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1 はじめに

1.1 トルクメン語について

トルクメン語はトルコ語やアゼ、ノレバイジャン語と同様にトルコ諾諾にお

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カスヒ。海の東岸に位置し、北はウズベキスタン共和

国とカザフスタン共和畠に接し、 j蒋はイラン・イスラム共和国とアフガニ

スタン・イスラム共和国に接している。このI~の面積は 488 ，000km2、人口

は約 152万人 (1959)、216万人(1970)、276万人 (1979)、353万人 (1989)、

371万人 (1991)のように増加している (SSSRνβゲrahν1989godu， Moskva 

1990， p.36)0 2008年現在、人口は 500万人と報告され(国連人口基金)、民

族の割合はトルクメン人 85%、ウズベク人 5% ロシア人 4%、その他とさ

れている(CIA-TheWorld Factbook 2009)。

!日ソ連の国勢調査 (1989)によると、ソ連内のトルクメン人は 2，729，000

人で、うちトルクメン語を母語とするものが 98.5%となっている(上記資

場本稿は、もともとは竹内によって執筆されていた『トルクメン語入門』の巻末に掲載する
単語集である。この入門書が諸般の事情で、未だ、公刊されていない現状がある。 トルクメン語
については、文法書や辞典額の日本語版が整備されていなし、。そこで、第一段階として単語
集のみ公開するにいたった。校正の際に福盛が関わることになり、幾分かの加筆訂正を行っ
た経緯もあって、結果共著という形をとることになった。
↑詞山大学文学部名誉教授

十↑大東文化大学外国語学部
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料 p.38)。このパーセントは 30年来ほとんどかわっていないようである。

すなわちし002，000人中 98.9%(1959)、1，525ラ000人中 98.9%(1970)、2，028，000

人中 98.7%(1979)のようである(九万soyuznのほperepis'naseleniya 1970 goda， 

p.196; 1979 goda， p.l52)o 

トルクメニスタンのほかに、イランに 721，600人(1986)、アフガニスタ

ンに 380，000人(1983)、 トルコ共和国に 925人 (1982)のトルクメン人が

いる (BarbaraF. Grimes ed. Ethnologue， Languages 01 the World， Twelfih edition， 

Texas USA 1992， p.758) 0 
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トノレクメニスタン近辺の地図図 1
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1.2 トルクメン語のアルファベットについて

トルクメン諾は 20世紀半ばから後半にかけてはキリノレ文字表記で、あっ

た。その後、 1993年にラテン文字に改訂された。 1993年に提唱されたアノレ

ファベットは、 1995年に改訂され、現在では教科書や辞典の一部に用いら

れているが、現状ではまだキリノレ文字表記の方が毘民に親しまれている。

表 lに示すキリノレ文字アルファベットは 38文字で、あったが、表 2に示す新

しいアノレファベットは 30文字となっている。

表 1:トノレクメン語式キリル文字一覧

主な音倍 トノレコ語式
番号 活字体 呼び名 そのカナ表記

IPA 転写字

Aa a アー a， a: a 

2 B6 6e ベー b b 

3 BB Be ヴェー w V 

4 rr re ゲー g，G，y Eσ P 

5 瓦且 江e ァー d d 

6 Ee e イェー jε，ε ye，e 

7 Ee e ヨ}ー JO，JO: yo 

8 )K)l( 活<e ジェー 3 

9 )I¥)i¥ 万，e ジェー d3 C 

10 33 3e ゼー a Z 

11 11M M イー 1， 1: 

12 民話 MbI ニエ』ー y 

13 KK Ka カー k，q，x k 

14 立n 3JI コニノレ

15 MM  3M エム ロ1 m 

16 HH 3H エン n n 

17 R 3I{ エング 。 q 

18 00  O オー 0，0: O 

IEeは語頭と母音字のあとでは ye、そのほかでは eとする。
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19 θe θ オェー o， o: O 

20 ロロ ne J¥o 、』ー・ p p 

21 Pp 3p コ二ノレ r r 

22 Cc 3C エス 。
S 

23 TT Te アー t 

24 Yy y ウー U， U: U 

25 Yy Y ニエ」ー Y U 

26 くb申 3申 エブ f f 

27 Xx xa ノ¥』ー X，χ h 

28 日日 u:e ツェー ts ts 

29 -qq l..Ie チェー 手

30 1I1凶 rua ンヤー 手

31 u1，叫 Ill.a シシャー ss 苦手

32 b al1blpMa アイルマ ? ' 

6e刀fl1CI1 ベノレギシ 分離符

33 bI1>I 1>I ウー 1， 1: 

34 b ]{)MlJlaKJIbIK ユムシャクノレ
， ， 

6eJ1fl1cl1 クベノレギシ 軟音符

35 33 3 コ二』ー e，ε e 

36 3d 3 アェー ε，ε: a 

37 lOID ID ニエ』ー jU，jU: 界i

38 克兄 51 ヤー jG，jG: ya 

表 2: トノレクメン語式ラテン文字(1993年改訂版2)一覧

主な音価 ロシア文字
番号 活字体 呼び名 そのカナ表記

IPA との対応

Aa a アー G， G: Aa 

つ Bb be f、ζ}ー b 1)6 

21928年------1940年までにラテン文字表記であった時期があるが、現在の表記とは一部異なる。
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3 cc ce チェー 1I司

4 Dd de フー」叫 d ，[(且

5 Ee e コニ』ー e，ε 33，E e 

6 Aa a アェー ε(:)， a(:) e;:> 

7 Ff fe フェー f φ中

8 Gg ge ゲー g，G，y fl 

9 Hh he J¥、』ー x，χ Xx 

10 イー 1， 1: 日目

11 Jj d主e ジェー d3 )1¥ )1<: 

12 Zi ze ンェー 3 万C)l( 

13 Kk ka カー k，q，x KK 

14 Ll el エノレ 江江

15 Mm  eロ1 エム 111 MM  

16 Nn en エン n HH 

17 N ii3 
en エング q H， H， 

18 00  O オー 0，0: 00  

19 Oo O オェー o， o: 8e 

20 Pp pe ペー p 11[1 

21 Rr er コニノレ r Pp 

22 s s es エス 。 Cc 

23 S与 号e ンェー ill山

24 Tt te アー TT 

25 Uu U ウー u， u: Yy 

26 Uu U ニL -ー Y Yy 

27 Ww  we ヴェー w BB 

28 Yy y ウー 1， i: 11 bI 

29 Yy ye イェー I1i1 

30 Zz ze ゼー る 33 

3はじめは向aであったが、後に現行の表記に変わった。



40 一般言語学論叢第 12号 (2009)

1.3 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コ語式転写字を用いる。

1.3.1 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 3:子音音素一覧

誌と 炭←-J 首 硬口蓋 軟口葦

閉鎖音 p b t d k g 

鼻 3日Z 釘1 n q 

1i皮擦音 手(ts) C 

摩 擦音 (。 V S Z 手 (j)y h 

ふるえ音 r 

側面音

r-で、はじまる語 razl，Rusなどでは、 lrazl.urusのように頭に母音がくわわ

るのが普通である。

1.3.2 子音の有声化

側p，-t， -k，叩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。

kitap f本j 一一今 kitabl 「本を、その本j

at 「名J 一一う adl 「名を、その名J

bahk 「魚j 一一今 bahgl 「魚を、その魚J

agac 「木j 一一う agacl 「木を、その木j
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動誌の語幹末で、もおなじことがおこるが、活用語尾ヴar・r...しているjや-lp

r. ..してj などの前でも有声化する。

ayt-

glt-

「言うJ

「行く J

ー一今 aydyar 

gidip 

「言っているj

「行ってj

ただし atr馬J、etr肉Jなどでは有声化がおこらない。

一一歩

1.3.3 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。

覧素
立
{
同

立
同
日母A

守表

目IJ 舌 後 ヰトニi 

円 唇

狭 1 U U 

中 O O 

広 e a 

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 a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。

glZ-

uc-

ot 

at 

「索iくなるj

f飛ぶj

「草」

「罵j

glZ 

uc 

ot 

at 

「娘j

f先端J

「火J

「名J
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1.3.4 母音の脱落

子音を C、母音を Vとして(C])V]C2V2C3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， $ ，r， 1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。

手19lr f詩j 一-7 手19n 「詩を、その詩」

demir 「鉄J 一一歩 demri f鉄を、その鉄」

ogul J息子j 一-7 oglUlJ 「君の息子J

bぽ un f鼻J 一一歩 burnum f私の鼻j

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 o思11，

-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。

ovur- 「変えるJ → 。vrul- 「変わるj

uru$- 「たたかう j → ur手up 「たたかつてJ

1ふ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 

δba 

「父j

「村J

一-7

一一今

ata 

obaruIJ 

「父へj

吋ずのj

また広母音に人材、接辞がついたときも長母音化する。

ene 「母J 一一う enem 「私の母J

eneIJ 君の母j
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動詞語幹で、も終止形語尾-er'"'"'皿 ar、連体形語尾-en'"'"'償却、連用形語尾旬。〆など

が接尾するときも長音化が起こる。

oka司 f読むj 一一歩 okar 「読んだj

1.3.6 母音調和

さきの音素体系でみられるように、 トノレ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別である。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。

soz 「単語J 一-+ sozler (X sozlar) 

duye 「ラクダj 一一今 duyeler (X duyelar) 

at f!?号J 一一歩 atlar (X atler) 

caga 「こどもJ 一一う cagalar (X cagaler) 

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(a)'"'"'aのもの

と、狭母音 i'"'"'U'"'"'U'"'"'1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'"'--'-um"-'-um '"'--'“1mのように交替する

(目。m とあらわす)。その法則は以下の通りである。

語幹末母音 語尾

i， e(益) のとき 一一歩 -1m 

u，o のとき 一ータ 阻むロ1

u， 0 のとき 一一う
欄 um

1， a のとき 一一歩 -1m 

例:

el 「手j 一ータ elim [私の手j

4 rO Jは I'"'-'I'"'-'U'"'-'Uの交替形があることを示す。
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yuz 「顔j 一一歩 yuzum 「私の顔j

goz r 13 j → σozum 

gol rJ腕j → σolum 

ba与 「頭j → ba~lm 私の頭j

正書法では、疑問のf寸属語 mi""'ml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員Ijどおり、しばしば mO となる。一般に円唇

伺化がつよいため、第 2音節以下も円唇化する傾向がある。

1.3.7 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 plroguramma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自にーを入れる。こ

れは文法上の切れ自とことなる。たとえば φgalar帽arこどもたちへj は文

法的には caga-Iar向 aだが、音節で切れば φ-ga-Ia-raとなる。

2 凡例

ここで示す単語集の表記についてであるが、表 lで示したキリノレ文字の

中にあるトノレコ語式転写字に準じている5。よって、配列の順序はトルコ語

のアノレファベット)1顎になっている。また、キリル文字にせよ現行のラテン

文字にせよ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。

5これは本単語集のもとになっている入門書が 1990年頃に書かれており、当時はまだラテン

文字表記ではなく、キリノレ文字そのままでは分かりにくいため、 トルコ語式ラテン文字で転

写した。入門書がキリノレ文字、 トノレコ語式転写字の対応で、示されているため、その形式に合

わせ、当時の読者の便宜を考えトノレコ語式転写字のままとなっている。将来的に、現在のラ

テン文字版も公開する予定であるが、今回は他の原稿との整合性を優先してトノレコ語式転写

字版を公開するにいたった。誤りは筆者らの費任である。誤りに関して、ご指摘いただけれ

ば幸いで、あるο
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ただし、長母音については話者問、辞書問でゆれが多いため、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。

見出し諾は約 3，000語である。

自己ヂiJjI頃序:a， b， c， c， d， e， a，工 g，h， 1， i， j， k， 1， m， n， 1)， 0， O， p， r， s，もt，ts， u， U， v， y， 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) 動詩語幹はハイフンで示す。

(3) 語幹末子音の有声化を四bl，-d1， -Cl，古1，同grak，-dyarのように示す。

(4) 狭母音の脱落を-1m，-1~ar， -s11， -gnのように示す。

(5) 口はロシア語からの{昔用語である。

(6) 重要な形容認には(反)意語を示す。

(7) 用例中の~は見出し語の代用である。
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Turkmence sozluk 

A 

a しかし，が. Men gideyin， "'-' sen gaI.わた

しは行くが君は残れ.

abadan平穏な，きちんとした戸her整錆

された町

abaト(ab組問)おおし、かぶさる，たれる.Gayalar 

deryanll) ust加 e"'-'lp dur.岩が川の上には

り出している.

abat(abat)，-d! )1質調ないこ)，完全な.M~m沼JIZ "'-' 

ml?あなたの車はI1頃調ですか?

abray名誉，権威. "'-'d加 dü~働(g昌平“)面目をな

くす

めrayh権威ある，信頼される."'-' mugallun信

頼される教師.

abzal用具，装備. av '"'-'Ian狩猟具

acal死，臨終.らzへ叩aol幽寿命で死ぬ.

acap = acaylp 

Acans伝n コープJサス，プJフカス，アジャリス

タン.

aca)'1p，-blみごとな(に)，美しい."'-'pikir(hova) 

すばらしい考え(天気).

aCl からい，にがい."'-' cayこい茶 suv硬

7]'( 

ac- 開く，あける，花が咲く， (ラジオなど)

かける.gapuu"'-'門をあける.tazemekd叩

~新しい学校を開く. televizon "'-'テレ

ヒcをつける

aC，-Cl鰻のへっている.Men '"'-' .おなかすい

たよ払うえ死にする.

a伊rかぎ. '"'-'lnItap幽かぎをさがす.

一般言語学論叢第 12号 (2009)

aclk，-gI開いている，広がった，晴れの，明る

い，有声の(反)dlilllk."'-' hova 晴天 hat

新開の投書."'-' gIzIi 明るい赤ー~加gun

開音節(反)yaplkbogun. "'-' cekimsiz有声

子音

acIi-関かれる，咲く.GaPl "'-'dl.ドアがあい

た.

adalath公平な，正義の. '"'-' hokum公正な半IJ

決.

adam人，人間.片手(gam，gOVl) "'-'私、(年と

った， よしワ人. "'-' b~ma めいめいに.

gardan "'-'雪だるま. "'-' e1i入手，人力.

adamldirci日ャgi人間性，人道. '"'-' bilen人間

的lこ.

adamzat，-dl 人，人類.

adat習慣，習性. t:aze(kdne) "'-'新しし¥(古しす

習慣.

admd紘1名のついた.Lenin "'-'レーニン名の.

adr出口住所. Siz malJa oz "'-'ilJIzi berIlJ.あな

たの住所を教えてくださいー

A:frika アフリカー

agーあふれ出る，越える.OnUlJ片手lelliden"'-' 

1pdlr.年が 50才をすぎている.

aga兄，兄さん.Me培en"'-'メノレゲン兄さん.

gaym "'-'夫の兄.

agac-cl 木(の)，柱. mIveli "'-'Iar実のなる木.

"'-'11) cur ba~1 木のI頁~号emçe 木さじ

telegI-af agacl電柱.

agar -( agar -)白くなる，青くなる.Bii ytl pagtalar 

ir "'-'dI.ことしは綿が早く熟した

agdar悶倒す，ひっくりかえず. agacl "-'木を
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併す.kitab町S油:ipal紅li1l "-'本のページを ba;;ladl.夕方雨がふりだしました.

めくる agtar- さがす. Men 0111 kop "-'dllTIわたしは

agdanl-ひっくりかえる.M符miki gezek "-'dl カミれをずいぶんさがした.

車が2度ひっくりかえった. 五hir(alm)終，最後に seti1'~lI1da 行の最後に.

agdlk(agdIk)，-gt法過度の，余計な Menil)l~im ahm(almi). . .のだ，だよ.Bu dogn dal "-'.こ

ba手undan わたしの仕事は多すぎる. れは正しくないのだ

agrr重してく)(反)yel)il，苦しい，きつい.~ d~ al←流れる. "-lp gel・流れてくる

重い石， '""-' ì~ きつい仕事 法制巴miyaロアカデミー.

agげー痛む SiZIl) n11'勾iz"-'yar?どこが痛いの akar小)11

ですか? ~~白(し、)，蛋白. ~ sach 白髪の

ãgm 痛み，病気 dì~ ""SI歯痛."-' SIZ-痛み

を感じる

agll'hk，-gI重さ，困難. "" merkezi重心

guyCl重力

aglz，-gzI口，入口，のど.Bu cayu) agzl nlr右de?

この家の入口はどこに?bir "" corekひ

と口のノξン.

agla-泣く舗 λglamadlkoglana emme yok 泣か

ない子に吸うことなし(求めよさらば与え

られん)

品glaba多数，多くはoktlvcllanl)""SI学生の多

く

agraト重くなる，目方がふえる.uc kilo "-' 3 

キロ太る.

agram重さ，大部分. sap ~正味. Sizil) ~ 

1l)IZnace?体重はし、かほどですか?

a~am 夕方，晩，夜会. "" nahan夕食町lZ

hayrrh bolsun!こんばんは!

a~am加夕方には

a~amk1娩の，夕方の. "" gazet夕刊1.

a~amhk，哲夕方に，夕食. "" yagl~ yaglp 

yumurtg加 ll) ""1 卵の自身‘ YolUl)IZ"" 

bolslm!道中ご無事で.

品(Del)iz地中海.

ak回白っぽい.

北11知恵、，知能，理J解力.""b巴r-(ovret-)助言

する. "-'yã~da bolm位， ba与dabolar.知恵、は

年令になく顕にあり

法llh 利口な，おとなしい."-'ca bolup otur-お

となしく座る

alam流れ.hova ""1気流. yIlI ""暖流~

11) tersine yuz-流れに逆らって泳ぐ

al-取る，受ける，賢う，得る，待つ.go干U1ip

"-'11) 写し取りなさい. Bu ì~ bizil) kop 

v北むmlZl""ar.この仕事は大変時間がかか

る.

al真っ赤な.""y句法bgizcag泣真っ赤なほっ

べたの女の子.

alaまだらの，縞の""itまだらのイヌ.

alac，-Gl出口，活路，方法.MUIJa b~ga "-' yδk. 

これには他に方法がない.

ala伊lZ方法のない， しかたなく
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alada心配，配産、"'-'l)lzucin回 gbol町!お世話

さまになりました.

alagalmagal騒音

alagopgun騒音

alamat しるし，記号，きざし.aymnak (bolmeJら

go~mak， kopeltmek) '""'""'1引く(害IJる，足す，

掛ける)しるし bahanI)へ匂n春のきざ

し

al均小山，丘，砂丘. "'-'acIk:-丘にのぼる.

alanl-(alanlう怒った様子で、見る.

albanアノレパニア人，アノレバニアの.'"'-' diliア

ノレパニア語.

Albar甘yaアノレパニア.

alca小さいスモモ

alda-だます. Siz meni "'-'dllJIZ あなたはわた

しをだました.

aldlm-berdimli猛烈なりこ).

一般言語学論叢第 12号 (2009)

altm金(の). sap '"'-'純金. "'-' sagat金時計.

altmcl 第 6(の). 6番目(の)

a加11~ 60 

arnalやり方3 動作.

aman無事の，慈悲 OYUI)izdakiler~mld町?お

宅のみなさんお元気ですかワ

arnanat， -dl他人の物. '""'""' bank貯蓄量良行.

amatil( arnath)心地よい(く)，有利な(に). '""'""' 

gun晴れた自

Amerika アメリカ • "'--'DlIJ Birle~en Statlanアメ

リカ合衆国.

an1erikahアメリカ人，アメリカの.

arnerik:w アメリカの.

anaほら，それ.~， ~ol kitabl aiIp berIIJ!ほら，

その本を取ってください

Angliyaイギリス

aruk，-gr法明らかなc'こ)，はっきり'""'""'cogap 

ahCl買い手 ber-はっきり答える.

alill1学者. beyik '""'""'偉大な学者 arma金曜日

alm，-Im ひたし¥前の a加ndanop-ひたいに aI)(aI))意識 '"'-'mlyitir-意識を失う sal-注

キスする. '""-'di~ler 前歯. 意をむける.

ahs速し、(く). '""-' yolIar遠い道aI)la-(明la-)理解する，気づく

拍手γi手訂交換する. Men dostum bilen hat '""-' aI)lat再，-dyar示す，意味する.Bu soz namani ~ 

yむm.わたしは友達と手紙のやりとりを dyar?この言葉はなにを意味するかっ

している. 旬。1トロパが鳴く

alkogolik口アルコーノレ中毒. 勾n うしろ.'""-'yuzi(加古川後ろの方，背面.

alla(alla)アッラーの神al)sat，-dl軽し、(く)，容易ないこ).Cagalar go~伊u

alma リンゴ. süyci(bi~en) '""'""'せして熟した)ジ "'-' yatれlty剖ar.こどもたちはその詩をた

ンゴ. やすく覚える.

altayアノレタイ. -----dilleri アノレタイ諾言語ãI)~lト(aI)~任)解る，聞き取る，見分ける .Olnìrà

alh 6. -----dan bIri 6分の 1.sagat '""'""'da 6時に baryanmlozi-de ~mayãrdI.彼はどこへ向



一般言語学論議第 12号 (2009) 51 

かっているのか自分で、も解らなかった arkah 支えのある，を通して，の助けで.

ap-ak まっ自(な). telefon '"電話で.

aprel千五ロ 4月. ----hovasI4月の天気. 凶<an あおむけに(反)yuzIn， うしろに

ara間，間隔，中，仲.B凶。 '"'-'nuzδnme廿.わ 同al-(yat輔)あおむけに倒れる(ねる).

れわれの間は IOメートノレ. gelenleri1) '" arka戸n静かな(1こ). ----geple-静かに話す.

smda来た人たちの中に BiZIl]olar bilen arman残念""'cel←(et欄)後悔する.

----nuz yδにわれわれとかれらは仲がわる arnut，-<hナシ ""'a伊CIナシの木

arpa大変.

む油a馬車，荷車.at "'SI馬車 b汀'""'-' odum arslanライオン.ω"'dandiriSI伊n死んだラ

車 1台分のまき.

Arabiyaアラビア.

aragatna手Ik，-gl 関係，連絡，通信. ol)at(的巴t)

~よし、(~つるし、)関係 tele伊f---- 君主信連

絡.

む法ウオツカ.

at油田me(包池田me)休憩，中断.'" vagtmda {:木

み時間lこ.

arala-問をわける，仲裁する uru;;yanlan '" 

けんかを仲裁する恥

arahk，-gl lE間在.回ak"'a llga-長い距曜を走る.

紅-ap，-bl アラブ人，アラブの. ----diliアラビ

ア語¥

むちssa、清潔な(に)，きれいながこ).hatl ""' Y泣ー

字をきれいに書く. ----hovaきれいな空

気.

ar伊ネズ(中央アジア産のヒノキ科の木).

argah野生のヒツジ.

Argentinaアノレぜンチン.

anハチ. bal ""'SI蜜蜂. "'illりi明esiハチの

針.

arka背中，裏側，支え----tut幽守る，支える.

イオンより生きたネズミ

art-残る，ふえる. lecrIbamiz gUl1-giinden -----

〉を.われわれの経験は日ごとに増えてい

る.

art，-dl うしろ(の).At -----ay.北larmagaldI.馬が

うしろ足で、立った.

ar匂k，哲余り，残り(の)，以上 Senil)訓k

depderil) YδkIm?君の余分のノートはない

ヵ、?

ぉtistアーテイスト

ぉ語n 安して反)gllnmat. '" sat-安く売る.

arzlIv願望. ----et-願う.

as-つるす，かける."'makopriつり橋.Sagadl 

dIvardan ----'P goy-時計を壁にかける.

asJ!パh もと(の)，出身，先祖.Sizil) "'llJlZ組m?

あなたの先祖はだれ?

asrr世紀戸伊minci'" 20世紀

asman天，空.""' yagtlhp b碍lad1.空が明るく

なりはじめた

出 t下，下の方. kop由主IlJ""'mda:n gec-橋の下

を通る.

a;;-( 3;>-)越える，越す. dagdan ""'山を越す.
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a~ãk-gl 下(に).ヘー-dakllan 下のこと(もの). '" 

md地1の下の.koprillIl) "'mdan gec-橋の

下を通る.

a~ãkl 下の. ~ dodak下くちびる.

A抱abat-，-dlアシガパ!、

a~gãzan 胃. '" keselleri胃病.

ã~lk，-gl 恋した;吟遊詩人.y両面四'" bol-若

い娘に宏、をする.

at馬. "'dan beyik， itden pes.馬より高く，犬

より低し、(なぞなぞ;答えは「鞍J)

at-投げる，入れる，かぶせる，射撃する

φynege Cayl kop '"どびんに茶をたくさ

ん入れる.δzuni 自殺する. ok ~矢

を射る.

at，-dl名，名詞.Sizil) "'UJIZ name?お名前はつ

Kimil) "'rna gelen hat?だれあてに来た手

紙?

a伯父方のおじいさん，父. "'la1' sりziことわ

ざ¥格言

a凶 1汰，・gl+宇，十文字.

atIandl1'- 名づける，呼ぶ. Bu obaru nahili -----

yarlar?この村をなんと呼ぶ?

ath騎兵，鱗馬で. '" git-馬で行く

ath名の，名のある. '" yazJcl1ar名高い作家

たち.

av狩猟，えもの.'" gu~1 猟に使う鳥(タカな

ど)， '" et-狩をする.

avcl ~.守人.

av歩1St口 8月. '"'-' ayrnda 8月に.

aVI議，ひどい痛み. Bu gun hovanUJ aVUSl bar. 

きょうはひどい寒さだ.

一般言語学論議第 12号 (2009)

avla幽狩をする. tov戸n'"ウサギ狩をする.

Avstraliya オーストラリア

Avstriyaオーストラリア.

avtobus口パス "'ltgiトパスで行く

avtomatロ自動機械.

avtomobil' ，li 口自動車-yel)il ~軽自動車.

avuh毒のある，病的な， jplJすような.-----~emal 

肌を車IJす風 sozlerとげのあることば.

ay月.dolan '"満月.may "'1 5月.tomus 

-----lan夏の3か月

aya手のひら.elIlJ "'SI bilen yagagml Sむpur-手

のひらでほほをなでる.

ayak，-gl足，末 m時II11ミシン.sag (cep) '" 

右(左)足.ay ~ bolanda月末に.deryanllJ 

"'1河口

ayakgap，-bl靴.caga -----1子どもの靴.gayl~ '" 

革靴

ayal女，婦人妻 garn"-'老婆-----dogan妹

ayan明らかなりこ). "-' et-明らかにする.

ayavlI大事に，注意深く

ay泣厳寒.Bu gun yigrin世gradus きょうは

氷点下 20度だ.

aydll・話される，発音される gisga'"短く

発音される.

a)叫h~ 会話，発音

aydlm歌，民謡. "-' a)牛歌う.

aydlmcl民謡歌手.

ayglt，-dl 大胆，決断巴t開決心する.

ayglth大胆な，決定的なりこ)

ayl クマ cagaslクマの子.

aylp，-bl恥，恥ずかしい，不名誉(な).'" soz恥
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ずべき言い分.AY1blyδk!大したことはな

し、!

ayrr自分ける，離す，はがす，引く.思回11叩

enelerinden '""'"'子ヒツジを母親から離す.

"-'mak belgisiマイナス符号，分離符.

åynegini~ めがねをはずす.

ayrrganc，-cl恐ろしい.~ habar恐ろしい知ら

Fせ

ayla-回す，つれていく.m回eye'""'"'博物館に

案内する.

aylan-回る，めぐる.Ay yefIlJ d~U1a "'yar.月

は地球の外を回る.

aylav 円，サークノレ，競馬場.y訟1ffi'""'"'半円.

~ et-円をえがく

ayhk，-gI月給，月の. Sizil) '"'--l1JIZ nace?あな

たの月給はいくら?bir '"'--caga か月

のこども.

ayna ガラス，鏡，窓 dovugiガラスの破

片. ayna seret-(ser'吋肝)鏡を見る.

ayra分かれて，5jIJ々 に."'"' ya与a-分かれてく

らす

叩 m 酸幸L.

ayratm個別の(に)，別の(に)，特に otag個

室.

a凶 tm比-gl特性，特質.

ayn 5jIJのりこ)，ことなる mesele別問題.

aynト離れる，分かれる. vatamndan '"国を

離れる

ay~l-e;;ret， -di幸福.

ayt-，-dyar言う，伝える，告げる.ayd1ffi '"歌

を歌う. erteki aydtp ber-お話をしてやる.

53 

aydanlanruその話をしたことを.日ova

byurosl yag判 yagcakdlglDlaydyar.天気相

談所は雨がふると言っている.

b 少ない，たりない， (反)kop，kan. '"'"' sanb少

数のー'"'-'yahたりないようだ.

azal-(azalう少なくなる，へる.

azap，-bl 苦痛，苦労体ー苦しむ.

泣きr悩み，心配，世話."'a頃ト気をくばる.

ãza~- 道にまよう

也君t，-ch 自由な. "'boト自由になる.

azat比，ψ 自由，解放.soz (metbugat) ""'1言論

(出版)の自由.

Azerbaycan アゼノレバイジャン，

泣 erbaycan アゼノレパイジャン人， アゼノレバイ

ジャンの.

配 gml-暴言をはく

azIk，-gI食料. "'"'-' mag田凶金料品}吉.

B 

baba 母方のおじいさん.

bada最初は，たちまち. ~ í~lemek kind1.は

じめは働くことがつらかった.

badam アーモンド

badamcanナス.

bag J.窪，関;結びひも.hayvanat "'1動物園.

cagal訂 ""'1幼稚園. ~äher "'"'1都市の公園.

bagban庭師.

bagI-bossan果樹園と野菜畑.

bagIr，-gn肝臓."'"'k回 elleri肝臓病.

bagI~Ia“ささげる，ゆるしてやる. Men bu 

kitabl size "'y訂瓜この本をあなたにさし
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あげます

bagla-結びつける，しばる，しめる.atl agaca 

~馬を木につなぐ gapml '"'"'門をしめ

る. yoh '"'"'道をとざす. buz "'--'氷が張

る.

baglan-結びつく， しまる

bãglanl~任結ひ、あわせる

bãglanl~lk，習関連，つながり

bãglanl~lkh 関連の，つながりのある.

M部吟遊詩人

ba邸1Clhk，官民話芸術.

bagt幸福. '"'-'IlJ acIk bolsun!お幸せに!Menil) 

へ"1mgeldi 運がまわってきた.

bagth幸せながこ). Gor， men nahili '"'-'!ほら，

わたしこんなに幸せ yã~a- 幸福にく

らす

bagtslzhk， -s1不幸，不運

baha i直i乳儲{直，高価な Bukitabu) ~Sl naceつ

この本の髄段はv、くら ?BugatJ ""'.これ

はえらく

bahana 口実，動機.bir '"'"' bilenある口実で¥

bahar春 BuyJl '"'-' i'r geldi.ことしは春が平

く来た.

bak四見る，世話する. sagIna-soluna '"'-'右左

を見る.goyun(slgu.) '"'"'ヒツジ(篤)の世話

をする.

bakaに向かっ、て，の方へ.mekdebe ~ git-学

校へ向かっていく

bakca野菜畑.

bal蜜. an "'1蜂蜜. ""' ans1蜜蜂.

bala こども.Bu onUl) ilkinci ~SI.これはかれ

一般言語学論叢第 12号 (2009)

の初めての子だ.

balak，-s1ズボン. dar '"'-'きついズボン

bahk，-s1魚. del)iz( delya) '"'"'1 r毎(J11)の魚.

bahkcl r魚、師，魚屋.

ba地clhk，-s1 漁業.

balkIlda-光る，輝く

ban初口バナナ

bank 手間三二

bap，司bl章. on '"'"'dan Ibむat10章から成Jってい

る.

barがある，いる.0りbuyerde alma agaCl ""' 

dl 以前ここにリンゴの木があった.

Mende bu kitap わたしはこの本をも

っている'"'"'guyc全力.

bar慣行く，進む，向かう，通う. Siz ni'ra '"'"' 

y訟SII)Iz?どこへいらっしゃいますか?

mekdebe '"'"'学校に通う

baradaについて. ovrenen zatlan ~習ったこ

とについて

bゐ-adakI についてのa

bar協(b滋ha) ますます. sovuk '"'-' guyclen-寒

さがますます強まる.

bar1すべて，みんな，たくさん. ylza salarn 

みなさんによろしく.

banbir どちらでもよい， どうせ. '"'"' ~ähere 

gi包nelidim.どうせ町へ行かねばならなか

った.

b扇1-yδgl あるものないもの，一切.

bal1~，-~1 行き先 ni'ra? 行くところはど

?っ
~ . 

barla-検査する. butln otas1 ""'すべての部屋
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をしらべる.

bannak，-gl 指. b時おn(suyem，orta， ogulhacat， 

kulem) '"'-'親(人指，中，薬，小)抱

bars トラ，寅 '"'-' )'lh トラの年.

b叶ふむ，押し付ける，庄する，印刷する.

ayagmJ "-'足をふみ入れる.kitaplan tozan 

'""'-'lpdrr.本をほこりがおおっている. der 

~汗をかく

bぉ1IT1すばやく，はやく日cagitーはやく

~~りにつく

basrr-覆いをする，かくす caynegi どび

んに覆いをする.

b出1~ 圧力.静111) "-'1血J王.

basma印昂11. '""'-' harplar活字体.

b~ 頭，はじめ，頂，穂，主とする. "-' agmsl 

頭痛. aylly-'-'mda月はじめに， agacll) '""'-'1 

木の頂.sり反i1J -----1 語頭.へ~mda のところ

で，のそばに.-den '"'--1 cIkーが分かる，を

知る '"'-'harp頭文字 incener主任技

師1.

b~ はれもの， n重議.

b~arω できる，成功する. yuzmegi 泳げる.

ba手紙an!Jk，哲成功.

ba与gaf也の，百1]の'""'-'careyδkほかに方法が

ない. -den -----のほか. ve -----Iarその他.

ba抱lrt，-d1 パシキノレ人p パシキノレの.'"'""' clili パ

シキル語.

ba与la-始める，穂、を出す.sapaga '""'-'授業を始

める.

b~lan- 始まる.B油ar '"'""'dl.春が始まった.

b~langtç，-cI 始まり，始め，初等の. '"'""' mekdep 
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初等学校.

ba与llk，哲首長. dovlet '""'-'¥政府首班.

bat，-dl いきおい，力，スピード. '"'""' al-速度

をます

bat-沈む，入りこむ. uka -----ねむりに入る‘

bannagma tiken '"'--指にとげが入る.

batga 泥沼.

batJr勇士，還を{茶¥勇ましい. '" adam勇敢な

人-

batrrgay勇敢に.

batlaト強くなる. yel -----風が強くなる

batlandlr-強める冒 S出 inI-----子討を高める.

bath(bath)力づよし、(く)，速してく). .-...-W"-し 1

きおいよく打つ.

bay (喜び，驚き，残念、，不満をあらわす)わあ，

ゃあ

bay豊かな，金持ち. '""'-' adanl豊かな人.

bay-bδv(bay-bov) (驚きをあらわす)わあ.

baydak，-gl 旗. '"'-- as-( dik-)践を立てる ~ 
parla-旗がひるがえる.

bãygu~ フクロウ

bayhk，哲豊かさ

bayrak，-gJ賞. pul "')金一封ー

ba)'l"aI11祝祭13.taze yIl """"-'1 元日

ba戸aJTICIWャgt祝うこと

baytal I地馬.

bazarバザーノレ，市場.me水ezi'"中央市場.

b泣 rrda-ボーボー燃える.

b泣 la“ボーボー燃える.

becer-耕す，刺繍する，治療する，修理する.

'""'-'ilm吋ikyer耕されていない土地.dov比
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zatlan '''こわれた物をなおす.

bedenからだ¥----ce邸体罰

bedenterbiya f:材呆. '"'"' eト{本操する

bedev 1t龍馬.

bedre口バケツ，捕.

b巴gen-事ぶ.01 mat)a gatI '"'"'di.かれはわたし

のことを大変喜んだ.

begenc，-ci喜び.

begendir-喜ばせる.Bu habar bizi '"'"'di.このニ

ユースはわたしたちを喜ばせた.

bekle-はばむ3 さえぎる，とざす.yδ11'"'"'道

をとざす.

be¥a災難，不幸. '"'"' uçra-(sata~-， yoh.u←)ひど

し¥自lこあう

be¥ent，-dr訟大きい，高い. ----agacl訂大きい

木. '"'"'den uc-高くを飛ぶ.

belgi しるし，符号.sorag ----si疑問符.歯車

'"'"'si句読点.

Be¥'giya ベノレキー-

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.IdtabllJ 

gtZIkh yerlerini '"'"'本のおもしろいところ

にしるしをつける.

bellenil嗣記される.

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.

"-'~油立有名な詩人.

bel1ik，-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.
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ber-与える，やる，くれる.cogap 答える.

ahp ----もってきてやる，取ってやる

aydlp '"'"'ilJ言ってください. telegtヨmma

~電報を打つ. ders ""-'授業をする.

bercay bol柵実行される，実施される

bercayet-実行する，実施する.

bergi借金，負債.be屯abat-借金をかかえる.

berk丈夫な，堅い， 5齢、(く)."-' kövü~ (mata， 

agac)丈夫な鞘民布，木)."'-' ur幽強く打つ.

temml厳罰.

berldt-，-dyar固める，強くする.dostlugl ""-'友

情を深める

b白戸belli まったく明らかな.

bet悪い. "'-' adam悪い人， "-' oglan腕自Jj、

{曽.

beter特に，さらに句協den"-'前よりひど

く.

beton コンクリート(の). "'-' zavochコンクリ

一ト工場."'yδiコンクリートの道.

beyan説明，叙述. "'-' et-述べる

beygeト高まる，大きくなる. Caylar 

glin-glinden ~y.む家が日に日に大きくな

っている.

beyik，-gffik 高し、(反 )pes，大きい ~ 

agaclruてdag)高い木々 (山).

beyle こんなりこ)，そんないこ). "'-' gOVl zadt 

nkeden ald勾?こんないいものどこで買っ

たの7"'-'寸ebolsaそうで、あっても.

beyleld のほかの，以外の，もう一つの‘ Siz'" 

bir耳ingelIl).J1IJの告にし、らっしゃい.biri... 

""'si...一つは...もう一つは.・ー
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beyni脳. beyna gan lnm比lik脳出血.

beytγdyar こうする，そうする """'-'ipname 

g位and!lJlz?そうやって何を得ましたか?

beze-飾る. GiZlIU 忠lrcaky互hedip """'-'di.娘を

人形のように飾った.

bezeg飾り，装飾 altm"""'ler金の飾り

bezel-飾られる.

bezgek いや気臆病な mal臆病な家音

bezirgen (古)商人

bagul 聖子パラ.

bahbit，-di利益

bahbitli有誌な

ba.riここ，…以来."""'-' gel句!ここへ来なさい.

Erti吋en"""'-' yagI$ yag!p dur.朝からずっと

雨がふっている.

barik ここへ，こっちへ."-'b北.こっちを見

ろ.

basde$競争相手

bà~ 5， 5点. "-'den bir 5分の i

ba$inci第 5(の)， 5番目(の).

ba$lik，-gi 点(満点). 5の番号のもの

blCgIのこぎり .tagtぉ11 """'-' bilen k回ー才反をのこ

ぎりで切るー

bIcIll サル， 申. """'-' yllIサノレの年.

biderek，-gi つまらない，無駄な，役に立たな

い. vagtl111 """' ge干F 時を無駄にすごす.

~話回1やくざな人.

bil腰. """'-' buk-腰をまげる，屈織する """'-'ini

y位，腰をのばす

bil-知る，知っている，できる.Sen 0111 gOVl "-' 

yarmilJ?君かれをよく知っているか?
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Men yuzup """'-'mey組 11.私は泳げない.

bilbilナイチンゲーノレ.

bildiト知らせる，見えてくる，伝える.daIJ """'-' 

ip ba~ladl.夜が明けてきた

bildiri$通知，案内."-'ta♂as!掲示板

bile -しょに men勾bilen"""'わたしとーし

ょに. Biz '"'-geldik.われわれはーしょに

来た‘

bileceーしょに.

bilek，-gi手くび. """'Illden tut-手くびをつかま

える. "-' s均ki梼骨.

bilel1と，とともに，で.Cayl gant """'-' ic-茶を

砂糖入りで飲む. sabm '"'-yu¥んせつけん

で洗う. Men hem si2Iり'"gitcek.わたし

もあなたとしてはず. 01法'"'--cekic鎌と

槌.

bilesigelici好奇£、のある.

bilet 切符，券.

bilim 教育，教養，知識. orta """'-'中等教育

blmar病気の. """'-' adam病人.

bimaza不安な，いたずらな."""'-' et-不安にす

る

bina建造，建造物 agirt'"'--巨大な建物.

bir 1，ひとつ，ある.her blrindeそれぞれに.

kitabllJ biri本の一冊.d郎氏11"'4分の1.

bi辰之少し. """'-'aclk suv ic-ちょっと水を飲む.

bir岡山初めに，一度に.

birden突然. '" yagl$ yaglp b3$ladl.急に雨が

ふりだした.

b泊そのひとつ，ある人. '"'-' """'-'ne互いに.

birigunあさって. Siz menIIJ yamma """'-' gel勾.
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わたしのところにあさっていらっしゃい.

M出ー(birik-)，-gyarひとつにする，まとめる.

birinci第 l(の)， 1番自(の).----kJas第 l学年.

'"'-May bayraITII メーデー

birle~- ひとつになる，団結する ÄhJi yultlar可

proJetarlanへ〆iIJ!万毘の労働者団結せよ. 

...-...-en ~atlan 合衆国. '"'-en Milletler 

GぽaInasl国際連合

birlikde ともに. bilen"'-"'-とともに.

birhili 一様の，なにか，なぜか meniIJ

gulkimωtyar.なぜか笑いたい.

birnaceある，若干の vagtgeciripしばら

くして. ~ gezek数回.

bi~- 料理される，熟す. n油arentek ~måndir. 

食事はまだ出来ていない.'"'-enalma熟し

たリンゴ¥"""'ensuytわかした乳

bi~iI問料理する，やけどする，自が無りつける.

palav "-'ピラフを作る. suyt ---...-乳をわか

す

bit闘終わる，生じる，生産される，傷がなお

る，鼻がつまる. ì~iIJiz "'din註?仕事おわ

りましたか?Bu yerde hlc zat '"'-meyar.こ

こではなにも出来ない.

bitgin上等の.

脱出完全な，欠けていなし¥ '" kerpic害1Iれ

ていない煉瓦.

bitか果す，成就する. )'I.1~l"-' 指題をおえ

る.

blvagt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~Î1Jわれわれの. "'eわれわ
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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

bi語rbol・疲れる

bogazのど，海峡. Bering "'1ベーリング海

|峡

bo伊n，ー伊1 関節.音節.bir "'h sりz 1音節の

語. pence ~I 手の関節.

bokur短い. "'"' bo戸m短い首

bokurd此-gIのど"'"'Imagl1)'ar.のどが痛い.

bol-である，になる，生まれる，育つ.Duyn 

biz kinoda ~d此きのうわれわれは映函

館にいた.Bi加 ekizcagarmz ---...-dlふた子

が生まれた.Bolyar.よろしい.Boldl.十分

だ. ••• bolsa .一(を)ば， (に)は. çopan~ 

up I~le幽ヒツジ飼として働く

BoJgariya フツレプfりア.

bolu~， -I~I 行動，やり方. Bu na ----?これはな

んということだ?

bolyar よろしい，わかった.

borc(bor写)，-CI義務，借金~吋ill-義務を負

う. Men onuIJ oIJunde '"'-ludぜill. わたしは

かれに借りがある.

bo~ 空いた，からの，ひまな.B日 yer bo~ml? こ

の席あいている ?S凶1J'"'-vagtIIJlz banTIl? 

ひまがありますか?

bo~a・あく，からになる，ひまをもらう陪 içeri

~部屋があく

bo~t-，-dyãr あける，からにする，ひまを出す.

haltanJ~袋をからにする i~en 仕事

をやめさせる.

bot:'U1ika植物学.'"'-'b互g 植物鴎.
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bo凶 i記植物の. '""-bag植物園.

boy身長，昔，長さ，ーやけばい，…じゅう.

gïsga(uzïn)~ l! adam背州島、(高い)人.

del)'anll) ~l bilen git-) 11にそって行く.yIl 

"'-]年中.

boyag染料.

boydan-b~a 始から終まで.

boyun，-Yl1l首，襟"-'daman頚動脈 boymdar 

ko戸lek襟 の き っいシャツ必認める.

~ eg-屈服する.

boyunca にそって，に従って，についての曲

kanun .-..... hereket et-法に従って行動する.

matematika ----sp出 ialist数学の専門家.

bo卯 nda にそって. dem廿yolU1J~鉄道にそ

って

boyur-bo戸lf さめざめと. ~ y~ dok-さまざ

めと涙をこぼす

boz未開墾の;灰色の. "'-' at灰色の罵.

boz四こわす，だめにする，乱す.koprini ""-'矯

をこわす-

bδzla- ラクダがなく

bok-跳びはねる込pdu手ー(mun-)とびおりる

(のる).

bokcekle- ぴょんびょんとぶ.

bdト分ける，害IJる.tagtanl ika '"'-'板を二つに

害IJる δn ikini ddrde "'-' 12を4で害IJる.

bδlek，-gi個，断片，一節，一部. iki '"'-' sabm 

satm al岨石けん2個買う.字詰herI1Jmerkezi 

'"'-'inde)匂&町の中心部に{主む.

bδlekleyil1部分的な('こ). Gunul) '""-' tutulmasl 

太陽の部分食.
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oolum部門，係，分隊.keselhanan勾cagalar'"'-' 

i病慌の小児科.

001UJ1-分かれる，分けられる，割れる.bogna 

~音節に分けられる.

bδrek:，-gi ノト絞子.

0011オオカミ

bovrek，-gi腎鍛.

bδvuI;-vri撰腹. Sag bovri加 agB}'ゐ:右の脇腹

が痛い.

Braziliyaブラジノレ.

bJigadir口班長

bu(bu) これ， この， J二言己の.l11W1W)これの，

l11ul)aこれへ.l11umこれを l11undaこれ

に.mWld知これから gunきょう

büg 蒸気l11~ïl1l蒸気機関.'""-'g砥anl 蒸

気がま.

bugday小麦 ~切手iノト去の穂.

buhgalt巴1・口会計係

bukーかくす，しまいこむ，かくれる.otluc句i

cagalaJ廿an"""マッチをこどもからかくす

bula国まぜる 2 よごす.koおnicemce bilen """コ

ーヒーをさじでまぜる

bulan- よごれる3 まみれる.guma """砂にま

みれる

bulanJk:，-gr訟にご、った. """ suvにご、った水.

bulサよごれる，まみれる，悪くなる.Hova '"'-' 

lp b~ladl.天気がくずれだした.

bulut，-cb 雲. Samolyot """ laJ1l) US俗nd即時up

baJ}'ar岨飛行機が雲の上をとんでし、く

bulutla~幽くもる. hova """天気がくもる.

buluth くもった，雲の多いー'"'-'hova曇天.
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burcかどコショウ類.kocanil) '"'"'unda通り

のかどで.goni 註角.bà~ '"'"'1I yIldlZ大

(としづ形の星)・gIZlI~とうがらし. gara 

~黒コショウ.

bur同心burc北力づょしてく).

burun，-ml鼻爪先，岬.""1 yokan tut-いばる，

鼻にかける.

bw:yat，-chブリヤート人，ブリヤートの.

but，-dl もも. ~ SUl)ki大腿骨.

buynuz角，つの. "" perdesi角膜.

bu戸uk，-gI命令. "" ber也命令する.

buyur-，-戸'aI・命じる，注文する.nahar ""食事

を注文する.

buz氷. "" bagla-氷が張る.EIII) -----yah.君

の手は氷のようだ.

b泊k阻まげる.bIIi凶~腰をまげる，屈服する.

bure-おおう.DaglI) b~ml buiut b註apdir.山の

頂を雲がおおっている.

burgut，-di ワシ

加tin すべての，全体の dunyaniI) 

zahmetke手ler.全世界の労働者""cay家

全体.

byuro口事-務所，局.hova ""SI天気相談所.
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'"'"'illl gulもanet-いのちを犠牲にする

M~gal3lJlzda nace '''"' bar?ご家族はなん

人ですかつ

candar生きもの.

canlI生きている. "'"' balJk生きている魚.

C明ベノレ，鐘山uldl(k北lldl)鐘がなった.

car報知，通告. '"'"' et-通告する.

CaI'CI 宣言者.

cayl 建物，家.mekdebIl] "'"'1校舎."'"' gur幽家

を建てる.

cal適切な，正しい. -----aydy訟判氾おっし

やるとおりです.

cedel論争，討論. "'"' et罰論争する.

cem合計，全部年lkar-合計する.-----bol幽

集まる.

cemagat人々，臨民.

cemglyet社会，界，団体.

cemglyetci自ら-gI社会部体.

cemi(si)全部で δnadam全部で 10人.

cemle-集める，合計ーする.guycuni -----力を集

める.

cenayat犯罪. agrr "'"' et-重い罪をおかす.

cel)I)el ジヤング/レ.

cepãke~ はたらきもの.

C ceren ガゼノレ.

cahan 世界ぼ~l 世界大戦 cetle号"けんかする.

c選前青年. "" cIk-成人する cetlik，-gi不和，争い.

cala豪雨 Oylanguycli ~ geldi.午後ひどい ceyhun アムダリア(J11)のi日名.

雨がやって来た ceza罰. olum """SI死刑. -----SII11 yel)let-罪を

cam深皿，鉢.bir -----corbaひと血のスーフ 軽くする.

can心，精神，いのち."'"' ve ten心とからだ c泊et観点，見地. ~ロ -----den garalandaこの点
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から見れば.

cllav手絹. atlan "-' rndan tutup bar句馬を手綱

で引く，

cms性. ayaI( erkek) ---1女(男y性.

CIs1弟，妹

cogap，-bl返事，答え. '"'-' ber輪答える.

cogapkar費任ある，担当の. Sen mUIJa'""'.君

はこれに蓑任がある.

cokrama酷暑の.tomsUIJ '"'-'民no踊llJ夏のご

く暑い昼.

cora 女友達.

cOrap，-bl靴下戸泊~羊毛の靴下.

cδ~- 氾濫する，興奮する. derya "-' )11があふ

れる.

cδ部m(co~忠m) 激動，熱心. "-' bilen i~le- 熱

心に働く

cuda ひどく，非常に. Hova "-' sovuk.天気

がひどく寒い.

cuvan若もの

cubiポケット.枠組~内ポケット.'"'-' OgruSI 

すり

C色Ige谷. dag '""'si IJJの谷.

cuyceひよこ.

cuygulde- ピヨピヨなく
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onul) bilen "-'dan dδst.かれと少年時代か

ら友人だ

cagrr-呼ぶ，招く. yold~larm1 t間凶~仲間

を劇場に招く

cakほど，分盆時.'"'-'1 bilen適度に.'"'" bilen 

およそ goz"-'1 自分量.

cak・虫がさす，しゅっと音を出す，ぴかっと

光る. Ylldmm"-'稲光が光る. arJ elinden 

~ハチが手をさす.ki氷urdi"-'マッチを

する.

干政lhk招待.

p政汀ブドウ甑. guych(s1Z11) "-' 5齢、(赤)ブド

ウ酒.

cal(cal)1 灰色の.

cal(cal)ヱラクダの乳糖.

cal島楽器をならす，ぬる，打ちつける.kas1Z1l 

yelim "-'紙にのりをぬる. ata bir gamcl "-' 

篤にひとむち当てる.

calaやっと，かろうじて，ゆっくり .0時間~

Canl bardl.鳥はやっといのちびろいした.

"-' yore-ゆっくり歩く

callm et-似る.01回出ine'"'-'dyarかれ刊誌の女

は)母に似ている.

p油~-，・l~ 取りかえる，変える，努力する.

adresini '"'-'住所を変える.azatlIk ugrunda 

c 自由のためにたたかう

cag時，時代. ag~am ""'1夕方. y~lJk '"'-'1青 伊l~rr- 取りかえる，取りちがえる. geyimlerini 

年5寺代着かえる.

caga こども(の)'"'-'larkitãbl こども向けの本 çalt 速し、(く)(反)戸v~， hayal. '"'" hereket (羽四n)

pi~ik '"'-'SIネコの子. '""'lar bas1幼稚掴. 速い動き(流れ). '"'-' geple山速く話す.

。gahk，-s1こども時代，こどもらしさ. Men caltlandrr速める，促進する.
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号anak(平副総)，-gIlill.， 小鉢. cITz "-'1 ft奈小{曽.

caりaほこりだらけになる.

cap印刷. kitap ""' et-本を印刷する.

cap帽走る;木を割る. ""'IP gel-走って来る.

palta bilen""'おので寄りる

ヰaplksuvfu・競馬の騎手.

伊plト走る

早apl~lk，哲競馬. at ""'1競馬

cank，-gI手製の1f-1t(ラクダ皮など)

ç~enbe 水曜日

向開(ca令)ちらばる，意識を失う，まどう

Kitaplar yerde ""'IP yat吋1.本が床にちら

ばっていた. B~lm ~dl.頭がくらくらし

Tこ.

ca(-かがる，結ぶ. yupleri ~紐を結ぶ.

catma小屋.

号ay茶. ~ ga)司1at-(demle-， ic-)茶をわかす(味

を出す，飲む). bir gap "-'一杯の茶.

cayka-すすぐ，ゆすくす，ゆれる.geyimleri suva 

~若るものを水で

Cehoslovakiyaチェコ・スロパキア.

cek-引く，ひっぱる，延びる，画く. elinden 

tutup '"'-'手を取ってひっぱる. bir sagada 

golay ~ 1時間ばかり延びる. cagalanl) 

""'en suraむこどもたちの画いた絵.yelkeni 

~帆をあげる.

çekel~句論争する Bu mesele barada biz uzak 

-----ip durmadlk.この問題について長く論

争しなかった.

cekel匂ik，世論争.YIgnak -----li gecdi.会議は荒

れた.

一般言語学論叢第 12号 (2009)

cekgeほお. "-' SUIJki頬骨

cekic，-cIハンマー.

cekil- しりぞく，引く.伊ymllJSUVl '"井戸

の7}<:がへる. gayra '"しりぞく

cekimli母音. ~ S邸母音

cekimsiz子音. '" ses子音

celek，-gi桶，樽.suv "'I 7}<:桶.suvh '"水の

はし、った桶.

cem好機. '̂"I gelendeちょうどよい時に.

cemce さじ cay"'si 茶さじ.恒加Ü~ -----銀

のさじ.

ceme都合のよい状態 MenIl)cemmn yδk.わ

たしは都合がよくない.

号emeli適当な，およそ，ほど， らしい. b勾

kilometr "-' 5キロほど

cen予想，時，ころあい menil)へ-Imegolちわ

たしの予想では.G1dere ~ boldl.行く時

が来た.

cenli ーまで¥ertlrden昭和n1a~朝から娩ま

で.δna""'sana“ 10まで数える.

cep左(の)(反)sag. ~ eI左手

ceperたくみな(に). ~ edebi'yat芸術的な文

え5・
-;-. 

ceperlik， -gi たくみさ，芸術性.

çe~me 泉. ~ SUVI泉の水

斜地方，へり，外国の.obanll) II) aI)n ~凶de

村の一番はずれで\~ diller外国語.

ceye しなやかな.~ barmaklarしなやかな指.

ceyne- かみくだく，かみちらす. oru it 

ceynapdir.それを犬がかみちらした

cage砂‘ delJIz~si 海の砂. ~ bilen tOynl gfu"-
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砂と粘土をまぜる gecか糠を引く

F比-gi切れ目，切れ口，境，地所. "-ac-切 cig生の，未熟の SUVlcm均.生水のむな.

れ自を入れる - - - - -garplZ熱していないスイカ

cakmen うしろにひだのある男の上着 cigit，-diたね. pagta -----iワタのたね. -----yail 

care処置，手段，方法. "-agtar-手だてをさ ほんの少し，つまらない.

がす 号il境界. ""' cek-i寛を引く

car'yek，-gi 4分の 1，4半期，1/4学期 sagat Ciliチリ

15分.

caynek，-gi どびん，金調，ポット. elektrik -----

i電気ポット

cibJk:( C1b:Ik)，哲棒.

clda回耐える. agll-a ""'痛みをこらえる

cldaml1我慢づよい.

cig湿気. -----cek-しめる.

cigar( cigar)湿った.

ciglI(干19lI)湿った. "-hova湿った空気.

cJk:-出る，のぼる，あらわれる gun 日が

出る ava 狩に出かける.daga '"'-'山に

のぼる. gl~ kanikulma -----冬休みに入る

むJk:aJga出口. ........， gozle-出口をさがす.

c水ar-出す，追い出す，ぬく，ぬぐ.g砥 et'"'-'

新開を出す pi~igi icerden '"'-'lp goyber-ネ

コを部屋から追い出す cuyi 釘をぬく

ko戸legini シャツをぬぐ

与m 真実(の).-----habar本当のニュース.-----ll1l 

ayt-真実を語る.

clplak，-grak薄着の(で)，軽装の(で).

crra ランプ，灯. elektrik -----SI電灯

ClZ-線を引く. galam bilen -----鉛筆で線を号i

く

clZI1ら-gl線，行. goni(egri) -----直(曲)線

ciIim タバコ，紙巻タバコ ----- celanek 

bolmayar!タバコをすってはいけない.

写inovnik 口官吏.

cI1]C注意深く. -----sereト注意して見る.

cI1]eril-見つめる.

çi~- ふくれる，はれる. ay地~足がはれる.

cit サラサ(の). -----mataサラサ地.

予δg熱 gunUl)'"'-'1 太陽の熱

cogdam房. bir -----sacひと携の髪.

cok-つつく. hOI-az ぬle'" kit鶏が粒をつつ

く

col叫し-gl牧童

copan (ヒツジ)飼い. Slglligo戸n)""'1牛(ヒツ

ジ)飼し、

COpaJ1Clhk，-gl ヒツジ(牛)飼いの仕事

子δrbaスープ. bircam -----ひと皿のスープ.

coyun，-ym鋳鉄(の). -----gazaJ1鉄なべ.

cok幽沈む，しゃがむ.duybune -----底に沈む.

col荒野，砂漠. ""' hayvanlar野生動物.

cop /J、枝，ごみ "'UIJ UClml dov-小枝の先を

折る.

cople-ひろい集める，取り入れる.δdlID........，ま

きを集める

corek，哲パン. gaJ-a '"黒ノ号ン. el ~i 手作
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りパン.

co札ir-，-vrer うら返す3 おり曲げる.cubini ---... 

ポケットをうら返す.

coz- とく，ほどく 3 解決する.yupi(duvni) ---... 

紐(結び目)をほどく.

cukur穴， くぼみ(の). "-' YaIJ政hadam ほほ

がこけた人.

cUl)深い，深く."-' kol深い湖 yeri"'-' dep-

土地を深く掘りおこす

判明ur深い. "'-' derγ2深しサ11.

5倣11王iなぜならば. Bu kitap elden ele gl句iyar，

'"'-01 Ol云nslZlkh.この本は手から手へ渡

っている，とてもおもしろし、から.

cur depesi(ba.;;J)絶頂，一番上.agacll) ------木の

てっぺん

cuy釘， ピン.

cUY$eガラス，ガラスびん必vugiガラス

の破片. bir"-' limonadひとびんのレモン

水.

D 

-da(-de) ..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 nacediysem-deなにを言ってもー sen

gelm回 et)-de君が来なくても.

daban足，足の裏. bな------gayra süy~崎一歩後

退する.

dabara祭典，勝利.

dabrrda-疾走する. ath "-'馬でかける

dag山. "-' b3$l(et巴gi)山の1貰(ふもと).

daga.幽ちらばる，ぼろになる. bulutlar ~雨

一般言語学論議第 12号 (2009)

雲が散る.

daga手ーちりぢりになる.

daghk，-s1山地.山の多い. ""' yer山地.

das1ほかの(に)，たち menname edeyin 1 

もっとなにかしょうか1k辺倒ndagl父た

ち. Ata， A$lf daglmlzアタやアシノレたち.

Das1stan ダゲスタン(コーカサスの).

dal←付ける，はめる. barmagma yu反ik""'指

に指輪をはめる.

d北11-付けられる. itlere "-'組討lぽ犬に付け

られた名.

d誌m幽付ける，はめる，かける.aynegini め

がねをかける.

dala-かむ，かみ殺す;侮辱する itlermocegi 

~犬がオオカミをかみ殺す.

damーしたたる‘ ""'a四 ""'a泌1bol包:したたり

したたり湖になる.

damar脈車管. gan ""'Ian血管.

d丘ndav障害，好ききらい

dandavSIZ好ききらいのない

D釘せyaデンマーク

d叫あかつき. '"'-at-夜があける.

d句-しばる，ゆわえる，包帯をする.akmata 

bilen "-'白い布で包帯する.

darせまい，きつい. "-' ko号e(o匂g)せまい通

り(部屋). "'-' balakきついズボン.

dara“くしけすぶる.拍cml"'--髪をくしけずる.

darak，-s1くし. sacml "'--bilen da舟髪をくし

でとかす

dおal-せまくなる，きつくなる.Ic巴ri"'-'an yah 

bolupdrr.部屋がせまくなったようだ¥
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dan キピ

dãn~gan せまい. .-....-yer狭い所.

d~I 遠い(く)，遠方Öye cenli entek ‘家ま

でまだ遠い.

da与2 外側(の)，タト〈へ)，表(へ).Ay YeriIJ -"'-'ll1a 

aylanyar‘月は地球の外側を由っている. 

.-....-clk-外へ出る -"'-'1 glZll kitap表紙が赤

い本. y出 slk----1 まくらカバー.

d~ 石(の) ;おもり. yδla -"'-' du将司道に石を

敷く.'" komur石炭.-"'-' yal1gatl石のよ

うに酉い.紀代zi"-'1 はかりのおもり

da手伝運ぶ.ぅ心k:uleridemir yδ1 bilen .-....-荷を鉄

道で運ぶ.

da手ar→da手an

da宇部外部，そと(のX反)iceri. Da手ar寸agat・

yagyar.外は雪がふっている. ~ i~1巴r mi-

nisむligi外務省 slyasat外交.

d~kl そとの göm均外観. "-' gannd時速

し、親類

d~l~- 遠ざかる，遠くなるー。th kem-kemden 

~yãrd1.汽車がだんだん遠ざかっていっ

た

dãt， -dl 叫び，不平;助けて~ et-うめく

dat-( dat-)， -dyar 味わう. co巾叩勾 tagamml~ 

スープの味を見る.

day如ーよりかかる，たよる. haca "-'杖にす

がる.

dayav丈夫な"-'yigit丈夫な若者.okuzyah 

~牛のようにがんじよう

dayhan農民

dayhancIlIk， -gI農業. ~ et-農業をする.

da)'l母方のおじさん

da戸a母方の親類，お{式

-de( -da)→-da(-de) 

65 

deg-ふれる，さわる，当たる)f直がある.Ok

onUIJ e1ine "'di.矢がかれの手に当たった.

M~ïn CaYlりburcW1a伊la~ip gecdi.車が

家の角をかすめていった.

degerli確かな，当をえた.~ cogap ber-確か

な返事をする

degir-，-grerふれる. Men ol)a banl1agII111 hem 

degr芯mok.わたしはかれに指さえもふれ

ていない.

deginl1en粉ひき場， (水)車場.Iヨ.yel(suv) '" 

i嵐(水)車場.bugda)'l ~de ilve-ノj、変を出

でひく

degi~li かかわる，関係の. Bu ì~e .-....-dal.これ

は仕事に関係ない.surata 絵に関する.

degi~l11e 冗談.

dekのように.b泊予-----aCIコショーのように

ヵ、らし¥

dekabr' 口 12 月~ ayl 12月

deiil証拠. mandmcl "-' {言じさせる証拠.

dem呼吸. llimlz hovadan ~ al-きれいな空

気を吸う.

demir鉄(の). "-' yδi鉄道.

demirciかじゃ，鉄工

demirgazIk，-gI ~ヒ(南 günorta). ----Ame出 a北

アメリカ.

demle幽味を出す， cay ----茶を煮だす.

del)ひとしい，平等の，引き分けの.boyl叩~

agaclar同じ高さの木. .-....-hl永改h照権の.
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d司令くらべる. Meni onWJ bilen ""-'me.わた

しをかれと比較するな

おりiz，-I)zi海. Ga!ョ~黒海 Kaspi "'"カス

ピ海. ~ kenan毎岸.

deり¥e$“並ぶ. Atlar ""'diler.馬が整列した.

deりlik，哲均等，つりあい，等しいこと

guycleriり""-'gi力のつりあい. "-' alamatl 

等号(=).

deI)me-delJ引き分けの. Oyun ""-' glltardl.ゲ

ームは引き分けに終わった.

dep-ける;掘りおこす At"-'yar.馬がけっ

ている yeric叫~土地を深く掘りおこ

す.

d巴pder ノート. "-'eyaz-ノートに書く

depe丘，てっぺん，頂.depa ctl←丘にのぼる.

---"'-s均kleri頭頂骨

deprek太鼓‘

der汗. "'" bas-汗をかく

dere谷. ---...-li daglar谷の多い山々

del・ece度， f出支，水準. yokan mederu "-'高

し、文化水準.

deregine (の)代わりに， (の)所に.yolda$lI) ---...-

品 batclhket-友だちの代わりに当番をす

る.

derek'，-giポプラ.

dere~ (に)代わって. mWJa ---...-siz name ber-

mekci?この代わりになにを与えるつもり

ですか?

deri皮，皮j欝. gOylln "-'siヒツジの皮.

dem1an薬(の). """ otlar薬草.

de町。検査する，分解する，審査する.sozlemi 

一般言語学論叢第 12号 (2009)

~文を分解するー

de可ev検査，分解，審査句neticeleri検査

の結果

derrevいま，すぐに.""" telegranllna beri1)!す

ぐ電報を打ちなさし、!

ders授業，講義. """ ber-授業をする.

derya } I ， . uh(giり，cWJり町)"""大きして広い，深

し、))11.

dessan散文詩(epos韻文詩).

desse束，房.bir "'" sogan ひと束のタマネギ，

gul """si花束.

dessine ... cj-るや否や. Yagl$ dII)en .-....-， gun 

clkdl.雨がやむとすぐ太陽が出た.

dessur習慣. kone """古い習慣.

dalではない. Bizt間同 """-de，kino gitdik.わ

れわれは劇場へではなく映画に行った

Bu sel1II] kitabll) ---...-‘これは君の本ではな

し¥

dali狂った. """ bol-狂う

dane種子，粒.bugday """si 小麦の種.b立~

ひと粒.

dap，-bi習'1貫.""-' dessur習慣."-' et-(eduト)習

慎{とする.

dari火薬.

dlffi-だまる;空気が息苦しくなる.

dm叫ら-gl息苦しい，無声の(反)aclk. iceri 

部屋がむっとする""-'cekirnsizler無声

子音

品1Cパ1休み;平和な(に). '"'" guni休日(に).

--..... ah$ otagl休憩室.

品1Cllk(dmcllk)，哲平静，平和.Biz '"'" soyyaris 
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われわれは平和を愛す

dindar -( dmdar -)救う，奪う

dingI(dmgI)休止，区切り."-' belgisi句読点

dinuvslz( dmUVSlZ)休みなく.

dlm札 -gl爪

OIZひざ¥

dikまっすく二垂直の. "-' otur-(d町ー)まっす

ぐに座る(立つ). "-' clzI1王垂線.

dik-埋める 2 さしこむ.n抵 紅llll"-'注目する

dikel- まっすくーになる.

dikelt-，-dyarまっすくやにする.

dil舌，言語，用語;時計の針."-'iIJ bilen yala帽

舌でなめる. Turkmen "-'i トルクメン言吾

"-'denことばで¥ 口で. cetdili外国語.

dil-切断する. plCak bilen "-'ナイフで切る.

dilber愛されている(人).

dile-願う，望む. yold~1IJ saghgIlU '"友達の

健康を祈る.

dille;;-折り合う，合意する.

dim-dilくまっすく1こ，背をぴんと

dln宗教

dIlJー静まる，止む.λglapduran caga birden "-' 

di.泣いていた子が急に静かになった.

yagl;; "-'雨が止む.

dIIJeただ，単に，だけ.01 "-' size lllanyar.か

れい 3の女)はあなただけを信じている.

dIIJle幽聞く.radio(s弘go;;gl)"-'ラジオ(歌，詩)

を開く

diIJleyci間き手.

dlreg支柱. "-' ur-支柱を立てる.

dire知or口社長，支配人，会長.mekdebiIJ ~ 
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I校長.

diri生きている(反)oli.on時間的 ent改~

かれ(かの女)のおばあさんはまだ生きて

いる Oliarslandan "-' SICat1.死んだライ

オンより生きたネズミ

dl~ 歯.忍111 "-'lel・前歯 """'imagIry3工わたし

は歯がいたい. '" saト歯を入れる.

dI~le- かむ. doda伊.11"""'聴をかむ

dlvar壁. da.，'>dan ""'石の壁.

diy-言う，話す. OI 5alJan旬1巴 "'di? か~1，(か

の女)は君になにを言ったか?diyen..と

言う，いわゆる.diymekつまり，すなわ

ち.

diyil幽言われる "'-'yanいわゆる.

dodak，-gl くちびる. yokarkl(桶 kl)"-'上(下)

くちびる. ""'1111)'叫a-くちびるをなめる.

dog- うまれる， (太騒など)出る.taze (yaIJI) '" 

an caga新生党.

dOgaI1きょうだい.uh ""'兄姉.ayal "'-'妹.

巴rkek""'兄弟 Menil)iki "-'1m bar.わたし

には二人きょうだいがいる.

dogra- こまかく京IJむー巴t"'-'肉を京IJむ.

dogn まっすく、、な(に)，正しし、(く). "-' yolま

っすぐな道 ""'y泣 1;;正い、書きかた

meseleni "-' coz-問題を正しく解く

dogrudaについて. Sen ""' hlc zat a同nad1lar.

君のことはなにも言わなかった.

dOgruSl実は，ほんとのことを言うと

dogulγglar うまれる. doglan凶ni誕生日

Men 1927-nci yIlda ~dwn. わたしは 1927

年にうまれた.
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dogU~，-g~1 誕生‘ gün均 '"'"'1 自の出

dok 満腹の，腹一ぱいである'"'"'U1Ja付加

haban yok. (満腹には飢えからのニュース

がなしす金持ちには貧乏人のことはわから

ない.

doka岨織る. ha1t '"'"'じゅうたんを織る.

dokma織物機B 織物. '"'-" fabrigj織物工場.

dokmacl織工

dok1or口医者，博士.

dokuz 9 

dokuzmcI第 9(の)， 9番目(の).

dol幽満ちる "'-'anay満月. Oglum勾alt1yã~l 

'"'"'dl.息子は6歳になった.

dola凶包む，巻く;回す.陥伊国(prostma)'"'"'紙

(シーツ)に包む.hahm '"'"'じゅうたんを巻

く

dol広明ゲートノレ.

dolama ローノレキャベツ.

dol叩ー帰る，もどる. Sly油atdan""'IP gel-旅

f子から帰ってくる.

出ldur-満たす.suvdan celeklerini ""'水で桶を

満たす. elini "-"手にいっぱし、もつ.

dδh いっぱし、の(に)，完全なりこ). '"'-bir kase 

cayなみなみとついだ一杯の茶 iceri

adamdan ~部屋が人でいっぱい.

dδlぽ誌やや完全な.

dδn(don)長衣，ガウン.

dOJ) 凍った. ~ et凍った肉.

dOIJ-凍る. Suv '"'-'updlr. 7l<が凍っている.

dOI)uz，也事1ブタ，亥. dOl)ZUIJ sIhブタの毛.

'"'-ylhイノシシの年.
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dop-dogn まったく正しい，一直線の.

dδr栗毛の(馬). ""' at栗毛の馬.

dos-dδh ぎっしりといっぱいの.

dδ託友だち，友好の.OnUl) ""'lan kop.カサ1-(か

の女)の友だちは多い. "'-' yurtl訂友好国.

dδ剥a;;-友だちになる.

dδstlulャgl友好. '"'-" gatna~lklan 友好関係.

dov如1続き.-.... et-つづく."'-' etdir-つづけ

る. "'-'mdaにわたって，をとおして.

dovamh連続的ないこ).

dovar小型の角のある家畜.

doy自腹-1まし 1食う.Men ""'dl1m.たくさんい

ただきました.

doyur.γ戸訂腹一ぱいにする. garmm '"'-腹を

-(1し吋こする.

dok幽注ぐ，まく，漏る.bedred滋OSl1Vl doι バ

ケツの水をまく.celek dδkyar桶が漏って

いる. yã~ "'-'涙をこぼす

dokul-注がれる，流れ出る，散る.Ke向 ustune

cay "'-'di.フェノレトの上に茶がこぼれた.

Agaclarl1) yapraklan "'-'yar.木の葉が散っ

ている.

dole牛小屋.

ddn幽向く，帰る，変わる.beyleki伊pdalma'"'"' 

別の方を向く .B口頭inhova ßI~ '"'"'di.きょ

うは天気が冬になった.

ddr幽(dor-) さがしまわる icerini"-'up cIk-部

麗中をさがす.

dordunci第 4(の)， 4番目(の).

dりredici創作者.

doredicilik，-gi創作，作品.



一般言語学論叢第 12号 (2009)

doret-，-dyar新しく作る.

dort，-di 4 

dö~(dö~) 胸. "-'UTIe dak-胸に付ける.

dov民主

dov- 祈る，害IJる，こわす kaseni(çüy~eni， 

aynal1l) "-'茶碗(ガラス，鏡)を割る.

dov!et国家. kapitaliはik"-'資本主義国.

d何色楽しい時.

do"必k，-gi くだカ通れた，こわれた"'"'kerpicく

だけた煉瓦 ayna"-'Iガラスの破片.elilJ 

""'i手の骨折.

dovur，-vri 期間， 日寺代， 時.kanikul "'unde休

暇中に. ya与11k""'I青年期.

duman もや，諜 ~ωt-霧がかかる.

dumh-dü~ 四方八方. '"'-a bak・あちこち見る.

durにある，いる. Vaza stolul) usrunde "'.花

瓶がテーフツレの上にある.

dur.樹立っている，止まる;つづく.dik "-'ま

っすぐに立つ. Sagat b凶 en----dl.時計が急

に止まった. (聞ipdtかしている):伊~lp

~待っていてください. Gar yagtp ----dl. 

雪が降りつづいた.

duralga停留所 Sizindiki ----da dü~yàr判izmiつ

あなたはつぎの停留所で1てりますか?

durl i脊い，きれいな. "'suv(asman)きれいな

水(空).

dぽ la由清める，すすぐ. bulanik SUVI ----汚れ

た7tくをきれいにする.

d叩 nu手生活，くらし，生存.~t "'"'dayã~か楽

しい生活を送る."'yδ11人生航路.

duma ツノレ.
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du~ ロシャワー.

dü~ 同じ年ごろ，そば近く. 01 senIl) 

i紅 md沿aad加 1.かれは君と同じ年ごろの人

だ¥----ill1abar岨近づく

du~- 出会う. dδsttma'"'-"友人に会う.Bu k:itaba 

men hic ""'-'madlIn.この本に出会ったこと

がありません.

dü~ bol-出会う，当たる，堪える.

dü~enbe 月 B翠日.

dü~ gel匂出くわす

du~mãn 敵. ""'-'lalda“敵をだます.

dü~u令会う，出会う. dδS加]bilen""'友人と会

つ

dü~u~tk.，-gI 出会い，試合. voleybol bOylmca 

halkゐョ~バレーボール国際試合.

duy幽感じる. agm "-'痛みを感じる.

duydur由伝える，警告する，予告する.olJunden 

~前もって知らせる.

duz塩. nahar ""'1食塩. "'a yatlr-塩につけ

る.

d山北，-gt わな. '"'-" guトわなをしかける.

duzh塩からい suv塩水.OnUlJ dili "-'.か

れの言い方は手きびしい.

duble-大きな顔をする.

dUTIya世界，世の中 osUill匙 ""'si植物界.

----den ot・この世を去る，

dur真珠 y部四1a""'人工真j朱.

durli様 々な色々な.

durs正しし¥"-'yazuv正書法.

durse-全快する，元気になる.

durt幽制す. ye民~地面に突き刺す
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dü~- 下りる，落ちる，近づく. a伊cd加 ~ 木 duyp，-bi底，ふもと，担.~接木. del)出)""'unde 

から下りる di~ ..-....-歯が抜ける.gI~ ""冬 海lまで¥dagIl)""unde山のふもとで¥ikj

になる.ISSI ----暑くなる esir 捕虜に ~泊託im 2本のブドウの木. ""'denまつ

なる. たく

dü~e- 敷く. yõlad~ ..-....-道に石を敷くー 出y~ 夢""-' go子夢を見る.

dü~ek，-gi ベッド.'"'-'y怯床をとる düyt，-di すす.

dü~ekçe マットレス.

dU$um文法の格.

dü~命1- 理解する，思う. Siz bu尚 昆 nahili

yarsII)iz?あなたはこのことばをどう思

う?Rus diline ""'ロシア詰がわかる陪

dü~ünce 考え3 概合h

dü~伽11$- 理解しあう

dü~ünükli 分かりやすしてく). '"'-' dilde ayt-わ

かりぺ吋一いことばで言語す

dU$ur値下げる，おろす，落とす adamlan 

m時:indan""'-'人々 を車からおろす.unsden 

~注意をおこたる.

dむv-結ぶ，実を結ぶ.泊pagIり ucum 糸の

先を結ぶ.

duvme小品、鈴.

di.iv仇 -vni結び目，こぶ. be水~かた結ひ許

duybunden恨底から，決して. Men 01)a ""'-' 

marunayann.わたしはかれ(かの女)を決し

て{言じない.

duye ラクダ. bir(iki) orねicli'"'-'ひと(ふた)こ

duz'平野，平地;平らな， ""'de bityan osum也der・

平地の植物.

durまっすくゃないこ).正しし、(く). ""'-' yδiま

っすく、、な道 Sizil)aydyarul)lZ ""'-'.あなた

の言うことは正しい.

dむーつらねる，並べる，組み立てる，作る.

monc法~ピーズ玉を糸に通す.gO~gI '"'-' 

詩を作る.sozlerden sozlem "'-'単語で文を

作る.

duzeトまっすぐになる，うまくいく. Bu 

mesele ""-'di.この問題はうまくいった.

duzet-，-dyar まっすぐにする，正す. Yah:ll~lan 

~誤りを正す

duzgun 秩序，規則. ""'-' sal-整頓する. ses 

bermegIl) "'-'j 投票規則 umUIlli通員1].

""'-'-tertlp秩序

du司法，習平野，平地

duzul凶作られる，成立する. sozlem sozlerden 

~文は単語から成る.

ぶラクダ DUyamunUp， hataba bukma. (ラ E 

ク夕、、にのって鞍にかくれるな)のりかかっ ece母Mrradll)'"'-'siムラットの母.

た船. 出 lZ弱い，頼りない.

duyn きのう. '"'-' gar yagdl.きのう雪がふつ ∞lzlik，-gi弱さ. ""'-' et-弱さを表わす

た ecil-散財する，物おしみをしない.
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吋ara役所，宮庁

edebi文学の. ----eser文学作品

edebiyat(出ebiyat)文学.

edepli礼儀正しい.

edil まるで，ちょうど.----dogantIJ yah goトき

ょうだいのように見なす

吋in鴨自分でする，手に入れる nahar ----食

事をとる. gelin----嫁をもらう

Efiopiyaエチオピア

eg- まげる. b~U11 '"'"'首をまげる.boyun ----

降参する.

eger もし sizbize gelsel)弘 bizho~ 

bolarduc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

e出1，-gni清 e伊imekak均わたしの肩をたたく

egri まがった----clZlk曲線.

ek凶器をまく.泊予a(bugday)----大麦(/J、麦)を

まく

ekdi餌いならした~伊手飼い鳥

ekenである，で、あった.0δstUmIZoyde yδk 

友だちは家にいなかった.

ekerancl農民.

ekerきncllIk，-gI農業.

e凶1種子，作物. ----meydaru作物畑.

eki~ 種まき yãz ----j春の種まき.

ekizふた子----dogtかふた子を生む.

ek:zamen口試験. ldn (al)sat) ----むずかしし 1

(やさしい)試験 glri~ ----!eri入学試験.

el手 sagatI腕時計.----ini yuv“手を洗う

"-' ber-ゆずる，一目を置く;握手する.
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巴!betde もちろん. 01 Oglurul] gelenine， "-'字詰t

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 un うどん

粉をふるう

elek，-giふるい ----dengeciトふるし 1にかける.

elektrik， -gi口電気.

elhenc 恐ろしい(くトひどい(く). ----

れlpan(sovuk)恐ろしいあらし(軍事さ).

elipbiyアルファベット

el1i 50. 01 '"'"' yã~U1da. かれ(かの女)は 50 蔵

だ¥

el肱，-gi手袋. ----ini gey-(ctkar-)手袋をはめる

(ぬぐ).

eln11damし1つも.Biz ----nahardan SOIJ gezelenc 

吋yaris.わたしたちはいつも食後散歩す

る.

elt-届ける，持っていく，関係する.kitabl '"'"' 

本を届ける.

elvan赤い織物(の). ----yagl水1Igiz赤いスカ

ーフの少女.

el'yeter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.suyt ----y由民le乳を吸っている子

牛.

emcek，-gj乳房.

emel職業，仕事. '"'"'e gel-起こる，生じる.

emIrイスラム圏の王族.

emIlla しかし

enaYlすばらしい，心よい. ----zatすばらし

し、物.
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encam器具. e1e凶ik'"'-'lan寵気器具

ence(me)そんなに，たくさん. ~ gi.inHlpな

ん日もなん日も.

ene祖母(父の母)，母，めす."--goyunめ羊.

'"'-' yer故郷. '"'-' dil母語.

entek今まだ.on明。1esi'"'-' diri.かれ(かの

女)のおばあさんはまだ生きている.

elJ・突進する.dü~ãrul) usぬne"--敵に突進す

る.

elJek，哲あご '"'-'ineねt-言い分をとおす

eIJteトあびせる， {到す.bir bedre SUVl ---...パケ

ツの水をあびせる. agacl '"'-'ip goyber-木

を{到しっぱなしにする.

ep周回li きわめて著しい.

epey しっかりした，大げさな. "-' gurle帽大

げさに話すa

epos口叙事詩.

erbet，-di悪してく)，へたないこ). ~ hova悪い

天気.

erceI忍耐強い.

ere- とける.Duz suvda "-'di塩が水にとけた.

eret幽とかす

erik，切アンズ.

e市1，-rni くちびる，口角.

erk 自由，自由意志 "-'inegoy-自由にまかせ

る.

erkek，-gi 男(の)，おすの "-' dogan兄弟

pi手ikおす猫.

erkin 自由な(に). '"'-' y匂a-自由にくらす.

Ermenisねnアノレメニア.

巴:rtekiおとぎ話. ---aydip ber-お話をしてや

一般言語学論議第 12号 (2009)

る

ertIrあした，朝. Sen """--bize gelel111iり?君あ

した家に来るか?ir "'e garam泣 dan早

朝にもかかわらず "-'iりizhayu'b bolsun! 

おはようございます

ertirine朝に

出 irkiあすの，未来の.

ertirlik， -gi 朝食. '" nahar朝食吋I1ト朝

食を食べる

出 as基礎. '"'"'mdaをもとにして.

esbap，-bl用具，教材. okuv "-'Ian文房具.

esぽ作品，業績.吋ebI'"'"'文学作品. ----Ier 

ylgmdlSl作品集.

esli多くの，著しい.Ondan bari '"'-'鋲泊g句di.

あれから何日も過ぎた

esrφ 興奮する(ラクターなどが).

essalaVl11aleykim こんにちは.(対する返事は)

valeykim出 salam

出se 倍，部分.b~"--ãz 51音少ない.kop "-' 

Slその大部分

Estoniyaエストニア.

e~ek，-gi ロバ. uc yã~ar """--3歳ロパ.

匂ik，-臣服，着物. icki "-'肌着.

e~it-，-dyår 開く. 01 ertIr gelyar diyip匂itdim.か

れ(かの女)があす来ると開いた.

匂ret，-di幸福.ad間立ad句 "-'iucm人類のしあ

わせのために.

et肉. go戸m(Slgrr)"'iヒツジ(牛)肉圃

et田，-dyarする，行なう.dovam '"縦読する.

yok ---..-亡ぼす，なくす.pikir """--考える.

et司j口階. a与訟のok制。)'"'-'下の(上の)階.
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ba~ -----11 5階建の

etek-giすそ，へり，ふもと，近郊.daglり~

inde山のふもとに.

eye もち主，主人 caYllJ"'-si家主.戸h云ぬ~

bol-名声を得る.

eyele- 占領する，占める. ~eli ~者!)市を占

領する.

eyer鞍.

eyer-従う. dap-duzgune ~伝統に従う

eyerle嗣鞍をおく. atl ~馬に鞍をおく

eygilik-gi幸福，善 Mlmdan~ c出n泣.なに

もよいことはない.

ey gδトかわいがる，大事にする.

eyleそこ，その場，そんな. ~de otuトそこ

に座る. ~ adam bize ge政 dal.そんな人

われわれには必要で、はない.

E戸llil イラン.

eysem とにかく，実は，一体銭。aname 

bolyar?一体君どうしたの?

eyyamすでに.01........geldi.かれ〈カミの女)はも

う来た
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長伊t，-di巨大な，非常に."'-bina e:大な建物.

"'-kop大変多くの.

油五すべての. ~ yerいたるところで¥""'si

そのすべて.

ahmiyet意義.出苛11""'歴史的意義.

註htimal 多分. "'-， ~Ü gun sovuk bol紅.多分きょ

うは寒くなる

法it-，-dyar運ぶ，もっていく，つれていく.

sovgat ""'贈物をもっていく.cigil]i hem "'-

君の弟(妹)もつれていく

aJ]et-，-dyar見る，面倒を見る.Cagalara kim ........ 

yar?こどもたちをだれが商倒見るつ

äpi~ge 窓. "'-a十(yap-)窓をあける(しめる).

ar男，夫;男らしい.~e bar-(号Ik-)嫁に行く.

"'-yigit男らしい若者

五r-ayal 夫婦. ~ bol-夫婦になる

ay (無関心，非難，残念などを表わす)え，お

い. "'-natdil]-a!おい，なにしたんだ!

aynek，官めがね. "'-ini dakm-(aYlト)めがねを

かけるがまずす).

ezelen-心露目ーる，懇願する.cagal担1IJusぬnde F 

~こどものことを心配する fabrilら-gI口工場.........de ì~le- 工場ではたらく

eziz(eziz)親愛な.men均........dδstumわが愛す familiyaロ姓.SiZi1) ........lJlzn討があなたの姓

る友. はなんで寸ーか?

a 

adik-gi長靴. gayl~ ""'革の長靴 ----i凶 gey幽

長靴をはく.

adim一歩，足どり.ilkinci ........第一歩."'"'me-

~一歩一歩.

ぬntastik口幻想的な.

白出lk，-gI口エプロン.

たodal 口封建領主，封建の思rrlu~ 封建

制度.

fem1a [J農場. "'"' mudjri農場長

fevrョl'，-h 口 2月. "'-SOVUgl 2月の寒さ.
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fil'm 口フィノレム.rel)kli ""-'カラーフィノレム.

Filippin フィリピン.

Finlyandiya フィンランド.

脳同口物理学.

fOlma口形，形式

foto口写真.

Frantsiya フランスー

futbol 口サッカー oyna箇サッカーをする.

G 

gabak(gabak)，-gIまぶた.yokarkl '"'--上まぶた.

gabar干沿ャg まめ， たこ.

gabat，-dl面して，対して CaYl1)""-'ma agac ek-

家の前に木を植える.

gabtk(gabtk)，-gl外皮，から. agacl1) '"'--1 木の

皮.ywnurtga "-'1卵のから.

gabsa開き戸，開き窓.

gabsa-包む，取りかこむ.yalm b心血 Cayl"-'p 

aldl.炎が家全体を包み込んだ¥

gac-逃げる，落ちる.itden '"'-'犬から逃げる.

elinden "-'手から落ちる.

gacrr-逃がす，落とす. eliden '"'-'手ばなす.

almam kakJp '"'-'リンゴをたたき落とす.

~<tuålS凶よ恒νフコザlffîllÿc:K'm己K '，"， ')'1-.-;; '\~ゼゲ

うのは禁止だ.

gadarn一歩，歩識~昨(bas-，goy-)歩む

ga品n(伊dnm)吉い，古代の.

gadtr尊重，敬意，価値. ~ bilmez adam恩

知らずの人.

gagt!da-(gagtldか)(カラス，ガチョウが)カーカ

一，ガーガーいう.
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gahar怒り. '"'-' et-怒る.

g油arlan- じりじりする，怒る. Men saIJa '"'--

mayann.君に怒ってはいない.

g油rmlan英雄， ヒーロー.

8油nrnanhk-，gI英雄的資質.

gaト立ちあがる，もちあがる.ayak US凶ne'"'--

立つ.

gaト残る glce'"'--遅れる. okuvdan '"'--授業

をやすむ.

gala城塞.gaduTI1 '"'-' i5:城.

galam鉛筆. gOk(gIZl1) '"'--青(赤)鉛筆.

galdrr-拾いあげる，持ちあげる. elini "-'手

をあげる. pe吋ånj~ カーテンを上げる.

galdlト残す，そのままにしておく.kitabl oyde 

~本を家においておく

gal勾厚し、(く)(反)y改a.B口語in民r"'-' yagdl 

きょう雪がたくさん降った.'"'-' yorgan j草

いふとん

galla穀物. "'-' onumleri穀類

galmagal騒音，騒動.

gam {.恒己~早ek-心配する.

gamcl鞭. ata bir '"'-' cal-馬にひと鞭あてる.

gaInclla-司鞭をあてる.

ち訂ngm必じdj.V}. '"'-' garaY1~悲しでつな日つ

き

gamJ払引1~1 アシ.

gan血'"'-'damarlan血管.

ganatつばさ‘ gu手u1)'"'-'1鳥の羽.

gant，-dl砂糖 cayl'"'-' bilen ic-茶に砂糖を入

れて飲む.
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gap，-bl容器，うつわ，小箱.CUぅ明~ガラスの

容器ーcan誌1ar血1)、鉢. bir '"'-'δt1ucap 

マッチー籍.

gapdal {到J，脇.sag(cep) '"'-'右(左)側側 yδlWJ'"'-' 

mda道にそって.

gapdalla叫横向きに進む，並んで行く kerveni 

'"'-'p git-キャラパンと並んで行く

gap-gaC，-Cl食器 '"'-'lan体afasal-食器を搬に

入れる.

gapl門， Fア. '"'-'m ac-(yap-)内をあける(し

める).

gapll不案内の，無知の.

gap郎氏-gt箱.

gaprr伊肋骨

gaplaJ) トラー

gar雪. '"'-'dan adam雪だるまー"'-'yag四雪が

降る.

garべgar-) まぜる，かきまわす cagebilen toym 

~砂と粘土をまぜる.

gara黒(い， く)，黒いもの

gara- よく見る，審査・検言村一る，面指iを見る.

-e '"'-'m泣 danにもかかわらず. tekliplere 

~提案を検討する.

gm沼田黒っぽい.

G制 Oel]iz黒海.

G翻 galpaglstan(Garagalpagts凶)カラカノレパキ

スタン.

Gara忠1mカラクム砂漠.

ga回j口ガレージ.

garak，-gt 臣.N血1e，senI1J "'-'11] yokmJ?君は自

がないのかつ
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gara1-黒くなる，見られる.語版~告にや

けて黒くなるAsman"'-'lp ba~ladl.空がく

もりはじめた.

gm討邸周黒くなる.

gぉ云11スモモ.

8ぽ'aIJkla音い， si岳やみ. """'dan gork-暗やみを

恐れる、

gm碍幽持つ，期待する.avtobusa(b油a1'a)"'-'パ

ス(春)を待つ.

gara~h 従属の. "'-' yurtlar従属国.

gm可;SIZ 独立の. '"'-' yurtl81・独立国

garavul見張り人番人，衛兵 gice 夜番.

8抑 vulhk，gt 見張り，番.

garayI~， -y~I 見かた，観点，自っき. sIyasI 政

治的観#:.

gard碍兄弟.

gargaカラス.

garglアシ(の). ""--tuydukアシ笛.

gann，-ml H箆 "'-'1111ac.おなかがすいた.

gannω アジ

gannda手親類.y必h(d~kl) "'-'近して速い)親類.

ganp貧しい，貧乏人. ""-' gasar鎚民

gan;;・(gan$-) まぎる，干渉する. Bizil] i;;irnize 

""'111aJ)!仕事に口出しするな.

gan;;Ik，-gt まざった.

gark bolやt-)沈む(沈める).

garlava写パlツバメ

garplzスイカ.bi~en suyci "'-'熟した甘いスイ

カ.

garra幽年をとる. ir "'-'早くふける.
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gam 古い，年とった，老人.'"'-' agal号古木.

'"'-' gorちn-年寄りに晃える.

8訂~1 むかしての).反対債II(の).に対して. oyUl) 

'"'-'smda bag bar.家のむかし、に庭がある.

'"'-' al-迎える'"tarap反対{員.I/.Men '" 

dal.わたしは反対で、はない

gar~lda与反対，向かしての). '" yel向かし、風.

g~da- 迎える. guler yuz bilen .........笑顔で迎え

る.

gasm しわ，ひだ.maIJlaydakt .........加ひたいの

しわ.

ga与麗 gur'"'-'濃い盾. ~mda 面前に.

ga~a- 爪でかく. yeりsani 首すじをかく

gat重.[暗.ilc "-' kaglZ 3枚の紙.iki ~ cay 

2階建ての家.

gatl因してく).まったく，大変(な).かなり(の).

da手yah.........高のように囲い. '"'-' gork-ひ

どくこわがる.......... bi~ilen yumu地 a酉ゆで

卵. ......... geple-大声で話す

gatIk，-gI駿幸L. ヨークツレ!¥

gatl成，-gl麿. kδmur .........1炭題.

gatna-通う.cagalar bagll1a .........幼稚留に通う.

gatn勾加わる yãn~a '"競技に加わる.

gatn~lk，幽gl 関係. döst1叫dl~ 友好関係.

gatnav交通，連絡.

gavunメロン suyci'"'-' iナいメロン. ......... yaト

メロンを切る.

gayあらし guycli.........はげしい嵐.

gaya 岩， 絶壁. beyik .........ブミ岩.

gayclはさみ.尚也1'"'-'SI裁縫ばさみ.

gaydlp今後は.
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gaydlvslZ恐れを知らない，大日旦な(に). '" 

söve~ et-勇敢にたたかう

gaygl悲しみ，心配 '"'-'abat-悲しみに沈む.

へ~SII1l et-心配する.

gayglh悲しみの，悲しい.~ habar悲しい知

ら-tt.

gaygll酔悲しむ，心配する.yaman habar e~ídip 

~悪い知らせを開いて心配する.

gaylbana不在の. ......... okuv通信教育

gaylk，-gIボート，ノト舟.

gaym義理の. ~ ata(ene)義理の父(母).

gayl~，-y~1 革(の). '" ayakgap革靴.

gayma刺繍(の). '"'-' i明e(sapak)刺繍室村糸).

gaymak，-gl クリームー cIg.........生クリーム.

ga戸nala与ー動き回る.Bu yerde '"'-'lp yormaIJ!こ

こで走り回るな.

gayna-沸く，煮たつ. SUV '"'-'yar.湯がわいて

いる.

ga戸-al 北東.

gayrn2 うしろへ. '"'-' ce凶ーしりぞく.

gayrat努力，勇気.'"'-' gorkez-力を出す.忠lCUト

~力量

ga戸きth(ga戸ath)意志の強い，勇気のある，

gayn男IJの，以外の.bizden '"出われ，われ以

タトの人.

ga作，-dyar帰る，戻る，減少する oye 家

に帰る.kesellinil) sl弔問~病人の熱がさが

る.

gayta回，度;かえって，逆になん

回も.
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gay吃adan新しく，ふたたび. '""'"' oka-読みな

おす

ga戸ala-復習する，くり返す. Men size ----p 

aydyann.あなたにくりかえし言います.

ga戸お1(伊〉寸釦1)かえって，逆に.

gaメM- 返す，戻す，裳がえす，反撃する.bergini 

~借金を返す.

ga戸argI返事，返し，反撃 ----beト返事をす

る，反撃する，おつりを渡す.

gaz ロガス

gazガチョウ.

8泣 ω 掘る.伊y1へJ 井戸を掘る.

GazagJstan カザクスタン，カザフスタン.

gazanかま，大なべ. bug '""'"'1蒸気がま

g砿加国もうける，得る.koppul '""'"'大金をも

うける yeI)i;;........勝利する.

gazet口新聞. '"'-oka回新開をよむ.

g泣 lk，-gJくい. y巴1・e""'-' kak-地面にくいを打

0. 

gec-通る，過ぎる，移るしおわる.icinden 

~中を通る. ........enyll去年.yむ01bir sagat 

"'diやっと 1時間たった tazel~e '""'"'新

しい仕事に移る. okap '""'"'読んでしまう

geciヤキ¥"-'suydiヤギ乳.

gecil・過ぎる，既習の.へ官ller既習のこと

gecir-移す3 渡す，過ごす，通す. gaylk bilen 

~ボートで渡す. hova(suv) ----空気(水)

を過す.依rkmendiline ----トルクメン語に

訳す.

gel帽来る，なる.gidip '"行って来る.bahar 

~春が来る.yatas1In ----わたしは寝たい.

gelcek，-gi未来(の).bagtlI """'-'幸福な未来

Y11来年

gelin，-lni若い女，嫁~吋肝嫁をもらう

geli~ 来ること
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geli~γI~er にあう，合う. Bü~lyapa 鉛1Ja----meyår.

この瞳子は君ににあわない.

gel~ik，-gi 美しさ，心地よさ. '"'"'ine gel幽ぴつ

たり来る，気持ちいい.

gel~iklÍ 美ししてく)，気持ちのいい. '"'"' giZ好

感のもてる娘.

gel~ir- 合わせる.

gel)奇妙な，珍しい. '"'"' gu~ 珍しい鳥.

gep ことば，語，話し方.-----organlan音声器

官. '""'"' ac-話しだす.

geple-話す， しゃべる.号altOlayal，gau) ~速

く(ゆっくり，大声で)話す

gepl均値話しあう. telefonda '"電話で話す

geple号ik，-gi話し，会話. ........ dili口語.

ger-張る，延ばす. divara 1渇h........壁にじゅう

たんを張る.

gerden蒋.

gerek，-gi必要，必要だ.M3l)a bir tagt品kagJz'"'-. 

わたしは I 枚紙がほしい.Yおl~a bizII) 

klasIm1Z ustun体sa 競走でわたしたち

のクラスが勝つにちがいない -magJl)........i 

yδk・ーする必要はない.

gerekli 必要な. ........ careleri goト必要な処置を

する.

gen手，-~i 背，峰. a句 '"'"'j馬の背

Gennaniya ドイツ.
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getiトもってくる，つれてくる，もたらす，

実る. Buyll泊五1mgOV1'--'di.ことしブドウ

がよく実った.

gey-蕃る，はく，かぶる知ik""-'長靴をは

く

geydiト着せる gizll1a詰zekoynek ""-'娘に新

しし、服を着せる.

ge)ぺm 衣丹¥i，着物.1号ki""-'下着.~leri凶早永31'

服をぬぐ

geym-，-yner身じたくする， yIil "'"暖かいし

たくをする.

gez-散歩する，歩きまわる，訪れる.bagda "'" 

庭を散歩する.

8ロdir-散歩につれて行く. iti ""-'犬を散歩さ

せる.

gezek，手 IEl，度.bimace "'"数回， bir -----ir 

bilenある朝.

gezelenc，-ci散歩 ""'egit-散歩に行く.

gl凶 k，-glバイオリンににた楽器.

giglr- うなる，間!ぶ3 雄鶏が鳴く. gatI "'"は

げしく叫ぶ.

g恥 hk(glkIbk)，-glrul・び， 騒音2 争い. Koceden 

ayll'ganc bir "'" e~idildi. 通りから恐ろしい

叫，U、戸川河r~;亡，;:，

gll毛，主揮し 1毛. dOl)却IJ""'1ブタの毛.

glhc，-CI刀，サーベル ""'ll)gim刀のさや.

gllyal罵. tohum""-'種馬.

gin1l1da-身うごきする yerinden""-'ma!その

場を動くな 1

gumldt(g1l11l1dl)ゆれ，動き.yap凶くlarIl)""'SI葉

のゆれ.
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別nmat，-dr故高舗な(1こ)(皮 )31語 11，値段~

baha高値な satmal-高く買う

glmmath 高舗な，貴重な .Sizil) maslahatu)lz 

menIIJ ucm あなたの忠告はわたしにと

って貴重で、す

。1 刀のさや.kIhcll)""'1刀のさや.

ginan-悲しむ，""-'m3l)， hemme zat 0りatbolat"心

配するな，すべてうまく行く

ginanc，-cl 悲しみ，残念 bildir“悲しみを表

す

g1f荒野.""-'11)da号Iyah大変多い.

gir灰色の(馬).

gJraへり，ふち，岸 kaglZllJ ~ Sl 紙のへ

り，deほ i弓 ""'SI海岸.

包rglz キノレギズ人，キノレギズの，~ diliキノレギ

ズ言吾.

GlrglZ1stan キノレギズスタン

g1fmlZl赤い， "'" yaghk赤いスカーフ.

glトしめつける，にぎる，抱きしめる， elini "'" 

握手する cagat1l伊caglna"'"こどもを抱

きしめる.

gisga短い，背の低い guniiり短い話~

boyh adatn背の低し 1人.

gisgaJ-短ベ な0， giceler ~艇か短くなる.

glSll“身をちぢめる 3 しまる，しがみつく .φga

ecesinin gllcaglna "'"こどもが母の胸にし

がみつく

glSll11ひとつかみ， bir "-' duzひとつかみの

塩.

glsll111a-っかむ.

glssag急ぎ¥急用. ""-'a dü~- 急ぐ
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gJ~冬. Bu yIl ----ir dü~i. ことしは冬が早く

来た.

gJ~ar-(忽界ト)傾く. gapl "-'問が傾く

gl~illa 冬に(は).

gl~kI冬の.

gJyーはさみで切る，傷つける. çüy~e elimi '" 

dl.ガラスで手を怪我した

giycak(gIycak)，-gJ破片，とがった. '"'-'da手と

がった石

giz女の子，娘. OnU1J Uc ----1 bar.かれには3

人の娘がいる.

gJZ- 暖かく(熱く，暑く)なる，夢中になる，

怒る gun----陽気が暖かくなる.

gJzar-赤くなる.pomidorlar ----lp ba.;;la“トマト

が赤くなりはじめる

砕cagaz女の子，お嬢さん.

gwl1ト熱くする，温める.suv "-'湯をわかす

gJZ伊熱い，暑い(反)sovuk ;熱. "'-' suv黙

し、湯.iceri 部屋が暑い.kesellinII) "'"'-1病

人の熱.

glZ1klan-興味をもっ.saz bilen ----民謡に興味

をもっ.

glZ1khおもしろし、(く)，たのしし、(く).'"'-' kitap 

おもしろい本.

glZJkS1Z おもしろくない O)'lillおもしろく

ないゲーム.

glZ11赤し、;金の. r-.... alma(galam)赤いリンゴ

(鉛筆). r-....- sa伊t金時計.

glZ11-ala 邑とりどりの.

gice夜(に). yan(yarIm) ----夜半(に)

gicrak より遅い.
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gic，gic出持亥1]が)おそい，おそく ~ 

oyan-(tt在、 yaト)おそく自ざめる(起きる，

寝る).glCa gal-遅刻する.'" yag~l! こん

ばんは.

ginU1astika口{材呆

giり広い，ゆったりした(反)dar.'" k均e広い

通り. '" balakゆったりしたズボン

adam冷静な人.

gil) i~ 広々とした.

gil) i~出，ぢi 広さ，広がり. kosmos "'i宇苗の

広がり

gir-入る otaga(metr・o)"-部屋(地下鉄)に入

る.

girdeci収入所得. biryllla(yllltk) "-'年収.

giri与入ること，序文. "-' ekzamenleri入学試

験.

giriz-(giriz-)入れる caya 家に入れる.

ularu~a "-{吏用させる.

girrik短気な.

giト，-dyar行く，進む.velosipedli "-'自転車で

行く. yδla Uc sagat "'"'-道を 3時間進む.

"-'ip gel-行ってくる.

gizle- 穏す. Men sizden hic zat "-mek 

islemeyarin.わたしはあなたに何ひとつ隠

したくない.

gizlIn秘密の(に).Men匂senden'"'-' zarum yδk. 

君lこかくしごとはしないよー

goca老人;年とった，古い.αagdadII)e "-'1訂

gahpdi.部屋に老人たちだけ残った.

gocahk，帽gl老年，老化.

goc雄ヒツジ
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gδh(goh)騒音. ""'-' et-騒がしくする.

gol腕，手.........uru baglaぺgaldlト)手をしばる(あ

げる)

gδl低地.

golay近い，近く 3 ぐらい. '"'-' geト近づく.

δn kilimetre ""'-' yol gec幽 10キロ近く道を

歩く. ""'-'mda近くに.

golayla・近づく.GI~ ""'-'p gelyar.冬が近づいて

くるa

golda-手をさしのべる，助ける.biriゐi凶討~

助けあう

gollan-従う， t齢十とする

Gollandiyaオランダ;

gollanma指導者，手引き.

gol似k，ぢi わきの下.'"'-'maal“わきにかかえる.

gon- とまる，着陸する.gu手~鳥がとまる.

samotyot '"'-'飛行機が着陸する.

goml 隣人，憐の• ""'-'ffi1Zl1) cagalan隣の子ど

もたち.""'-'y口氏lar隣の国々.

gOlJur，勺n 茶色の.

gop騨切れる，破れる，取れる.Kitab町 kabir

kaglZl ""'-'updrr.本の数ページが取れた

gopar・引き抜く，破る，はがす‘ cuyi'"'-'釘

をぬく.同gtZ'"'""'紙を破る.

gδ'ra-守る，防ぐ.tokayt yangmdan ""'-'森を火

事から守る.

gorag防備，警備""'-'aynegi保護めがね.

goran四身を守る.

gork-おそれる，こわがる.It yarak dal， "'m句!

犬はかまない，こわがるな!

go出恐怖. gorkudan yal)a伊十恐ろしさで世主

一般言語学論議第 12号 (2009)

lずる.

gorkuh恐ろしい，危険な.Bu yerde galrnak"-. 

ここに留まるのは危険だ

gorkuz“おどす，おどろかす

民，rsan-(gorsan闘)もぞもぞ動く， うごめく

go~ 所有物;遊牧テント.凸y'"'""'lan 家財.

go~- 混ぜる，加える，付ける süydesuv '"'-'乳

に水を混ぜる."-mak alamah足すしるし，

プラス(+).

go~a 一対(の)，二重(の). '"'-' dlffiak引用符.

go~gt 一議の詩. '"'-' duz也詩を作る.

go~maça 追加(の)，加えて.""'-'sδragber幽追加

質問をする.

go~ul“加わる，同調する. Si均 piki均 回 ~

yann.あなたの考えに賛成します

go~un 軍隊. glZll'"'-'赤軍. plyada '""'"'歩兵.

gotazふさ. "-lt忽l$akふさ付きベ/レト

goturあばた(の)，かいせん(の).

govaca綿 meydanlan綿畑

govga(govg昌)騒音，さわぎ

govl よい，よく， うまい， うまく. ""'-' yolda~ 

よい友達.'""'"'y位同うまく書く. '""'"' seret-

よく面倒をみる. '""'"' goト気に入る

gOVI泊王よりよし¥よりよく

go刊誌，-gt弱い，出来の悪い.""'-' caga弱いこ

ども. '""'"'yazJ.l釦 kitap出来の悪い本.

gov~at-，-dyãr 弱める，ゆるめる. Kesel onUIJ 

org釘註却討凶 ~lpdげ.病気がかれの身体を

弱くした.

gov~ur- 手渡す，届ける. tele伊 mmanl(paketi) 

~電報(小包)を届ける.
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goy司おく，つける，おしとどめる. kitaplan 

stoluIJ US出lde"-'本をテーブルの上にお

く.GaV冗mdanm3.lJa-da "-'町.メロンをわた

しにもつけて. oyun --.....上演する.Yagl;; 

yagmasml ........updlr.南がふりやんだ. okap 

~読んでしまう，読みとおす

goyber-放す，行かせる，出す，下げる.tov;;anl 

hovJa ........ウサギを庭に放す. OkuVCJ13.11 

klasa --.....生徒を教室に入れる. jumalへ〆

雑誌を出す. gulup ........笑いをとばす

perdani カーテンを下げる.

goyul“震かれる，つけられる，行なわれる.

oyun --.....嵐山行なわれる曲

goyun，-yl11 ヒツジ，未. ........ yIllヒツジの年.

8δza 綿の実.

面白la-綿の実ができる

gozgal珂蜂記，暴動. yぉ-agh--.....武装蜂記

gobek(gobek )，哲へそ.

goc-移る，引っこす tazecaya 新しい{主

居に移る

8匂gun興奮した

8匂u子移す，書きうっす paytagUba;;ga ~ere 

~首都をほかの都市へ移す

godek，-gr詮無作法なりこ)，荒っぽし¥........cogap 

失礼な返事.

gogeト(goger-)縁になる，芽ばえる，青くなる.

dδd法13.11 ........くちびるが青ぎめる

gok，-gi 青い，緑の，青物;空......... koynek(asm加)

青いシャツ(空). ........ ekinler農作物

oni.imler( ekinler)野菜.........de bulut 刊に空に

雲がない.

gdkce腎く，青々と

がle子牛.

gom-埋める. cukun ........穴を埋める.

gom-gdk，-gi まっさお(な).

gδ口印刷満足する.

goni まっすぐながこ). ........ clZlk [j[j線.

8りn凶(-，-gy註r向かう

gりnukille練習，題

gdr墓.
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gOI二見る，見える，会う，面倒を見る.Ol1llJ] 

gozleli indi elもet........ 沖:かれの目が患いよ

うだ 01yanm yIllap yolda;;ml ........mtmdi. 

かれは半年も友達に会っていない.sorap 

~たずねーてみる.........esimgel幽わたしは見

たい(会いたしつ

gorecパi趨孔 gozilI)........i yahぬkla-ひとみの

ように守る.

gorelde伊J，見本. ........ bol-手本になる‘

gor匂たたかい.smpl ........階級劉争.

gore;;- たたかう.位atltkllgllU1da ........自由のた

めにたたかう

go品(十e)にしたがって，によtLlま，によって

menIl) pikitime ........わたしの意見では.

gdnp，-bi うらやましい.

gork 美しさ，姿. Bu goyn巴ksen勾--""'i.凶

gaclfyar.このシャツは君の姿をだめにす

る

gorkez-示す，見せる，上演する.δziini そ

の力を発揮する.Tennome住 δngradlls SCト

vuk '"'-'di.寒暖計がマイナス 10度を示し

fこ.
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gorkezil-示される，上演される.

gömü~ 菜子，外見;劇の場;文法相. CaYll) da手

'""i建物の外見

görün- 見える Oly~ ""'yar.かれは若く見え

る.gIzgm '""黙そうだ

が拍手"会う，あいさつする. Biz onul) bilen 

seyre '""yむis.われわれはかれとたまに会

フ

goteトもちあげる，高ぶらせる.agu'yuk '""重

い荷をもちあげる.
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grammatika口文法.

grek，-giロギソシャ人，ギリシャの. '"" dili 

ギリシャ言苦.

Gretsiyaロギリシャ

gruppaログループ

gruzinログノレジア人， グノレジアの.

Gruziyaログノレジア.

与lC札-gIふところ，ひとかかえ. "'" aclp 

gaηIla・心を開いて迎える. bir '"""'δdWl 

ひとかかえのまき.

govher真珠(の). gucakla-抱く，かかえる

govne- 同意する，希望する. 01 biβ1) bilen gucur，パn 力，エネノレギー. '"'-' gayrat力，力

gitmege govnanokかれ(かの女)はわたし

たちと行くことを望まない.

govnecayよい，よく.'"" 1~le皿よくはたらく

がvun，-vni心.'"" a十楽しむ gov泊to刊 s-心

がおどる.

govus，-vsi胸 mazi胸腺.

8らyaまるで¥""--om ruc hacan gonnedik yahま

るでカミれに全然会っていなかったかのご

とく

goz 自. gara(gdk， uh) ----黒し、(青い，大きしi)

自. ----ol)unde tut-考えに入れる，心にと

めあ

がzba手源，泉. '"" SUVI泉の水.

gozeg世話.年agalan'""siz galdrr-子どもたち

を面倒みないでおく

gozel美しい. '"" giz美しし、娘.

gozlかさがす. cIkalga '""出口をさがす

gradus口度. on ""--sovukマイナス 10度.

g珂danロ国民，市民.

量.

思lゃ抱く

伊dokロサイレン，汽笛.

gudrちt奇跡，

gul奴隷

gulak，-gI耳. "-' as楢耳を傾ける

gulakcm耳っきql富子.

gulan野生のロパ'"""'Il)ddi bohnaz， gu~l町 süydi.

ありえないもの(ロパの胞汁はない，鳥の

手しも)

忠J!l出ヲ哲勤務，役. harbi "-'共投.

lSt!lt沿いe;1'"，t~\~.紫

gwn土地，ほこり，砂地. ""--dayã~- 砂地に

{主む

忽邸llk，-gIクムック人，クムックの.

g凶加ヤマノく i¥

gWlduzカワウソ. '"'-' yah真っ白い.

gur幽建てる，作る.kopli '"'-'橋をかける.duzak 

~わなをしかける.sagatJ. lr bà~e '""時言十
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を朝 5時にあわせる.

思1ra-組織する，作る.ilize sport cemgJyetini 

新しいスポーツ会を作る.

思lral 道具 yazuv"-'1筆記用具

口町rama組織，つなぎの(服).partiya "-'SI党組

織

guramacl組織者

抑制acllJ九回gJ組織の. "-' komiteti組織委員

ム十一

guramaclhkh組織された，組織的な(に)

gω悼伊カエノレ.

思l出an犠牲. "-' et-犠牲に.

gu花 氏 哲 人 形

gurc由，-gl 虫，かし、こ ωtーかし、こを餌う

yupek "-'1かし、こ.

gurgun元気な，丈夫な. "-'mu]?お元気です

かワ

gun 乾し、た(反)81 ;実現できない.--.... otほし

草""'-'hlyal不可能な空想、.

gurlu~ 制度，構造. cemglyetcilik"-'I社会制度.

gJ-aJ111natik"-'l文法構造.

gurlu~lk， -gl 建設，建築.

gur予a-臨む

gur$un鉛. '''''' gulle鉛の弾丸.

gurt，-dlオオカミ，ウジ.

gurultay大会. mugalhmlaru] """1教員大会.

gu~ 鳥 Oy"""1飼い鳥.

gu$a-帯をしめる blliniyaghk bilen 腰を

スカーブで巻く

忠1$北，-gl帯，ベルト. "-'lI11 gOV$3t“ベルトを

ゆるめる.
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gutar-終わる，終える，完成する，救う

andan SO!]終わったあと. """an birp氷irま

とまった思想. yaZJ.p ""-'響きおえる.

りlumden"-'死から救う

gutla-祝う.doglan guni bilen """誕生日を祝

つ

guth めでたい. ""-' bolsun!おめでとう!

guれ11-全{央する，なおる，助かる Incek邸 eldcn

~結核がなおる 伊Clp"-'脱走する.

guV 白鳥.

guvan-誇る. ogluna "-'息子を自{聾する.

部 V加ふーCI 自'1塾，誇り

guy-つぐ，注ぐ，入れる.caynekden kasa cay 

~どびんから茶碗に茶をつくべ bugdaYI

halta --....，小麦を袋に入れる.

gUyl 井戸. ""-' SUVI井戸水-..， gf也ー井戸を

掘る.

忠明l.lk，-gl)毛，尾翼.""" yagIヒツジのj宅の託11.

guZl子羊同ni子羊の毛.

guzla-羊が子を産む. Goyn1ll111z ekiz "'-'dl.羊

がふたごを産んだ

gむC出，-gi動物の子.

gul ft.パラ;模様，患のかすみ dessesi花

東

gul-笑う. gatI ""-'大笑し吋一る.

gulki笑い.yal加~作り笑い.gu出.idenyaJ)a 

ti仕e-笑いころげる.

gulle弾丸."""y泌'aS1たまの傷.

gulle-花がさく. a1malar ""-'リンゴの花がさ

く

gi.ilumcire- ほほえむ.
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glilu$γI$er笑いあう，一せいに笑う

glimmez円天井， ドーム.

g加1rilk，-gi税金. ~ tole関税金をはらう

凶n 太陽，日 ~Ül) nün 日:光~“"'den 一日

一日と bir '"ある日 $U~きょう

~de-"-'de 毎日

必加batar西(の). -----y加 lar西方諸国.

gUlldelik，-gi毎日の， 8常の;日誌.----gazet臼

刊紙.

glincllzひるま. '"'-' I$lap ag$Nruna oka-ひるま

働き夜勉強する.

glindogar東(の).~ tarapa git辱東の方へ行く.

gline$太陽， 自の当たる(ところ). '"'-' yer日

の当たるところ.

glina罪，過失. Onul) name ~si bar?かれに

なんの罪があるのか?

gunakar有罪の，罪人.

guno巾南(北 demirg但 tk).'"'" Amerika南アメ

リカ.

尉nortan lE.午. "-' nahan畳食. tom叩ち Cか

krama -----1 夏のごく暑い昼

8句聾唖の(人). '" ler ucIn mekdep聾唖学校

gur)le写 つんぼの，耳の速い. "-' &邸かすか

な音

glipUIせ令 ド、ンドン鳴る

glir密生した， ~捜し、(反)y改3・ '"'-' tokay深い

森'"'-'g~ 品阜、眉. "-'(yuka) sac濃して薄

い)髭

glirle-話す;ゴロゴ、ロ鳴る.伊.tt'"'-'大首で話

す. gok ~空がゴロゴロ言う

gili.le令話しあう oz-oz句 bilen'"'-'ひとり言
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をいう

gur功。会話，対話;うわさ.'"'-' et-会話する.

'"'-' ber-物語る. "--ya)叩ーうわさが広が

る

gusbent ヒツジ.

gliyc，-ci力，勢力，効力.ぬ・1'"""'UIJ bilen怯全

力で、打つ.dUl1yanil) demokr双ik'"""'leri世界

の民主勢力Kanun------Ul1e giI・di.法律が効

力をもった.

gliyclen-強くなる agm 痛みがひどくな

る.sovuk barha------寒さがますます強まる.

guycli 5~ 1;、(く). '"'-' yel強風. 01 matemati幽

kadan ~.かれは数学に強い. '"'-' nahar栄

養のある食事.

gliye しみ虫.

gliyz秋，秋に. ~ du$Cfi.秋が来た.

H 

habar情報，知らせ，知識.ho与~よい知ら

せ. ~ ber-伝える.Menil) ~lill yok.わ

たしは知りません. '"'-' sりzlemi平叙文.

habarl~- 通信しあう. hat usti bilen '"'-'手紙で

知らせあう

haω 必要 dunnU$~larl 生活上の需要.

hac，-Cl十字.klZll'"'-'赤十字.~ lJ YO!"U$ler十

字軍.

hacanいつ.Siz'"'-'doguldl1)lz?いつお生まれで

すか?

h主.msa事件，現象‘脳幹 '"'-'Sl通りの事件.

tebi伊t~lan 自然現象.

hak正ししてくれ正義，権利，分け前，賃金.
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Si均ki---.あなたが正しい. SenI1) na ---ll) 

bar?君にどんな権利があるのか?語hmet

---1労賃.

h必asハカス人，ハカスの.""' diliハカス語.

hakda=h必cmda‘

hakikat真実，真理. "'da実は.

halal<.J.真の，実際の. "-dost真友.

h釦 nda について.ca伊l釘""' alada eトこども

のことを心配する.

h誌hi訴Ijのある，正当な.---et-権利を与え

る.

hal 状態，能力，高IJ誤.---ml sora-元気かたず

ねる. h出 saol必n ""'mda病人は死にかけ

ている

出Ia-気にいる，好む.Men oru ""'yann.7J "t1(か

の女)が好きだ.

halas 自由の. ""' bol-(et-)自由になる(する).

halat時，瞬間. ~ol ---da lEにその時.

hah秘椴 --fabrigiお既設工場.~ger"i噺殺

を張る.

haITs まったく，すっかり. ---bol-ひどく疲

れる~佐うんさやりさせる

halk国民，民族---bayraml留民の祝日

halka輪， リング. '" et幽輸に結ぶ.

halk泊吉田際的な. --dü~u~lk 国際、試合

halta袋.陥g工l'"紙袋. ot ---Sl胞のう.

hamana まるで"たとえば. muru， ---， O瓦iI]

bihneyan yahこれをまるで君が知らない

かのように.

haru どこに.OyulJiz ---?お宅はどこですか?

hannas けちな(人).
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hantama期待.hic ziヨt--dalなにも期待しな

し¥

hapa i尼よごれ，泥だらけの，汚い. '" gap 

よごれた容器. --boト泥だ、らけになる.

hapala- よごす icerini 部屋をよごす.

h自治n 禁市iJの， 不j争のり1-撃さ死する.

harap，-bl壊れた，だめになった et---bol-肉

が腐る dl~ler-- bol-歯がだめになる.

harasat，-dl烈嵐. ---kem凶kemderyatdI.あらし

が次第におさまった.

h励 7戦争の，軍隊の. '" bδlum翠の部隊.

---papal王翠摺.

harc，-Cl 費用. '"'"' et-1吏う.yol '"'"'1旅費.

hanl:，-dl品，商品. senagat "-'lan工業製品.

h紅p 文字. b~ ---頭文字.

harvar積荷

has非常に，特に---kop okかやたらに読む.

h出 5長い杖. ---na dayan-杖にすがる.

hasabat報告. "-ber-報告蓄を出す

hasapOlasap )，七1 針算，勘定. "'a al-計算に入

れる.0戸m2:1 ---1 bilen gutardl.ゲームは

2 : 1で終わった

hasap-heslp 言十算， 勘定.

hasapla小asapla-)数える，計算する，思う

Sen meni kim ---yぉsm?君はわたしをだれ

だと思っているのか?

h回 apla号制決済する.hant bilen ---品物で決済

する.

hasl1収稽. kop(az) ---多して少なしつ収穫.

h出回t悲しみ，なげき.'" cek-悲しむ，なげ

く



86 

hassa病気の，病人 01 kopden bari かれ

(かの女)はずっと病気だ. ---olum halmda 

病人は死にかけている

hat手紙，書体，文字紙織.δy巴herhepde "'-' 

yaz-家に毎週手紙を書く.伊dum'"'-'古

代文字.

hatap，-bl ラクダの鞍の木製部品 Duyamunup

"'-'ab曲 na.(ラクダにのって鞍にかくれる

な)乗りかかった船だ.

hatar )11]. ol) ""da前列に "-'adur-整列する.

hatarIa-並べる.telegraf agaclanl1l ---電柱を並

ベる.

hatda さえ，でも，そのうえ.

hatlra尊敬，名誉.dδstlllk ~Sll1a 友好のしる

しに.

havaはい，ところで.Okuva hemmeler geldin討つ

一~勉強にみんな来たか?はい.

hayal ゆっくりした，のろし、(反)calt.

巴tmanぐずぐずせず. "'-' geple-ゆっくり

話す

haybatおどし"'-'at-おどす

haybathおどしの，恐ろしい."'-' garayl手おど

すような自っき

hayrr，-yn利益，役立つこと.mtmUl) "'-'¥ yokこ

れは役立たない.sizil) "'-'llJmlあなたのた

めに.

hayrr・h有利な，役に立つ.

hãyl~ 頗い. MenIlJ size uh bir ""lln bar.あなた

に大事なお願いがあります

haY1記1 おどろき. "'-' gal-(bol-)おどろく

haysl どれ，どんな，どの. ""-' bol鉛どれで
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も. Bu gun hepdenil) ~güni? きょうは{可

曜日? ------yerde?どこで?

hayvan動物. oy ------Ian家畜，ベット

hayvanat(hayvanat)動物(複数). "'-' bagI動物

園.

hek石灰，チョーク"'-'dã~l 石灰岩.

hekayat Iト話， 民話.

hel3.k bol-破壊される，ぐったりする.

hel3.kcilik， -gi事故，惨事.avtomobil' ------i自動

車事故.

hem(縮小形-em) と，そして，また，もまた.

Otag uh '"'-' yagndl 部屋は大きく明るか

った hovaerもet----bolsa天気が悪くとも.

bir soz"'-'aytma-ひとことも言わない

hemay悦 (hemayat)支援，保護.MaJ]a----eden勾iz

ucln kop minnetdar.ご支援いただきまこと

にありがとう

heml~e いつも;以前には. 01 '"'-' l~li. かれ〈か

の女)はし、つも忙しい."'-' beyle daldi以前

はこうではなかった.

heml~elik，-gi 永久の. ----oyadresi永久の家の

{主所.

hemmeすべての，みんなー"'-'zatすべての

物倒""-'vagtいつも. ~ tarapdanあちこ

ちから，全面的に.

henlzまだ. Sen ""-' yã~. 君はまだ若い.

helJメロディー，音調.nfihili ""-'de okal-どん

な調子で読まれるか.

hepde逓. gelcek ----de来週に "-'lapなん週

間もー Bugun""-'niI) haysl guni?きょうは{可

曜S?
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hepdelik，-gi週の，週毎の. -----jurnal 週刊誌

herそれぞれ，おのおのの，毎.-----vagtいつ

も凶n毎日泊nだれも name

{iiJでも. ""'-' hayslどれも.

hereket動き，運動，行動.伊lt(yuva;;)-----速

し、(おそしつ弱jき.ì~çiler "'-'j労働運動.har切

-----ler 作戦行動.

hema(hem込)いずれにしても，せめて，幸い

に，いつ..しでも. "'-'， sag-aman gelsinler! 

せめて無事に来てくれればなあ!............， 

vagtmda yeti~ydil) iz うまく間にあったも

のですね. "'"'gelsem， sen oyde yok固いつ行

っても君はるすだ.

he~ellekak也大喜びする.

het限度，限界;大胆さ "'den~-眼度を越

す.MenIl)""'dim bolm但わたしにはする勇

気がない.

heyはたして，まさか;おい. "'-'， ~eyle-de zat 

ederlermi?まさか，そんなことできるの

かつ

hezilおもしろ(く)，楽しし、(く). '" et回楽し

む

haはい.s巴nertir gelemlIlJ? "'-' gel∞k bol紅 111

君あした来るか?はい来るようにす

る.

hakimiyet政権.

hasiyet性格，性質.mJlaylffi "'" li adarnおだや

かな性格の人.

hazirいま，用意しである. "'" vagtlffi yδk.い

ま時聞がない. "'-'et-準備する

hazirki現在の，現代の."'"' zarnan出 'kmendili
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現代トルクメン語.

Iullalla困難，負担. ull -----bilenやっとのこ

とで¥

Imcml dl~le脳し、まいましく患、う

Hltay中国. '" Ha!k Respublikasl中華人民共

和国.

Iuyalつもり，意向;空想.'" et-つもりにな

るQ:Un 実現しそうもない空想

hl)'fu・キュウリ. "'dan edilen salatキュウリの

サラダ

Iuzmat奉仕，世話，勤務. Men sizIr) "'ll)lza 

tayyar.おt世話する用意があります

iせCl包11 ~IJ離

hicまったく(なしつ.-----yerde yδkどこにもな

い. -----kimeだれにも. "'-' hacanどんな

ときも."" haysn1Uzわれわれのうちだれ

も白

hìl 1 品質• ""i pes haritlar質の悪い品

hi12 種類.凶 "'-'i同じの，なんだか.her "'-'i 

各種の. ba~ga "'-'iほかに

himiyaロ化学. "" senagatr化学工業-

HindisL:'1l1 イン 1-:'

hoωhk，-gl経済，農場，家政 halk""1 国民

経済.kollektiv "'-'集部農場. "'-' magazllu 

日用品f苫.

horやせた，貧しし、(く). "'-' adarn(mal)やせ

た人(家畜)刷

horaz雄鶏.

horla-(horla-)疲れさせる，苦しめる.ha抑制加

""'mah dål 欝J~ノjを苦しめてはいけない.

horlan-QlOrlan-)やせる，苦しむ.氷ikilo "'-' 2 
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キロやせる. suvsuZ"-' 71<'なしで苦しむ.

honnat尊敬. "-' etべgoy-)うやまう

honnath尊敬すべき. ----yold~lar! 親愛なる

間志!

ho~ よい，楽しい，元気な. Ertlr in誌が

ml?あした少し阜く来い、いし 1か ?

habarいい知らせ. ----geldi1)iz!よくいら

っしゃいました.

回、戸穂. ----cople-落穂をひろう

ho~I しあわせな， うれしい圃 Mensizden伊tJ.

大変ありがとうございます

ho伊may丁寧な. ""' adam丁寧な人.

ho;;nut楽しい.

ho;;vagt楽しい. ----001-楽しくなる

hova空気，天気，気候.出nlz(cigh，sovuk) ----

きれいなu毘った，つめたしリ空気

aclk(buluth) ----暗れの(曇った)天気

byurosl天気相談所.

hovdan(hovdM)貯水池~伊r-貯水池をつ

くる‘

hovluJヤ白骨急く----magtlJ geregi yδk.急ぐ

必要はない.

hovh屋敷，外庭 hovludaoyna聞外庭で遊ぶ.

hovur，-vn熱，暑さ.odU1) ""'1火の熱脚UIJ

""--1 日ざしの暑さ.

hovutラクダの鞍.

hoz クノレミ

一般言語学論叢第 12号 (2009)

hokman義務の，必然の.

hokmunde として. dost ----友として.

hokum判決，命令.----cIk距判決を出す~

sur凶支配する.

hokumet政府. ----ba手hgJ政府首班

hoves要望，興味 MeniIJhIc ----im yδk.わた

しにはまったく関dしがない.

加，vescel)興味をもって，進んで. -----ler自主

活動.

hovurtge巣. garlavacll) "'-'siツバメの巣.

h叫Eむにち1法，権利.halkara ""'1霞際法.saylav 

"'-'1選挙権.

h叫王UklI権利のある. deIJ ""--平等の.

hupbat，-dl苦痛

hususan特に.

hususl特別の，固有の，個人の.""' ma与h 自

分の車.

hü~ 意識 ----1m yitir-失神する.

hut正に，ちょうど¥Mat)a"'-' ;;u ki悩pgerekdi. 

ちょうど‘この本が必要だった----ozi自

分自身.

hUM前， 00前. biriniり----mdadur-ある人の

前に立つ.

huc泳η 攻撃.""--eト攻撃する.

hunar職，技術 ovpen司職を身につける.

hi.inarment，-di手工業者，職人.

hUl)urde-不平を言う.brderek zat ucm ----つま

ho出 n北，-gJタマムシ. らないことに不平を言う.

h剖urご馳走，提供. ----et-ご馳走する，提

供する 1

h凶urle-ご馳走する，提供する. Ibゐヨt(から)成り立っている. Kitap bimace 
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bapdan "-'本はいくつかの章から成って

し、る

Ig1an(lglan) et也発表する，布告する.

Ig手Ilda柵カサカサ鳴る. Agaclaτ1I) yaprakIan 

~emãla "-'yardllar.木の葉が風でカサカサ

鳴っていた.

Igtlyar許可. "-' aト(beト)許可を受ける(与え

る).

U11as熱心. "-' etω 骨を折る.

lkbal運命

lkdlsadlyet 経済

面η加 da浮浪人

Ilalサ和解する，同意する. yold~1I) bilen "-' 

友だちと同意する.

Ila戸a特にことに.$u gun "-ISS1.きょうは

特に暑い

!lga-走る. uzak arah伊~長し喧在離を走る.

!Iga-i'-競走する.

lltm，-lrm科学，学問，知識. ""'SIZg品無学で

ある. ""'Iar Akademiyasl科学アカデミー.

mam 信用，信頼.臼1U1)mW)a ka.n ""'1 yδk.か

れ(かの女)はこれを大して信用していな

• 
、
l
v
 

mamdar・信頼すべき

mamh 信頼すべき，信用ある."-gep1e-自信

をもって話す.

出制・信じる.01 di1)e size "-yar.かれ(かの女)

はあなただけを信じている.

manc，ψ 信用. "-hatl信用状.

mandmcl信じさゼ7るに足る.

mca- 残念がる
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mha さあここに，ほら. ~ sizi1) kitab1I)IZ.ほ

らあなたの本で

msa蜘n人間'人.

llel・ゆり動かす. sallancagl "-'ゆりかごを動

かす.

helk イラク

111111- ゆれ謝jく.Gke yer"-'dL夜地震蓄があった.

isにおい，香. "-' al-(duy-)においをかぐ

"'" SIZーにおいを感じる

ISSl 熱，暑さ;暑い. "-tomus暑い夏

両氏lar熱帯地方.

1~lk，-gl 光 E 明かり. elek出k"""1電灯の明かり

I~k 愛，恋愛.

iz跡，うしろ i親類‘乳yak""'1足跡、句eve"'" 

a前後に. ""'l11dan du令後を追う，従う

"""a gal-遅れる

I加 la幽追跡する.

I 

iber-(iber-)迎えにやる，派遣する，送る.kitabl 

pocta bilen "'"本を郵便で送る.

ic内，中，n昆心.""'ini bo戸ト中のものをあ

ける('L、をうちあける). "-keselleri内科

の病気 ""'imag町'arおなかが痛い.

i十飲む. cay(suv) "'"茶(水)を飲む.

iceri，吋e内部(の)(反対碍an;部屋"'" i~ler 

ministrligi内務省. "'" ISSl部屋が暑い.

icgin(icgin) 深く，根本的に. meselani "'" 

りvren幽問題を深く学ぶ.

icinde ...の中で. bir y!lll) "'" 1年のうちに.

icki 内部の，下着の."'" gapl内向."'" geYlm 
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下着.

icreρコ中で. kOIJul "-'心の中で.

ideg世話，看護，探求.g釦 llil"'"'siz galdlf・老

人を世話しないでおく

ldet-，-dyar育てあげる.ucφga "'"' 3人のこど

もを育てる.

Idili よい，立派な，きちんとした."-' cogapま

ともな返事.

ige(ige)ベコすり

igenc，-cl不平，不満

i恒 2. "-' sam galam 2本のベン Bugun a円。

ikisi.きょうはふっかだ.

ikilenc，-ci 2回， 2度(と). "-' sδra-2度質問す

る.

i氷kinci

ikir巾℃叫iりi託巴-ためらう，まどう. 01 koynegin 

hayslSlnl aIcaguu bilman， kop "'"'p d町dl.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

ikuch どっちつかずの∞gapber-あいま

いな返事をする.

il国民，人々;地方 oz"-'inega)花園生まれ故

郷に帰る. u11 "'"'おとなたち.

ii-ひっかかる.eiine "-'en zat手にひっかかっ

た物.

lIat人口，住民.禅問 "-'1都市人口.

Ilci大使. '""-'ni kabul et-大使を受け入れる.

ileri前に，南東. oYUIJ ilersinde dur-家の前に

立つ. ilerden gel-南東から来る

il-gun人びと.

ilik，-giボタン.koynege "-' tik-シャツにボタ

一般言語学論叢第 12号 (2009)

ンをつける uzul碍ボタンがちぎれる.

ilki はじめに，まず. -----gelen kimdi?はじめ

に来たのはだれだ、ったつ

ilkib~da はじめは. "'-' gIZlkslZ yahdl.はじめ

はおもしろくなさそうだった.

ilkinciはじめの ayu)"'-' gunleri月の上旬

1n rll&;(長さ uzinhk). otagu) """"'i部屋の幅.

1n-下りる.s批idagdan -----ip ba手ladl家畜の群

が山から下りはじめた.

lncik，-giすね圃"""'SUlJki控骨.

mClfイチジク

Ince細し、(反)yogin，高し¥(声)，こまかい

sapak細V¥糸. """' ses高い声. ----cekimli 

前母音

Incekesel結核.

inder-(inder-)落とす.gayadan ----絶壁から落

とす.

indiいま，さて，もう. ----biz kino gideris.い

ま映画に行くところだ. 01 """' caga dal. 

かれ(かの女)はもうこどもではない.

iner耐久力のあるラクダの一種.

indikiつぎの. "'-' okuvyIilつぎの学年

Indoneziyaインドネシア.

ineほら，そら."""'b凶J)Oメ.imizほらわたし

たちの家だ.

injenerロエンジニア. dag """'j鉱山技師，

ini弟.

institut口研究所.

11)もっとも. ----gOVlもっともよい

l1)lisイギリス人. '""-' dili英語.

旬。e針 ince"'"' bilen tik幽細い針でぬう
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訂凶町 '"'-'Slハチの針‘ iyennen 大食の(人). "'-' mal大食の家畜.

k 早してく). '"'-' ertlr早朝 Bugun biz gab '"'-' iyil-食べられる.""'-'yan komelek食べられるキ

turd出.きょうとても早く起きた ノコ.

lr- いやになる， うんざりする. Men田明 iymi~ 果物. gok '"'-'くだもの.

g紅部IP'"'--'dim君を待ちくたびれた i戸nit食物，たべもの.

irden朝早く. mekdebe '"'-' git-学校へ朝早く iyul'，-h 7月

行く‘ I)'lm'，-l11 6月

副大きい，大がらの. --....， harplar大文字.

irki朝の，時期が早い. '"'-' otlI朝の列車 J

gdk ekinlerはしりの野菜 jumal口 雑誌

isle-望む.Siznゐne'"'--yarsilJizワなにがほしい

のですカミ?

isleg希望，質問. okamaga '""'-' bildir曲学びた

し、とし、う

Ispaniya スペイン.

ì~ 仕事，行為. oy ""'-'i家事凶ru勤務担

i~çi 労働者. '"'-'lersmpl労働者階級.

i~går 労働者. dovlet "-'i公務員.

ì~le- はたらく，うごく，仕上げる，解決する.

mugalhm bolup "-教師としてはたらく

Telefonへ-meyむ篭話がはたらかない

i~let-， -dyar仕事させる， うごかす. moton "-

モーターをうごかす

1~li いそがしい. Siz '"'--mi?あなた忙しいです

カミ?

l~lik，-gi 動詞.

it犬，成 goyunitiヒツジ犬 uyr即犬が

ほえる. '"'-' yllIイヌの年.

ltaliyaイタリア.

iy-たベる，食う.伊It(hayal)'"'-'速く(ゆっく

り)たべる

K 

kabina口小室，キャビン.

kabinet 口室，診療室，内閣. mekdep 

di陀ktOI1lUり--....，i校長室. Ministrler‘'"'--i内

間.

kabul受け入れ，承認、. ""'-' et-受け入れる.

kada規則，法員1].oynliIJ '""'Slゲームのノレーノレ

焔grz紙. pocta '"'-'¥使せん. ""'-' dola-紙を巻

く

kak- 打ちこむ，たたく，たたき落とす. y巴re

g3Z1k ""'-'地面にくいを打ーっ.伊pll1lgall ----

戸をひどくたたく

kakaお父さん

k北11-打ち込まれる，たたかれる.gapl ~ド

アがたたかれる.c3l) ""-'ベノレが押される.

Kambocaカンボジ7.

Kanadaカナダ;

kanagat我慢，忍耐.

kanal ロ運河;手段.G白羽glJm "-'1カクラム

運河.
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kanikul休暇， gI~(yãz) "'""'1冬(春)休み.

kanun法律 guycune臣ト法律が発効する.

kanfml 法的な，法律上の.

karar決定，結論号Ikar岬決定する-

karto~ka ロジャガイニ巳

Kaspi deIJzi カスピ海.

k出 sa口出札口，レジ，勘定場.demiryδ1"'""' 

SI鉄道の切符売り場

kast復響，たくらみ. "'""' et-たくらむ.

kebap，-bl焼肉.

keωeb凶凶ele牝kにEら，イ，-胴闘哲鴫暢白

k巴叩号伊巴 フエ::r:.Jルレ川iト、(伊Uの〉斗). 同勾註S出 le フェノレトの

J二』こ.

kekirdek，-gi 0)ど

kelek，哲つのがない geciつのがないヤ

ギ

kekemキャベツ， gulli "'""'花キャベツ.

kelle頭，知恵. Ertirden barI kellam ag町三f.朝

からずっと頭が痛い.

kem欠点，不足，より悪い. "-' gel-足りな

い. Bu ondan '"'-'悶?これはそれより悪い

カミ?

kemcilik，-gi欠点 '"'-'Ieri樹立し欠点を正す.

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

kenar岸，陸.del)iz '""1海岸.deryanll) sag( cep) 

"-'[ )11の右(左)岸.

kepderi /¥ト

kerつんぼの. '"" bol-つんほ、になる.

討中i号パi煉瓦(の). "-' cay煉瓦の家
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zaVodl煉瓦工場.

批判en キャラパン.duye ~i ラクダのキャラ

バン.it uyrer， ~ gecer.犬がほえる，キャ

ラパンは通る.

kes人.her ~みんな. hlc "-'だれも(なしす.

kes-切る 3 切り落とす，出ITっ島 etiplCak bilen '"'--' 

肉をナイフで切る.凶U~hgml "--'交際を断

Jつ

kesgin きびしい，きっぱりした3 激しい

~emal 激しい風.

kese水平のいこ);外来の;脇早lZlk水平

線，夕、、ツ、ンュ.'"'-' yerden gelenler外来者.

"'""'de dur-脇に立つ.

kesek，-gi かたまり，土くれ. "'""' ZI1)-土くれ

を投げる.

keseki他人(の). "'""'φg出 1他人の子.

kesel病気(の).時gazan(yurek)"'""'i腎(心II蔵)病

keselli病人，病気の.aglr "'""'重病人~写aga

病気の子ども.

keselhana病読.

k自民tle-規定する，測定する. b滋1aslnI"'""'値

段をきめる.

kesil-止まる，切れる. suv "'""'断水する.

ke~p，ゐi 顔，顔立ち;様子 OnUl) yuz ""'j ovadan 

かれ〈かの女)のj演は美しい.

ketek，-gi鳥小屋.tovuk "'""'iニワトリ小屋.

keyicek，-giカモシカさん.

keyik，-gi ガゼノレ，持羊.

keykert-，-dyarそば立てる.gulagmI ~耳をそ

ば立てる.

keyp気分，ご機嫌，楽しみ.Name uclndir bu 
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鋲in ~ÌIJ yδk.どういうわけか，きょうは

ご機嫌がわるいね. ""' et-楽しむ

keypli楽しい，気分よい ""'giiばIlJ楽しい

話.

keypsiz楽しくない，気分が悪い.Olduyn ""' 

di.かれ〈かの女)はきのう不機嫌だ、った.

kabirいくらかの，いくつかの adaml紅な

ん人かの人.

k3.di カボチャ

k3.kele“コツコッと鳴く. tovuk ""'雌鳥がコ

ッコッとし、ぅ

kakilik，-gi シャコt鳥).

karnahal 時どき rnen onW) bilen 

dü~u~yãrdlln. 時どきかれ(かの女)と会っ

ていた‘

karnil完全な，よく出来た田町よい作品.

k3.nたくさん-.....hem dal， az hem d!H.多くも

なく少なくもない.

k3.r職業，仕事 glZlkb(話u)""'おもしろし¥(む

ずかしい)仕事.

k3.se盃花碗. bir ""' cay l'品、の茶

k3.si いくらか，何人か

k魁ca主勾勾3詳戸i仕rニンジン印UVI ニンジンのジユ一ス.

kιhζ 

かれ(かの女)はわたしたちのところへ来

た助

kayincパi叱ること.al剛叱られる.

la.1骨なす，行なう

陥 3 むずかしい，つらい. goト無理と思う.

凶 1比-gt l!l難. ~ bilenやっと

1a.rk 40. 01 ""' yã~adI.かれい込の女)は 40 歳に

なった-

la.ssa散文.
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ki伊1-小さくなる. kり戸lek""'シャツが/J、さ

くなる.

kici小さい，若い."-' koynek小さいシャツ.

"-' ~äher 小さい町.

kicicik，-gi ちっちゃい.

kilome甘口キロメートノレ. bå~ ""'むaltk5キ

ロの距離.

kirnだれ，どんな人.""'dir biri gaplill k泊<)命.だ

れか戸をたたいている bolmakisle-だ

んな人になりたいか. Mum her ""' bilyar. 

これはだれで、も知っている.

kirnil1のように seniIJ 君のように.

kimseだれも，だれか.

kinaya皮肉. ""' bilen皮肉に.

恒naya!J皮肉っぽい伊rayl$皮肉な見方

kino口快調，映画館 gor・映画を見る.

kir i尼，汚れ bol拘泥だらけになる yuv-

洗濯する. "-' sabm洗濯せっけん.

kirey貸り箆使用料 cay"-'i家紫.

kirle同泥だらけになる，汚れる. kirlan koynek 

汚れたシャツ.

記中iハリネズミ

kirpik，国民まつ毛.

kiseポケッ!¥""'sozlむgiポケット辞典.

ki号i人，他人.erkek "-'男の人.her ""'みん

な弱伊SI他人の子.

ki~lJe聞いななく

kitap，-bl本."-' oka-本を読む.ca伊加 ""1 こ

ども向けの本.
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kitaphana本産，図書館.

kJas口クラス，学年，李主主 yagtl'"'-'明るい

教室'"'-'ta♂a51教室の黒板

kJ出slk口古典

klub 口クラブ. spoは '"'"'1 スポーツクラブ

kofe口コーヒー.

kOU1OZ ロコノレホーズ〉集包農場.

kollektiv口集団の. '"'"' h∞allk集団農場.

kombinatロコンビナート，総合企業体.okuv

'"'"'1企業の総合学霞.

komissiya口委員会.

komitet口委員会. merkezi '"'"'中央委員会.

kondLlktor口車掌. ""'SIZ avtobusワンマンパ

ス

Koreya朝鮮.

kosmonavt口宇宙飛行士.

kosmos口宇宙. '"'"'auc-宇富へ飛ぶ.

kustyum 口衣装

kO¥ん追いはらう oyden iti .........家から犬を追

つ

kovala-追し 1かける. du~mãnl ""'敵を追う

koval~- 追し、かけあう;追求する.持gal紅~

こどもたちが追し、かけっこをする.

k8ce(koce)おかゆ.

初 ce通り glIJ(dar).........広し、(狭し¥)通り

kok根;仮縫し¥~距(aト)娘を出す.yelJe ""' 

aト袖にi&;協いをする.

k81(lゆ1)湖.suyci suvh '"'-'淡水湖.

kolege影， 日かげ. agac町 .........si木かげ.

komek，-gi援助. '""'-' ber:ベsora-)援助を与える

(求める).
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i必mekci助手，補助の. '""'-' l~lik 助動詞.

kömekle~- 助ける，手伝う. Size '"'-'erin‘あな

たのお手伝いをします.

;くりmelek，-gi キノコ. 訪herli(iyilkゐ1).........毒(食

用)キノコ.

1めmÜI~-mri 石炭，木炭. d~......... 石炭.

k8ne 古い，老いた，むかしの.'""'-'kδvü~(ãdat)

古い靴(菅|貫). ""' vagtlardaむかし

kðne-kü~üI古物，がらくた

kanel-古くなる.'""'-'en ayakgap古くなった靴.

kåneli~- 古くなる，年とる巴11 cay古家.

'""'-'en adam老人.

kOlJul，-IJli心写re心の中で.""' ber-愛を

ささげる.

kop多し¥(反)az，たくさん，たびたび MenilJ

l~im わたしは仕事がたくさん köpi

goren 経験豊かな. へへへ~巴匂甲守~d

らく

iめ肝心lik，哲人々，大衆. .........ilJ pikiri世論. """e 

yarat-大衆に広げる.

kδpel-増える，多くなる. bo~ vagt ""'ひまが

増える島

kopeltγdyar多くする，ふやす，掛ける(X).

l~çilerÏ1] samm 働く人の数をふやす

bå~i dらrde""' 5に4を掛ける.

kopl札予多いこと，多数 san覆数.

kopri播. asma ""'つり橋 demiryδ1 k句rusi

鉄道橋.

kopucek，-gi小さし、泡.

kop此，-gi 泡;コペイカ(カペイカ;ロシアの

通貨単位). co市部11)'""'-'iスープのt包
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kar めくらの. '"'"' bol仙めくらになる

korpe最少年の，若し¥.年少者.'""'-' ogul末子

'"'"' ot若草.

kaselec，-ci 薄ひげの.

kos此官(豆の)さや，

kå~e1(，-gi 子ラク夕、

kö~k，-gi 宮殿Kreml' '"'"'iクレムリン宮殿.

kovek，-gi くぼみ，空洞.agac11) '"'-'i木のうろ

kö~ 靴 kåne '"'-'吉靴

kり戸lek，-gi シャツ，服.yupek '""'-'絹の、ンャツ，

'"'-'ei批 tik-シャツにボタンをつける

kro九叫'ロベッド. krovatda yat -ベッドにね

る.

Kuba キューバ.

kurs ロコース，学年，課程. ag~阻止1 '"'-'夜

間コース.

kuvvat 力，エネノレギー伊十おとろえる

kuvvãtl!力強し\~d伽let 強力な政府.

kukl出，-di 硫黄，マッチ. '"'-' cak-(yak-)マッチ

をする

kul灰‘

kulliすべて;灰の ωha.n全世界.

kulpet 不幸，苦痛.

kume小屋.

kum均銀(の). '""'-'号emce銀のさじ.

kuncek，-gi 地方.her '""'-'各地.

kunci ゴマ'"'-'yagIゴ、マ油.

Kurdustan クノレディスタン.

kurre ロパの子.

ku手tチェス. '"'-' oy.na醐チェスをやる.

kuy 考え. '""'-'unedus-考え出す，企てる.

95 

kuyze水差し bir"-suv びんの水.

L 

lablζゐzl メロディー.

lablzlt 節をつけて，調子よく.'"'-' okayl~ 節を

つけて読むこと

lager' ，-ri 口キャンプ.turIstleril) '""'-'iツーリス

トキャンプ.

凶ψ おしゃべりの人

laptkec(lapIkec)パi失望. "-et-失望させる.

Latviya ラトピ'7

laytk，-gI適当な，合う，必要十分な. adik ol)a 

~長靴がかれ(かの女)にぴったりだ¥~

gel再当たる?当てはまる.

legendar 口伝説上の.

Iemmer披. "-'"'-' suv gel-ザンブザンブと波

が来る.

Iel)l)ec，-ci エピ

lezzet 楽しさ，心Jiliよさ. ----al-(ber-)楽しむ

(楽しませる).

lezzetli おし、しい， うまい.

lale ケシ;野の花，少女詩. "-kak-詩を作

るa

limon ロレモン

lineyka 口定規

Litva リトワニア.

lovla- めらめらと燃える OcakdakIδt'""'-'p 

ya.nyardl かまどの火がめらめらと燃えて

し寸こ.

lovurda- キラキラする. gozler ~自が輝く

luv タツ，辰 .-....， yIllタツの年.
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M 
madda物質 gaむ(suvuk)~回(液)体.

maganf(magarii)教育.halk '"'-' ministrligi富民

教育省

magazm口居.h∞alIk'"'-'i臼用品h5.kUap ~ 

i本属

magdan鉱石. demir ""'i鉄鉱石.

maglumat 情報，報告

maksat，-d1目的，意向. ~ ma yet-目的を達

する

ロlal家畜;財産.同k"'-'1荷運びの家畜.

malaまく1つ.'"'-'b出"まぐわで耕す

maldar畜産家.

maldarc1hk， -gI畜産業.

m加 13 母方の祖母;おばあさん.

manilt，-dlルーブル. δn ~íl 田tm aI- 10ノレー

フVレで買う.

man1意味 so出1]"'-'Sl諾の意味. kop manlh 

多義の，意味深長なりこ).

m31]ilわたしに，わたしへ.→men‘

m31]layひたい，面前.""mdadur-r向かつて立

つ."" s均七前頭骨. ~d北19:出mlar ひた

いのしわ.

mむaI シカ.

marka口印，マーク;切手;質.pocta ""5l切

手.

m訂守口行進曲，マーチ.

mぽt[J 3月.B油ar~ aymdan b~lanyãr. 春

は3月から始まる

maslahat忠告，協議.Size ~Ú kitabl okamagI "" 
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beryarin.あなたにこの本を読むよう忠告

します

m~gala 家族. "'-'nuzdられadamd加 Ibarat. うち

の家族は4人で

ma碕与m 口自動車2 パス;エンジン.機械.yl此ik k 

""'1 貨物自動車. tikin "'-'1 ミシン.

mata布，織物. yupek(n油， YUI)) ""絹(木綿，

毛)織物.

mataIなぞ. '""-' yoトなぞをとく

maten国 ika口数学.

maVl青い goz青い目.

mavla-ニャーと鳴く

mayl 口 5月.'"'-'1ちbajmda(oはおtnda， ayagmda) 5 

月のはじめ(半ば，おわり)に.

mal瞬間3 時間. '" tap-時簡を見つける.

maya酵母;資金;2歳ラクダ

may北，-gI口灯台

mayl1 暖かし\~ gI~暖かし、冬.

mayka [Jランニングシャツ.

mayla慣暖かくなる.hova '""-'P ba~ladl.天気が

暖かくなりだした

m担割maza)楽しさ，心地よさ.Menil) ~ü 凶n

bir h11i '""'m y'改.わたしはきょうなんだか

気が晴れない.

m担割1おとなしく，よく .ga汎mlar'" bi~- メ

ロンがよく熟す.

m翻 nUl1内容. kitabll) ""1本の内容.

mebel'口家具.

mecburbol・必要がある，義務である.

medal'，-II メダル. altm '"'-'金メダノレ.

medenI文化の. "" ya持yl~ 文化生活ー
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medeniyet 文化 me~hür 有名な.

medeniyetli 文化的な(に). metbugat出版. yer1i ------地方の出版.

megerおそらく------， 01bilyan daldir.おそらく metod 口方法.

かれ科、の女)は知つてはいなし¥ metrロメートノレ

mekdep，ゐi学校 ba;;langIc(0政 okan)初等(中 meむち口地下鉄

高等)学校 meydan野原，畑，面積，分野.ori ------¥牧場.

mekgeci主ven トウモロコシ govaca"'¥綿;地 tegelegiI]""'1 P:Jの面積.

mekirずるい. ------tilkiずるし、キツネ meydan伊グランド，広場.

Meksika メキシコ meyil希望，興味 "-'imyδkわたしは望まな

mele クリーム色の，薄栗色の. ------at薄栗色 い.

の馬 meylis夜会.""'guト夜会をもよおす

menわたし""'I1)わたしの.m叫aわたしに mahelle群集. ulI ------大群衆

(へ).Menden size nan1e gerek?わたしから m油net 巨大な.

何かいるものありますか? mahriban愛らしい，親しい.

menemわたしも← menhem. male- ヒツジが鳴く

mel)ze- にている，しそうだ.Ogh kakasma ------ malim明らかな Busizε""-'mi?これご存知で

yar.息子は父にそっくりだ.Yag\~ yagcaga すか?

------yar.雨が降りそうだ¥ mareke群集. uh ""'大群衆.

meり民平にている，にたように. boylan ""-' m沿線冒 suyt(der) ""-' leli乳(汗)J]良

oglanl31喝閉じ背の男の子 ve~üIJa ""'-' (略 mldan1， mld訟naいつも.

ve ~.m.)など\その他 rr司lmãn 客. "'1311 g31守1Ia-客を迎える

merdivanはしご，階段 mmmanhana旅館，ホテル.

merk田中央，中心. ~he向 ""'Î 市の中央 m1lãy\m 温かい，おだやかな，心からの

merkezi 中央の，中心の. ------komitet中央委 suv r昆7K.""-' hasiyetおだやかな性格.

員会 mmasip，-blふさわしい.

m田楽しし、(く);肥えた------y~a- 楽しくく mlf-mrr et開ネコがゴ、ロゴロいう，いびきをか

らす. ------atlar(topr法)肥えた馬(土地.). く

mesele問題.h包irki泊 manlhrumlJ ""-'leri現代 mlsal例 uclnたとえば.

科学の諸問題 mi，ml か? Kopmi?多いか? m証ml?ある

m邸 elemたとえば. か? GOVI goryannIl]?君は気にいった

me抱ul忙しい，かかわっている か? GordUIJmi? 君は見たか?
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BilyarsiI]izmi?あなた知っていますかっ

militsioner自民警告

millet民族. '""'-'iI]iz name?どちらの民族です

か?

milIeti民族の. '""'-' mesele民族問題.

million口 100万.

ministr口大臣. '""'-'Ier Kabineti内閣.

ministrlik， -gi省. maganf '""'-'i教育省.

Iτlinnetdar感謝の.Men size oran ~あなたに

大変感謝しています.

minut口分.Hazir dokuzdan bå~ ........，.いま 9時

5分だ.

mlras遺産.medenI ........，文化遺産.

mIsliのようだ. ay '""'-'月のよう

mive くだもの.Bu agac "-' getirmeyar.この

木はくだものがならない.

miv叫ilik，ぢi果樹歯業.

miveli く・だ、ものの(なる). ~唱açl訂果樹.

mδla-(mola-)モーとなく.SlgIr '""'-'牛がモーと

なく.

Mongoliyaモンゴノレ.

mδncuk(moncuk)，-gIビーズ玉.

Mordvaモル Fパ.

motorロモーター. "-'1忌let-モーターをうご

カ口f".

mocek(mocek )，-gi 虫;オオカミ

mohum重要な，不可欠な.~ mesele重要問

題.

mor-mocek(mor-mocek)，“gi昆虫.

mugalhm教師.tarih ~I 歴史の教師.

muga立lffia女教師.
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mugt無料の.'""'-al-(beト)ただでもらう(やるト

mUill蝋

mUillla帽蝋をひく

munda これに，ここに.→bu.

munuI]これの.→bu.

musulmanイスラム教徒.

muzey口博物館.

mubarek しあわせな. Taze ylh1)IZ '""'-bolsun! 

新年おめでとう

mudlr長，支配人. okuv ........，j教務主任.

mulk財産，領地.

m加1kIn可能な;おそらく.Mwu etrnek '""'-'前l.

これをするのは可能ではない.

m加1kIncilik，-gi可能性動

mUl1-乗る. ata '""'-'馬に乗る Duya~üp 

hataba b叫叩a.(ラクダにのって鞍にかくれ

るな)乗りかかった船だ. tovsup '""'-' (馬な

どに)とび乗る.

mU1) 1，000 

Musurエジプト

N 

nagI~，都 I 1期茶，装飾

nagt現金の(で). ~ pul現金.

n油 木 綿 の.'""'-'m栃木綿の布.

nahar食事.~ edin-食事をする.'""'-'dUZl食

塩. guycli ........，栄養のある食事，

n沿α! ことわざ¥ T印i<:mendili '""'-'a baydlf. トノレ

クメン語はことわざ、が豊かだ.

nal蹄鉄，靴底の鋲. köv~ü1) okcesine '""'-' kak幽

靴のかかとに鉄を打ちつける.
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nalla-蹄鉄をつける，鋲を打つ.

narrus体面，恥. '"'--' bil-恥を知る.

nan パン

narザクロ

narplZ /¥ツカ.

n泣 art見様. "-lill dik-注呂する.

ne なんと;ne ... ne ... ...もー・もない

gozel hova! なんとよい天気"- tUIUp 

bolyar， "--de oturup立ってもいない座っ

てもいない曲

nebis，-bsi 貧欲.

nem湿気ー'"'--'cek-湿気を吸う

Nemets ドイツ人. '"'--' dili ドイツ言苦

nenel)どう，し、かに. Yagdaylar '"'--' ?元気で

すかっ

nenel)si どう，どんなに. Mum "-etmeli?こ

れをどうすべきか?

n出ye1語、で，信用で"--'alやが)借りる(貸す)

n~ir 版，出版. tazeden "--' eふ再版する.

ne~il)'ãt 出版局，出版社.

netlce結果，結論. ol)at "--' gorkez-よい結果

を示す

na なに， どんな→ nおle.

nacure ど、んな.

nace いくつ，し1くつか，いくら，どんなに.

"--' y~mda? なん歳か? '" soysem どん

なに愛しても Sagβt"--'de?なん時につ

"--' sagatなん時間?

nacenci し、くつ臣の凶asdaokayarslIJ?なん

年生か.

naden(nad∞)し、くら.gaVUI11ar '"'-' ?メロンは

99 

し、くら?

nahili どんな，いかに，なんと. -.... ovadan 

凶ler!なんと美しい町だ!

nalet 呪い. -.... yagdlr-呪いをかける.

name なに.λdl1)lZ'"'--' ?お名前は?

nasag不繕康の，病気の.

nat-，-dyarなにをする← naetヘ Sen'"'--'l11巴kci

bolyarslり?君はなにをするつもりか?

natanl~l， -n~l 見知らぬ

navagt いつ. Sen '"'-' ge!ersiIJ?君いつくる

ぴコワ

nurta- 力説する.

m~ãn 微{氏しるし，記躍"--' goy- しるしを

つけるー

rure どこ. Sizil) ruI匂izaglryar?とやこが痛むの

ですか?

向引つもり，意向，たくらみ目'"'--'et-もくろ

む.

nobat番， jI関番. "-boyunca(bilen)頗番に

nδbatclhk，-gl 当番， 当直.

nogay ノガイ人，ノガイの.

nohut，-dl エンドウマメ

nokat，-dl 点，ピリオド. iki '"'"'コロン.

nomer口番号.telefol1l1) '"'--'ini yazlp al陣電話番

号を書きとる.

Norvegiya ノノレウェー.

noyabr'，引口 11月. '"'-' aymda en吋enbol-11 

月に生まれる.

nδybaインゲンマメ

noker [古}ハン/カン(汗)につかえた戦士.

nur光gi.ini.iI]'"'"'1 日光.
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nusga例，見本，コピー.dokwnentilJ "-'SllU al- oktyaLピペ)1 D IO月

文書のコピーを取る okuv学習，授業，勉強. "-' kitabl教科書‘

"-' sozlugi学習辞典. "-' yllJ学年. ""d出

O 

δba村，いなか.δbagiト村へ行く dbal]IZ

~äherden uzakdarlll?あなたの村は町から

遠いですか?

δbad時間郷人.

obraz口役者.

δc氏-gt かまど;根源地. "-'d誌1ot lovap 

yanyardl.かまどの火がめらめら燃えてい

た.

δdunまき.gur・l(ol)~かわいた(しめった)ま

さ"'-yak-まきをもやす‘

oglan 男の子 ba~ y~lanndakJ. "-' 5歳ぐらし、

の男子‘

ogn どろぼう. cubi OgruSlすり

0部a-キスする.ye江)agmdan"-'ほおにキスす

る.

ogul，-gh息子，少年. Sen kimi弓 "-'1?君だれ

の子ワ

ok丸銃弾;軸."-' at司矢を射る. "-' yarasl 

弾の{裳

oka-読む，習う，勉強する.g:田et(kitap)"'-新

慌(本)を読む.

okalga読書室.

okat輔教える.号aga!an"-'こどもたちを教え

る.

okdun!-突進する.

ok:lav めん棒.

okll氷iIpiヤマアラシ.

gal-授業をやすむ.

okU¥匂l 生徒，学生.

01それ，その，かれ，かの女 ondaそれに，

onulJその，かれの，かの女の.ol)aそれ

にかれに，かの女に.oruそれを，かれ

を，カ斗の女を‘

olarそれら，かれ(かの女)ら

olimpiada口オーリンピック

olwn(olum)浅瀬

omuz，-mZl肩， "'-maal-(凶ter-)かつぐ

δn IO. "-'dan blri IO分のし"-'ba~ 15 

on伊それほど，そんなに多く.

0叫ak:llそれほど…(でなしす.臼agu)ici "-'話。

daldi.部屋の中はそれほど広くなかった

ondaそれに，かt'l(かの女)に;それなら.Sen 

gitmeseI)， "-' men gidelin.君が行かないな

ら私が行く

ondan-ol)aあちこち

onlarca数十の. ------01句数万の.

onso1)それから ---...-01 nira gitdi?それからか

れ(かの女)はどこへ行った?

onuncl第 lO(の)， 10番目(の).

onyanca( onyanca) その時まで，その時

gぽ碍・その時まで待て.

OlJat，-dl よい，よく，心よい，大事に.~ I~le

よくはたらく

ol)aylI都合よい. "-' pur副都合ょいとき.

ol)h立派ないこ)，十分に. ~ cogap ber-きち
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んと返事をする

01)ぽ酔脊椎.

0トメ1]る，メIJり入れる. bugday(ot) "'-'小麦(草)

をメ!Jる

orak，-gI鎌. '"'-' or-)(1]る.

orfogra五ya 口正書法.

0弔問口器官，機関，組織. gep '"'-'100音声

器官

organizm口生物，有機体，身体.

om~d炉普及する， 浸透させる. durmu~ '"'-' 

生活に定着させる

ortaまん中，半ば，中ぐらいの.gl凶UlJ(tomSUlJ，

ylh1)) '"'-'SI一日(夏F 年)の中ごろ.

orun，-ITll 場所，座席，地位 bå~ yuz '""-'Wc t回 tr

500席の劇場.

ot草. delman '""-'1紅薬草. SUV '""-'1水草
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ovadan美しし、(く)，おしゃれな.----y況ーき

れいに書く. '""-' yakaおしゃれな襟

oval以前，前に，まず.'""-' bu yerde bir agac-<1a 

yδkdl.以前ここには一本の木もなかった.

oval-b時da まず最初に.

ovaz音，声 $IrIn 気持ちのよい音(声).

ovganアフガン人，アフガンの.

Ovgamstanアフガニスタン.

ovkalかこする，もむ，なめす.ark出町~背

中をこする

ovl札明子ヤギ

δy考え;低地，低い. '"'-' et時考える.

oyan- 自ざめる.ir(gic) "'-'早く(おそく)目ざ

める.

oylan-考える.山政vagtlap"'-'長いあいだ考

える.

。t，-<11 火，戦火. ""'-yal←火を燃やす明 。')'11a-遊ぶ，スポーツなどをする，からかう，

hovn火の熱. 演じる.ぬtbol仕向t)"-'サッカー(チェス)

otag部屋 "'-'agir-部屋に入る. をやる.

ot1a-草をくう oynavac(o戸1ava干)，-CI おもちゃ magazinI

δth列車，汽車. irki '"'-'朝の汽車. おもちゃ屋.

otlucopマッチ. --... gablマッチ箱 OyW1，引11遊び，ゲーム，占領J，冗談.oyna bar-遊

otl出，-s1草原. びに行く. --... goyul-感IJが上演される

otur-J主る，住む;しつづける. dik --...まっ et-ふざける.

すぐに座る. okap --...読みつづける oyuncak，-glおもちゃ.

OturglCパi 席，座るもの(梼子など oz-勝つ. yãn~a --...競争に勝つ.

otu抗γdyar佳らせる，植えつけーる，置く.bagda ozal前lこ，以前，まずは iyemezden--... elI1)I 

alma ----庭にリンゴを植える yuvmah.食べるまえに手を洗わなければ

otuz 30. --... kilometr yδ1 30キロの道. いけない.

δv (驚きをあらわす)えっ. Nira bruy訟S11)幽

?どこへ行くの一体? O 
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匂ー.消える. ot '""'-'火が消える. "'en vulkan 

死火山.

0予urω 消す，スイッチをしめる，取り去る.o<h 

~火を消す. radiol1l(gazJ) ---ラジオ(ガ

ス)を消す

δkω かかと. köv~ülJ "'sI靴のかかと

δkdeたくみないこ). ---ussa上手な職人.

。kuz牛，牡牛.""'-' yah darav牛のようにがん

じよう

δiぬれた，しめった(反)gfin.""'-' odunしめっ

たまき

品死ぬ. yaradan ""'-'けがで死ぬ.

。lce司はかる，測定する.otalP(arahlP) '"'-'部屋

(日観的をはかる.

olceg規準，単位，規絡;韻律.u出lJk:(alPrhk)

"'leri長さ(重さ)の単位.

ol号er-量ってみる，胸算用する

δldur-殺す，死なす，屠殺する.goyun '"'"'ヒ

ツジを殺す

むli死んで、いる(反)dlri;死体'"arslandan dlri 

SIC悶死んだ、ライオンより生きたネズミ

δlum死 '"'"'dengu刷、死から救う. hassa '""'-' 

halmda病人は死にかけている.

omur，-mri人生，生涯;常に.山政(gtsga)'"長

し、(短し¥)人生.

らルこどもが育つ，作物ができる.Buyllk匂

hasll "'-'α:ことしはたくさん収穫がある

品伽1f制札製品.et(suyt) '"'-'leri肉(乳)製品.

gok '"'-'野菜.

dnup必S同育つ，小さいころを過ごす.bげ δbada

"'en oglanlar同じ村で、青った男の子たち.
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OIJ まえ，全面(の)，以前‘ '"'"'d訟i前の."'d訟i

hatar 前~Il.

olJdebar.開前進する.

OIJki 以前の.

OlJurti より前に，まずは.'"'-' oylan， SO!)問 cogap

ber.まず考えろ，それから返事しろ

。?キスする.yatJagmdan '"'"'ほほにキスする.

or-(or-) あむ，つむ. ellik '"'-'手袋をあむ.

ke中ic'"'-'煉瓦をつむ.

or，吋de改k(伊δr叶dek均)

6αr‘§泊a出n大変. '"'-' minnetdar大変ありがとう

制牧場(の).

りr恒.icパラク夕、 3 山の)こぶ.bir '"'-'li duyeひ

とこぶのラク夕、

制帥おおう.yuzuni e1II) bil巴n~ 顔を手でおお

つ.

OS酬育つ，のびる，盛んになる. banat11ar ISSI 

y口氏larda'"'-'バナナは熱帯地方で、育つ.

3溢1er'"'-'都市が発展する&

osdur-育てる，発展させる.kopφga '"'-'たく

さんの子どもを育てる‘

osum!il令官i植物. kop yIlhk '""'""'多年生植物.

ot，-di組什. '" halt凶SI胞のう.

品過ぎる，とおる，渡る.'"'"'en a~atn 昨晩

deryadan '"'-' J 11を渡る.dω1yaden この

世を去る

。veをパ 2歳のとツジ.

overlikふさわしい，立派な.'""'""'yδk(dal)大

してよくない

ovren-学ぶ，習う.cetdilini '"'-'外国語を習う

ovret， -dyar教える，説教する.MaI)a紘11---ere 



一般言語学論叢第 12号 (2009)

sen ent巴ky~・わたしに説教するには君は

まだ若い

ovrul- 向く，帰る，変わる yelJsane うし

ろを向く.回ga~右を向く也 ìki gunden 

SOIJ '"" 2 S後に帰る.suv buza -----水が氷

になる

。vur- 向きを変える，変える.yu凶IlI顔を

そむける.

ovusγvser吹く;色が輝く. guycli yel -----強

い風がi吹く. äl舗 y~ll ""赤や青，色々美

しく光る.

ovut，-di教言11. "" ber喝さとす

。y 家，会館'""I$leri家事.----gO$lan家財

"" hayvanlan家畜.

δyeト結婚させる. ogluru ""患、子を結婚させ

る.

δyke f:毎辱. "" et-侮辱する.

。ykele-恨む，怒る.Senden ----mδk.君に恨み

はないよ.

oyle 午後.

。ylan午後に.'""ler昼すぎごろ."" guycli cala 

geldi.午後ひどい雨がやって来た.

oyt-，-dyar思う，考えるβ1gitdi oydyan.かれ

(かの女)は行ったと思う

δz 自分(の)， 自身(の)‘""ul)izden君たち由

身で. "" unden ull自分より年上の

vagtmda適時に.yeke "-自分ひとり ~ 

uni gorkez-その力を発揮する~如itanat・

自己紹介する，腕前を見せる.

ozba$dak， -gl 独立の. "" dovlet独立国.

δzba$ll1a 自分で，ひとりで¥
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Ozbegistan ウズベキスタン

δzbek，-gi ウズベック人，ウズベックの dili

ウズベック語

δzge他の， ~IJの，よその---- vagt ~IJの日 lこ.

öz1e~d必自分のものにする，身につける.伊lt

okamak metodlanm ----速く読む方法を身

につける.

P 

pac(pac)貢物，税.

pagta 綿， ワタの木. "-' meydanlan ワタ焔.

paliir貧しし、(人)‘ K政均.-.....gOVl adanldJ.君の

お父さんは貧しくも良い人だ、った.

paket 口小包.

Pakistan パキスタン

palav ピラフ. "-bi$ir-ピラフを料ー理する.

palctk，-♂泥， ----et-泥だらけにする.

paltaおの. agacl '"" bilen cap-木をおので害IJ

る.

pal'to ロオーバー.""I1I gey-オーバーを者る.

pap此也I ひさしのあるlt留子. harbi ---軍111留.

paJヨ賄賂品(ber-)賄賂をもらう(送る)

parn-影響する，役立つ. Bu ol)a ---pdlr.これ

はかれ〈かの女)のためになった

paragraf節.

paJ包hat平和ないこ)，静かなりこ)."-dUlmu~ 平

和な生活.

paJ浸latclllk，-gl 平和主義. "" ~erち1加1a 平和条

約.

parきhathk，-gl 平和，平静.

paJella国分ける，断つ.
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par部at手Ij口さ，理性.

parca部分，断片.回glZ'"'"'SI紙片.

park口公歯，鮭車場.

parla骨輝く，光る;はためく.gozleri ""自が

輝く. baydak ""旗がひるがえる.

parlak，-gi輝く "'-' giin ;;uglasl輝く自の光.

parohod口汽船. derya "'1 J 11を行く汽船

parta口腰掛つきの長机

partiya口党.kommW1istik '"'"'SI共産党

pasIl，-sh季節.YJhlJ haysl '"'"'1 1年のどの季節.

pasportロパスポート.

patI詞皇帝，ツアー.

pay分けまえ，一部分

payhas理性，知性.

paytagt首府.

pa列。11 馬車の一種.

pel :境. r-..- cek-境界線を引く

pelle コ、、ーノレ直前，競技の最終部.

pellehana ゴーノレ宜前のコース，ホームストレ

ッチ

peltek，-gi舌たらずの φ伊舌がよくまわ

らないこども.

pence手首;鳥獣の足"'-'bogm手の関節

pencek，-gi 背広. "" geyべcIkar-)背広を着る

(ぬぐ).

pencire窓"'11Iac.也(yap-)窓をあける(しめる).

pen~enbe 木曜自

pel‘羽毛(の). --...-yass水羽毛のまくら.

perdeカーテン，幕，膜. '"'"'11I galdrr-(goyber-) 

カーテンを上げる(下げる). birinci "'-'第

i幕. gOZUlJ buynuz "'SI 自の角膜.
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pen 山女.

pennan命令，布告

pe1・0 口ベン，ボールペン.

peぉon司口登場人物.

Pemベルー.

perzent，-di子，こども. '"'"'siz adam子のない

人，

pes低し、(く)(皮)beyik. "-' boyh oglan低い背

の男の子. hili ~ hantlar質の悪い品

peselt-，-dyar 低:める， /J、さくすーる

S岱凶(radiom)'"声(ラジオ)を小さくする.

pessecik， -giやや抵い. ""-' depeペキ抵い丘

peyda利益， 1~(こ立つこと ."-'gδ凶p 回t- 利

益を克て売る.

peydalan勘利用する.sozlukden "-'辞書を利用

する.

P巴ydah役に立つ.部ghkucin '"'"'健廉に役立

-J. 

peydas1z役に立たない.

pe戸市(peynir)チーズ.

p出血理性，知恵、.

p3.k，-gi 清らかな. ""'-' hovaきれいな空気

palG(p活G)かみそり. sakgaltm ~ bilen sトひ

げをかみそりでそる.

pasgel 章害，邪魔. "'-' ber-妨げる.

pl伊k，-glナイフ. ""-'U] yiizi(剥くお1)ナイフの刃

(背).

Pllan ある，しかじかの.'"'"' vagtdaあるとき，

かって

pmtJk，-gl 芽圃"'-'yar-芽をふく

ply互da歩行者，徒歩の(で). "-' go~ 歩兵.
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~ yor子歩いて行く

pianinoロピアノ

pikir考え，意見，居、想. menil) "-'Imceわた

しの考えでは. "-' ber-注意する.

pikirlen-考える.geIcek bお-ada-----未来につい

て考える.

pilゾウ.

pll シャベル -----bilen yer dep-シャベルで地

面を掘る.

pile まゆ. "-' S砕(蛾が)まゆを作る

pilotロノfイロット.

pionerロヒ。オネール.

plS悪い，汚い，いやな~封印1r和、人

pi~ik，-gi ネコ. itbileη"-' yabイヌとネコのよ

うに(仲が悪い)

plVOロビーノレ

plan口プラン，計画. b~ )1J1l水 -----5か年計

画.

P句ta 口郵便. "-kaglZl便せん. "-' mark制

切手.

po干:tal'on郵便や.

polat，-dl鏑鉄(の). '""-gu~ 飛行機.

pomidor口トマト.~ SUVI トマトジュース.

po此fel'口書類カバン.

portu伊iポノレ!、ガノレ人， ポルトガノレの.

Portugaliya ポノレトガソレ.

pokgiボーノレ. "-' oyna幽ボールでj藍ぶ.

predmet口物. a伊'(yeりil)~重して軽しす物.

prezident口大統領.

professor口教授.

profso刊 Zロ労働組合

programmaロプログラム，計画.

progresロ進歩
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prostm ロシーツ. "-'adola糊シーツに包む

protsent 口パーセント yuz'""-100パーセン

ト.

PUdak，-gl小枝，部門. y~ '""-若し、小枝.

pugta丈夫なJ郎、(く).しっかり，まじめに

gapml '""-yap-戸をしっかりしめる

oylan-まじめに考える.

pulお金.'"'-'g泣加問 (sov鴫)お金をもうける(払

う)

PUrsat，-dl機会，とき."-'d加 peydalan-機械を

利用する.

piirこずえ，樹冠.

purepurいっぱいの. '"'-' et-満たす.

p泊rl←ふりかける，まく，かける.

R 

問 dio ロラジオ，無線. '"'-'111 ac-( ocur-)ラジオ

をかける(消す)-----dil]Ie-ラジオを開く

Iぢhat，-dt武平安(な)，心地よい. '"'-' i~(yer) 快

適な仕事{土地).

rahatJ点-gI平安.kesellll "-' gerek病人に安心

が必要.

rayon 口地区，地方.yurdwnlZ11J dem時但Ik'""'-"

lanわが国の北の地方.

razi 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

血:Thk，-gI満足，同意. '""'-" ber叩同意する.

redaktorロ編集者.SOZIUgII) ""'1辞書の編者.

rehim憐れみ. '""'-" et-憐れむ.
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rel's口レーノレ. demir yδlへ-leri鉄道のレー

ノレ.

rendeかんな.

reI)k色，絵の具.actk -----明るい色.yagh "'-' 

油絵の具

reりkli色の自l'm カラーフィノレム.

repertuar口上演罫録.

T巴smI公的な -----dok:ument公文書

respublika共和国.

resul使徒.

rovayat伝説.

ruckaベン軸.

四 8鈎t許可. "'-' alやeト)許可をもらう(与え

る).

rちh精神.

品111精神的ねlapl訂精神的要求.

Runlll世yaノレーマニア.

rus ロシア人，ロシアの. -----diliロシア語.

rusca ロシア語で.

Russiya ロシア.

S 

sabmせっけん. "'-' bilen yuv凶ーせっけんで

(からだを)洗う. kir """1洗濯せっけん.

sabrr，幽bn辛抱忍耐. -----et‘我慢する.

sa干髪.gurかitka)"'-'携して薄し¥)髪.ak "'-'白

髪.

sac-まく，散らし，光をはなっ.民n

nurum(nunru) "'-'太陽が光をはなつ.

sa明k，-gIテーブルクロス.""y泣 m テーブル

クロスを広げる.
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sada簡単な，純朴な. "'-' s加素数倫

sag健康な;右の(反)cep. Sag bol!さような

ら，ありがとう. Sag el(tarap)右手(側).

sag-乳をしぼる.gunde iki gezek "'-'日に 2回

手しをしぼる.

sag帽凱l1an無事に，元気で.

sagat，-dl時計，時間. el(cubi) "'"'-'1腕(懐中)時

計. "'-' ba~de 5時に. bà~ "'-' 5時間

nac吋e?なん時に.

sa砲gh丸k九〈ら"哲網

S油T争paペ一ジ.jumah1J uciinci '"'"'Slm ac-雑誌

の 3ページをひらく

sahna舞台. sahna clk-舞台に出る.

sakarひたいが白して馬など).

sakga急に. ~ togta-(d山い)急に止まる.

sakgalあごひげ. "'"'-'Iillp訟jbilen sIf-ひげをか

みそりでそる.

5北1a-保つ，きちんとしておく，保護する，

引きとめる.釘assa"'"'-'きれいにしておく

たi白plan~kaおa "'-'本を棚に保存する.

Meniyδ¥umdan "-m31J!わたしを引きとめ

るな. tovuk "-ニワトリを銅う

s北1an同さしひかえる，とどまる Mengiihnan

"'"'-' lp bilmedim.笑わずにはいられなかっ

た birsa伊t比 "'-'1時間滞在する.

sal v、カミfこ¥

sal幽寵く，入れる，建てる，放つ.goltugma bir 

zat"""わきの下になにかを入れる.di手~

曹を入れる cay 家を建てる. ì~e "'"'-' 

仕事につかせる.at "-'馬を走らせる.fu)

~注意をむける
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salam あいさつ;こんにちは.---ber-あいさ

つする.

salama比.，-gi こんにちは(女性諾)

salãml~-(salamla~-)あいさつする. tam~lanl) 

bilen ~知人とあいさっする

salat 口サラダ hlyardanedilen キュウリ

のサラダ

salavm互leykim こんにちは.

sahm 瞬間. bir "-'daただちに.

salkm すずしい"-'dü~・すずしくなる

salla幽下ろす，たらす. bedr注11伊戸~バケ

ツを井戸に下ろす

sallanc武，gIゆりかご，ぶらんこ

sおnan わら. bugday "-'1ムギわら，

sam0 lyot 口飛行機

samra- うわ言をいう. düy~ünde ----夢でうわ

言をいう.

samslk，哲ぱかもの，ばかな

san数，勘定，個，号.az ---11少数の.iki "-' 

i伊lam 2本のベン. birlik (kopluk) "-'単

(稜)数.伊zetil)~Ü gunki ---1新聞のきょう

の号.

sana“かぞえる.δnacenli "-' 10までかぞえ

る.

sanacパI 皮袋.

san砂ちくちく痛む. BOYrUm ---yar.横腹が

しくしくする.

sanc- 刺す，接種する，ちくちく痛む‘旬。e"-'

針を車IJす.

sandIk，-gl つづ、ら，籍. demir ~鉄の箱.

sanh 数の，し、くつかの. "-' gezekいくたび

か. ---...， gundeいく尽かで

5釦 timetr口センチメートノレ.
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s3IJI)II-s3IJり11ぶるぶる et-ぶるぶる縫える

sap，-bl 純な，真の."-' altm純金.-----soygl純

愛.

sap此 -gl 糸;学執教習11.Ince(yogm) '"締

い(太い)糸.五批判saz)-----1物理(音楽)の授

業

sapal法，-gIごまかし，だまし TilkirulJ"'1 kop 

bolyar.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.

plle "-"蛾がまゆを作る.

saraト黄色くなる.gavunlar ----メロンが黄色

くなる.

saralt静黄色くする.yuz ----恥ずかしそうにす

る， I顎を赤らめる.

san 黄色い. "-' mata(gul)黄色い布(花). ----

yagとかしたバター.

sanmsak， -gIニンニク----ISI ニンニクの香.

sars- ゆれる，ゆれ動く.yer tit:rande cay --..，地

縫で家がゆれる.

sat- 売る.出語n(g1l11mat)"-'安く(高く)売る.

sa切手"出会う 凶1;>日1a"-'知人に会う

satIl- 売られる.

satm al圃寅う. ""-' ber売る.

say幅認める. dost "-'友と見なす

sayg距見分ける，わかる.Men etcek l~imi "-' 

yarm.わたしはすべきことがわかってい

る.

saym 毎 sa伊t"-'毎時.凶n(yIl) ----日(年)

ごとに.
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sayla-選ぶ.""mak ve "-'nJ!mak hukugl選ぶ権

利と選ばれる権利.

sayl加回選ばれる剖eserler選集.

saylav選挙'"hukugI選挙権.

sayra幽鳥がなく

saz音楽，民謡;正常なりこ)"" di1Jle同音楽を

開く.motor "" ì~le- モーターが正常には

たらく

saz札-gl 中央アジアの葉なし植物(燃料にす

る)ー

sazanda音楽家.

sazanda!Jk， -gl音楽家としての職，地位

sebap，-bi理由. ------ayt・理由をのべる.

sebapli理由のある，理由があって，のために.

keselへ病気のため.

sebapsiz理由のない，理由なしに------yere理

出もなく

叫四まき散らす;選ぶ. gun nururu(nunru) "" 

太陽が光を放つ hunar 職業を選ぶ

secele- まき散らす.渉nn""砂をまく

segsen 80. "" Y均ayet- 80歳に達する.

sekiz 8. sagat ------de 8時に.

sekizinci 第 8(の)， 8番目(の).

sekunt口秒.sãga句~ gorkezyan dili時計の

秒、を示す針.

sel句広々とした所，期?鮮な空気，涼しい

yer涼しい所.

selel)le-新鮮な空気の中を歩く

se!Jne アカザ

semIz肥えた，太った."-' goyun肥えたヒツ

、/.
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sen 君. saJ)a君に. Kitabl1n "'demi?ぼくの

本が君のところにあるか?

senagat工業.himiya "'1化学工業.aglf (yeIJiI) 

~重(軽)工業.

seninki君のもの.

sentyabr' ，-n 9月. Birinci '" da mekdeplerde 

okuv 同 l胡 yar.9月!日に制度は授業がは

じまる.

seIJriI々 回鼻すじ

sep- まく. tohun(suv) ----種(水)をまく

ser頭，意欲，興味.UI1UIJ okuv bilen ----j yδk か

れ(かの女)には勉強の意欲がない.

serce スズメ. '" yalJ üy~幽スズメのように群

がる.

seretγdyar よく見る，注目する，面倒を見る，

大切にする a戸la 鏡を見る. gOVl '"'-' 

よく面倒を見る.saghgma '"'-'健震をを大切

にする.

sergl展覧会.'" ac-(yap-)展覧会を開く(閉じ

る).

serhet， -di 00境. "'den gec-匡境をこえる.

serhetci 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""okaIJ声を出

して読みなさい.

ses醐selem音

sesslz音のない，音もなく，静かに"-'okaIJ 

静かに読みなさい.

seシ訪問声，音声 Toverモkde""吋idi!Jneyardi.

近くに物音が間こえなかった.
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set1fヂ1]，行 taze'""den ba.;;la-新い，、行から

d台める.

seりL-yli散歩. '""e写lk値散歩に出かける.

sevran散歩. "-' et-散歩する

seyrek， -gr:訟まれな(に). Bizde gar '"" yagyar. 

わたしたちのところでは雪はたまにしか

ふらない

sagin- とどまる，休む.yδIda'""道草をくう

saher明け方. '""e ce叶iotur-明け方まで、座つ

ている.

s油Iぢ荒野，ステップ

slcanネズミ，子. oli arsland釦 d泊 ~ 死 ん だ

ライオンより生きているネズミ. '"" yIll 

ネズミの年

Slg-はいる，おさまる.sarnolyota kop adam '""'"' 

飛行機におおぜいの人がおさまる.

slgd1f-入れる，つめこむ

Slg1f，-gn 4二，丑，牝4二. suytsuz (tohwn) '""'"'乳

の出なし、(純車種の)牛.'""ll)与aluozune yiik 

dal牛のつのは本人にとって帯物ではな

い. '"" y1hウシの年.

sila-尊敬するー ululan'"'""'年上の人を尊敬す

る.

silag尊敬;おくりもの，賞. '"" goy-尊敬を

払う. '"" alやer-)賞をもらう(与える).

altm medal' '""金メダノレ.

sin(sm)見渡しながめ. '"" etーながめる.

sina-ためす.δzguycuni '""'-'p gor-自分の力を

ためしてみる

sinag実験，試験.

sinla-注意して見る.gi泊匂dog.;;uru'"" 13の出

を見守る.

smp 階段 í~çiler '""'"'1労織者階級.

sll)srra- さまよう.
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Slp- 自由になる，まぬかれる.du~mãml) elinden 

~敵の手からのがれる.

sipala-(slpala-)なでる. cagasllUl) kell回 sini

こどもの頭をなでる

日秘密田kla幽秘密を守る.

Sト (s子)掃除する;ひげをそる icerini 部

屋を掃除する.泊kgal'""ひげをそる.

s政 av病人，病気の.aglf '"'""'重病人.'"" ca伊

病気のこども山田elh如 ayerle.;;diト病人

を入院させる

ぽ 11秘密、の.

S凶うしろ caylり~加-apl家のうしろ{JlIJ.

'""'-'mdan geple-かげiコをたたく

slyaインク'""bileny辺町インクで響く

Sly滋1at旅行. '""'"' et-旅行する.

slyasat政治. da戸fl'""外交.

slyasl政治的. '""'-' taydan政治面から.

SIZ- 感じる;しみ出る，もれる.agm(is) '""痛

み〈におしつを感じる.suv '"'""'水がもれる.

Slza ヨモギの類.

sIl土石流.

silk-ゆらす，ふるわせる，引っぱる. agacll) 

~ah出1m '"'-'木の枝をゆらす.yelJinden '"'""' 

袖(手)を引っぱる.

sIm針金，ワイヤー.成田li'"'""'有刺鉄線.

elek住ik'""i電線.

sIlJ-しみこむ，消化する. topraga '"'-'地面に

しみこむ.
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siIJdir胡吸いこませる，消化させる

Sl!)巴k，-giハエ.

siIJir，-l)ri 建

Siriyaシリ 7.

si~enbe 火曜日

siz君たち，あなた.Sizde kim bar?君たち(あ

なた)のところにだれがいますか?

slavyanロスラブ人，スラブの. '" diIleriス

ラフ言者5吾

slyot口代表者大会.

sogan玉ネギ.

sol左(cepが普通). saga-"-'a右に左に.

sol由1帝王， スノレタン.

SO!]終，末尾，最後，あとに(で).hekayaru!] "-' 

1物語の終. az vagtdan "'-'少したって.

sagat on ikiden 12時すぎに.

SO!]klそのあとの，最後の.)'1111J "-' ayl 1年

の最後の月

SOI)raそして，あとで.

sOI)undalaそのあとの.

SOplスーフィ教

sora同質問する，願う.yolda~dan '"友人にき

く.pmsat "-'許可を求める.

sorag質問，疑問. "" sozlemI疑問文.

soral-(so凶畑)問われる

sov-ついやす;向きをかえる.pul "'-'お金を

使う. saga (cepe)右(左へ)まがる.

sova-寒くなる，ひえる，さめる.hova "-'天

気が寒くなる cay'"茶がひえる.

sovat，-cI1読み書き ovren損読み書きを習う

sovatlJ読み書きがで、きる

一般言語学論議第 12号 (2009)

sovatslzhk， -gI文富.

sovgat，-dlおくり物事 dogl釦 gun伽elくりp"'-' al四

誕生日にたくさんおくり物をもらう

sovhozロソフホーズ，国営農場.

sovuk，-gI寒さ，寒い，つめたい町ー寒さ

がおそう."-' hova (SllV)つめたい空気付く).

SOVllト，-vlarまがる，終わる.bmcdan "'-'かど

をまがる.sagβ~ 右へまがるgI~ "-'冬

が終わる‘

sovur-，-vrar漂う，吹き上げる，浪費する‘ yel

忠1m'"風が砂を吹き上げる‘ pubsa・

ga品 la"'-'お金を右左に使う

sok-裂く，ほどく，分解する.g邑yClbilen '"は

さみで裂く divan 壁を解体する.

son-消える. clra '"ランプが消える. ~en 

vulkan死火山‘

sondur-消す.剖l(kuku吋i，clrarll， y組伊11)火(マ

ッチ， ランプ，火事)を消す

sovda商業，高売

sovdagar商人.

5りve~ たたかい，戦闘 del) i持lOvã) "'-'I海(空

中)戦 "'dey明ー(yel)il-)戦争に勝つ(負け

る).

söve~- たたかう，打ちあう

sovut，-diヤナギ.

soy鴨愛する，好きだ.biri-birini "-'愛しあう

soye聞支える，寄りかける.説明.11dlvara '"'-'背

中を壁に寄りかける.

soyeg支え，足場.

soygi愛，恋.ilkinci '"'-'初恋.

soyunγ戸市喜ぶ.ho~ habaraよいニュースに
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喜ぶ 腿明主，機，前頭，頬)骨

soz単語， ことば '"'-'U1]m訟11S1誌の;意味. SUpUf-掃く;こする icerini 部屋を揖除す

'""'"' ac-言い出す. '""'"'ume gulakむわたし る.glδzuni 呂をこすって眠気をさます

の言い分を間~t. '""'-'UI1dedぽー約束を守る Sl註ー運転する;たがやす.oz '"'-'yan trakton自

sδzb~J まえ寵序文. 分が運転するトラクター. meydar11 bIl・

sozenアカシアの類 gund巴~焔を i日でたがやす.

sozlem 文. haber "'j平叙文 suriむれ，家畜群. goytm suruleriヒツジ群.

sozluk，-gi辞書 '""'-'sIZtercime et-辞書なしで翻 bげ--- bolup gel-むれて来る.

訳 する紅色m たがやし-....dovriたがやす時期.

spetial出口専門家 SUSIJe-押しわける，通りぬける mar吠お111)

sportロスポーツ icinden-....群集の中を押しわけで通る.

stabil 口安定した，標準の. '" bahalar襟準 sut世々出やわらかし、毛

髄格 suyci甘い，心よい gavUll甘いメロン.

5凶<anロコップ-....suv淡水 u恒心よいねむり

stolロテーブル，机 y泣 UV-""1文樹九 suynーのびる，身をのばす. -""up yaト手足を

stul口椅子 yum伊k'"ソファペ のばしてねる.

sudぽ影，シルエット süy~- 進む，動く. oIJe -....前へ進む

sungat芸術 su戸，-di乳，ミノレク bi$en(cig)-....わかした(生

s訟<lt絵，写真. '""'"' cek-絵をかく. -.... al-写 の)手L.-""de a思Jbi~en， SUVI凶 apj号er.(手しで

真をとる. 口にやけどしたものは水を吹いて欽む)あ

suratlandlf- えがく，描写する. つものにこりて，なますを吹く

su鉛k，-glひしゃく su戸imt載*住yi.ipek---i 絹の繊~\佐.

SUV水，ジュース. -.... sep-(tut-)水をまく suz- こす. suydi -....乳をこす

uzum '""'"'1ブドウジュース suzguc こし器，フィノレター.

suvar-水をやる. gulleri '"花に7l<.をやる

SUVC1 7tくをやる人 s
suvh水のある，水っぽい $a王. -.... ayah王の妃.

sulgunキジ $adlyan 楽しし、(く)，おもしろい(く). -.... 

suller- しおれる， しなびる.guller Issldan yal)a adam(gulki)楽しそうな人(笑しつ

~花が暑さでしおれる $ahつの.Slgru) -""1 ozune yuk dal. L:j.二のつのは

SUl)k骨.but (Incik， bilek， m句la弘cekge)'""'-'i太 本人にとって街物で、はない.
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$aha /J、枝，分派，支流3 矯.

3訟な詩人 halk''-'1民族詩人

$ahs人物.tar五1------歴史的人物.

3油si人の，個人の. ------dUm1U~個人生活.

~akal 山イヌ.

~algam カブ.

$an光栄，名誉------$Ohrat光栄，名誉.

$a明 l ガンガンという(音).

~ar 球，ボーノレ，風船. hova "'"'1気球.yer "'"' 

1地球

戸 garaまっ黒い. '"'-' sacまっ黒な髪

~arla- さらさらと音がする. "'"'pak輔さらさら

流れる.

~ãt，-(h 楽しい，幸せな;楽しさ. Men sizi 

gorenime お自にかかれて幸せです

~ãtlan幽楽しむ.

~ãthk，-ßI楽しさ，幸せ. Vagtml へ~dagecir-時

を楽しく過ごす.

~ãtl永h(~thkh) 楽しい，幸せな. ------gunler幸

せな毎日

$ay飾り.gtZd ve蜘1Ü~ ~Iar 金室長の装飾.

$ayat，-dl証人.gozli "'"'目撃証人.

~eker 砂糖.

$ekil J杉，図.

3巴m ろうそく

~ernãl 風. yakm1h "'"'気持ちのよい風.

~enbe 土曜日 güni 土曜日に.

~elきp，-bl ブドウ溜，ワイン. gtZII "'"'赤ワイ

ン.

手側条件;宣醤，約束. tebigi "-'自然条件.

"'"' et-ちかう
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~ertnãrna 契約，条約. pぉ1ihatclhk'"'"'SI平和条

約

~etdãh モモ. '"'-' agaclモモの木.

~eyle こんな，このように，次のように;なん

となく.kopleriI) pikiri '"'-'みんなの考えは

こうだ.

~eyt-，-dyår そうする.へづ巴IJ govI bolarそうし

たければ，それでよい‘

手組er都市，町. ~denδbãg匂幽町から村へ移

る.

~1ß1々gn li寺.

~ik田不具，石皮損 "'"'Ii el負傷した手

~indí いま，いまのところ，まだ.01 へ~ y~. か

れ(かの女)はまだ若い.

5凶n甘い，うまい，気持ちのよい"'"'suvう

まし味 ovaz気持らのよし、音(声).

~kaf 口概.ki白plan ------das北la脚本を棚に保存

する.

~Iyapa 口中折ql邑ソフト. "'"' gey-(clk制帽

子をカ￥ぶる(ぬぐ).

手0命or口運転手.

~ol ほらそれ，まさにその. bu hut "'-' adam正

にこの人. "'-' tayda ほらそこに

~onça それほど，それだけ.

~onda ほらそこに. "'-' rnenern bardIrn.そこに

わたしもいた.

~oru ほらそれを.

3δr塩からし、;塩地(の)."'-' bahk塩づけの魚.

~ovhun 叫ひ予言，騒音

3伊ohl

E戸6加云叡t名誉，栄光. '"'-'a eye bol-名声を得る.
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~tat 口アメリカの州、1.

~Ü これーこの，次の gün きょう、 ~ül紅次

のようなもの. ~ndan b時gaこのほか

"-11明 yalJこのように

~llgla 光. parlak gun "'SI輝く日の光

~llgundlf 甜菜，サトウダイコン

~um 不吉の，悪い. "-' hab組"悪い知らせ.

~unl北da その場合には，こうして.

~ved スウェーデン人，スウェーデンの

diliスウェーデン言語.

$vetsiya スウェーデン.

$veメ回丘ya スイス

T 

tabwω 頼む，まかせる，渡す.与ispetsialiste '"'--

仕事:を専門家にまかせる.d品 letepagta "-

政府に綿花をおさめる.

tagam味.手δ巾加11) ~Iru dat-スープの味を見

る.

tagta抜，黒板;枚 klas'"'--Sl教室の黒1瓦

bir "-kagJ.z 1枚の紙

凶lya 四角~富子.

takat辛抱，我慢. '"'--edip ~“辛指して待

Jコ.

t法lk トリ，酉. "-' ylh トリの年.

takTIら“がk正確な(に)...-....-cogap正確な答え.

凶剖lIn，凶倒lInanおよそ "-' iki kiloおよそ 2

キロ

talヤナギ.

tala-奪う gundlzII]gunortam 白昼に奪う

talap，七l要求. "-et-要求する

tãm 建物，部屋 ~agir-部屋に入る.

tamam完了. ~ boト完了する.

tamamlan-終わる，完了する.

tamdu<I二絃琴.
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tana-見知る. Men om duypden ~mayãnn. わ

たしはかれ〈かの女)をまったく知らない.

tanaト人に知られる.

tanaト紹介する. azuni "-自己紹介する，腕

前を見せる.

tanl~，-n~1 知られている，知りあし、(の).δz句ize

~あなた自身の知っている. on問 "-1

kopかれ〈カミの女)の知りあいは多い.

tanl~lト知識を与える，紹介する. ì~ bilen "-

仕事をおぼえさせる. yold崎町 bilenmeni 

~友だちにわたしを紹介してくれ.

tanl~hk，-gl 交際. "-"1m kes-交際をi折つ.

I明日天，神

tap，ゐ1状態，気分，能力 "-dan dü~冊力がな

くなる.

tap-見つける，さがす血ill.zel~ .--...，新しい仕事

を見つける.

tapavllt，-dl 区別，差，優劣.

tapavutlan-秀でる，ぬきんでる.

tapmacaなぞ，クイズ.

tarap方面，領11，所，蕗. sag "-"mdan bar幽右

側を行く. bIz "-""-Jarda gatl ISSIわれわれの

月iTはとても暑い. hemme "'-'danあちらこ

ちらから，全面的に.~ü "-danこの点で3

これによって.

国<lplaym方面に. bir(hemm巴)"-一(全)面的
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tarkIida幽大きな音がする

tゐ官1 歴史. orta aSlflar '""'--'1 中世史.

tanllcl歴史家.

tarml歴史的な. '""'--' ~油s(vãka) 歴史的人物(事

件).

tarl均ノスリ(鳥).

ta，>s孜 et-承認する

tass孜la-(ωssIkla-) 承認する，保護する. l~ 

plaruJU '""'--'仕事の計画を承認する

同la-投げる，すてる. k記lZI(oyi)~紙(家)

をすてる.

ねtar タターノレ人，タターノレの.'""'--' diliタター

ノレ語酔

tay hjjJ塙，子，鳴.

tai 対等，対の一方.s叩Il)"'11) dii.l君にふさ

わしくない.

tal方面，方.~Ü '""'--'daこちらに.slyasl "-'dan 

政治面から.

tay-(tay-)滑る. "-'lpy山1-滑ってころぶ.

tayak，-gl捧. yogm(u盛1)"-'太い(長い)捧.

taym用意のよい. '""'-' bol-準備ができる.

Tayland タイ

tayyar準備・用意ができている. '""'-' et-用意

する.

tayyarla- 準備する，用意させる. OkUVcml 

ekzamene ~学生を試験のため準備させ

る. etUrlik '"朝食を用意する.

tayyarlan-準備する. oyun oynama伊~劇を

する用意をする.sap北Jarma'""'-'勉強の用

意をする.

tayyarlIk準備. harbi ~軍備.

一般言語学論議第 12号 (2009)

tea仕口劇場

teblgat 自然. '" hadisalar自然現象.

tebigi 自然の. '""'-' belã(~eri) 自然災害(条件).

tecribe実習，実験，経験. "-' meydaJU実験

場.

tegelek，-gi 丸い，まるまる，円. "-' yuzli丸

頭の.........， bir ayまるまるひと月. '""'-'il) 

m巴yd沿11 I司の面積.

tegel巴n幽輪になる.

tehniki 口技術の.

teke種ヤギ.

tekiz平らなりこ).a戸ayah'"'-' yol鏡のように

平らな道.

te凶p(tek1ip)，-bi提案. '"'-' et也提案する.

telefon口電話. '""'-' et-電話する.

tele伊 f口電信. '""'-' agacl電柱.

telegramma電報. ~ ber-電報を打つ.

televizorロテレビ. '""'-' gor聞テレピを見る.

telarひさし，軒.

telpek，-gi毛皮帽.

temml fii. '""'-' ber-罰を与える.be水~厳罰

tenからだ.

ter新鮮な，出来たての..-....-hryar出来たての

キュウリ

terbiye教育 gOVl.-....-al-よい教育を受ける.

terbiyele-教育する. Uc caga .-....-3人の子を教

育する.

terbiyeli教養のある，教育された.

terbiyeci教育者 '"'-' bolup l~le- 教育者として

はたらく

tercime翻訳 '""'-'et聞翻訳する.sozme-soz '"'-' 
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一語一語の翻訳 tazele幽新しくする，とりかえる icerinit]

tereZlはかり"--'dii$Iはかりのおもり hovaSlI11部屋の空気を入れかえる.

territoriya 口領土 tazel氷，-giニュース.S泣dename ---bar?なに

ters正しくなし¥{やが悪い---l~ eトまちが かニュースがありますかっ

ったことをする yuzi裏面 均刃.pt伊glり "'1 ナイフの刃.

tersine逆らって，対して，反対に.akuruり tt目立et-いらいらする，怒る.

yuz-流れに逆らって泳く¥~出回逆にな tlcen-(ticenう努力する，全力を出す "'ip与le-

る， うまく行かなし¥ 一生懸命はたらく

tertlp，-bi順序，規律."'e sal-整頓する，きち tik-ぬう，ぬいつける. koynege ilik '"シャ

んとする. ツにボタンをつける.

tertlpli(tertipli) きちんとした，きちょうめんな tiken とげ. "'lislm有刺鉄線

'" bolmalIdlgInJ ayt-きちんとしなければ tikin ぬい物. '" gayctst裁縫ばさみ

ならないと話すl11a~1I1 1 ミシン.

t時間渇望の，求めている. suva ........凶;水を tikinci裁謎前J，仕立J墨

求める荒野 tikincilik，-gi縫製~ぬbrigi縫製工場.

tey まったく， 決して. Sen '" gulak tilkiキツネ. '" yah l11ekirキツネのようにず

ぉl11ayarstlJ.君はまったく耳をかさないな るい

tez臆病な ........ mal 臆病な家畜 tlmarber- ととのえる.sa卯1a---髪をととの

d まで. gun dogandan ---ya手yan伊日の出か える.

らa没まで tlr-集める

Tacigistan タジキスタン tire系統，血統制<I"-1巴rトルコ系の人々

tacik，・.gi タジック人，タジックの "-diliタ tirsek，-gi ひじ;湾曲. delyanlI) ---i ) 11の湾曲

ジック語. 音f¥.

tacir商人 titre- ふるえる. yer ........地震がおこる

t泊1試tam土z)清潔ないこ)."-hovaきれいな空 gulkuden yaIJa "-笑いこける.

気 tlzすばやく. ........ lmut幽すぐ忘れる.

ta.sir影響~巴:t-影響する tIz批判zlik)羽速度，はやさ."-bilenすばや

taze新しい，最近の，出来たての. "-ylhI)IZ く

mubarek bolsun!新年おめでとう由自 togala“ころがす. topt ........球をころがす.

近代史......... dogan ay新月 φrek出来 togalak，-gt球の，丸い......... da!;;丸し、石.yer ........ 

たてのパン地球刷
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togdan ガン，雁.

togsan 90. Atarnll) '"'-' Ya$l dδldl おじいさん

は90歳になった.

togta-止まる，y，新主する.Avtomobil' sakga '"'-' 

dJ.自動車が念、に止まった.

tohwn たね，品種;子孫;純血種の. ~ sep-

たねをまく. '"'-' slglr純血種のL:j::.

tokay森，林. ~l yangmdan gδra-森を火事か

ら守る.

tokultay ガン，雁.

tolgun‘興奮する，あがる. ekzamenden句~

試験の前にあがる.

toma;;a見物. '"'-' et-見物する.

tomsuna夏に(は).

tomuS，-mSI 笈 "'kaれikullan夏休み.

tonna ロトン.00'"'-'同k 2トンの荷物

top 球，ボール;大砲;集団，束.~ oyna-ボ

ーノレで、遊ぶ. '" aト大砲を打つ. bir '"'-' 

kagIZ 一束の紙.

top包・群，グループ. ~ bol-群をなす.

topbaclk，-gl 小さい山，小さい塊.

topbak，-gI山積みのもの.bir '"'-'陥sIZひと山

の紙.

topla勾集める. pul '"'-'お金を集める.

tOpI法，-gl 土地，土. mes -...，肥えた土地.

top叫ャgIくるぶし

topul“おそう，おそいかかる，とびっく

du~mãnll) ustune -...，敵におそいかかる

caga回 esine こどもが母にとびっく

tor紹L網目.出hgI'"'-' bilen tut句魚を綱で取

る.

一般言語学論議第 12号 (2009)

tδrba(torba) 袋.

torgay ヒ/くり

to~ap，-bl 糖蜜.

tδ11 オウム(鳥).

tov~an ウサギ，卯. -...， YUI味臆病者.yab加 1'"'-' 

野ウサギ. ~ yillウサギの年.

tOVuk，-gl ニワトジ，雄鳥.~ sakla-ニワトリ

を飼う

tovuSγvsarおどる，はねる goVl註~心がお

どる. ~upmün-(馬などに)とび乗る.

toy お祝.0忽J!~l 息子の誕生祝.由n '"'-'1新

築祝.

toyla開祝う

柏戸地，-gl 蹄~ iZl蹄のあと

tOyun，-ynl粘土

tδz(toz)，tozan砂ぼこり，粉.komur ~l 炭産.

toza- ほこりが立つ.

tozanla- ほこりが立つ.

tδle- 支払う. cay kireyinj -...，家賃を払う

tovella説得，忠告. -...， et-忠告する.

tりverek，-gi付近，近く-...，j約，ばかり.sagat 

ba~ -...， 5時ごろ.戸1eriI)'"'-'leri都市の近

郊.

む叫aor ロトラクター.

凶 bka 口受話器.

加m~此-gI動物の轟づら.

tupan(tupan) あらし elhenc'"'-'恐ろしいあら

し.

tur- 立つ，起きる，始まる.yerinden -...，立ち

あがる.ir sagat yedide -...，朝 7時に起きる.

yel ~ )!iRが吹く
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turp ダイコン

tur;;tすっぱい uzu:mすっぽいブドウ.

加IUZ-，-fZ3r立たせる，起こす，始める.cagalan 

~こどもを起こす

出，-dlクワ，桑. ""-yapraglクワの葉.

知t幽もつ，つかむ，とらえる.ca伊m1)elindenこ

どもの手をとる.i~çi ""-労働者をやとう
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tuVl コメ，ピラフ.

tuy体毛獣毛.

tぬi心iy舛d位

シ笛.

tuys本物の，まったく，まるで "'dδ双真

の友.ca伊 senIl)る泊。-daこどもは君そ

っくり

du:man "'""霧がかかる.思町北~カイコ

を餌う. tov~ "'""ウサギをとらえる TS 

tut叫ら-gr法うっとうしい，陰気な.""-hovaく tsementロセメント

もり tsi合数字.んl1p(Rim)"'""Ieriアラピア(ローマ)

tutulma 日(月)食. 数字.

tuれill- にぎる，もっている.gala ""-城をかま tsirkロサーカス.

える tsivilizatsiaロ文明.

tuccar大金持ちの.

ぬken-っきる，はてる. suyt ""'"乳がなくな

る.

ぬket-，-dyar使いはたす，終らせる.ahli pullan 

~すべてのお金を使いはたす.

ぬ1)l]iP:鉱2した，せむしの(人).'" burunかぎ

鼻.

鉛rk トノレコ人， トルコの. ""'" dili トノレコ詩.

Turkiya トノレコ.

turk:men トノレクメン人， トルクメンの必H

トノレクメン語.

Turk:menj計三n トノレクメン国， トノレクメニスタ

今

tusse煙.iceri """'den dδ1-部屋が煙でいっぱし、

になる.

凶ssele幽煙る.

凶veleme あっばれだ，ゃったあ 1

む

UCipSlz( UClpSlZ)ごく小さい，少ない，つまら

ない.'" hak uφ1 ì~le- 少ない手間で働く

ucパl先，端.il]l)anIl)(sapaslI)) """'1古t(糸)の先.

uc-飛ぶ，ゆれる.samolyotda '"飛行機で飛

ぶ.

ucra脳会う. kone dδSれ11)a'"君の古い友人に

-
4
ノ

ム一品

U与ぽm 飛びはじめのひな鳥.

usl1l幽向かう，出発する.oye '"家に向かう

δth ba~ minutdan ""-'汽車は5分おきに出

る.

ugrョt刊 yar向かわせる，出発させる.

U伊r，-gn方向，傾向，方策.edebi ""-文学の

流れ. "'undaのために，にそって，の方

で.~emãl ""-'lill uytgeト風が向きを変える.
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UkJaina ウクライナ

ukJ ねむり suyciへ，心よいねむり. uka 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.δbada'"'-' 

an giz村で、育った娘.

ulalt-，-dyar大きくする，育てる.sekiz caga '"'-' 

lp yeti~dif巴n ene 8人のこどもを育てたほ

ul創1- 使う，用いる. y:出羽g ~道具を使う

ulalU~使用 '"'-'a g1riz-使用させる.

uh大きい，多い，年上の，立派な.ulular年

上の人，おとな'"'-'11おとなたち

ιãy(~油er， derya， it)大きい家(町， )11，犬).

'"'-' yazlCl立派な作家.

uh-kici老若，大小

川lakan大きな，おとなの. '"'-' gur阻 k(goz)大

きな人形(自).

Ullld部大きく，深く. '"'-' dem al-深く呼吸す

る.

UlumSl高慢な(に). '"'-' geple-いばって話す

lllu出〈より大きしてく).

UmIt，-dl希望. '"'-' et-希望する.

ummaslz無数の，たくさん.'"'-' kop i~im bfuわ

たしには山ほど仕事がある.

umW111 共通の，全体の，一般の

duz民n(otag)共通の法則(部屋).'"'-' san総

数. "-' yl伊ak総会.

llmumlhk，-gl共通性

un穀物の粉.el '"'-'1手でひいた粉.bugday "-' 

I小麦粉.

universitet口大学. Turkm巴ndovlet .-....-j トノレ

一般言語学論叢第 12号 (2009)

クメン居立大学.

unllt-，-dyfu'忘れる. Edepli bolmagl "-'m時.札

儀正しくすることを忘れるな

ur-打つ，積む.direg .-....-支柱を打つ.so礼Ik'"'-'

寒さがおそう kok .-....-根を出す.yulく~

荷を積む.

lllU~戸時l 戦争. Yok bolsw1 '"'-'!なくなれ戦

争!cahan '""'-'1世界大戦.'""'-'V刊agt駒tt戦H時寺.

uruサ~-

けんかを{仲中裁する.

ussa職人，親方. k必11Ü~ '-""-SI銀純工師.

ussahfu1a仕事場，工房

USsat，-dl名人 sport'"'-'1選手権者.

usül 方法.m出e1aぽ弓号。訟Ii~ '""'-'¥問題の解決法.

U加恥じる，恥ずかしがる. 01 size yuz 

初 出aga"-'yar.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

ut釦 C，-Cl ~;L'. '-""-mdan yalJa yuzi gIzanp git明恥ず

かしくて顔が赤くなる

uvla-ほえる. it(mocek) .-....-犬(オオカミ)がほ

える

uygllnl~- )1鈎芯する，合う， hovfumza '"'-'ma-わ

たしたちの気候に合わない.

uygur ウイグノレ人， ウイグノレの. .-....-dili ウイ

グノレ言吾.

uyluk，-gIもも 3 股. "-' SUlJki大腿骨

uza1く，-grak還し、(反)yakin，長し、(反)gisga.

dan遠くから..-....-vagt(omU1")長い時間(人

生). .-....-gun丸 1日

u地l~- 遠ぎかる. oyden(斜1erden).-....-家(町

から遠ざかる.
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uzakl!k，-gI遠さ，長さ. gI~ glC出 inil)""'1冬の の上にかかる橋 '"'-"ibilenによって，を

夜の長いこと， 通して

uzal-長くなる，のびる. gunler ""'呂が長く ustun ctk-(bol¥gel-)勝つ.

なる ustunlik，-gi成功，達成.

uzalt-， -dyar長くする，のばす.凶pl""'紐を uve-挽く，粉にする. bugda)'l degirmende '"'-" 

のばす. 小麦を臼で、ひく

uzat-，-dyarのばす，さしのべる，さし出す u)引声，音. s岱働~音声.

e泊li~手をさしのべる. gapld加 bOynW1l ü戸ー犬が;まえる • it "-'民 kerv叩 ge伊f. 犬がほ

~円から首を出す. える，キャラパンは通る.

u出長い，背の高して反)gisga. "-' yol削lp，sac) üy~- 集まる，群がる. serce yah "-'スズメの

長い道(紐，髪). --....-bOyJl adam背の高い ように群がる.

人 uy手ur-集める.dostlanl1l oyune "-'友だちを家

uzinlIk，-gI長さ，たてゆ冨 In). ""' olcegi長さ に集める

の単{立.matal1l ""'1I1a kes-布をたてに切る. む〉吐ge-変わる，だめになる yuz 顔色が変

む

uc 3. ""'den 凶 i3分の1.

ucem 3つ子.

白cInのため.rmsal ""'たとえば.Men seniIJ ------

glca galdm1わたしは君のために遅れた.

ucunci第 3(の)， 3番目(の).on '"'-'第 13(の)，

13番町の).

泊f1e- フーと吹く. Suyde agzJ bi~en， SUVl凶勾

i号er(~L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.

凶ceサクランボ.

ulke 地方，国 ozulkamizi soy皿われわれ自身

の国を愛する • yIll ------暖かし 1地方.

uns注意 ""' ber-注意する. ""'den dü~ür- 注

意をおこたる.

Ust上，上部.deryanu) ------白1dengecyan kopri ) 11 

わる. et "-'肉がだめになる.

üytge~ik，-gî 様々な，異なった，独特:な

magazinde ~ー"-' hantlar kop }苫には住々

な品物がたくさんだ、

uy怯巴t-，-dyar変える.与巴malugnml "-'風が向

きを変える

位p ひきちぎる， {昔金を返す，絶つ.yupi 泊l:

をひきちぎる.ぬ1ll1t"-関係を絶つ.

泊四明iあぶみ.

也ul-ちぎれる，返済される，とだえる.ilik ~ 

ボタンがちぎれる. Olar bilen bizil)訟ぉruz

------di.かれら(かの女)とわれわれの仲はと

だえた.

uzum ブドウ. '"'-' kes-ブドウを切り落とす.

Bu yll '"'-" gOVl getirdi.ことしブドウがよ

く実った.
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V 

vada約束. "'-etやer-)約束する.

vagt時，季節 gi'sga"'-'11) icinde短時間に.

az ""'dan S01J少したって.gu阿部， yaz) 

""-1私(冬，春)の季節 meIUlJ""'1m y改わ

たしには時間がない.

vagtlaymいつ時，臨時の(に)."'" ì~ 臨時の仕

事.

vagtl-vagtmda適時に.

vagtmda適時に，よいころに.

vah (怒り，残念，非難を表す)おい，こら

nlra1) a伊γarつおいどこが痛いんだっ

v油annan メロンの一種.

vaka事件.出血~歴史的事件.

valeykimessalam こんにちは.(白銀lavmaleykim

に対する返事として)

vruiant口異説，変種.

vatan祖国.

ve と，そして""-b~galar そのほか(略)veb .. 

"'-' ~1Ja me1)~lar そのほか(略)ve手.m.. 

vekil代表，使節.ì~çiler smpm1l) ""-i労働者階

級の代表.

veli しかしり戸号izebardlill "'-'， sen yok eke11IlJ 

お宅に行ったが君はるすだった.

velosipedロ自転車.

vengrハンガジ一人，ハンガリーの.""-' diliハ

ンガリー語.

Vengriyaハンガジー.

vepah忠実な. it adamJl) "'" yold~l 犬は人間

の忠実な友.

verslya口異説，所説.
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ves'et遺言11，遺言

vezipe任務，義務.

va~i ひょうきんな(人).

vilka口ブオーク凶eniy-フォークでた

べる.

voieybol 口バレーボーノレ.

vulkan口火山‘ sonen(匂en)"'"死火山.

Y 

ya あるいは，か.Biz手ugun 出 trugrans.わ

れわれはきょうかあす出発する.uluml "'-' 

kiFi?大きし、か/J、さいか，年上か年下か?

yabanl野生の. ""-' tov斜11野ウサギ.

yabl馬，駄需(at乗馬).

ya-daあるいは. Siz cay icermisII]iz "'-' nahar 

iyermisII]iz?お茶をのみますか，それとも

食事にしますか?

yada-っかれる. Men bu gun gatl "'-'dlm.きょ

うはひどくつかれた

yadlgar凶々gi碑;記念. yazuv "'-'i碑文.

yag油，バター.bahk "'-'魚油 san とか

したバター adik"'-' 1靴ずみ.

yag-降る. gar '""'-'Jp durdl雪が降りつづいた.

yagI~ "'-'雨が降る.

yagday様子，状態 halkara'""'-'1 国際清勢

larnene1)?元気ですか?

yagI敵. "'-' yalI sovuk敵のようにつめたい.

yagIll，-伊l 降雨(雪)量.

yaglilll背中. ""'111 yaz-背中をのばす.

yagI~，幽~l 雨. "'-' yag-(d斗)雨が降る(止む)

yaglI油の，バター入りの."'-' re1)k油絵の具.
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yaglIk(yag凶仏-gt スカーフ.ba;;ma ---at-頭に

スカーブをかぶる

yagl1lすなわち

ya~1 よい，よく，よし ---gδト好む. ---yigit 

よい青年.

ya~JlLk， -gt 善意，善行. ---et-よいことをす

る

yagtl 光;明るい gt凶均 ---SI太陽の光

klas明るい教室.

yagtll輔明るくなる，光る.Asman "-'Ip ba;;ladl. 

空が明るみだした.

yaJ←ゃく，もやす，たく，こがす，照りつけ

る. odun "-'まきをもやす δdUl] gt弔問

elini "-'火の熱が手をこがす gün~ 太

陽が照りつける.

yaka襟;へり.ak(ovadan) ~白しておしゃれ

な)えり.dely.ゐ11り"-'51)11のへり.~ smda 

のそばで¥

yaktmh気持ちのよい. "-' ~emãl 気持ちのよ

い風

y広lmSlzhkいたずら，腕白.

yakin近して反)u四k. "-' Yδi近道. "-' gel-近

づく. ag伊n1a"-'夕方近く. -----gundogcぜ

近東.

yakinla与幽近づく. bayl・am"'-'祭りが近づく.

y誌inlLk，-gl近さ，類似性.

yakut，-ch ヤクート人，ヤクートの.'"'-' diliヤ

クート詰.

yal たてがみ.u血 "'-'b説長いたてがみの馬

yala- なめる. dδdagtl1l ~口びるをなめる.

yalan うそ(の).~ aう牛うそをつく."-' habar 
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誤報 "-'gu凶作り笑い

yalancl うそつき;世の中.~ yagtIldl喪が明

It1:こ

yal31]ac，-Cl はだかの，はだしの，葉がおちた.

agacl創. gt~ lI1a -----bol-木が冬に葉がおち

る.

yalaIJacla-はだかにする，脱ぐ.ayagml '"'-"靴

をぬぐ

yalbar-たのむ. "-'a "-'a ra之1et-説得する.

yalIのように(な).munulJ "-'Iarこのようなも

の.buz "-'氷のよう.kitap "-' 5OZ r本J

のような言苦.

yalm，-Im炎. "-' but1n cayl gabsap aldl 炎が家

全体を包みこんだ.

yalkun 光. CUeU1I1] "-'1ランプの光.

yallJ l~ 誤り(の). "-'131"1 duzet-誤りを正す

yall}I~- まちがう. hasapda "-'勘定をまちがえ

る.

yaLlJizひとりぼっちの(で)，ただひとつの

片手a-ひとりぐらしをする. "-perzentひ

とりつ子

yalp札-gl 浅い "-' derya t長し、)11.

yalta なまけーもの(の). "-' OkUVClなまけーもの

の学生.

y31Daつぎ布拍1-つぎを当てる.

y31Da-つぎを当てる.geyimleri ~服につぎ

を当てる.

y31Dan 悪い(反)yag~l ， ho~ ;ひどく大変

hab31'悪い知らせ."-guycli yelひどい強

風 gor-きらう

yan脇，側，方，そば. haysl "-'a gitdi?ど、つ
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ちへ行った?mekdebII) '"'"'mda ya和也学校

のそばに住む.

y加聞もえる，ともる，自に焼ける.ocakd政Iδt

lovlap '"'"'yardl.かまどの火がめらめらと

燃えていた gune 日やけする.

yangm火事 '"'"'1 sondur-火事を消す

yanvar'，-n [J 1月. birinci '"'"' 1月 i日

Y句こだま.

YaIJaの方へ;のため.yagl~an '"'"' gid g品 雨

のため遅れる. gulkuden '"'"' ti回目笑いこ

ける.

YaIJ政ラ-gl ほほ.'"'"' mdan op-ほほにキスする.

YaIJI最近，ただ〉やっと'"'"'bir yはやっと l

年. 01 -----ge1di.かれ(かの女)は最近来た

ところだ.

Y明kl いましがた，その. '"'"' gelenいま来た

人.

yap 背，用水.'"'"'dan bokup g旬開講をとU守越す.

yap“閉じる， しめる，かぶせる. gapuu 

(pencir出j)'"門(窓)をしめる.ヰag削 n

ustune yorちan'"こどもの上にふとんを

カミける.

yap降下に下げる，垂らす.

yapon El本人日本の. '"'"' dili日本語.

Yaponiya 日本.

yaplk，-gI閉じた.gapl -----問がしまっている.

~ bogtm関音節(反)aclkbogtm. 

yapl~- すがりつく，くっつく.

yap札 -gl 葉 uzum ~l ブドウの葉

dokul-葉が落ちる.

yap凶da四葉が茂る.
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y沿・恋人

yar-(yar-) 切る，害1]るj暴発させる，犬がかむ.

gaVWl メロンを切る

y制傷，けが. gulle(ok) -----Sl弾丸(矢)の傷.

"'dan ol-けーがで死ぬ.

yara- 役に立つ，気にいる. Bu hic zada '"'"' 

mayar. これはなんの役にも立たない.

MenII) sozum oI)a -----madI.わたしのことば

はかれ〈かの女)の気にいらなかった.

yaradan造物主.

yarag武器，道具. sovllk-----刀剣類.

yaragh 武装した. "-g'δzgal勾武装蜂起.

y討札哲(犬)かむIt""' dal犬はかまない.

yarala凶けがをする.ayagmdan '"足にけがを

する a

y訂 叩1泣悪し¥(く)，ろくでもない ~ 

hova(adam)悪天候(人).

yaramh役立つ，有用な.

y註an味方，友だち.

yaran幽喜ばせる，満足させる.oI)a ~mak版1

かれ(この女)を満足させるのはむずかし

し¥

yara~- 和解する，休戦にする yolda拘 bilen '"'"' 

友だちと仲なおりする.

yan 半，半分圃 gi白夜中(に).n出anikin均

へ-ndaiy-食事を2時半にたベる.

yおUTI 半分の.-----sagat半時， 30分.y加varllJ

birinci -----1 月の前半. ~ aylav半円.

yãn~ 競争. ""'da oz-競争に勝つ.

yãn~-(yaæ;:-)競争する. yold~llJ bilen okuvda 

~友だちと勉強で競争する.
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yasa-手で作る.

yas1平らな. ----da与平らな石.

yasli 口託児所. cagal1l yasla ber-こどもを託

児所にあずける.

yassan幽枕にする.

y出 Slk，-gl まくら. per ----羽毛のまくら

da;;1まくらカバー.

y~1 歳;若い. Sen nace ----mda?君なん識?

yedi ----mda 7歳です.A包illlIJtogsan ""-'1 

dδld1 おじいさんは 90になった~出若

もの. ""'cIk a1maちょっと未熟のリンゴ¥

""' gor加国若く見える

y~2 涙 boyur-boyur ----dok-さめざめと涙を

こlます

ya;;-太陽が沈む.民n""'太陽が沈む.

ya手a-生きる，くらす，住む.ba出版suvs山~

p bi加eyarler.魚は水なしに生きられない.

~sm! 万歳. a)刊(yalIJlz)~わかれて(ひ

とりで)くらす.

ya与ar-涙が出る.

yã手artベy~art-)， -dyar涙ぐませる.

yä~aY1~，切l 生活

ya;;cik -→ya符ik

yã~da手間じ年ごろの(人).

y~11 繰の. ""' reIJkli緑色の.品~赤や青

色とりどりの.

ya卵、かくす，しまいこむ.otlucopi cagalardan 

~マッチをこどもからかくす.

ya;;llk，-gt 青年時代，青春，若さ.OZ""'lill yatla-

自分の青春を思い出す. ----ma gararnazdan 

若いのにもかかわらず.
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ya宇治籍口 .bir ""' pomidor一箱のトマト.

pocta ""'i郵便箱

y~uh 老人.

yat¥-dl記櫨."'"'md加体ar- 忘れる ~danayt-

そらで言う. ~ da sakla-おぼえる，暗記

する. '"'"'a du令頭にうかぶ. ~ tut-おぼ

える.

yar，-dl他の，他人の. '"'"' adam地人.

yat幽横になる，ねる，横たわる，ある，病気

でねる，静まる，しおれる yi凶n(arkan) ""-' 

うつぶせに(あおむけに)ねる. uc-dδrt gun 

'"'"'3・4日ふせる.h31羽sat""'烈風がおさ

まる.

yatak，-gl 家畜小屋. goyun(slgrr) ""'1 ヒツジ

(牛)小屋.

yatakl1ana寄宿舎.

yatlトねむれる.tomus d~arda ~夏は外でね

むれる.

yatl1nllk，-gl 1首、泊のー iki"'"' Yδ1 2治の道.

yat1r-ねかせる，メIJる，静める.C<1ga13l1 "'"こ

どもたちをねかせる.duza ~塩につける.

ot '"'-'草を刈る.

yatla個思い出す.OZ yã~hgml "'"自分の青春を

思い出す.

yatlat醐(yatlat-)，-dyar思い出させる. okmψ131'3 

oy I~inì ~学生に市題を思い出させる

yay弓;かっこ icineaト かっこに入れ

る圃

yayb3IJ広い. ~ m3IJlay広いひたい.

ya)崎 m 広がる，ちらばる.gu出1I)or色1伊lt""-' 

うわさが大変はやく広がる.
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ya戸め，-dyar広げる. gazetleri kopcilige .......，新

開を大衆に広げる

yaz春. .......， geldi春が来た. ""-' kanikuh春休

み.

yaz-' 書く. adresini y辺，住所を書く

y位白(yaz-f広げる，延ばす. bil凶~腰をの

ばす.sacak ""-'テーブルクロスを広げる.

yaz-はずれる. yakaSlDlI) iligi ""-'えりのボタ

ンがはずれる.

y配伽四書かせる. hat .......，手紙を書かせる.

yaz(l!r-はずす，解く.iligini "'-'ボタンをはず

す.

yazgl記録文書，メモ. yol """"Ian旅のメモ

yazlCI作家. uh .......，立派な作家.

YazJl'ドι幡予1

~ノ;J、説が蓄カか為司jれ1る.

yazJf-広がる，延びる. kece1er ye印~フェ

ノレトが地上に広がる.

y註111a春に，春には

yazlIk，-gI春の. .......， bugday春ムギ.

yazma書くこと .......， harpl訂筆記体の字.

y出 uv文字詰出脅し書き方.Arap """"1アラどア

文字. "'-' duz耕ni書法

yαli 7........， y~d加 yetmi与 yã~acenli老いも若き

も(7歳から 70歳まで).

y吋inci第 7(の)， 7番自(の). ""-' norabr' 11 

月 7日

yegenおい，甥.

yeke ひとつの，ひとりで，単一の.へ~cegün 1 

日たりとも "-'minuthem 分も ~ 

yã~a幽ひとりでくらす.
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yekelilく，-gl単独， 1. """"de片手a・単身でくらす

yeke-tlli<:ただひとつの "-' ogulひとりの息

子.

ye~enbe 日曜日

yeI風.g時lda~ "-'向かし、風 deginneni風

車場. "-' tur-風が吹く

yelek，-giベン，羽.

yeIimのり，にかわ.kaglZ3 "-'伊ト紙にのり

をつける agac"-'iにかわ.

ye1ken帆. "-'i goyber-(cek-) '1凡を下げる(上げ

る).

yehne四のりづけする. kaglzlan "-'紙をはり

あわせる.

yelpevac，-c1扇.

yem~ik，-gi ぺしゃんこな. burm "-'鼻がぺし

ゃんこだ.

yene さらに，また，そのうえ birkas巴cay

i十もういっぱい茶をのむ.

yeI)袖. "-'sizko戸lek袖なしシャツ

yeI)-勝つ. du抑制~敵に勝つ.

yeI)il軽し、(反)agJr，容易な. ""-' ma抑軽自動

車. "-' ì~ 簡単な仕事.

yeりilγlJler負ける.söve~de .......，戦争に負ける.

yel)i~，-I) ~i 勝手11，成功，成果........， g凶作勝利

する.

yelJle-へる，軽くなる. iki kilo"""" 2キロへ

る手ler""-'仕事が軽くなる.

yeI)se うなじ，首すじ;うしろ yeI)saI)iga戸開

首すじをかく yerJsalJeovriil-うしろを向

く. """"sinden aytーかげ、口をたたく

yelJlet-へらす，軽く(少なく)する.agranum "'"' 
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呂方をへらす cezasml 罰を軽くする.

yer 大地，地球，地面，土地，その場，とこ

ろ titre- 地震がおこる

togalagJ(明n)地球 sur骨耕す動 bu'"'-' 

gatl1sS1ここはとても暑い.'"'-'inden t世起

きあがる '"'-'ineの代わりにー '"'-'ineyetir-

実行する.

yeri さあ，おい'"'-'，nameay佃 lakCI?おい，な

にを言う気だ?

yer均ー位置する，置かれる，はいれる，仕事

につく，落ちつく. t臨む ~äher匂 merk位inde

~劇場は市の中心lこ位置する. avtobusa 

~パスにはいる.

yerle~dir- 位置づける，置く，入れる. SrrkaVl 

keselliana -----病人を病院に入れる.

yerli その土地の，現地の. '"'-' halk原住民

'"'-' vagt現地時間.

yerli-yerinde あるべき所に.

yersiz土地のない

yesIr捕虜. ----al-(tuト)捕虜にする'" dü~

捕虜になる.

yet-足りる，追いつく，着く，遣する.guyc '" 

me-力が足りない.詳here'"'-'町に着く

'"'-'ip gel-近づく. bir y匂ma----en gole 1 

歳になった牛.

yeterlilャgi十分な匂yyarhkslz十分な準備

のない.

yetim 孤児. '" gal幽孤児になる

yetι 届ける，延ばす，導く.haI1 eyesine '"'-'手

紙を宛先に届ける. azat dum1U~ '"自由

な生活に導く yerine 実行する.
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yeti~- 成人する，熟す;上遣する，関にあう

iyrrlÍ~ler m低五11'"果物がよく熟す.δtIa

~汽車に間にあう

yeti~dか育てる，栽培する;つれて行く .δn

caga ----- 10人の子を育てる.gul""花を

作る.yδlagctlan samolyota -----乗客を飛行

機につれて行く

yennezcl出，-gl 不足，欠点'"'-'et-不足する.

yetmi~ 70. '"'-' yã~a- 70年生きる.

Yevropa ヨーロツノミ‘

)'1g-集める，取り入れる，メIjる.pagta (uzum) 

~綿(ブドウ)を取り入れる.ot '"革を刈

る

ylg1m 取入れ，収穫.

ylglmcl 取り入れる人

ylgU油編集物. eserler '"'-'SI作品集.

ylglr-，-grar しわに-tる， しかめる，まげる.

ko戸legil)etegini シャツのすそをしわ

にする.ayaklamu '"'-'Ip otur-足を折って鹿

る.

ylgna-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

icerini 部屋を片づける.

ylgn比，-gJ会議，集会. um加 U""総会. '"'-'1 

ac-(yap-)会を開く(閉じる). a句-eneler'"'-'1 

父母の会.

Y申1aJト集まる.

yIk-こわす， 1到す，突き落とす ca) ' 1 家

をこわす.agacl '"木をたおす.年比ぼa'"'-'

穴に落とす.

yIlGl- こわれる，倒れる，落ちる.kopri '"橋



126 

がこわれる yuzin うつぶせに倒れる.

agacdan "-'木から落ちる.

yll年.gelcek(oten， $u) "-'来(去，今)年.B廿~

daδ11 iki ay bar. 1年には 12か月がある.

'""'-' bOyl年中.

ydan へピ，己 zaherli'""'-'毒へと、¥'"'-'zaheri 

ヘピの毒凶1へビの年.

ylldam快速の. ----at快速の馬.

yJ!dmm稲妻. "'-' ur-雷が落ちる.

ylldlZ星 Demirg泣 tk'"'-'1北極星.

y!lgm タマリスク，御柳(植物).

y!lgl子ほほえむ.kopmamh ~意味深長にほ

ほえむ.

ylh暖かし、(く). ~地1m 暖流

Ylhhk，-gl 暖かさ，温度.

yl1kJJ 1年の.

yIlkJ2 午，馬群.'"'-'y出ウマの年

ylJ1ap年間年も恥 kop"-'長年のあいだ

yIlhk，-gl年の;年祭"-'girdeci年収.δn"-'

lO年祭

ylh11a-磨く，かんなをかける. tagtam ----板

をけずる.

yut旬破る. hatIan ----手紙を破る

yl丘lCl猛獣，肉食の. '"'-' hayvanlar 肉食獣

ylrtlk，-gI破れた;破れ"-'ko吋3破れ靴.

yigit，-di青年. "'-' ctk-成ノ¥する.

yigrinu 20. "-' ya$lJ 20歳の，

yigIiminci第 20(の)， 20番目(の).~ avgustda 

8月 20日に.

yilik，哲髄 OlJurgaSÜl)凶niり ~1 脊髄.

yitーなくなる，失われる.

一般言語学論叢第 12号 (2009)

yiti するどい，やけつくような. "-' pl早出す

るどいナイフ. "-' oglan利口なこども.

~ bu勾鋭角.

yitir-失う，見失う. aCaJ加1 "-'かぎを失う

hU$1111 '"'-'失神する.

yoda(yoda)小選. '"'-' bilen bar-小道を行く

yogal-(yogal-)なくなる，死ぬ.

yo前1太い，太った(反)ince. "-'田pak(tayak)

太い糸(捧). "-'写ekimli後母音

yogna・太くなる.agac biraz "-'木が少し太る.

yogsa さもないと

yogsa-da もしかすると. "-' du戸1sen ylgnaga 

gelipmidIIJ?もしかすると君きのう会に来

ていたので、は?

刊にさ1ない，いいえ Buyerde hlc kim ~こ

こにはだれもいない.

yol←くつつく，感染する.

yokancパl伝染性の. "-' kesel伝染病.

YOkar(l)上，上に，上の，高い.dagllJ yokarsma 

çtk- 山のてっぺんにのぼる~ biili上質

の. "--' baba高値. "-' gal-上にあがる.

yokarkJ上の，上記の. "-' dod法上口びる.

yokarlan-あがる，のぼる.

yokarbgma上へ，上の方に，東へ. "--' at-上

にむけて撃つ. "-' git-東へ行く

yδl道.hova "-'1空路.dUlmU$ "-'1人生j庇路.

~切12ak b01SlInl道中ご無事で!

yoトひき抜く，もぎ取る yupl 紐をちぎ

る.

yolagcl旅人，乗客. "-' samolyotl旅客機.

yolbars ライオン.
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yδlb~l 指導者

yδlba子供出，-gI指導力，指導.

yoldel.?友だち，仲間 mekdep '""'--1学友.

yolka口モミの木.

yδlla-送る. hat(sovgat) '""'--手紙(送り物)を送

る.

yolu1ャgyar会う .Menk均edeyolda手lffia'""'--dl1TI. 

通りで、友だ.ちに合った.

yõnu~ga かんなくず.

yor-言い当てる，解く.matal "-なぞを解く

yorga馬の側対歩

yorganふとん.ca酔IDI)US凶ne"-yap-こども

にふとんをかける

yorun凶クローノ〈ー.

yovar農家の手伝い，勤労奉仕.

yov~an ヨモギ.

y8ne無料で，ただ，なに気なく;しかしIatabl

.-.....- ber回本をただでやる. Me叩nyal11勾りa

barrηI註ma羽ιa北a

ころへ行くつもりだだ、つたが担侍寺間がなかつ

た

y8nekey簡単な，普通の，気さくな mesele

簡単な問題. .-.....-adan1気さくな人.

y8neト(yonel-) 向かう. mekdebe b故五~判交

の方へ向かう

y8r しつづける. Sen name i~läp '"'"'Sl匂?君

なにしているの?

yδI・e-歩く，進む.伊lt(hayal)'"'-'はやく(ゆっ

くり)歩く. oth yorap ba手la幽汽車が動き出

す.

yorelge /J、道，習慣，伝統.
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戸市ε特別の(に)‘

yörü~，-母i 移動，行進，行軍 mm寺1 1五輩出.

hach '""'"'ler十字軍.

Yugoslaviyaユーゴスラピア

y瓜ca薄して反)aghl)，gur. 陥glZ(yorgan)薄

い紙(ふとん). '""'--(掛けsa号薄して濃しす髪.

yum- 口(呂)をとじる goz'"'"'呂をとじる.

y凶n北，-gI巻糸，糸束. bir "-Y句ひと巻の

五丑.

〉叩nor司ユーモア唱

yumn丸い突起， こぶ.

y山町uk，-gl こぶしげんこつ.gaplDl '""'--bilen 

kak- 1，'アをげんこつでたたく.

yumurtga卵， '""'--nnJ agl(SarlS1)卵の自身(黄身)，

yumu~，-m~l 依頼，課題，話題 ""1 yerine yetir-

依頼を実現させる.

yum:;;a-軟らかくなる.

yum:;;ak，哲軟らかい，おだやかな， "" sac [1攻

らかい髪， "" admnおだやかな人.

yum:;;akhk必軟化， '"'"' belgisi軟音符¥

yum:;;at“軟らかくする.

yurt，-cl!国，毘土'""'--1l111Zわが国. da:;;ml '""'--

dilleri外国語.

界lV- 先う， kir'""'--洗濯する.戸以ini 顔を

洗う.

yuva野生ネギ.

yuvan塩気のない，薄い'"'-'cay うすい茶.

yuvel.?静かないこ)，おとなしし¥(く).""cad加ご

く者争かに， '"'-' sozle-(geple-， gurle-)静かに

話す.

yuvel.?a-青争カミになる， .おさまる，弱まる， yel '""'--
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風がおさまる.

yuvun-，-vnar からだ(顔)を洗う，入浴する

sabm bilen .-.....，石けんでからだを洗う

yuvutγdyarのみこむ陪l111kbilen '"'-'やっと

のみこむ.

yuk 祷物. .-.....， mah荷運びの家畜. .-.....，)叫de-

荷をつむ.SI伊肝油1OZUl1e .-.....， daL牛のつ

のは本人にとって荷物で、はない.

yukcl荷づみ労働者.

yukle-荷をつむ，負わせる.aglf ~重いもの

をのせる.

YUlJ毛(の). .-.....， mata毛織物. gOyw1( duye) .-.....， 

I ヒツジ(ラクダ)の毛.

yupひも，縞，縄. .-.....， bilen daI)-ひもでしば

る.

yupek，-gi縞邸lrcUglかし、こ. '"'-' mata絹

織物.

yul右k，-gi心臓，心 keseli心臓病.'-"""imgaむ

wyar.絢がどきどきしている. tov~an .-.....， 

臆病もの.

YUZI 顔，面，側面，刃..-.....， uniyuト顔を洗う

'"'-' tut-顔を向ける.SUVUI) '-"""unde水面に.

koc泊nil}01 '"'-'伽egec幽通りの向う側に渡

る plcagtI].-.....，jナイフの刃.

yui 100. .-....-protsent 100ノf一セント.

yi怪泳ぐ.北ill1lI)tersine 流れに逆って泳

ぐ

yuzin うつぶせに(反)剖(an. .-.....， ylkll-(yat-)う

つぶせに倒れる(ねる).

yuzlen- 向かう，申し出る，呼びかける.derya 

t担<:1p.-.....， )11の方へ向かう.'-"""mesozlem感
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言詩文

メizley 浅し、(く)，さ"っと，表面的ないこ). .-.....， 

SUfUm 浅い耕作. .-.....， biトさやっと知る.

〉喝説19ara ずうずうしし¥(人). .-.....， et-恥をかか

せる.

yuzuk，-gi指輪，環. altm .-.....，金の指輪.

Z 

m泊z口 I主 文巴t-注文する.

zaman時代，時期， s寺市1). ha血女現代，

現在時. oten (gelcek) '"'-'過去(未来)時

語r必要 gonnage'"'-' bol-どうしても見(会

しすたい

Z抑，-bl力，圧力. "-' bileロU子力いっぱし、打

つ. y吋inidord巴"-' et- 7を4に掛ける.

zat，-dl物，事.bir .-.....，なにか，あるもの(こと).

凶号~なにもない‘

zav凶口工場. gant '-"""1製糖工場.

zayaだ、めになった. .-.....， bol-だめになる，く

さる.

詑 lel損害 巴:t-害を与える.

zer金，金色の;組みひも.

ze而r必要な. .-....-~ert 必要な条件.

zerul怯哲必要性. MunUI) '-"""1 bぉmI?これ必

要か?

zeyren開不平をいう，こぼす. oglundan .-.....，怠

子のことをこぼす.

zaher毒. yIlan .-.....，iへピの毒

zaherli毒のある. .-.....， komlek (y!lゐ1)毒キノコ

(ヘビ).

域hmet労働.~ adan11afl労働者."-' cekーは
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たらく ---hakl労民

zähmetke~ 労働者，はたらきものの

Zlbnせかすばやく走る.

zmclr鎖，回路目 demir~鉄の鎖.巴lek出k""'

1電気自路.

Zillclrh鎖のついた

ZllJ-投げる. d~駄目ek) ---石(土くれ)を投げ

る

Zlyan害. ---ber-害を与える.

zol たえず，いつも‘ gidlgal-いつも遅れ

る.

zδr力，力のある，濃い.matematikadan ---数

学に強い凶---corba濃いスープ.---bilen 

力ずくで，やっと

zδrdanやっと，ヵ、ろうじて. Biz ---匂せimize

yetdik.われわれはかろうじて家に着いた
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