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[資料・研究ノート] 

ニヴフ語アムール方言の基礎語彙 2 

 

白 石 英 才（札幌学院大学） 

丹 菊 逸 治（北海道大学） 

 

1.はじめに 

 2012 年 8 月 18 日から 9 月 1 日にかけて丹菊逸治（北海道大学、アイヌ・先住民研究セン

ター）、水島未記（北海道開拓記念館）、白石英才（札幌学院大学）の 3 名がアムール川下

流域においてニヴフ語アムール方言の調査を行った。調査期間中 7 名の話者と面会し、中

川・佐藤・斉藤 (1993) に収録されている基礎語彙 222 語を採録した。このうち 7 名中最高

齢であるパナク・テミナ氏から採録した基礎語彙を白石・丹菊（2013）にて紹介した。本

稿では同調査から得られた録音のうちエカテリナ・ラニナ氏およびアルビナ・ユシキナ氏

の基礎語彙資料を紹介する。 

 

調査日程 

8 月 18 日 （土）13:10 新千歳空港発、同日ユジノ・サハリンスクにてハバロフスク行国

内線に乗り換え。 

8 月 18 日 （土）19:35 ハバロフスク着。 

8 月 19 日 （日）ハバロフスク滞在。 

8 月 20 日 （月）ハバロフスク近郊にて話者と面会調査。 

8 月 21 日 （火）ハバロフスク発ニコラエフスク着。以後ニコラエフスクにて調査。 

8 月 28 日 （火）ニコラエフスク発、ハバロフスク到着。 

8 月 30 日 （木）ハバロフスク近郊にて話者と面会調査。 

8 月 31 日 （金）20:35 ハバロフスク発、21:50 ユジノ・サハリンスク着。 

9 月 1 日 （土）13:00 ユジノ・サハリンスク発。12:20 新千歳空港着。解散。 

 

調査対象者一覧 

氏名 出身地 現住地 生年 性別 

パナク・テミナ メニシコヴァ ニコラエフスク 1924 女性 

エカテリナ・ラニナ マチラヴォ ハバロフスク 1928 女性 

ナデジュダ・カウナ コリニコルスク ハバロフスク 1929 女性 

アレクサンドラ・ヴィングン ヴァイル ニコラエフスク 1935 女性 

リュボフ・プニジナ マゴ ニコラエフスク 1939 女性 

フェドシャ・ヴァラエナ ムズム ニコラエフスク 1944 女性 

アルビナ・ユシキナ チョミ アレーエフカ 1948 女性 
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2. 話者について 

エカテリナ・ラニナ Ekaterina Kul’kinovna Lanina (通称 Galia) 

1928 年アムール川河口から 100 キロほど遡った左岸に位置するマチラヴォ (Machlavo) 

に生まれる（図 1 参照）。ラニナ氏は 1930 年代にソビエトの国策により実施されたニヴフ

語教育を経験した貴重な世代である。当時はラテン式アルファベット（ローマ字）により

ニヴフ語を表記したため、現行のキリル文字によるニヴフ語表記を後に習得するのに苦労

したという。ニヴフの言語と文化の伝承者として自らも記録をまとめ、2007 年にサハリン

にて公刊した『Nivxgu mrolf tor』（ニヴフの昔の風習）は文（ニヴフ語）、挿絵ともに自ら手

掛けた第一級の資料である。2013 年 9 月にハバロフスクの自宅にて惜しまれつつ亡くなっ

た。心からお悔やみ申し上げたい。 

 

アルビナ・ユシキナ Al’bina Akimovna Iushkina 

1948 年チョミ生まれ。チョミはアムール川河口から 50km ほど南に下った、間宮海峡に

面したニヴフの村（現在は存在しない）。長らくアムール川河口に面したプロンゲで学校の

教員をしていたが、定年後の現在はアレーエフカ村にて年金生活を送る。 

 

図 1 主要地名入り地図 

  

 

3.ニヴフ語表記について 

ニヴフ語表記には原則として国際音声字母（IPA）を用いたが、文書編集の都合上それ以

外のフォントも一部使用した（řと X）。 

 

表 1  母音 i  ɨ  u  

e  o 

      a 

プロンゲ 

アレーエフカ 

ユジノ・サハリンスク 

マチラヴォ 

ニコラエフスク 

チョミ 
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表 2 子音 

 唇音 歯茎音 硬口蓋音 軟口蓋音 口蓋垂音 喉頭音 

有気閉鎖音 pʰ tʰ ʧʰ kʰ qʰ  

無気閉鎖音 p t ʧ k q  

有声閉鎖音 b d ʤ g   

無声摩擦音 f ř   s  x X  

有声摩擦音 v r   z  ɣ ʁ  

鼻音 m n ɲ ŋ   

側音  l     

わたり音  j    h 

補助記号 ʲ は口蓋化を表す。 

 

聞き起こしは白石と丹菊で別々に行った。二人の聞き起こし結果が異なる語彙項目につ

いては丹菊の聞き起こし結果も併記した（T のついている語形）。採録時に例文の中で示さ

れた語形とそこから想定される単独発話時の語形は別に示した。前者は形態素を区切って

表示する。ロシア語由来の語はイタリックにした。また「わからない」という記述のあと

の語形はこちらから誘導した語形を示す（ただし例文は誘導していない）。なお oomのよう

に母音を連続して表記してある場合は長母音ではなく母音の連続を表す。 

 

謝辞 

調査にご協力くださった話者の方々、とりわけ故エカテリナ・ラニナ氏、アルビナ・ユ

シキナ氏、また調査に様々な形で便宜を図ってくださったマリナ・テミナ氏（ニコラエフ

スク教育大学）、マリナ・オシポヴァ氏（ロシア極東人文大学）に心より感謝申し上げたい。 

なお白石のロシア渡航・調査費用は東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所の

「研究未開発言語調査派遣事業」（平成 24 年度）によったことを記して感謝申し上げたい。 
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 日本語 エカテリナ・ラニナ アルビナ・ユシキナ 

1.  髪、髪の毛 ŋɨɲg (T: ŋɨɲɣ) ŋɨŋk (T: ŋɨŋku) 

2.  頭 ʧoŋř (T: ʧoŋr) ʧoŋř 

3.  
耳 

nos nos. nos xutɨ 耳の穴 (T: nos kutɨj, nos 

xuti). 

4.  目 ɲax (T: ɲaX) ɲax (T: ɲaX) 

5.  鼻 調査し落とし. mix. mix kʰutɨ 鼻の穴 (T: mixkutɨj). 

6.  口 ɨŋg (T: amɣ) ɨŋg, ɨŋk 

7.  歯 ŋɨus ŋɨɣs, ŋɨɨs 

8.  舌 hilɨx (T: hilx) hilx 

9.  （人の）爪 tɨkɨɲ (T: tɨkɲ) わからない. tɨkɨɲ (T: tɨkɲ) 

10.  足 ŋɨzl わからない. 

11.  脚 ŋɨʧx ŋɨʧx 

12.  
ひざ 

pix わからない. pix. pix-kir tuz-ʧ ヒザを

ぶつけた. 

13.  手 tɨmk tɨmk 

14.  腕 tot わからない. 

15.  
おなか、腹 

qox (T: qoX) qox (T: qoX). maŋgut qox qo-ʧ とても

お腹が痛い. 

16.  はらわた、腸 ŋɨus.「歯」と同じ. わからない. 

17.  首 qʰos qʰos 

18.  背中 kɨdɨř (T: kɨdr) ŋɨmʧ 腰. ŋɨmʧ ʁo-ʧ 腰が痛い. 

19.  乳、乳房 ŋɨrɣɨř (T: ŋɨrɣɨr) moʧ 女性の乳房. 

20.  心臓 ŋif ŋif 

21.  肝臓 tʰivs (T: tʰivz) わからない. 

22.  皮膚 ŋamaʤ. hal は「身体」. ŋɨuř 

23.  肉 ʧus ʧus 

24.  
血 

ŋař (T: ŋarř) ŋar. ɲi tuɲ-ux ŋar pʰu-ʧ 私の指から血

が出た. 

25.  骨 ŋɨɲf わからない. 

26.  脂（あぶら） tʰom. ŋoX は脂身. わからない. tʰom油. ŋoX 

27.  卵 ŋojeq (T: ŋojq) ŋojq. pʰʲeq ŋojq 鶏卵. 

28.  角 muřki (T: murki) murki 

29.  動物の爪 tɨkɨɲ わからない. 

30.  
尻尾、尾 

ŋɨki ŋɨki. ŋɨki-ɣir vʲelvʲel ha-ʧ 尾を振って

いる. 

31.  翼、羽 ŋɨrɣɨř, ŋɨrř (T: ŋɨrŋɨr) わからない. 

32.  羽毛 tupr わからない. tupr (T: tupř) 
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33.  動物 ŋa ŋa 

34.  魚 ʧʰo ʧʰo 

35.  蛇 kɨlɨ ŋa kɨlɨ ŋa 

36.  鳥 pɨj ŋa. ʧevřq 小鳥. pɨj ŋa (T: puj ŋa) 

37.  犬 qan (T: qʰan) qan (T: qʰan) 

38.  虫 ŋa tap 蛾. pʰʲenq 蚊. わからない. 

39.  木 ʧiiř ʧiɣř (T: tiʁr) 

40.  
草 

pʰofʧaq 背の低い草 (T: pʰofʧɨq). 

ʧŋɨr は刈取り用の背の高い草. 

ʧŋɨr. ʧŋɨr xu-ʧ 草を刈る. 

41.  
種子、種 

昔はなかった. tʰoas ハイマツの実 

(T: toos, toʁs). 

tʰoʁs ハイマツの実. 

42.  
実 

昔はなかった. als ベリー. わからない. als ベリー. mʲezla als ナ

ナカマド. pʰuk キノコ. 

43.  
花 

papak papak. tuk poʧurla papak tam-ʧ ここに

はきれいな花がたくさんある. 

44.  葉 ʧomř (T: ʧomr) ʧomř (T: ʧomr) 

45.  

根 

os. vizlɨx ツル性の根. わからない. tʰuks coŋř-kir holaʧ 

nɨtʰa-ʧヒメイワタデの頭 (?) でホラ

ジ料理を作った. 

46.  樹皮 oom hivs 

47.  女 umgu umgu 

48.  男 utku utku 

49.  人 ɲivx ɲivx 

50.  父 ɨtɨk ɨtɨk 

51.  母 ɨmɨk ɨmɨk 

52.  祖父 atak (T: atɨk) atak 

53.  祖母 ɨʧik (T: aʧik) ɨʧik 

54.  人間の子、子

供 

oala (T: oola) oola. oʁla はサハリンの言葉. 

55.  孫 ɲoala oala 子と同じ. (T: ɲoolaoola) aʧik 小さい子供. 

56.  兄 ɨkɨn ɨkɨn 

57.  
弟 

aʧk (T: aʧik) maʧki ɨkɨn 年下の兄. maʧki utku aʧik

弟. 

58.  姉 nanak (T: nanaq) nanak (T: nanaq) 

59.  妹 aʧk (T: aʧik). ranř（T: lanr) maʧki aʧik. maʧki umgu aʧik 

60.  妻 umgu. ɲ-umgu 私の妻. umgu. ɲ-umgu 私の妻. 

61.  夫 utku. ɲ-utku 私の夫. utku. ɲ-utku 私の夫. 

62.  私 ɲi ɲi 
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63.  あなた ʧʰi ʧʰi 

64.  彼 iv if 

65.  私たち ɲɨŋ (T: ɲeŋ) ɲɨŋ 

66.  あなたたち ʧʰɨŋ ʧʰɨŋ 

67.  彼ら imŋ imŋ 

68.  これ tɨʤ tɨʤ 

69.  あれ hɨʤ  ajn (T: aɲ) 

70.  誰 aŋ aŋ ŋa (T: aŋa) 

71.  何 siʤ siʤ ŋa 

72.  いつ ɨɣr, ɨɨr ɨɣřk 

73.  どこ řajn. ɲ-ɨjn 私のところ řak 

74.  どのように jagor   jaguř. jagut 

75.  無い qʰaukra qʰaukra 

76.  他の enaʤ enaʧ (T: enaʤ) 

77.  全部、すべて sɨk sɨk 

78.  たくさん、多

い 

malʁoʧ (T: malɣoʤ) malʁoʤ (T: malɣoʤ) 

79.  若干、いくつ

か、いくらか 

ʧup qʰauʤ なにもない. siʤ hagin qʰauʤ 何もない. 

80.  いくつ řaŋs řaŋs 

81.  
少ない 

hɨskʧ ɲiɲɨq (T: ɲiɲak). ɲiɲɨq als ɲ-imɣ-ʧ ベリ

ーを私に少しくれた. 

82.  ひとつ ɲaqř. ɲeɲ 魚 1 匹 ɲaqř 

83.  ひとり ɲeɲ (T: ɲiɲ) ɲiɲ (T: ɲin) 

84.  ふたり mʲaqř. mʲen ふたり. mor 魚 2 匹. mʲen (T: mʲin). mʲeqř ふたつ. 

85.  3 人 ʧaqr ɲivx. ʧaqř 三つ. ʧor 魚 3 匹. ʧɨx (T: ʧaX). ʧaqř三つ. 

86.  4 人 nɨr. nɨkř 調査し落とし. 

87.  5 人 tʰoř. tʰoqř 調査し落とし. 

88.  1 匹 qan ɲiɲ (T: ɲeɲ) ɲɨn (T: ɲin) 

89.  2 匹 qan mor (T: moor) moř 

90.  3 匹 ʧor (T: ʧoor) ʧoř. qan ʧoř 犬 3 匹. 

91.  4 匹 nuř (T: nuur) nur. qan nur 犬 4 匹. 

92.  5 匹 tʰor tʰoqr 

93.  
大きい 

pilʤ. pilkar. pɨlkar (T: pilqar) pila. pilʤ. pilɨ, tɨ utku pilɨ oɲ その男は

背が高い. 

94.  
長い 

kɨlʧ (T: kɨʤ) kɨlʧ (T: kɨlʤ). tɨr kɨl-ʧ 机が長い. kɨlɨ 

ŋɨnk 長い顔. 

95.  小さい maʧkiʧ (T: maʧkiʤ) maʧkiʧ (T: maʧkiʤ) 
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96.  短い pʰŋaqʧ わからない. pʰXakʧ 

97.  飲む raʤ. ʧʰaX tʰa-nɨ-ʤ 水を飲む. raʧ (T: raʤ) 

98.  吸う momoʧ (T: momoʤ) momoʧ (T: momoʤ) 

99.  食べる iɲʤ iɲʧ (T: iɲʤ) 

100.  
噛む、かみつ

く 

vavuʤ. ʧuz vavu-ʤ 肉を噛む. Xauʤ (?). vovuʧ (T: vovuʤ). ɲi lep 

vovu-ʧ私はパンを噛む. ɲi cuz vovu-ʧ

私は肉を噛む. 

101.  唾 aari わからない. aari (T: aʁri) 

102.  吐く herʁat-ʧ (T: herʁa-ʤ) eruʧ (T: eruʤ) 

103.  息をする tʰaʤ tʰaʤ. tamx tʰa-ʤ タバコを吸う.  

104.  
見る 

jamaʧ (T: jamaʤ). ɲuʤ ɲuʧ (T: ɲuʤ). tɨ pitɣɨ ɲuja この本を見

なさい. ɲ-ama ja 私を見なさい. 

105.  聞く mɨʤ mɨʧ (T: mɨʤ) 

106.  嗅ぐ nuunuuʤ (T: nuɣnuɣʤ) わからない. 

107.  知る、知って

いる 

jiimʤ (T: jimʤ) jiimʧ (T: jimʤ). ɲi tɨ utku jiimʧra 私は

この男を知っている. 

108.  考える kʰɨmlɨʤ (T: kɨmlɨʤ) kʰɨmlɨʧ (T: kʰɨmlɨʤ) 

109.  眠る qʰoʤ qʰoʧ (T: qʰoʤ) 

110.  

生きる 

mořqaʧ 生きている. humʤ 住む. 

ɲi ʧorbaɣ-uin hum-ʤ 私はチョルバ

フに住んでいる. 

mořqaʧ 生きている(T: morqaʤ). 

humʤ住む. ɲi Prongix hum-ʤ私はプ

ロンゲに住んでいる. 

111.  死ぬ muʤ muʧ (T: muʤ) 

112.  
殺す 

iɣʤ. ɲivx kʰu-inɨ-ʤ 人を殺す. iɣʤ. ʧaqo-ɣir tɨ utku xu-ʧ ナイフでそ

の男を殺した. 

113.  泳ぐ mrɨʤ水浴びする. lɨřkʧ浮いている. řɨmʧ (T: řɨmʤ) 

114.  飛ぶ、飛行す

る 

pɨjʤ pɨjʧ (T: pujʤ) 

115.  
流れる 

punʤ 滴り落ちる. ɨjɣɨʤ わからない. ɨjɣɨʧ (T: ɨjɣʤ).  eri ɨjɣɨʧ

川が流れている. 

116.  歩く nɨŋʤ viʧ (T: viʤ) 

117.  来る pʰrɨʤ (T: prɨʤ) pʰrɨʧ. pʰrɨ ja 来なさい. 

118.  寝る、寝てい

る、横たわる 

porʤ porʧ (T: pʰorʤ) 

119.  座る、腰掛け

る 

huřtivʤ (T: hurtivʤ) hurtivʧ (T: hurtivʤ)  

120.  立つ ozʤ ozʧ (T: ozʤ) 

121.  落ちる、落下

する 

polʤ polʧ (T: polʤ) 
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122.  
押す 

erqʧ (T: erkʧ), vanʤ vanʧ (T: vaɲʤ). ɲi tɨ tʰoɣs van-ʤ ra 私

はこのハイマツの実を押しつぶす. 

123.  引っ張る iilɨʧ (T: irlʤ) iilɨʧ, ilɨʧ (T: irlʤ) 

124.  持つ evʤ řoʧ (T: řoʤ) 

125.  打つ zaʤ zaʧ (T: zaʤ) 

126.  与える iimɨʤ (T: iimʤ) imɨʧ (T: imʤ) 

127.  擦る xedrʤ. kɨdř kʰedrʤ 背中を掻く. xedrʧ (T: xedrʤ) 

128.  掻く、ひっか

く 

Xařpʧ (T: Xarpʧ) わからない. 

129.  
絞る 

ʁavʤ (T: ʁavʤ, Xavʤ) xezʧ. ɲi tɨ haʁs xez-ʧ 私はこの服を絞

る. ʁavʧ 

130.  

刺す 

espʧ. ɲi laŋr ʧʰev-ʤ 私はアザラシ

を刺す. 

tʰuʤ (T: tʰuʤ). viř ʧiɣř tʰu ja 行って木

を切ってこい. xɨvʧ, řɨvlɨʧ 傷つける. 

ʧaqo-ɣir pʰ-sev-ʧ ナイフで自分を刺

す. ʧuz haq-ʧ 肉を切る. 

131.  掘る xɨzʧ (T: xɨzʤ) xɨzʧ (T: xɨzʤ) 

132.  

切る 

jaqʧ. emqʧ. lep moq-ʧ パンを切る. 

ma haq-ʧ 干し魚を切る. ʧuz moq-ʧ

肉を切る. 

jaqʧ. lep jaq-ʧ パンを切る. 

 

133.  投げる pɨɣzʤ (T: pɨɨzʤ) pɨɣzʤ 

134.  結ぶ jupʧ わからない. 

135.  働く nɨdnɨʤ. orbotʧ. tɨŋzʧ (T: tuŋzʤ) orbotʧ 

136.  
数える 

juruʧ (T: juruʤ) juruʤ. juru ja 数えろ. tɨ ɲivɣgu uru ja

その人々の数を数えろ. 

137.  縫う pʰotʧ jotʧ 

138.  
洗う 

ʧXojʧuʧ (T: ʧXojʧuʧ) ʧXojʧuʧ (T: ʧXojʧuʤ). ezʁojʤ. tɨ huxt 

ezʁo-ʤ その服を洗う. 

139.  
拭く 

ɲevʤ (T: ŋevʤ) xedrʧ (T: xedrʤ). tɨmk xedr-ʧ 手を拭

く. 

140.  

煮る 

vɨjɲerʤ (T: vɨɲrʤ). pʰɨŋgajʤ. cʰo 

he-ʤ 魚を煮る. pʰeq ʁorqor-ʤ 鶏を

煮立たせる. 

vɨjɲir-ʤ (T: vɨɲirʤ). pɨɲx vɨjɲir-ʤ ス

ープを煮る. ʧʰo pɨɲx he-ʤ 魚のスー

プを煮る. 

141.  
踊る 

mɨuʤ. plisiʤ (T: prisiʤ) わからない. plisiʧ (T: prisɨʤ). ʧiɣʧ 

(T: tiɣʤ). ʧam ʧiɣ-ʧ シャマンが踊る. 

142.  歌う luʤ luʧ (T: luʤ) 

143.  笑う haʁaʧ (T: haXaʤ) haʁaʧ (T: haʁaʤ) 

144.  泣く toʤ toʤ 

145.  言う itʧ itʧ 
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146.  遊ぶ lerʤ lʲerʧ (T: lerʤ) 

147.  猟 ŋa ŋɨŋʤ ŋa ŋɨŋʧ (T: ŋa ŋɨŋʤ) 

148.  
射る、撃つ 

Xaʤ Xaʧ (T: Xaʤ). mɨuʧo-ɣir Xa-ʧ 銃で撃

つ. 

149.  
戦う 

昔の人は戦わなかった. vaʤ 争う. tɨmruʧ (T: tuŋrʤɣu). utku-gu 

tɨmru-ʤ-ɣu 男たちが戦う. 

150.  
怖がる、恐れ

る 

heʁaʤ. iɣluʤ. hɨ ola qan kʰlu-ʤその

子は犬を恐れている. 

heʁaʧ 驚く(T: xeʁaʤ). ɲi tɨ ɲivx kʰlu-ʧ

私はその人を恐れる. utku xlu-ʧ 男を

恐れる. 

151.  空 ʧlɨ (T: ʧlu) ʧlɨ 

152.  太陽 kʰeŋ kʰʲeŋ (T: kʰeŋ) 

153.  月 loŋ loŋ 

154.  
星 

uɲɣɨr (T: uɲɣr) uɲxř. tɨ ʧlɨ-ux uɲxř-ku tam-ʧ この空に

は星がたくさんある. 

155.  水 ʧʰaX ʧʰaX 

156.  氷 lur luř 

157.  雪 ŋaqr (T: ŋaqř) ŋaqř (T: ŋaqr) 

158.  雨 lɨx kɨʤ 雨が降っている. lɨx kɨʤ 雨が降っている. 

159.  風 la teʁʤ 風が吹いている. la teʁʤ 風が吹いている. 

160.  石 paX paX 

161.  砂 maX わからない. 

162.  塩 tafʧ (T: tʰafʧ) tafʧ 

163.  土 mif mif 

164.  雲 laX わからない. 

165.  霧 ʧʰɨlu tlɨ. tlɨ vukvuk-ʧ 霧が濃い. 

166.  ほこり 昔はなかった. ŋalsqoʤ 汚い.  わからない. 

167.  煙 tʰuf わからない. 

168.  火 tʰuur tʰuɣř (T: tʰuʁř) 

169.  
灰 

plɨŋg 燃えさし. hims タバコの灰.  ʧʰem (?) わからない. tamx hims タバ

コの灰. 

170.  
燃える 

uʤ uʧ (T: uʤ). tʰuɣř u-gu ja火を燃やしな

さい. 

171.  （風が）吹く fuvʤ わからない. fuvʧ (T: fuvʤ) 

172.  凍る kʰɨŋinɨʤ. hoʁ-ʧ 寒い (T: Xoʁʤ).  hoʁoʧ (T: hoʁʤ) 

173.  
割れる 

moqrʤ棒が折れた. tɨr ʧosqʧ机が壊

れた.  

ʧesqoʧ. tɨ ʧiɣr ʧesqo ja この木を割り

なさい. zosqʧ (物を) 壊す. 
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174.  

向く、曲る 

pʰirkʧ (T: pʰiřkʧ) 

 

pʰiŋrʧ (T: pʰiŋrʤ). aqr-tox pʰ-iŋr 

tukr-tox pʰ-iŋrあっちを向いてこっち

を向いて. 

175.  
ふくれる 

tʰivʤ pʰɨŋʧ (T: pʰuŋʤ).  ɲ-duɲ maŋgur 

pʰɨŋ-ʧ 私の指がとても腫れた. 

176.  道 ʧif ʧif. tɨ ʤif-kir vi-da この道を行くよ. 

177.  
林 

そういう言葉はない. ʧiɣr ŋɨ (T: ʧiir 

ŋɨ) 

pal タイガ. pal ɨs タイガの主. 

178.  湖 tu わからない. tu 

179.  
海 

kʰeřq (T: keřq) kʰeřq. kʰeřq pʰin ɲivɣ-ɣu 海沿いに住

む人々. 

180.  山 pal pal 

181.  
川 

eri eri 

 

182.  
白い 

qalʁalaʧ. qana bos 白い布. tovla raq

米. 

qalʁalaʧ (T: qalʁalaʤ) 

183.  黒い vulvulɨʤ (T: vɨlvɨlɨʤ) vulvuluʤ (T: vulvulʤ) 

184.  
赤い 

heloʤ (T: heluʤ). helo bos 赤い布. 

paʁʤ, paaʤ 

paʁʧ (T: paʁʤ) 

185.  
緑 

ɲlajzvalaʤ (T: ɲlajzbalaʤ). ɲlajz は

草の種類. 

わからない. ɲlajs は葉. 

ɲlajz-valvala-ʧ 葉のような色. 

186.  
黄色 

evřqvalaʧ (T: evrqvalaʤ) わからない. kʰeq nonq vala-ʧ 子ギツ

ネのような色. evrqvalaʤ 

187.  年 aɲ aɲ 

188.  日 muuf (T: muʁv) muuf 

189.  晩、夜 uřk, urk urk 

190.  暑い、熱い qʰavʤ qʰavʧ (T: qʰavʤ) 

191.  
冷たい 

tuzʤ. tivla ʧʰaX 冷たい水 (T: tʰivla 

ʧʰaX) . 

tivʧ (T: tivʤ) 

192.  新しい ʧuzʤ ʧuz aɲ 新しい年. ʧuz huxt 新しい服. 

193.  
古い 

mrolvʤ (T: mlorvʤ). hɨjmʤ mrolvʤ. mrolf ki古い靴. hemr ɲivx老

いた人. 

194.  良い urla ʁan hekɨla ɲivx (T: heqla)良い人. nama-ʧ 

195.  悪い ɨkis qan ɨkis. ɨkila ɲivx 悪い人. 

196.  正しい わからない. urla ŋafq 良い友 hekɨla ŋafq (T: heqla)良い友. 

197.  丸い pulbuluʧ (T: pulbulʤ) pulbuluʧ (T: pulbulʤ) 

198.  
まっすぐ 

mɨkrʤ mɨkr. mɨkr-kir vi ja まっすぐ行きなさ

い. 
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199.  
狭い 

nokʧ (T: noskʧ) わからない. tɨ kujva maŋgur nok-ʧ こ

の指輪はとても狭い. toʧ は太い. 

200.  広い verʤ vʲerʧ (T: verʤ) 

201.  薄い hiskiʤ nokʧ 

202.  厚い virkɨrʤ toʤ 

203.  乾いた ʧʰeʤ (T: ʧeʤ). ʧʰevuʤ (T: ʧeuʤ) ʧʰeʧ 

204.  濡れた ʧʰefʧʰevaʧ (T: ʧʰefʧʰevɨʧ)  ʧʰefʧʰevʧ (T: ʧʰefʧʰvuʤ) 

205.  
腐った 

vɨɨrxʤ. vɨɨrx-xɨt-ʧ 腐っている. 

vɨɨrk-ɣɨt-ʧ 

わからない. vɨɨřkʧ (T: vɨřkʧ). ɲ-ruɲ 

vɨɨřkʧ 私の指が腐った. 

206.  汚い ŋalskoʤ (T: ŋalsqoʤ) ŋalskoʧ (T: ŋalsquʤ) 

207.  切れる、鋭い tʰunʤ tʰunʤ 

208.  
切れない、鈍

い 

tux molmoloʧ 斧が切れない (T: 

molmolʤ). ʧaqo mɨjmɨjʧナイフが切

れない (T: mɨjmɨjʤ). 

keskezɨʧ (T: keskezuʤ). ʧaqo 

keskezɨ-ʧ 上に座れるほど鈍い

mɨjmɨjʧ (T: mɨjmɨjʤ). 

209.  
なめらか、す

べっこい 

lelʁlelʁaʧ イスが (T: lelʁlelʁaʤ). 

laqlaqʧ はフサフサしている（ウサ

ギ）. 

わからない. lʲelʁ-lʲelʁa-ʧ はすべる 

(T: lelɣlelɣʤ). laqlaqʧ, tɨ ola ŋɨɲk 

laklak ja この子の顔を撫でなさい. 

210.  

重い 

pʲerʤ｢塩辛い｣も(T: pʲelʤ). pʲerla 

oas 重い小包. hapʧ｢塩辛い｣は下流

の人の言葉. 

pʲerʧ (T: pʲerʤ). pax pʲer-ʧ 石が重い. 

211.  
軽い 

hiɲɣɨjʤ わからない. hiɲɣʤ. mulk hiɲɣ-ʤ カ

ゴが軽い. 

212.  名前、名称 qʰa qʰa. ɲi Xa 私の名. 

213.  着物、衣服 haas わからない. haʁs 

214.  

綱 

知らない. pɨɣs 古い漁網から撚っ

た縄のこと(T: pɨɨs).  xeva｢縄｣も

いう. 

xeva, kʰʲeva (T: kʰeva) 

 

215.  棒 ʧiɣr (T: tiir) ʧiɣr moks 

216.  槍 qʰaX わからない. qʰaX (T: qaX) 

217.  ここ tujn tuk, tug 

218.  
そこ 

ajn. ajn humbar あそこにいる (T: 

hunbal). 

huk, hug 

219.  
左 

tʰɨrʤuʤ. tʰɨr heřq (T: tʰɨr eřk) 左の

方. 

わからない. tʰɨr dot 左手. tʰɨr-ʧ 遠く

を見る. 

220.  
右 

ŋirʤuʤ. ŋir heřq (T: ŋir eřk) 右の

方. 

ŋir erq dot 右手 (T: ŋir eřq dot). 
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221.  

近い、近く 

adangu 隣人. maʤ. iv malaguř 

hum-ʤ ra 彼は近くに住んでいる

laʁajn. そばに ɲ-laʁajn hum-ʤ 私の

そばに住んでいる. 

tɨ vo ʧorbax laʁax hum-ʤ この村はチ

ョルバフのそばにある. わからな

い. malaʧ. malajoʧ とても近い (T: 

malajoʤ). mala-ivi-ʧ 近づく. 

222.  

遠い、遠く 

tʰɨlf. tʰɨlf pʰi-ʤ 遠くに住んでいる. tʰɨʧ (T: tʰɨʤ, tʰɨjoʤ). tʰɨrɨjor hum-ʤ 遠

くに住んでいる. maŋgur tʰɨrř hum-ʤ

とても遠くに住んでいる. ɲɨŋ hɨ 

voux tʰɨrt hum-ʤ 我々の村はその村

から遠い. 
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