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本稿は,かつて私が1964-5年に北部タイで調査 して得 られた質料に基づ くラワ譜の譜桑集で

ある｡ いちおう三つの方言の比較語費集の体裁をとってはいるが,実は各々C/)方言についての

独立 した三つの語菓集を便宜的に一つにまとめたものであるO

ここに取り上げた三つの方言とは,ボールワン方言(BoLuang,13.),ウンパ イ方言(Umphai,

U.)およびメ-サ リアン方言 (MacSariang,M.)の三つである｡ボールワン方言の譜桑は,

チェンマイ県ホ- ト郡のボールワン村で採録 したもので,本稿における無印の見llllし譜がそれ

である｡見山し語は親 (rhyme)によって分類されている｡次にウンパイ方言の譜乗はメ-ホ

ンソン県メ-サ リアン郡o)ウンパイ諸村ojうちのバーンデン村 (lian‖en)で採録 したもので,

見出し語には U.を付 してある｡ある特定の制 -VCを持つこの方音の語を得ようとするなら

ば,まず -VC として分期された治虫の車から U.cjj付されたものを探 し,次いで, もし U.

-VC:Lf)lee13.-VC′とあれば さらに -VC′として分類された語菓cJ)中から同様にして探すと

よい｡ 最後に, メーサ リアン方言というのはメ-サ リアン近郊のバーンペ村 (BanPhae)で

調査 したものであるが,こaJ村の成立ちからして,これは幾つかU)方[:iAが混成 して拍来たもの

らしい｡見出し語には M.が付してあり,分類については U.と同様である｡

表記法は広い意味での分動学的音素(taxonomicphoneme)に基づいている｡実際的な便利

さのためにはそうすることが最 も良いと考えたからである｡ しか しまた,同じ理由によって,

厳密な意味での分類学的音素論oj諸条件に固執することもしなかった｡各音素または音素連続

の音価についての詳細 ま稿を改めて論じることにして,ここでは特に注意すべきもU刃こついて

のみ簡単に説明する｡

/mb,nd,nJv,t]g/-母音の庖後では [mb],[nd]等であるが, その他の 場合特に語頭では

前鼻音化音 (prenasalized)uj[mb],[nd]等である.

*京都大学束南アジア研究センター
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/W/-[W]または [Ⅴ],掛 こ/i,u/の前では [Ⅴ]｡

/a,E,ea/･･･B.では /?,h/または鼻音の直後で鼻母音化 して [26],[6],[ia]となる｡(た

だし副次音節の /a/を除 く)0

/a/･･･B.における /ai,∂王,au/の /a/は中吉ないし後よりの前舌母音 [∂>]～[E>]である｡

その他の場合は申告ないし後舌の [∂]｡

/a,〇/･･･B./α/は, 広母音 [a]というより, 半広母音 [〇]のやや 円味を欠いた もので,

13./〇/はあまり低 くない[〇<]｡

重母音の終 りの /i,i,u/-大 ざっばに言えば,B･では [主],[i],[q]で,U.および M･で

は [eJ,[主],[9]Oただし,B･でも /oi,〇i/は [09],[〇9],U.,M･でも /ei,Ei/や /C,氏/

の前では [i]となる.また,M･/uai/は [u隻]｡

/ir)/･･･U.および M.では [ia],B.では [ir)]｡

-イフン (-)および点 (●)-副 次音節 (minorsyllable)のみの形式 (接頭辞など)で分か

ち書きの必要がある場合は-イフンで,逆にこっ以上に主音節 (majorsyllable)から成る多音

節語の場合は切れ目を点 (●)で示 した｡

-a

la?a/U.la?a/M.la?a 2･koala7a/U.kau

rohla?a 12;la?ala?oi 二三の,幾つか

の

ta 塗 る

nata/U.nata 顔付,容貌｡ maicnata/U.

maicnata 顔が締麓だ;Baknata/U.flak

nata 顔が醜い

ka 稲の酋

ka.kala?aum,maka やかん;kathan

バケツ

(?a)ka/U･raka,ka/M.首aka,la一 前,先

hau(?a)ka/U.hcuraka 先に行 く;kau

ka/U.kauka 前側,前方

laka 値段

kla/U.kla 追払う

?ba/U.?ba 気の狂 った

nda/U.ndia 蛭

nda/U.ndah もし:ndahlai?ノU.ndah

hle? もし雨が降れば
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saggla/U.saugla とかげ

sama/U.sama/M.sama 植える

sum乱/U.sama 許す｡sumamai?/U.sama

mi? 済みません;phisuma/U.phisama

精霊の名前

phama ビル マ, ビル マ人

na/U.na/M.na 顔

san･負a 約束す る

sat)a/U.saga/M.saua 線色の｡tαu?sat)a

/U.to?sat)a 煮物

hma/U.hma 竹ひご

?ma/U.?ma/M.?ma 焼畑,早田

?ga/U.?ga/M.?ua 20.?I)ala-te?/U.?ga

rohthi7 21.

1a さよならを言 う

sala 手仕事の専門家｡salateam hlaic 鍛

治屋

we●la 時間

sa/U.miaり/M.miaq 茶ola?aum sa/U.

ra?aum miat]/M･首a?aum mian 茶 (の

湯);hla?sa/U.hla?miat) 茶の葉
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rak●sa/U.rak'sa 守 る,看病する

ha･ha?aphaum 息する (U.thu主rapha-

um)

U.ta 送 る (B.toa)

U.?at■ba 王様

U.ha ～よりも'.hEmaichathE これは

それよりも好い (Cf.B.phrah,lia)

-a?

pa?/U.mba? 連れて行 く(～hau/U.heu)

pa?/U.p∂? 君,お前 (pai?/U.pe? の強

勢のない形)

sapa?/U.sapa?/M.sapa? 類

ta?/U.ta?/M.ta? 祖父;老人｡ta?y王a?

祖父母;ta?kuat/U.ta?khuat 老人

ta?.taヮtauh/U.tasta7/M.toihta? 港

雷(する)

ta? 頭を洗 う (～kaifi)

sata?/U.sata?/M.sata? 尻尾

ca?/U.ca?/M.ca? 灰｡ca?/U.to?ca?/M.

to?ca? いろり

ca? (1)否定文 における未来:ca?h∂utauh

行かないだろう;(2)禁止:ca?hau 行

くな｡(cf.sam)

ka?/U.ka?/M.ka? ,&.tau?ka?/U.to?

ka? 食物

kla? 欲深い

phra?/U.phra? 僧,特に少年僧 (cf･satu?)

kha? 空にする:kha?qglαu? 水溜りの水

をかい出す

khra7/U.kra?/M.khya? 遺

mbra?/U.mbra?/M.mbya? 盗む

qga? 空 っぽの,何 もない (cf･U･?map)

ma?/U.ma?/M.ma? 母,母親 ma?pi乱?

/U.ma?phia? 両親 Ia?aum ma? 河

ma?/U.ma? ～の辺りに,近 くに

?ama?/U.rama?/M.写ama? 倍る｡ kiah

?ama?/U.khiahrama? 貸す (syn.ram,
Wia)

na?/U.na?/M.na? 酸いopi-na?/U,pa-

na? 酸い物,柑橘類

?a?na?/U.ra?na? 露

?qa?/U.?qa?/M.?p? sau? ?ga?/U.so?

?ga?/M.so77ua? 揮い

sa?qa?/U.sa?ga? 清潔な,椅麗な

ra?,ri?/U.tuak/M.Ya?,tuak 大 きい,大

き くなる

ra?/U.ra?/M.首a? (1巨 地位など)高い,

大 きい:?iakra?/U.?iakra?/M.?iak首a?

兄,特に長兄;?〇ira7,7ara?/U.?〇ira?/

M.?〇 首a? Wl', 蜘 こ長姉 ;pト ra?/U.

pa-ra? 良 (村長など);?yuaり ra?/U.

?yuaqra? ボール ワン村

Ia?/U.la? ～に(与格):kiah?iqla?pa?/

U.khiah?anla?pa? それを君にあげる

1a?/U.la?/M.la? 置 く,放置する

sa? かご

sa?/U.Illiak 叱る

sa?/U.sa?/M.sa? nasa?/U.miasa?/M.

miasa? 朝,朝食

hla?/U.llla7/M.hla? 葉｡ hla?khαu?/U.

hla?kho?/M.hla?kho? 木の葉

ha?/U.ha?/M.ha? 燃える

laha?/U.raga?/M.首aga?,la- 遊ぶ

U.pla? 織機の部分の名

U.ha? 商う (B.naic)

U.wilaq●ka? (人名)Vilanka 王

U.rauma? 疑う (-sou'sai,B.sousai)

U.sa?na?.to?sa?na? 真申,中間 ((I.B.

?bak･?buan)

U.?ma?/M.?ma? 刺れ る (B.?bia?)

M.ta?.pu?ta? 互いに (B.po?te?)
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-ah

?ah/U.?ah/M.?ah,?aih 言 うO?ah～?mea

/U.?ah～?mai ～と言う,呼 ぶ

I)lab/U.plah (衣服の類別詞) ?ape?pait]

plah/U.raphi?Faunplah 服 4着

tah 泊る

kah/U.kah/M.kah 解 く,ほど く

sakah/U.sakah 櫛

phrah (1) か ら,より (-naum):laih

phrahlot 帝か ら降 りる;(2)よ りも (-

li乱):maicphrahthα あれより良い
ndah/U.ndiah 手で打つ.ndahndiaktai?

手をたた く

?augah/U.qgah 離れ る,分かれ る

m乱h/U.m乱h/M.ma.11 -である :m乱h

mam ha主/U.m乱hm〇m hE これは何で

すか;mah?ib/U.mah?an そうです

Iah 撒 く切 る

U.mblah/M.mblah 半分

U.ndah もし (B.nda)

-ak

?ak/U.?ak/M.?ak 弓

la?ak/U.ra?gak 烏

tow?ak/U.hjoり■k〇ic とんぼ

?buat.?ak/tT.?tlk.ak ぼった

tak/U.ndak/M.ndak 舌

cak/U.cak/M.cak 庇

Oak/U.cak?uai/M.cak?nai 目が見えな

い,盲の

kak/U.kak/M.kak 枝｡ kakkhαu?/U.

kakkho?/M.kakkho7 本の枝

kw ak 手招きする (～tai?)

phak (食器を)洗 う

phak/U.phak 野菜

khak 回 :khak ?akia 最初 ;la?a khak
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2回, 2回冒

khrak/U.krak/M.khyak 水牛

sakhrak/U.sakrak/M.sakhyak 赤 い

mbrak/U.mt)rak 鉛

mbrak,mblak/U.mblak こうもり

mak/U.mak 刈 る.mak hun?/U,mak

hq〇? 稲を刈る

?amak/U.ramak/M.la?mak 鎌

sallak 腱

nak/U.nak/M.nak 難 しい

nam'?mak/U.ra?mak 厄介な.nam･?mak

?aphatlm/U.ra?mak?aphatlm 困る

rak/U.hrak/M.khyak 愛する

lak/M.lak (側)olakkatαrn 右側,lak

kawe? 左側;M.lakthEi あそこ,M.

I且kmam どこ

I且k/U.hlak･I且kphaum/U.hlakphaum

同情す る

sak/U.sak/M.sak 洗濯する

sak/U.sak 満腹す る (U.～som)

hak/U.hak/M.hak 皮膚｡hakeuaり 靴 ;

hakcuaukhαu? 下駄 (cf.U.kap)

U･ワak.pakhE ここ (B.ktlr∂i,kah∂i);

pakthe,ワakta そこ,あそこ (13.kurα,

kathα);pakm〇m どこ (T3.kanom)

U.plak/M.Flak. Seell.pleak

U.phak 溝紫色の

U･111ak 好む (f号.S叩)

U.sala.k 鏡

M･tak ～の様に (-?yat];B.?yar)):tak

mam どの様に,どうして

-at)

la?at] 岩 (samαu?～)

sa?at]/U.sa?aり/M.sa?at]骨

pa℃/U,paU ぴん
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pap/U.pag 腎臓,烏の砂袋 (?)

pa℃.Pan?α? 竹薮 (cf.U.?rauk?〇?)

paq たとい～で も:pat]mah?αh?aih た

とい何であっても

tag/U.tar)罪.taqraic/U.tagraip 草

の芽

ta℃/U.thuロ,th叩 皆,全部.taqmute?/

U.thut)mutE? 皆,全部の人;taDla?a

/U.thuq(tha℃)la?a 両方

satat)/U.satat) お金oU.satoqSataて)2'd.

cap/U.cag 雇 う｡U.son cap,m〇kcap

雇われる,人夫 として働 く

kag/U.kau 側:kaりka/U.kaqka 前;

kankhai?/U.kat]che? 級

kal〕/U.kau 広げる｡kat]sut/U.kaりSut

蚊帳を広げる

klaり/U.klag ヤムいもの一種 (kai免～)

klaq 合軟す る (～tau??ambam)

phrar)/U.prat)/M.phyaq 屋根 (～aia?/

U,負ia?/M.丘ia?)

thau 桶 (ka～)

khat) 回 :kha℃?akia 最初 (syn.khak,

cuap)

khraq/U.krat)犀烏

?dar),?diロ/U.71aり/M.71ao 長い

?daロ/U.?lau まだ,さらに.sagia?daロ/

U.sauai?laり まだ遠い;?eah?dan?ir)

/U.?aih?lag?an もっと要 る

?dau.hu?daロ,khraip?daり 話す る,雑

談す る

mbuり.mbaり/U.mbo打mbial〕 蝶

nat)/U.缶ap/M.免aq カ レン人｡khra抱負aq

/U.kr∂nflaU カ レン語.U.缶aロPhre7

両地 カ レン ;U.iiaq?ban 平地 カ レン;

U.aau?leり 赤 カ レン

hnar)/U.hnau 首飾り

Iawaq/U.rawau 気を付ける

lau 軒(家の類別詞)｡免ia?ti?lan l軒の

家

kam･lat) ～ している所だ

ta･fau 岸

saq/U.sa匂/M.saq 象

?yaり 樹液o?γar)りg∂i? 松やに

?yap/U.?yaロ,Ci'a 種類

?yat)/U.?yaロ,Cia/M.?yaq,tak ～の様な,

に:?rat)mam/U.?yapm〇m,ciam〇m/

M.?ya°mam,takmam どんな, どう

して

U.kaロ . ?r〇skaq 小指 (∫ceB .?d〇ih)

U.sakat] (村の入口にある)精霊の柱

U.mbaり/M.mbaq 皿,鉢の類 (Cl.li.

talai)

U.qgraU (死体運搬用oj)杵I.架

U.I)glaq 鷹

U.?mau 空 っぽの (Cf.13.qga?)

U.rahaq 広い (-wiah;R.wiah)

-at

sa?at/U.sa?at/M.saフat 清潔な

pat/U.pat/M.pat 流れる

k礼t/U.kat 店

?a･kat/U.?a'kat 天気

phat 妙める (-khua). (cf.U･ndiak)

ka?dat 紙

khanat 人 きさ,サ イズ

manat/U.(lTla)nat/M.pIEi?nat パ イナ ッ

プル

sanat/U.sanat/M.sanat 鉄砲.nつりSanat

/U.n(和Sanat/M.noqsanat 鉄砲の弾;

hm〇sanat/u hmosanat 猟師

?mat/U.?mat バ- ツ｡ma‡?mat/U.mau

?mat お金 ;hla??mat/U.hla??mat 1

バー ツ紙 幣

wat/U.wat/M.wtl･t 投げる｡watpeh 投

げやる

car)twat/U.caq̀wat チ ャンワ ッ ト｡ cal卜
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watwlaり チ ェンマ イ県

sa.t/U.sat ござ

sat/U.ko? 動物｡satphre?/U.ko?phre?

けもの,野獣;satliar) 家畜

sat/U.sat 櫛で続 く (～haik/U.hauk)

hlat/U.hlat/M.hlat こわい,こわがる

(U.h】attho～)

hat.7mαu?hat/U.7m07hut 帯,ベル ト

fik.hat/U.phak/M.phak 訓練する

U.hat.?〇?kat 竹の一種

U.ratIat 髪の手入れをする (～hauk)

-an

nam･tan/U.nam･tan/M.nam･tan 砂糖｡

sinam･tan 茶色

?acan 老師,先生opu??acanz'd.

kan/U.kan 仕事.yuhkan/U.yuhkan

仕事をする

k礼n/U.pai/M.pai 放ける

kan ～台(童の類別詞)0lotkanthα あの

ー車

sam･khan/U.sam･khan 重要な

mbran/U.mblan ビル マ人 (B.では又 ト

ンスーを指すとも)

sambran/U.samran 元気である｡sambran

tauh/U.samran teu 元気でない,病気

だ

man ビル マ人

nam･man,lama.n/U.laman 油

uan 仕事.puir)an 労働者

wan 日｡ wantite? 第 1日

Ian 耳飾 り

lan/U.lan 百万｡ti?lan/U.thi71an 100

万

han 鵡烏

?ahan 料理｡poan?ahan 料理を食べる

tahan 兵隊
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U.kran 脂肪

~ap

pap 本,冊

kap/U.kap かん.ka?kap かん話の魚

khap/U･khap 運転する｡ khap lot/U.

khaplot 車を運転する

qgap/U･kap/M･kap 額｡haikqgap/U.

haukkap 顎ひげ

缶ap/U･免ap (髪を)切る (～haik/U.hauk)

uap/U･り〇P･ 抑pkαuh/U.り〇pkoh 早

起きする

huap/U.hgap 欠伸する

lap/U･lap/M.lap ポケ ッ ト

-am

t礼m/U.tan/M.tam 蟹

tham. tαu?than/U.to?tham 洞穴

qgram/U.kram 層

mam/U.m〇m/M.mam 何｡ mahmam

hai/U.m乱hm〇m hE これは何か

aam,aiam/U.免am,負iam 時:血am hlai?

/U.負(i)amhle? 雨の時,雨期;U.缶iam

m〇m いつ (¢ mia)

りam. りamnde? 昨年,･gam ?ah 一昨年,I

qam loan 一昨年の前年

hnam/U.hnam/M.hnam llll

lam/U.lam # (～khau?/U.kho?)

sam/U.sam だろう(未来 ･意志等):sam

hlai?/U.sam hle7 両が降るだろう｡フト

sam ～し終わ りそうだ :?ト sam hoic

もう終わりかけだ

sam/U.sam.sam nde?/U.sam thi? A

年 ;sam ?αh/U.(?)sam ?〇h 再来年 ;

sam loan/U.(?)sam l〇n 再来年の翌年

ham/U.ham 先ず,先にO?aiaham/U.
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?e泊 ham 先に帰 る,さよなら

ham/U.phria 禁 じる

U.?am (疑問を表わす)フam neum 本当

か (cf.B.?aup)

U.cam.SeeB.C〇n

-aS

U.sas/M.saih 書 く (B.team,khian)

U.-as:Seealsoli.-aih

-al

pai/U.mbai 冬瓜

pai/U.pai と(数詞の中で):ti77ayiahpai

la?a/U.thi7r〇ipaila?a 202

katai/U.katai 兎

kai/U.k〇i/M.k〇i 有 る,持 っている｡kai

puinip/U.k〇iphuini0 人が居 る',kai

cikyi且?/U.k〇ichikyu? (自分の)田を

持 っている;U.pak〇i 金持

kai/U.kai 変わる:kaipeanseam/U.kai

pEnSEm タイ人になる

thai/U.thai/M.thai タイ人｡m王aqthai,

maiqthai/U.miauthai タイ国

thai/U.thai/M.thai 耕やす,牽 く;翠

ma主.phru?mai 絹,絹の布

kanai/U.na主,kanai/M.kanai 内,内側｡

U.nainia? 部屋 (B.h〇り)

Uai/U.I)ai/M.附i 容易な (syn.yia)

wai 泳 ぐ (～la?aum)

khot.sawai.aaum khot'sawai あ ぐらをか

く

talai 皿 (cf.U.mbaq/M.mbaq)

fai/U.fai 漕 ぐokhαu?faihia/U.kho?

fai?lo‡)棉

sousai/U.sousai,ratrma? 疑 う

kam'hai/U.kam'hai儲け

U.pal/M.pai 放 ける (B.kan)

U.tu'tai/M.tultai しおれる (B.hiu)

U.nai 溶ける

U.sauai/M.saoai 遠い (B.sauia)

U.?nai/M.?nai 遅い (B.C〇)

M.5ai 鉄 (-hlEic;B.hlaic)

U.-ai/M.-ai:SeealsoB .-ea.

-ai?

?ai?/U.?au?/M.?ai? 私

pal?/U.pe?/M･pe? お前,君

ta主?/U.te?/M.te? 手｡tu?tai?/U.thu?

te? 腕,下脱 ;ロ〇ktai?/U.負iakte? 辛

首 ;(?a)ndiaktai?/U.rathiakte? 手の

掌

ta主?/U.te?/M.te? 土地

tai?/U.te? 曽祖父

tai?.ti?tai? (時間的に)少 し:mαqti?tai?

ham ちょっと待て

satai?/U.sate?/M.sate7 8. koasatai?/

U.kaurohsate7 18

latai?/U.rate7 80. 1atai?la-te?/U.rate?

rohthi7 81

klai?/U.kle? 怠情皮

klai?.kali?yo?/U.kle?yo?/M.kle?yu?

憎む

phrai?/U.pre?/M.phye? 辛い

saphrai? 治す

khai?/U.che?.hagkhai?/U.kauche?

後,後方 (cf.beZozeJ)

(?a)khai?/U.rache?/M.首akhe?,la一 後(あ

と):hau (?a)khai?/U.heurache? 級

か ら行 く

sandai?/U.sandi?/M.sandi? 近い

ma主?/U.mi? あなた
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?amai?/U.rami?/M.首ame? 砂糖 きび

?amai?/U.rami?/M.首ame?,la一 男の｡pi-

?amai?/U･pa-rami?/M･pa一首ame? 男;

pi?amai?負ia?/U.parami?丘ia? 夫

na主?/U.ni?/M.?ne? 筋肉

sami?/U.sa丘i?/M.sat]e? 太陽 ; 日oti?

sar)ai?/U.thi?sa氏i? 一 日,一 日中

?na主?/U.ワne? 隻,帽子

sa?I)ai?/U.sa?iii?/M.sa?ue? 昼になる｡

ma-sa?gai?/U.miasa?缶i?/M.miasa?りe?

昼;昼食 (U.miason k〇t)

yai?/U.ye? 曽祖母

sa主?/U.se?.kuansa主?/U.kuanse? 曽孫

?asai?/U.rase? 粉,ふ くらし粉

hlaiフ/U.hle?/M.hle7 両,雨が降る (M.

～phyi?)

-aih

la?aih/U.ra?eh 今 日 (M.save?). U.

sa負i?ra?eh2'd.

taih/U.t礼s/M.taih きのこ

kaih/U.cES 鹿の一種

?aphaih/U.rapas.khαu77aphaih/U.hla?

rapas 等

t]gaih/U.ajih.t]gaihsat]ai?/U.ajihsa免i?

午後になる

?amaih 犀 (cf･U.raip)

raih/U.ras 探す

saih (幾つかの片に)切る

?asaih 小 さい｡kuan●ndαu77asaih 小さい

子供 (-kuan●ndαu?ti乱?)

kasaih/U.kaseh/M.kaseh 下 ;南

hlaih/U.reh 注 ぐ

U.?aih/M.?aih 取 る (B.?eah)

M.saih a ( (-tEm;B.team,khian)
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-乱lc

?aic/U.7aic/M.7aic 寝 る

sa?aic/U.sa?aip. wiak sa?aic/U.wiak

sa?aip 百足

sapaic/U.sapaic 精霊の名 (phi/U.phi～)

klaic/U.klaic/M.klaic 速い

maic/U.maic/M.maic,ch〇m 良い ; 美

しい｡maic?aphaum/U･maic(ra)phaum

/M.maic苫aphaum,1a一 喜ぶ ;気立て

が好い

naic/U.ka? 商う｡pu主naic/U.phuika?

商人

hmaic/U.hmaic 砂

waic/U.sa色iak 歪んだ

raic/U･raip/M･苫aip 苧

laic/U.laic/M.laic 壊れる,駄 目になる｡

laic?aphaum/U.laicraphaum/M.laic

苫aPhaum 悲 しむ

?asaic/U.rasaic/M.首aSaic (手を)洗う

haic/U.haic/M.haic 掻 く

U.kaic (塩など入れる)木箱

-aln

?aia/U.?aim 生きている

pain/U.pain/M.paifi 手に持つ,握る

ta流/U.taia/M.tain 織る｡khriagta泊/

U.nd〇taia 織機

tai血/U.taim/M.taim 覚えている

satai色/U.sataim/M.sataim 9.koasatai免

/U.kaurohsataim 19

1ataiA/U.rataim 90. 1atain la-te?/U.

rataim robthi7 91

kaia/U.kaia/M.kaia 頭,頑状の物:kaia

?aphaum/U,kaiA phaum 心臓 ;kai血

hαum/U.kai色 hom 玉ね ぎの類 ;kai魚

?∂ic/U.kai免?eic タロいも;等
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phra壇/U.praim/M.phyaim 古い,以前

の

khaia/U.khai負 胆汁

main/U.ma泊/M.maid, sau?maia/U.

so?maia/M.so?maiA 疲れる

naia/U.naia (女か ら見て)義理の妹

hmain/U.hmaia/M.hmaia 問う

hmaia/U.hmaia (牛･水牛以外の)雄.Sα?

hmai亘/U.S〇?hmaiA 雄犬

hmaia/U.hmaim/M.hmaim 爪

sa抗/U.saim/M.saim 烏.saia?yuaq/U.

saim ?yuar)雀

U.plain 飢える｡plain?aup?eupchis

飢鯉

U.qgaia.kho?qga泊 ターバ ン (B.phru?

kaia)

U.kahain 色 々な所

U.rasaia 糸紡 ぎ棒

~alP

U.sakaip/M.sakaip 狭い (B.kheap)

U.klaip.thi?sa魚i?klaip 一 日中

U.raip 犀 (I3.?amaih)

U.-aip/M.-aiロ:Seea/soB.-aic.

-aim

U.Ajaim 指輪 (B.kuaq)

U.-aim/M.-aim:Seea/soB.-ai魚

-al

pai. fia?pa王 尾長猿

cai/U.cau 滝

kai/U.kau/M.kai 風｡ phuah kai/U.

phohkau 風が吹 く

?akai/U.rakau ごみ｡ 7maik ?akai/U.

?mautrakau ほこり

klai/U.閥Iau 滑る,転ぶ

khai ～する諾射こ｡khaihlian 学ぶ為に

qgrai/U.krau 小屋 (B.鶏小屋,U.米倉

用の小屋)

?dai/U.?lau おたまじゃくし

ma‡/U.mau/M.mai 銀;お金｡ma‡?mat

/U.ma.u?ma′t お金

hりai.sa?auhuai 香りが良い

rai 風に舞 う,翻える

la‡/(U.lau) B.喉部の膚.U.ndia?lau

胸

ha主/U.llau/M.ha主 (カレン式の)袋

-ai?

ta主? そうではないか (同意を求める表現):

hau wiauta‡? チェンマイに行 くのだろ

う,違 うのか

M.?ai? 臥 (B.?ai?)

-aih

mbraih/U.mbraus 風邪｡peanmbraih/

U.pEIlmbraus 風邪を引 く

maih/U.maus/M.maih 鼻

maih/U.maus/M.m〇ih 名前, ～という

名前だ｡maih pa?mam/U.mausp∂7

m〇m 君は何という名前か

raih/U.raus/M.苫aih 亀

M. ? aih 言 う (-?ah;B.?ah )

M.taih 乳 (ri.neq)

-aik

?aik/U.?乱ut/M.?乱it,?aut 居 る;住む,

住んでいる
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la?aik/U.hruan,k〇ic/M.首a?op,la一 暑い｡

U.hruanmbre?/M.la?opphyi?Z◆d.;缶am

la?aik/U.免am so?k〇ic 暑季 (cf.kaik)

la?aik/U.rahauq/M.苫ahaiq 汗

paik/U.p〇ic/M.p〇ic 脱 ぐ,のける

?apaik/U･rapaik/M.苫apaik,la一 橋

kaik/U.k〇ic/M.k〇ic 日光 ;熱い ;(U.

のみ)暑いO?〇kkaik/U.?okk〇ic 日が

射す ;la?aum kaik/U.ra?aum tar)/M.

苫a?aum k〇ic 湯 (cf.la?aik)

khaik/U.kh〇ic/M.kh〇ic (顔を)洗 う

mba.?daik 慮

?ambaik.haik ?ambaik 口ひげ

?amaik/U.ram〇ic/M.首am〇ic 墓

hgaik/U.hgaut 嘆 ぐ

?maik/U.?maut/M.?mait 煙 (～りα/U.

り〇/M.り〇).?maik?akai'/U.?mautrakau

ほこり

?maik/U.7m〇ic/M.7m〇ic 蟻

1aik 端,極み;極まる:kave71aik 左端｡

laikti乱ma? あなた次第だ,お気に召す

ままに

?asaik/U.rasaut,prian 修理する

hlaik/U.hlaut/M.hlaitsuak 耳が聞こえ

ない,聾の

haik/U.hauk/M.haik 髪,毛.haikggap

/U.haukkap あごひげ;haiksaid/U.

hauksaim 烏の羽毛

haik/U.h〇ic/M.h〇ic 到着する;～まで;

(U.終わる.cf.hoic).haikpa?dia/U.

h〇icpa71ia 今まで

-all〕

?aiり ～ してお く｡san'ha?aiq 約束 してお

く

pa王り/U.paun/M.paun 4. koala-paiq

/U.kaurobpaun 14

paiq,Plaip/U.pauり/M.paip (笛を)吹 く
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?apaiり/U.rapaup 埋める

IapaiD/U.rapaun 40.1apa王qla-te?/U.

rapaunrobthi7 41

khraiq/U.kraug/M.khyair)太鼓

mbaiり 踏む

hmaiq/U.hmaun 万oti?hmair)/U.thi?

hmaun 1万

haiO/U.haun/M.haun芋,ヤム芋 (kaia～)

M.苫aha王r)汗 (B.la?aik)

-alt

M.-ait:SeeB.-a王k

-au

?au/U.?〇i 蜜柑の一種

sa?au/U.sa?〇i臭い.cf.hmi

?apau/U.rap〇i 影

kapau/U.kapau かばん,袋

tau/U.nd〇i/M.nd〇i唇｡taukaroa 上

唇 ;taukasaih 下唇

matau.kEmatau 水瓜

kau/U.k〇i/M.k〇i 相,棉糸

?bau/U.qgOn (巻タバコ等の類別詞):?buli

ti??bau/U･?mok'lithi?りgOq タバコ1

本

mau/U.mau/M.mau 這 う

manau/U.manau 柑橘類の一種,ライム

sanau/U.sanau 槍

7mau/U.?m〇i/M.7m〇i 斧

lau 語 る,歌 う,読む｡laupheり 歌を唄

う;launat).si 本を読む

hau 取 り出す

U.?au 追払 う (-kla). (B.kla)

U.pau (?)青い

U.saklau 釜



三谷 :ラワ語活魚資料

U.りau 非常に｡maicgau 非常に美 しい

(cf.B.loan)

U.-au/M.-au:SeealsoB.-ai,-oa

-all?

U.?au?/M.?ai? 私 (B.?ai?)

M.?aau? 少し (B.?asia?)

-auh

la?auh/U.ra?aus/M.lag3ih 油,脂肪.

la?auhlaic/U.ra?ausleic/M.layDihlEic

豚脂 ;la?auhりgai?/U.ra?aus坤? 松や

に

pauh/U.paus 吠え鹿

kauh/U･qgauS 厨番猫

-auk

U.ratauk 果物の柄

U.nauk 満ちる (B.tem)

U.hrauk (土地が)荒れる

U.--auk/M.-auk:SeealsoB:aik;-oak

-auq

U.rahauり/M.首ahaiq 汗 (B.la?aik)

U.-aur)/M:aup:Seealso13.-aiり;-Oap

-乱ut

U.caut･cautraphaum 怒る

U.-aut/M.-aut:SeealsoB.-aik

-乱un

U.-aun/M.-aun:SeeB.-aiロ

-auP

?乱up/U.?乱up/M.?aup 飯｡?乱uppit,?乱up

niaq/U.?aupがak 精米の飯

?乱up (疑問を表わす)?auphau?a 行 くか

caup/M.caup｡caup?nai? 帽子を被る;

M･caup苫api? 股を着る

(?a)caup/U.caup (はめる物 ?)(?a)caup

cuar)/U･caupchuau 脚粋;U.caupte?

手を被 う布

?anjaup/U.ajaup 木の椀

saup/U.saup/M.saup 探す

U.laup 打ちのめす (B.?bain)

M.sa?I)aup 明日 (B.sa?aih)

-aum

la?aum/U･ra?aum/M.苫a?aum,la一 水,

液体

mbia･?aum 霧

plaum/tT.plaum 山蛭

phaum/U.pbaum (若干の成句 における

?aphatlm/U.raphaum の異形)

?aphaum/U･raphaum/首aPhaum,la一 心｡

kain?aphaum/U.kai負raphaum 心臓;

tau??aphaum/U.to?kanaiphaum 内

心は

khraum/U.kraum 魚篭

りgraum/U･kat)grum/M.Dgim 下,地下｡

pgraum 丘王a?/U.kaqgrum 負ia?/M.I)gim

魚ia? 家の床下

naum/U.naum 尿;小便する

免aum/U.I)aum/M.gaum 坐る,坐 ってい

るondαuhhaum 坐る

?ahmaum/U.rahmaum 烏の巣 (～saih/

U.saim)

laum/U.laum 膿

Iaum,n叩～/U･pilaum/M.palaum,not)～
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豆

saum/U.saum/M･lasaum,首a一 晩,夜｡

ma-saum/U.miasaum/M.mialasaum

夜,夜に (cf.M.saum 暗い)

haum/U.haum/M.haum 水浴する

M.saum 暗い (B.丘ak).(cf.B.saum)

-auS

U.taus/M.taih 乳 (B.ne匂)

U.-aus:SeealsoB.-aih;-auh

ーE

?E/U.?E/M.?E 鵜｡kuan ?E/U.kuan?E

雛

p∂i丘'?E/U.mbem'?E 裸

pE/U.pe/M.pe 勝つ

pE/U.pE/M.pE マ ンゴー

tE/U.nde/M.nde 甘い

tE/U.tE 性交する (～mi/U.sa?E?)

?ace/U.race/M.苫aCe 喧嘩する

kacE/U.kacE錠｡n叩 kacE/U.kuan(pob)

kacE 鍵

kE/U.cE/M.kE 瓜

kE/U.句E 量る

phrE/U.prE/M.phyE 電(が降る)

?dE/U.?rE/M.?苫E 額

(a?)7dE/U.71E/M.?lE 歌,恋歌

mbre/U.saliaD 腕輪

mE/U.mE 再び,さらに;(U.のみ)帰る

nE/U.nE 狙 う

?mE/U.?mE 唾液

?uE/U.?鮎 切る

wE/U.wE/M.wE ずぽん

kale/U.kalE 切妻｡I)a?kalE 切妻の先の

装飾板

kafE/U.kafE コー ヒー
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hE/U.hE/M.hE 蜂O缶ia?hE/U.缶ia?hE

蜂の巣;la?aum hE/U.ko?hE 蜂蜜

hE/U.hE 鉱物

U.thE それ,その (13.thα)

U.hE これ,この (A.hai)

M.kE 見 る (-len)(B.nean)

-E7

cc? 濡れる,濡れた (-sakα?)

kE? 辛

U.sa?E? 女陰 (B.mi)

U.tE? 自分 (B.te?)

-Eh

cEh/U.cEs/M.cEh 裂 く,裂ける

kEh/U.cES 上手だ :khrair)lawia?kEh

loan/U.kranrawia?CESqau ラワ語が

非常にうまい

phrEh/U.prES (火を)吹 く,吹いて起 こす

(～りα/U.t]〇)

?a'ロglEh/U.?a't]glES 70. 7a.qglEhla-te?

/U.?a■qglESrOhthi? 71

1aoglEh/U.rapglES 60. lauglEhla-tc?/

U.rauglESrOhthi? 61

rEh/U.res/M.首Eh 根｡rEhkhαu?/U･res

kho?/M.苫Ehkho? 木の根

lEh/U.l巨s/M.lEh 6.koalといlEh/U.kau

rohlES 16

?a'1Eh/U.?a'lES/M.?a'lEh 7.koala-?a.lEh

/LT.kaurob7à1Es 17

-ek

?Ek/U.?Ek 斬

tEk/U.tek/M.tek 圧す (-fiin)
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lEk/U.ra恥h 交換する

U.tEk.tekfuq 散 り散 りになる

U.wEk 草刈用の刀

-Eて)

cEt)/U.C印 隅

sicEq/U.sac叩 四角い

te℃. ter)tua 着飾る

?bet) 紙幣O?bEq?mat lバーツ紙幣;?b印

koa lOバーツ紙幣

sa?d印 見せる,示す

U.he℃. ?r〇Sh印 薬指 (cf.B.?d〇ih)

ーEt

U.?Et.?Et?Et 少 し;少 しずつ'.ndoh?Et

?Et 少 しずつ落ちる,(水が)滴る

M.thEt 蹴る

-En

len/U.len 遊ぶ｡Sαum lEn 間食する

sEn/U.sen 線

U.kwEn (話すのが)上手だ (B.loic)

U.?rEh 勤勉な

U.-En/M.-En:SeealsoB.-ean

~Ep

U.-EP/M.-ep.･SeeB.-Cap

-Em

M.苫a?Em,la- 汚い (B.khi･th〇i)

U.-Em/M.-em･.SeealsoB.-Cam
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-Es

U.cEs 鹿の一種 (B.kaih)

U.-Es:Seea/soB.-Eh

-EI

M.thEi それ,あれ (B.thα)

M.-Ei:SeealsoB.-ai

-Ei?

M.?nEi? 昨 日 (t3.ka?auh)

M.-Ei?:Seea/soB.-ai?

-Eih

M.-Eih:SeealsoB.-aih

-El°

U.-Eic/M.-Eic:SeealsoB.-aic

●-
-Elm

U･qglEifl 鎗 (Cf･phr〇ia;B.りgrOia)

U.mEia 去勢 した雄

M.-Eia:SeeB.laは

-Eu;-eu?

U.-Eu,--Eu?:SeeB:eau,-eau?

M.teu? 小さい (-ti乱?)(B.ti乱?)

-e

te/U.the/M.ti 矢

tuk-ke,tok●to/U.tok'ke トッケ-

same/U.sami タマリンド
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?a允e/U.ra缶i 蜂の針 (～hE/U.hE)

se 駄 目になる,す る｡se?aphaum 悲 しむ

(sym.1aic)

U.nak.?ne 究れ る (B.?iq)

U.rawe 買う (B.ti)

U.he 桶の一種

U.-e/M.-e:SeealsoB.-ai;-E

-e7

7e?/U.?e?/M.?e? 私達,我 々｡mu?e?/U.

mu?e?id.

peヮ/U.p九e?/M.pi? 山羊

?ape?/U.raphi?/M.首aPi7,1a一 服,上着｡

phru77ape?/U.phrtl?raphi? 着物,衣

服

te?,ti?/U.thi?/M.ti? 1(B.te?は修飾語

の位置では ti?となる:ti?pui 一人)0

koala-te?/U.kaurohthi7 ll.U.thi?

la?a 幾つ (B.kuan'ndau?)

te?/U.tE?(/M.ta?) 自分 :meanta主?te?

/U.nEnte?tE? 自分の手を見 る.po?te?

/U.pho?tE?/M.pu?ta? 互 いに

te?.kau?te7 -昨日 (Cf.teak;sate?)

sate? 明後 日

ke? 徳,彼女 (puiの強勢のない形に相当)0

hauke?kanom 彼(女)はどこに行 くのか

phre?/U.phre?/M.phyi?.satphre?/U.

ko?phre?/M.ko?phyi? 野獣 ;U.k〇t

phre?/M.k〇tphyi? (外が)寒い;U.ka-

phre? 外 (B.kan〇k)

mbre?/U.mbre?/M.mbye?(phre?の異形

か)0naum mbre?/U.neum mbre?/M.

nam mbye? 富 ;U.hruan mbre?/M.

la?opphyi? (外が)暑い

nde?/U.thi?. I)am nde? 昨年;samnde?

/U.sam thi? 来年 (cf te?)

丘e?/U.fli? 針

144

we?/U.we?/M.wi? 左の｡ ka-we?/U.

luauwe? 左側

U.phe?/M.phi?.(U.phre?/M･phyi?の

異形か)ophe??rauk/M.phi丁7首auk 森

(B.pi?doak)

U.?ne?. qgO??ne? 昨日 (B.ka?auh)

U.le?.kraugle? 喉 (a khroaロ)

U.-e?/M.-e?:Seea/soB.-ai?;-ai?

-eh

peh ～ して了 う:p∂uhpeh 捨てて しまう

pleb/U.phlias/M.pliah 槍

teh/U.thias 点火する (～gα/U.り〇)

keh 生まれ る

?andeh 火打石

U.-eh/M.leh:SeeB.-aih;-aih

-ek

cek/U.cek 中国人

U.tek/M.tek 圧す (B.tEk)

-et〕

phcu 歌olaupheq,?ahpheu 歌を唄 う

neq/U.taus/M.taih 乳,乳房.kai缶neu

/U.りg王n taus 乳首 ;la?aum net]/U.

ra?aum taus 乳, ミルク;?ncum taus

乳房

U.ce【) 上手だ, うまい

-et

kutet,koi.tet/U.katit パパ イヤ
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met メー トル .ti?pianmet 千 メー トル

piset 特別の,特別のもの

U･khret ～させ る｡khretphuiheu 彼に

行かせ る

U.sa?lct 小指 (∫ceB.?d〇ih)

【en

pen/U･phum/M･pum 誰｡m乱hpenpu主

thα/U.mahphum phuit∂ あの人は誰

か

cam●pen 必要な

U.-en:SeeB.-En;-aifl

~eP

U.klep/M.klep 肩 (B.sa?buak)

U.tcp.kho?tep 板 (B.khau?pean)

-Cm

tem/U.nauk 一杯の,満 ちる,満たす

U.lem.heulem (遠 く-)遊びに行 く (cf.

?ii-1)

-CS

U.-es:Seeli.-aih

I-
-elC;-elm

U.-el°,-Cia:SeeB.-alC,-aia

-eu;-euh

U.-eu/M.-eu:SeeB.-au

U.-euh/M.-cuh:SeeB.-ヨuh

~eup

U.?eup 不足す る

U-Cup:SeealsoB.-Sup

-Cum

U.ndeum/M.ndam 始める

U.?neulTl/M.?nam 突 き出た もの｡ U.

?neum taus 乳房

U.-eum:∫cea/5013.-ヨum

-ea

plea/U.plai/M.plai 酒

tea/U.ndai/M.ndai スカー ト

cea/U.｡ai 金を使 う,払 う (～mai)

klea/U.klai か き回す

khrea/U.khraiルⅠ.khyai 黄金

khrea/U.ggrai 失 くなる

?dea/U.?lai 栗鼠

りgea/U.ggOia/M.閥Oi血 噛む

?amca/U.r∂mai タロ芋の一種 (kaia/U.

ka泊～)

7mea/U.?mai/M.?ma主(1)～と共に:h∂u

?meapui/U.?heu?maiphui 彼 と一緒

に行 く･,(2)しかし:nataiが maic7mea

?umaic?aphaum/U.nata?anmaiC7mai

70maicraphaum 彼女は顔は椅麗が気立

てが良 くない

?a?mea/U･ra?mai/M･苫a?mai 混ぜる

?Oea/U.?mi/M.?t]ai 眼 (tau?～)

一一eah

?eah/U.?aih/M.?aih 取 る,要 る｡ ?eah

phru7ヮape?/U.?aimphru?raphi? 着物
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を着 るo kuat?eah/U.khuat?aih/M.

qguat?aih 欲 しい

kau･seah 多い,沢L吊 ､る :kagseah saia

?yuaりniq 雀が沢山いる

-eak

pleak.pukpleak/U･plukplak/M･puk

plak 稲光,稲妻

teak.kau?teak先おととい (cf.te?;sateak)

sateak しあさって

-Can

?ean/U.フEn (父方の)叔父

pean.khαu?pean/U.kho7tep 板

pean/U･pEn ～に成 る,である｡peanseam

/U.pEnsEm タイ人に成 る;pean7moak

/U.pEn7mauk 咳が出る,喉の風邪を引

く;peaれtauh?a?aih/U.pEnteu?u'?eh

何でもない,構いません

kean.?d〇ihkean/U.sa71et 小指

mean/U.men/M.len,nEn 見 る｡hm〇mean

/U.hmonEn 占師;mean?iりyO?tauh

(見ても)見えない

sean/U.sEn l0万oti?sean/U.thi?sean

l0万

ーeap

teap/U･tEp/M･tEp 蚤

sakeap/U.sakEp 火箸

kheap/U.sakaip/M.sakaip 狭 い

-Cam

team/U.ten/M.ten (鉄を)打つ;(B.M.

のみ)書 くo pi-team,S∂lateam/U.pa-

tEm 鍛冶屋
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ream/U.r巨m (輩を)む しり取 る

seam/U.sEm タイ人,特に北タイ人

peam/U.pEm (米を運ぶための)大 きな龍

-eau

meau/U.mEu/M.mia 猫

-eau?

meauフ/U.mEu? メオ族

heau? (烏など)捕 る

-1

?i-(完了)?i-h∂u 行 って アった (cf.sam)

piソU.paソM･pa一 動詞 ･形容詞または特

定の名詞に付いて ≠～す る(である)人また

は物, 事ク を表わす :pト maic/U.pa一

maic 良い人,物 ;pトhaukurα あそこ

に行 く人;pトsam yuh/U･pa-sam yuh

これか らす る事;pト?amai?/U.pa-rami?

/M.pa一首ami? 男 ;pi-?apaiO/U.pa-

rapan/M.pa一首apan 女;等

?i (文末詞)～ しませんか:氏o?la?aum ?i

水を飲みませんか

ti/U.rawe/M.首aWi 買 う

ti.wanti～ 第-iIl

ci/U.p〇p/M.p〇p 雷｡pikhr∂ihci 処女

phi/U･phi 精霊｡hm〇phi/U･hmophi

御 恒 phisuma/U.phisama;phisapaic

/U.phisapaic 精霊の名前 (U.にはこ

の他 phita?免jeih,phita?thu,phita?

naia,phita?丘ia?,phita??yuat)等があ

る)

thi/U.chi? けちな

?batrthi 多分

ain'?di,yin'?di/U･han'?li感謝する｡自in'?di

niり/U.han'?lithopa? 有難 う
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mi/U.sa?Eフ 女陰

?buli,mali/U.?mok･li 巻タバ コ

si 色｡sinam'りan 青色 ;sinam･tan 茶

色

U.rathi 競走す る

U.khwi 羨む (kh〇i)

U.khli 虐める,迫害す る

U.sahi 黄色い (li.sat]ai)

U.-i/M.-i:Seea/50ll.le

-i?

sapi? 黍 ･栗の類

ti?/U.thi?/M.ti? 1(seetc?)

ti?/U.ndi? まだ(～ない):ti?haiktauh/

U.ndi?h〇ictau まだ着かない

ri?/U.ri? 探す

U.ci?.?r〇sci? 人差指 (seeB.?d〇ih)

U.chi? けちな (B.thi)

U.hji?/M.qg]-? 松 (B.閥ai?)

M･phi?･ SeeU･phe?

U.-i?/M.-i?:Seealso13.-ai?;-e?

-ih

kih/U.chis/M.kih 塩

saロgih/U.S〇qChis 塩か らい

U･hjih 午後になる (B.閥aih)

-ik

tik (?)殴る

kik/U.chiaic/M.kuic. Sαu?kik/U.so?

chiaic/M.so?kuic 恥ずか しい

wik/U.wiaic/M.wuic 刀

M.cik,chik 水田 (B.cik)

1度

?iり/U.nak･?ne 究れ る

pit]/U.phiaih/M.puia 白い

tiq/U.thiり 父方oJ伯父 ･伯母;姑

tiq/U･rathiq/M.¥atit),lf卜 聯

khir)/U･chiり 見めている (yo℃/U.you～)

kαuhkhiu 起 きる

mbit]/U･mbiaih (piO/U.phiaih の異形)

hαum mbiu/U.hom mbiaih にんに く

(?a)mbriO/U.mt)rit] 並ぶ;匹敵す る

U.chiq/M.cit),chiり 縫 う (A.ciり)

U.mbiq/M.mbiq 泥 (B.mbaia)

pit 鉛筆

pit/u phit･ hun?pit/U.hq〇?phit 精米

tit/U.tit 付 く,付ける｡tittai? 手に付 く,

癖 になる

(?a)kit 小 さいぴん

phit/U.phit 間違う;仲が悪い (～po?te?

/U.pho?tE?)

khrit/u,chit/M･khit.r)akhrit/U.pa-chit

/M.pa-khit マ ッチ

?bit 絞 る

nit/U.lllit/M.mit 小凡 ナイフ｡mitsui

/U.nitsui 包T

sit 注射す る (～?yia)

hit/U.hit/M.hit 箱

U.pit 毒 (]3･?yia?bia)

U.katit パパ イヤ (B.kutct)

U.chit 考える (I3.kit)

U.rawit 囲む
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U.khria 渓流 (ndia7-)

M.ndia 蝿 (B.roi)

M.mia A (B.meau)

~lp

kip 片,切れ｡saihkip (果物など)幾切れ

かに切 る

haip/U.rahaip 閉じる

U.yip 団扇

-1S

-1u

U.-is:See13.…ih

hiu 凋む

-1a

?ia/U.?ia.h∂u?ia/U.heu?ia 遊びに行

く,特に:hau?iapikhr∂ih/U.heu?ia

pakreh (若い男が)娘の所に遊びに行 く

plia/U.mblia/M.mblia,mbluai.pi-plia

/U.kuanmblia/M.kuanmblia(mbluai)

若年,青年

ti乱/U.thi且/M.tuai 花

cia/U.chia 話,歌謡

pa?dia/U.pa?lia/M.pa?lia 今

mbia/U.mbia/M.mbuai 忘れ る

缶ia/U.hia シャン人

sania/U.sat)ai/M.sagai 遠い

wia/M.wuai 借りる (sym.?ama?,ram)

?awia/U･rawia/M･首aWia,苫aWuai 虎

U,cia の様に (B.?yap)

U.phria 禁 じる (B.ham)
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-ia?

tia?/U.tia?/M.tia?,tEu? 小さい

?asia?/U,sia?/M.?hau? 少 し.kai?asia?

?n〇ロ/U.k〇isia??n(和 少 ししかない

-iah

?amiah 少ない｡kurai?amiahpulnlU こ

こは人が少ない ;?yar)?amiah 少な くと

も

M.pliah 槍 (B･pleh)

-iak

?iak/U.?iak/M.?iak 兄O?iakra?/U.?iak

ra?/M.?iak苫a? 冗,特に長兄;?iakto?

/U.?i且kt1107 次兄 ;?i且kpu?/U･?i且k

phu? 兄弟

ciak/U.ciak 折 る

?biak/U.?miak 切刻む

閥riak/U.閥riak/M･堰iak 虫,岨虫

wi且k/U.wi且k/M.wiak 腹,胃 ｡Sαu7wi且k

/U.so?wiak 腹が痛い ;U.ko?wi且k

腸 (B.tu)

wiak/U.riak/M.苫iak 折 る

li且k/U.li且k/M.liak 入る;(言葉が)通じる｡

1iak?aphaum/U.liak(to?)raphaum 理

解す る

Bak/U.丘ak/M.flak,saum 暗い｡fiaknata

/U.flaknata 額がきたない

U.kriak 嫁

U.khriak 画 く

U.fliak.51eeI3.り〇k
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U.hliak 罵 る (cf.B.sa?)

~lLIU

?iaり/U.?iau 糞｡?iaomaih 鼻糞;U.?iau

hE 蜂蜜を固めた物

piag/U.phiag/M.piat) (値が)高い

piaq/U.mbiar)/M.mbian 歯

takiaり/U.takiau ろうそ く

(?a)khriaり/U.phEp 比較する(?)

QgiaD/U･njiaO -以来,から:りgiar)la?a

saりai?/U.坤aりIa?asahi? 2日前から,

この 2日間

qgriaq/U.riar)磨

niaり/U .允iak.?aupniat)/U.?aup免iak

精米の飯 (cf.pit)

saniaq/U.saniar)背びれ (～ka?/U.ka?)

?uiaり/U.?凸iaq/M.?uiau 短い

wiaq/U.wiau チ ェンマイ

riaり/U.riag 力;強い

liat)/U.liau 養 う,飼 う

?aliap/U.raliaq 粉

siaて)/U,siau 音,声.?〇ksiaq/U.?oksiag

声を出す,発音する

hiaq/U.hiat)賀い

U.priau 修理する (B.?asaik)

U.miat)/M.miat)茶 (B.sa)

U.saliau 腕輪 (B.mbrE)

1at

kiat/U.chiat/M.kiat 喫む,喫みつ く

wiat 回る｡tαwiat 走る回る

sawiat/U.sawiat 捻 る

~】an

plian/U.pian 変える,変わ る｡plianphru?

?ape? 着物を変える

cian/U .chian,chian/M.chian 軽い

khian 書 く (-team)

samian 会社の人

sawian 米倉 (cf.qgra王)

hlian/し｢.hrian/M.hian 学ぶ,勉強する

ho打hian 学校

1aP

yiap/U･yiap 目をつぶる (～?pea/U.?Vai)

?ayiap/U･rayiap.ha王k ?ayiap/U.hauk

raylaI) 睦毛

U.mbliap.mblupmbliap 瞬きする

-lain

ndiam/U.thiam/M.tiam 低い

Iiam/U･liam (長方形の)辺｡painliam/U.

paunliam 四角

saliam/U.saliam 四角い (cf.above)

-1aS

U.一ias;SeeB.-eh

-1alC;1aln

U.-talc,-iaih:SeeB.-ik,-iD

~α

?ak●?α 喉仏

pa/U.mb〇/M･mb〇 日 opαseam/U.mb〇

sEm 足踏み杵のついた臼

pα/U･p〇 十分,かなり,たいそう:sagpa

loanhlatniq 象はたいそう恐ろしい｡pa

tauh/U･p〇teu 大 して～でない:pαtauh
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maic/U.p〇teumaic 大 して良 くない

tα/U.t〇/M.t〇 走 る,逃げる

kα/U.k〇/M.k〇 硬 い｡ kαla7- -に強

い,よ く～す る:coam〇kαloanla?hau

te? 山地民はよ く歩 く

kα/U.k〇 父方の叔母

thα/U.the,ta/M.thEi あれ,あの ;それ,

その (U.thE それ,ta あれ,ただ し区

別は唆味である)

kathα そこ,あそこ (-kurα)

?andα/U.(ra)ndo 大 ぴん

りga (木を)切倒す

ma 土ぴん,水差し｡makaz●d.

缶α 謹う

りα/U.り〇/M.g〇 火o?maikqα/U.?maut

り〇/M.?maitq〇 煙

kurα そこ,あそこ (U.pakthe,pakta/

M.lakthe)

lα/U.1〇金,金居o1αsakhrak/U.1〇sakrak

銅 ;lasagai/U.1〇saai 頁飽,青銅

?α?/U.?〇?/M.?〇? 竹 .pau?a?/U.?rauk

?〇? 竹薮 ;U.?〇?kat,?〇71〇り 竹の種類

kou?a?/U.koq.k〇n 石弓,パチンコ

pα? 磨 く,擦 る｡pα?piaD 歯を磨 く

Cα? 繕 う

saka?/U.sak〇?/M.sak〇? 濡れ る,濡れた

makα? 石棺

thαフ 塞 ぐ｡thα?suak 耳を塞 ぐ

khrα?/U.kr〇フ/M.khy〇? 足 りる,十分だ

nα? さっき (cf.M.saqe?n〇? 今日)

t]α?.Seekale

hqα?/U.hp〇?/M.hり〇? 棉 ;(籾付の)米 ;

(稲が)実 る｡hga?pit/U.ht]〇?pit 精米;

hgα?naum/U.hq〇?neum 梗米 ･,U.

hq〇71〇t) 黒い色の米

7mα?/U.7m〇? 隠す

150

1α? 牛車 (～maup)

lak･1α?/U.lak'l〇? 貝の一種

Sα?/tT.S〇?/M.S〇? 犬

hlα?/U.hl〇?/M.hl〇? (木などの)皮｡hlα?

khαtl?/U .hl〇?kho?/M.hl〇?kho7 本の

皮;hlα77gea/U.hl〇??Uai 倹

ーαh

?αh/U.?〇h. See?∂ih

?αh/U.?〇h. Seeりam;Sam

sa?αh/U.sa?〇h/M.sa?〇h 乾 く,乾いた

IJαh (碗など)欠ける

?apαh/U.rap〇h 鱗 (～ka?/U･ka?)

qgah/U･りgOh (太鼓など)叩 く,打つ

Sαh (高い草を)薙倒す

-αk

satαk/U.sat〇k/M.sat〇k 教える

Cαk コ ップ

kαk/U.k〇k/M.k〇k 呼ぶ

kαk/U.k〇k 大 きな寵｡kαkkhai?/U.k〇k

che? 柴入れ寵

?a?bαk/U.ra?b〇k 曲った

?auglαk/U.?bk/M･1a?1〇k,苫a一 刊く,(縦

に)割る

mαk/U.m〇k/M.m〇k 殺す

mαk/U.m〇k.mαk7ma/U.m〇k?ma′焼

畑耕作す る

Ink/U.l〇k (1)当たる;(2)正 しい :1αk

?iq/U.1〇k?an その通 り;(3)伸が良い

(～po?te?/U.pho?tE?);(4)～に就 いて

(話す):khraiりlakpui/U.kranl〇kphui

人の噂話をす る;(4)～され る:1αktam'

nuathmaik 警官 に捕 る

Sαk/U.sawuak/M･sa?buak 肘 (cf.sa-

?bu且k)

hak/U.h〇k 晒す｡hαknit)kaik/U.h〇k
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~αp

sap/U･mak 好む,好 きだ

niりk〇ic Rに晒す

-alLl

pap/U.p〇り/M,p叩 窓 (U.to?/M.toワ-)

plαり/U.pl叩 屋根茸用の草

tαr)/U.t〇り/M.t叩 焼 く･,燃やす｡tauka?

魚を焼 く

tαt]/U.ndoO/M.ndou il;-:

taq. phru?tan 腰布,タオル

tat] ～ しなければな らない :t叫 liaqkuan

te? 子供 を養わねばならない

Cαり/U.C〇り 傘

k叫 (弁当用の)かご (～?au°)

khaり/U.kh叩 物｡khau khaq/U.khau

kh〇り 物,品物

khlαロ,khrαt]/U.krou (ナイフ等の)柄

?daq/U.?r〇り/M.?苫〇ロ 柱

?daロ/U.?1〇り 漬 けるopi-?dau 漬物

mbrαり/U.mbr〇t]/M,mbyつり 馬

mαり/U.m叩 持つ

nat).thor)n叫 靴下

?auαり/U.raq〇り/M.1aり〇り 刀,ナイフ

hmag/U.hm〇g/M.hm叩 聞 こえる,聞 く｡

?oat?iりhmαqtauh (聞いて も)聞 こえな

い

laロ/U.l〇り/M.1叩 黒い

lαり/U.1つり 試す

malaり/U.mal〇g,ma?1〇り/M.mal叩 天,

空｡maicmalaq/U.maicma?l〇g 天気

がよい

1E･laq/U.ralつり/M.lalつり ぶよ;蚊

Sαt]/U.S〇り/M.S〇り 苦い.U･S30Chis 塩

か らい (B.saugih)

SαT)/U.S〇r)/M.S叩 (戸を)閉める

hlat)/U.hl〇℃/M.hl〇り 涼 しい

?ycLg (手に)載せ る

-cLnl

t也m/U.t〇m/M.t〇m 卵｡tαm ?E/U.t〇m

フE/M.t〇m ?E 鶏卵

t也m/U.t〇m 命ず る

katαm/U.nd〇m,t〇m/M.nd〇m 右,右側

(U.luau～)

klαm/U.kl〇m/M.kl〇m 損 ぐ, 特に天秤

の両端に物を掛けて肩に机 ぐ

tham 似合う｡than ?mea～ ～に似合 う

?ambam/u rambom/M.首ambom,la一 口

ロαm 淋 しい

rαm 借 りる｡kiahram 貸す (sJ･n.?ama?,
will)

lam/U.l〇m/M.1〇m 鋭い

lam/U.m〇続 刃

-αu?

pαu?/U･po? 母方の伯父 ･叔父 ;鼠 岳父

tαu?/U.to?/M.to? (1) 肉:tαu??E/U.

to77E 鶏肉 ; (2) 申,の中に :ndαuh

tau?la?aum/U.ndohto?ra?aum 水の

中に落ちる

kαu?/U.ko?/M.ko? 体,(U.M.のみ)動

物｡kαu?pト yum/U.ko?pa-yum 死

体;U.ko?phre?/M.ko?phyi? 野獣｡

(B.satphre?).khr∂iりkαu?/U.khroin

qgO? 各自;kαu??ai? 私のほうは, 私

については

kau?.kαu?te? 一昨日;kau?teak 先お

ととい

?akau?/U.rako?/M.sako? 米,特 に籾を

除いた米

?akαu?/U.rako? 鳩
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klαu?/U.klo?/M.klo?.tαu?klαu?/U.to?

klo?/M.to?klo? 大根

thαu?/U.cllO?/M.cho? 売 る

khαu?/U.k1107/M.kho7 本;樹木,木材｡

plai?khαu?/U.ple?kho?/M･plEi?kho?

果物;khαu?I)gai?/U.kho?可i?/M.kho7

℃gi? 松の木;yuhtiakhau? 木で作る;

khαu?tom/U.kho?thom 床板

khαu?/U.kho? (強意):yuhman khαu?

ma??aih いったい何 しに来たのだ ;U.

kho?khuat どうしても～ したい

khrαu?/U.khro?/M.khyo? 新 しい

?dαtl? 深い

?a?dau?/U.ra?lop/M.首a?107 止 ま る, lL
める

ndαu?/U.ndo?/M.ndo?(tαu?/U.to?/M.

t07の異 形 か)｡ kuanndαu?/U.kuan

ndo?/M.kuan∩do? 子供;kuanndαtl7

7amai?/U.kuaǹndo?rami? 男の子,少

年 ; kuan'ndau? ?apaiu/U.kuan'ndo?

rap∂n 女の子,少女

kuan●ndαu?/U.thi71a?a 幾つ,幾 らekuan●

ndαu?naum/U.thi?la?aneum 何年

りgau?/U.I)go? 昔｡ U.ug07sa?g〇h 昔

々;U.qgO??ne? 昨日 (B.ka?auh;

cf.kau?)

?augau?/U.raggo? 赤 く燃えている炭,炭

火 (～りa/U.ロ〇)

りgrαu?/U.qgrO? 分ける

t]glau?/U.qglo?/M.りglo? 潤,池oqglαu?

khrak 水,牛が入 る水溜 り

?amαu?/U.ramo? 夢,夢見 る

samαu?/U.samo?/M.samo? 石

nαu? 置 く

hmαu?/U.hmo?/M.hmo? 肺

7mαu?/U.7m07/M.7m07ひも,綱｡?mαu?

llat/U.7m07hut 帯

Sαu?/U.so?/M.so? 痛い,病気だ :Sαu?

kaiA/U.so?kaia/M.so?kaia 頭が痛
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い;haiksαu? 熟が出る

Sαu?/U.so?/M.so?. kuansαu7/U.kuan

so?/M.kuanso? 疏

-αuh

pαuh/U.pob/M･pob (戸を)開ける (～

?awia?/U.rawia?)

tauh/U.toh 鳴 く (～hr)a?/U.htp?)

?atαuh/U.ratoh 会 う｡?atαuhyo?po?te?

/U.ratohyo?pho?tE? (互いに)出合 う

Cαuh/U.coh 使 う,用いる ; ～ させる｡

Cαuhpaihαu/U.cobphuiheu 彼に行

かせる

kαtlh/U.koh/M.koh 起 きる,起 き上が

る｡kauhcop/U.kohchop/M.kohcut)

立ち上がる

mbαuh/U.mboh/M.mboh 中 くらいの,

(年齢が中 くらいの)若い｡mbαuhkhrα?

/U.mbohkr〇? ちょうど中 くらいの

ndauh/U.ndoh/M.ndoh,nduh 落ちる,

落とす;入れる｡ndαuhtαu?la?aum/U.

ndolltO?ra?aum 水に落ちる,落とす

sandαuh/U.sandoh つまづ く

?at]gαuh/U.raggoh 噴 (～saia/U.saim)

rαuh/U.roh 吠える

1αuh/U.roh も又,(U.のみ,数詞の中で)

と (B.la-).h∂ulauh?meapa?/U.heu

roh?maip∂? 僕 も君と一緒に行 く;U･

kaurobthi? (10と1) ll (B.koa】a-

te?)

hlαtlh/U.hloh/M.hloh 得 る;～ した,班

来た. hlauhtauhhau/U.hlohtcuheu

行かなか った,行けなかった

hauh 以上｡ ti?pianhauhmet 1,000メ

ー トル以上

-αuh

palaup/U.palop 布,布地.palαupsatho?



/U.palopsatho? 絹布
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r〇. ?d〇ihr〇/U.?r〇sci? 人差指

h〇 ホ一族

pah〇/U.mba●h〇 南瓜
-aum

?αtlm 抱 く

tαum/U.tom/M.tom 肝臓

khrαum/U.krom 垢;垢で汚れた

Sαum/U.son/M.som 食べる,飯を食う｡

kuatsαum/U.khuatsom 空腹だ ;U.

som 氏o? 祝 う

hαum/U.hom/M.hom 玉葱の類 (ka的/

U.kai氏～). hαum sakhrak/U.hom

sakhrak (赤い)玉葱 ;hαum mbit)/U.

hom mbiaは にんに く

-〇

?〇/U.?bua 引きずる

p〇/U.pu乱/M.pua 乞 う;どうか～を (し

て)下 さい:p〇?buli/U.pu乱?mok-1i タ

バ コを下 さい ; p〇?ah koi/U.pu且?ah

kua ゆっ くり言 って下 さい ;p〇?iりtia

ma? 済みません

t〇 続ける

C〇/U.?nai/M.?nai 遅い

khr〇/U.kro. Seesa?air)

?d〇/M.首ahqo?,la- 告げる,～に言 う

gg〇/U.kaggro?/M･首aDgyO7,1a一 背中

m〇/U.mo/M.mo 山｡co乱m〇 山地民

り〇/U.り0. W-1ak附,?bakq〇/U.wiakI)o

みみず

hm〇/U.hmo/M.hmo 医者 (～?yi且/U.

?yia). hm〇p∂iq,hm〇sanat/U,hmo

poia,hmo sanat 猟師 ; hm〇 phi/U.

hmophi 垂師

?m〇/U.?mo/M.首a?mo 井戸 (～la?aum/

U.ra?aum)

?m〇/U.?mo. りgrai??m〇/U.qgre??mo

稲を植える時に使 う掘 り棒

U,pつ. p〇chuaq (昔用いた)脚枠の一種

U.kh〇 鈎

U.nd〇.nd〇taia織機 (B.khriat)taia)

M.?〇 姉 (B.?〇i)

U.-〇/M.一〇:SeealsoB.-a

一〇?

M.n〇?. saロe?n〇? 今 日 (B.la?aih)

U.一〇?/M.-〇?:SeealsoB.-a?

一〇h

U.丘j〇h 蹴 る

U.sa?ODh. qgO?sa?り〇h 昔

U.ras〇h 働 く,仕える

U.ra?1〇h 交換する (B,lEk)

U.-〇h/M.一〇h:SeealsoB.-ah

-〇k

?〇k/U.?ok/M.?ok 出る｡ ?〇k hau/U.

?okheu 出て行 く

p〇k/U.pok (牛 ･水牛の)雄｡khrakp〇k

/U･krakpok 雄の水牛;maupp〇k/U.

makpok 牡牛 (cf.hmaia)

sap〇k/U.sapok 花火の一種;花火で占う

t〇k/U.tok (火を)燃やす (～qa/U.り〇)

?d〇k 模様

n〇k/U･nok (ピーを)肥 る (～phi/U.phi)

kan〇k/U.kaphre? 外,外側

り〇k/U.r)ok/M.r)ok 項 ｡q〇ktai?/U.niak

te7 手首

U.p〇k (魚を)捕る (～ka?)
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U.-〇k/M.-〇k:SeealsoB.-αk

-つり

?つり (雨が)止む (hlai?～)

pつり/U.mboり/U.mboq 段 , 悌

t〇k.sat〇り/U.to?satoり/M.to?satoり えび

kl〇℃/U.kloり/M.klot] 川oU.ndia?klot]

2'd

ggrつり/U.ggrOq (天秤の真申に物をかけて

両端を二人で)担 ぐ,運ぶ

nつり/U.noり/M.notj 粒,種 粒｡n〇gsanat

/U.noりSanat/M.noりSanat 弾丸

gつり/U.t]on 膝

?n〇t]/U.?noq ～だけ;独 りで｡ ti?sagai?

?n〇t]/U.thi?sani??nou 1日だけ;?asia?

?n〇℃/U.sia??nou 少 しだけ;hau?n3t]

te7 -人で行 く (-h∂ute?ti?pui?n〇℃)

t〇k'1叩 話は決まった,0.K.

S〇℃ 小袋｡SこⅦ n叩 Sanat 弾丸入れ

h〇℃ 部屋 (～缶ia?)

U.kl〇り 碗の一種

U.C〇t) 長椅子oU.C〇t]r〇i (?)椅子

U.-〇り/M.-つり:SeealsoB.-aり

一〇t

?〇t/U.?ot 耐 える,我慢す る

C〇t ボ タ ン (～?ape?)

U.-〇t/M.-〇t:SeeB.-oat

-〇n

t〇n (僧 の類 別 詞)0 satu?laフoit〇n 3人

の坊さん

C〇n/U.con 貧 しいoU.pa-conpa-cam

貧乏人
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U.kot]'k〇n 竹製の石弓

U.m〇n 山

U.-〇n/M.-〇n;SeealsoB.-oan

~〇p

U.?〇p. ?yia?〇p 解毒剤

U.p〇p/M.p〇p 雷 (B.ci)

U.り〇p 朝早い (I3.t]ap)

-〇111

自〇m/U.缶〇m 染める

U.p〇m (着物など入れる)木箱

U.m〇m 何 (B.mam)

U.S〇m 押 し込む

M.ch〇m 美 しい (B.maic)

M.W〇m 帽子 (B.wom)

U.一〇m/M.-〇m:Seea/soB.-αm

-〇S

U.-〇S:SeealsoB.一〇ih

ー〇1

?〇i/U.?〇i/M.?〇 姉｡?〇ira7,7ara?/U.?〇i

ra?/M.?〇首a? 捕,特に長姉 ;?〇ito?/U.

?〇itho? 次姉

p〇i 祭

pl〇i/U.pl〇i 放す,釈放する

th〇i/U.thoi 茶碗

khi･thoi/U･sa?mak/M.苫a?Em,la一 機ない

kh〇i/U.khwi/M.lafoib 羨む

sar〇i (昔の)村長

h〇i/U.h〇i 貝｡h〇in∂um 小さい種類の

員;h〇ilak.lα?/U.h〇ilak.1〇? 大きい貝



u k〇i/M.k〇i 持つ,有 る (fi.kai)

U.t〇i 陰茎 (ち.klai?)

U.rat)gl〇i 織機の部分の名

U.r〇i 百 (a ?ayiah)

U.1i/M.1i:Seea/soB.-au.
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U.m〇ia (刀の)刀

U.ram〇i琉 織機の部分の名

U.san〇ih 魚を捕 るための仕掛

一〇ih

?〇ih 腫れ る

?apl〇ih/U.rakhoh/M.首akuh 震える

?d〇ih/U.?r〇S/M.?附ih 指｡?d〇ihk∂iq/

U.Oginte? 親指;?d〇ihr〇/U.?r〇sci?

人 差指 ;?d〇ih ?bak'?buan/U.?rc)skau

中 指 ;?d〇ih ?uiap/U.?r〇shEり 薬指 ;

?dっihkean/U.sa?let 小指

?d〇ih (育,声が)大 きい｡?d〇ihsiau 声が

大 きい

?aug〇ih/U.閥Oh うなず く (～kaia/U.

kain)

?am〇ih/U.ram〇S/M.首am〇ih バナナ

7m〇ih/U.7m〇S/M.7m〇iIl くしゃみす る

r〇ih/U･r〇S/M.E3ih 選ぶ

S〇ih/U.S〇S 炭

M.lapih 油 (B.la?auh)

M.m〇ih 名前 (Ⅰ弓.maih)

-〇1C

?at]gl〇ic/U.raqgl〇ic 蝶番

U.hjouk〇ic 蛸蛤 (13.toローフak)

U.rap〇ic 整

U.h〇ic 終わる (r3.hoic)

U.-〇ic/M.-〇ic:Seea/so-aik

-〇ln

U.phr〇i自 小 さな鈴

-0

ma70/U.ma70 ざぽん,ポメロ

to 浅 い

tok'to トッケ- (ニーuk'ke)

co/U.chua′漏る

yo チー ク｡khau?yo チークの木

lo/U.lo ダース｡ti710/U.thi7101ダース

U.?O -ない (B.?u)

U.po (着物など入れる)木箱

U.to/M.to ～ない :U.tondoh/M.to

nduh 落ちない

U･thO -に対 して:Aan'?lithop∂? 君に

感謝す る;hlatthosau 象を恐れ る

U.rakho (建物の)柿

U.?bo ～ない : ?bohloh?an 得 られな

か った

U.(ra)ndo ぴん (B.?anda)

U.rawo 叫ぶ (B.kuh)

U.saq●h() 黍の一種 (cf.B.sapi?)

M.pi?'cho,phi?●cho 唐辛子 (B.mbraik)

U.-o/Mro:SeealsoB.一〇

-o?

po?/U.pho?/M.pu? 互 いに (通常 po?

te?/U.pho?tE?/M.pu?ta? の形 で):

rakpo?te?/U･hrakpho?tE?/M.khyak

pu7ta? 愛 し合う｡ ?me且 po?te?/U.

?maipho?tE7 -緒に

plo?/U.phlo?/M.phlo? ベ-テルo hla?

plo?/U.hla?phlo?/M.hla?phlo? ベ-

テルの葉

to?/U.tho7. 7iakto?/U.?iaktho? 次兄 ;
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?〇ito7,7ato?/U.?〇itho? 次姉

to? テーブル

sato?/U.satho? 棉

琉o?/U.缶Oフ/M.缶o? 飲むo kuat丘071a-

?aum/U.khuatno?ra?aum 水が飲みた

い,喉が渇いた

yo?/U.yo?/M.yo?,yu? 見える (くF･nean)

U.ko?.ko?hE 蜂蜜 (B.la?aum hE)

U.kho?.kho?pgain ターバ ン

U.kaugro?/M.首at)gyO?,la一 背中(B･りg〇)

M.苫ahq0?,la一 告げる (B･?d〇)
U.-o?/M:o?:SeealsoB.-au?

-oh

pob/U.phoh/M･phoh,poh 打つ (布を打

って)洗濯する｡ U.phohkau 風が吹

((cf.phuah)

patoh.?yuaupatoh (地名)ウンパイ地方

の村

?boh/U.woh 建てる (～魚ia?/U.包ia?)

soh 沢山 , 随分.kaipuiniqSOh 人が大

勢いる

U.rakhoh/M.首akuh 震える (B.?apl〇ic)

U.ndoh 箇所1.thi?ndoh -箇所

U.ggoh/M.qguh 打つ (B.qgαh);うな

ず く (B.?agg〇ih)

U.-oh/M.-oh:SeealsoB.-auh

-ok

?ok/U.ndia71au 胸

pok/U.mbok 乗る (～mbraり/U･mbrつり,

等)

?acok/U.rachok 積む,積み重ねる

kok/U.khok 食べる｡pi-kok 食物,餌

(cf･scum,poan)
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klok たた く

wok/U.wok/M.wuk 掛ける

lahok/U.rahok 地獄 (miaD/U.mia8-)

man･lahok (-miaq1ahok)

U.phok 当たる｡phokraphaum 気に入

る (cf.B.lak)

U.phlok 象牙 (～saり)

U.thok 貧 しい (B.tuk)

U.sakhok.hausakhok (肩から掛ける)袋

U.ralok 頭蓋骨 (～kai亘)

U.-ok/M.-ok:SeealsoB.-3k

-0て)

pop/U.phoq/M.phoロ,Phuu 筒

?atop/U.rathop -ちま

cog/U.choc)/M.cug 立 っている. kαuh

coq/U.kohchoq/M.kohcur)立つ,立

ち上がる;U.chousani?/M.cuりSaqe7

日が真上 に上 る, 正午 にな る (cf.B.

mbraum);U.miachoりSa缶i?昼 (Cf.U.

miason k〇t)

thoロ.thoりn叫 靴下

?bou 小さい竹製のかご

?boo (草木を)育てる

moq 網羅

samoり/U.samou 卵黄

丘o匂/U.缶o匂/M.fioq 腰

woo (草木が)伸びる

yoq/U.you/M.yog 知る,知っている

?ayoq/U.rayog 虹

?ayog ～かどうか (?uyouか):pui?ah

?yaumam ?ayog 彼がどう言うだろうか

U.krog 刀の柄 (B.khlat))

U.ciak'klog 蛙の一種

U.I)goq 巻タバコの類別詞 (B･?bau)

U.?bou (肉など)硬い
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U.?loo/M.?log 舟 (B.hia). U.kho?

?loq 棺

M.laphoq.Seelaphut)

U.-or)/M.-ol〕:SeealsoB.一叩

-ot

?bot 曇る (～cut.wu)

免ot 権威｡kai免ot 権威がある

lot/U.lot 自動車

U.?ot 耐える (B.?〇t)

-On

負on/U.負on.hup丘on/U.hrupfion (壁

などに書かれた)絵模様

U.con 貧 しい (B.C〇n)

U.mat)●mon 円い

.OP

?op あぶる,焼 く

kop 蛙

U.palop 布地 (B･palαup)

M.苫a?op,1a- 暑い (B.la?aik)

-Om

tom/U.thom 敷 く

tom/U.thom 床 (～凸ia?/U.負ia?).khau?

tom/U.kho?thom 床板

com/U.cum 沈む (～tαu71a?aum/U.to?

ra?aum)

nom どれ,どの｡puinom/(U･phuim〇m)

どの人 ; ka-nom/(U.pakm〇m)/M.

(lakman) どこ

khanom/U.khanom 菓子

wom/U.won/M.W〇m,wom 帽子

sayom/U.sayom (大きな)袋

hom 蔭

U.rambom/M.首ambom,la一 口(B.?am-

bαm)

M.首Om.Pu?首Om 影 (cf.B.hom)

U.-om/M.-om:SeealsoB.-aum

-O1

la?oi/U.la?ua/M.la?uai3. koala?oi/U.

kaurobla?ua13

coi 助ける

koi/U.kua ゆっくりと｡?ahkoi/U.kua

?ah ゆっくり言う

?boi パ イプ

nam●?boi 杓子

moi/U.mua 野牛｡sa?∂紬 moi/U.sa?oi血

mua コプラ

?qOi/U.旬ua/M.旬uai30. ?ooila-te?/

U.旬uarohthi?31

roi/U.rua/M.苫uai 蝿

?yoi/U.?hua 滑 らかな,滑 りやすい

U.thoi 茶碗 (B.th〇i)

U･khamoi 泥棒 iB･khamui)

-oih

M.丘oih 笑 う (B.aiah)

M.80ih 倍数 (B.quah)

M.-oih:SeealsoB.-ヨuh

-01C

loic (話すのが)流暢だ

hoic/U.h〇ic 終わる
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U.-oic/M.-oic:SeeB.-3ik

-01n

qgrOia 鈴

U.kloih/M.kloia 太 った (B.tui)

U.I)goi缶/M.t]goih 噛む (B･OgCa)

M.lafoih 羨む (B.kh〇i)

U.-oih/M.-oi凸:SeealsoB.-3iq

-Oa

toa/U.ta/M.tau. hautoa/U.heuta/

M.heutau 送る;?aidtoa 送 って来る

co乱 (人 )々0 co乱cik 農民 ;co且m〇 両

地民;coalawia? ラワ族

koa/U.kau/M.kau10. koala-te?/U.

kaurohthi7ll;koala?a/U.kaurob

la?a12;等

I)oa/U.りau 愚かな

karoa/U･karau/M･(lak)首au 上,上側,

～の上に

ーOak

pi?doak/U･Phe??rauk/M･phi丁7苫auk 森｡ヽ
U.?rauk?〇? 竹薮

7moak/U.?mauk/M.7mauk 咳する

roak/U.rauk ひきがえる

hoak/U.hauk/M.hauk 上る｡hoakmal叩

/U.hauk ma?lot) 天に上る ;la?aum

hoak 水が上 る,増水する｡ hoak?aph-

aum/U.haukraphaum 怒 る

ho且k/U.fiak (服を)脱 ぐ (～?ape?/U.

raphi?)
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~Oat)

kapoau 天井

toat]/U.taug (民で) 捕 え るo U.pa-

tauu 毘

koaq/U.kauq/M.kauり 掘 る

thoaロ/U.chauq/M.chau口 軽い

khroaり/U.krauりIe? 喉

ka?doaq/U.ka?laur) 北,北側

mbloaq/U.mblaut]/M.mblauq 山

hloaq/U.hlaut)/M.hlauu 高い

hoaり 蒸す

-oat

?oat/U.?つつt/M.?g〇t 聞 く;(U.M.ojみ)

考える (cf.hmαr))

koat/U.k〇t/M.k〇t 寒い (U.～ phre?/

M.～phyi?). miakoat,ham koat/U･

hiam k〇tphre? 寒い季節,冬',U.mia

som kot 昼,昼食 (B.masa?oai?)

thoat/U.th〇t 揚げる

?amboat/U.rambuat/M.苫ambuat,1a- 涙

(M.Ya?aum～)

loat 過 ぎる,通過する

hloat (地名)Hot

-Oan

?oan/U.70〇n 或 る,或るもの,何か｡?oan

-?oan/U.?り〇n-?t]〇n 或 る者は･･･他oj

或る者は;?a?∂ih?oan 何か,何か或る物

?oan せがむ

poan/U･p〇n (おかずを)食べる｡pi-poan

食物,おかず｡¢Sαum/U.son

toan (時間 ･空間 の)部分 :toannasa?

朝方,toanmapu 夕方;toankasaih 南

側,toanka?doat] 北側 ;toan?∂in 今

まで,従来;toanh∂u 今後,これから
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phoan/U･ph〇n/M･ph〇n5.koala-phoan

/U.kaurobph〇n15

?doan 急 ぐ (heu～).?doan?aphaum 焦

る,急 ぐ

?doan/U.fiah 全然 (～ない):maictauh

?doan/U.maicteufiah 全然美 しくない

qOan/U.り〇n. I)Oanthai/U.qOnthai 饗

の柄

loan/U.1〇n ～すぎる;(B.のみ)非常に｡

piauloan/U.phiaol〇n (値が)高すぎ

る,非常に高い ;maicloan 非常によい

(cf.U.りam)

loan.qam loan 一昨年の前年 ;sam loan

再来年の翌年

foam/U.huan 踊 りの一種

lahoan/U.rah〇m 50;50サタン｡ lahoan

la-te?/U.rah〇nrobthi7 51

~u

?u/U.70 -ない (主文節以外でのみ用いら

れ る)0 nda?upuihau/U.ndah?ophui

heu もし彼が行かなければ

pu/U.phu/M.pu 厚い

pu/U･phu/M･pu･ ma-pu/U.miaphu

/M.miapu 夕方;晩飯

tu 腸 (U.ko?wi且k)

ku 対:hakcuauti?ku 靴 1足

thu/U.thu こす る,磨 く

khu/U.khu 先生

la?du 季節｡la?duhlai? 雨季

mu/U.mu 人 々｡muh∂i/U.muhE こ

の人 々;mu?e?/U.mu?e? 我々 ;mu

lawia?/U.murawia? ラワ人たち

sanu 腕,特に上腕

cut●wu/U.tut■wu/M.nduat･wu 雲

lu/U.lu? 従 う,ついて行 く (～hEu)

hu,?u/U.?u 話す,お喋 りする｡hu?dani.d.

tahu/U.tafu 耳輪

M.tu 山 (syn.mo,mblauq)

117

pu?/U･phu?/M.pu? 渇,妹｡pu77amai?

/U･phu?rami?/M.pu?首ame?弟;pu?

?apaiり/U.phu?rapan/M.pu?Yapan妹;

?i且kpu?/U.7iakphu? 兄弟

pu?/U.phu?/M.pu?.pu?hmau/U.phu?

hmeu/M.pu?hmeu 友人 ; pu?acan

先生;M.pu?苫Om 影

tu?/U.thu?.ttl?ta主?/U.thu?te? 腕 (悼

に下腕);tu?cuaq/U,thu?chuaO 脚

satu?/U.satu? 僧侶 (Cf.phra?/U.phra?)

satu?/U.satu? ナイフの柄

phru?/U.phru?/M.phyu? 布, 毛布｡

phru??ape?/U.phru?raphi? 着物,衣類

mu7 -ほど,～と同じ位｡ mu?mam ど

れだけ,幾 ら(量,程度,値段);mu7thα

それだけ,その位 ;mu?po?te? 同 じほど

khamu?/U.khamu? カム族

丘u? 押す (sy72.naih)

?a氏u?/U.ra缶u? 年齢

U.cu7 嘘をつ く

U.lu? っいて行 く (B.lu)

U.yu? ～の (B.yia?)

M.-u?:SeealsoB.-07

ーuh

kuh/U.rawo II1日ミ

yuh/U･yuh/M･yuh す る, 作 る｡ yuh

kan/U.yuhkan 仕事をす る｡yuhman

/U.ytLhm〇m 何を して,何故

M.nduh 落ちる (B.ndαuh)

M.-uh:SeealsoB.-oh
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-uk

puk/U.phuk/M･puk 結ぶ,縛 る

puk/U.pluk/M.puk ▲9ggpleak

tuk/U.thuk,thok 貧しい (syn.C〇n)

tuk/U.thuk. tuk?aphaum/U.thukra-

phaum 驚 く

U.cuk 黙 る,静 まる (cf.B.?yit)

M.-uk:SeealsoB.-ok

-ut〕

hut]/U.凸uq 蚊 (cf.lE◆1αり)

U.thuu 全て (B.tap)

U.fuり. tEkfug 散 り散 りになる

M.lapuq,ga-,-pOU 言葉 (B.khrah)

M.pgyuq 担 ぐ (B･閥rつり)

M.ogyur)垣根 (B.?apum)

M.-up:Seealso13.-or)

-ut

khut 剃 る

makhut 柑橘類の一種,檀

samut/U.samut ラム ット (果物の名)

sut/U.sut 蚊帳

U.hut. ?mo?hut 帯(B,?mau?hat)

-un

kun/U.kun 便益｡peankun/U.pEnkun

役に立つ

sakun/U.sakun 月割こつける飾 り

khun/U.khun 君主 ;あなた

M.mbun だけ (U.mbin)
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~up

rup/U.rup 戦 う

hlup (水 を ) 汲む

sup/U. sup 吸う

hup/U.hru p 絵

hup谷,谷 間 (～m 〇)

U.mblup SeeU.mbliap

U.sup (帽子を)かぶる

~um

?um (Llに)含む

sa?um/U.sa?eum 腐 る, 腐 った

?apum/U.raphum/M.苫aphim (B･U･)

垣根;(M.)庭｡U.to?raphum 庭 (cf･

B.suan:M.t]gyuり)

tum/U.thum 熟 した

cum/U.chum/M.cum 軟かい｡ cum ?a-

phaum びっくりする

hum/U.白um/M.缶im 美味しい

yum/U.rum/M･yum 死ぬ

rum/U.rum 薮

U.cum 沈む (B.com)

U.phum/M.pum # (B･pen)

U.kaりgrum/M. ngim 下, 床下 (B･

pgraum)

-ul

pu主/U.phui/M.pui 人 ;彼,彼女 ;他の

もの｡h∂imaicphrahpu主/U･hEmaic

haphui これは他より良い,最も良い

sapui なすび｡sapuisakhrak トマ ト

tu主/U.tui,kloin/M.kloia 太 る,太 った

?akui/U.rakhui とさか (～?e/U.?E)
phrui 燃える (-ba?)
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mbui 少 し:koimbui 少 しゆっくり

khamui/U.khamoi 泥棒

?awui/U.rawui.haik?awui/U.haukra-

wui 眉毛

sui/U.sui.nitsui/U.nitsui 包T

U.kui 経験がある (B.kii)

U･thui取 り出す (～?ok).thuiraphaum

息をする (Cf.I3･ha?aphaum)

-u主h

M･puih 負う (B.pih)

+-
-ulC;-uln

?yuic/U.?氏uic 酔 う (～plea/U.plai)

M.-ulC,-uib:SeeB.-ik,-1U

ーua

tua 匹 (動物の類別詞)O ?E?alEhtua 親

7羽

tua.t印 tua 着飾 る

ctla 体が弱い

khua/U.khraq/M.khy叩 物,品物｡ ti

khua/U.ravekhr叩 買物す る

khua 台所

khua/U.ndiak 妙める (-phat)

?ayua/U.rayua ギボン

kulua/U.kalua イン ド人,西 洋 人｡ U.

kalualつり インド人 ; U.kaluaphiaia

西洋人

U.phua 怪我す る

U.chua 漏 る (B.co)

U.kaqgua/M.ngua ベ ラ ンダ (cf.B.

khua)

U.-ua/M.-ua:Seealso B.1;-Oi

-ua?

?ua? 唖の｡pi-?ua? 哩

-uah

cuah/u cuas とかげの一種,イグアナ

りuah/U.りuaS/M.りOih 値段

phuah (風が)吹 く,(手を)払 う｡phuah

kai 風が吹 く;phuahroi蝿を払いのけ

る

-uak

tuak/U.thuak (飯など載せる)盆

thuak (汁など)す くう

khruak/U.khruak 叫ぶ

mbuak/U.mbuak/M.mbuak 突 き刺す｡

mbuak khrak/U. mbuak krak/M.

mbuakkhyak 水牛犠牲祭

sawuak,sa?bu且k/U.sawuak/M.sa?bu且k

(B.) 宿;(U.M.) ひじ (Cf.U.klep/M.

klep)

yuak/U.yuak 持ち上げる

su且k/U.su且k/M.suak 耳｡hla?suak 耳,

耳たぶ;tαu?su且k/U.to?suak 耳の穴

U.tuak/M.tuak 大 きい (B.ra?)

~tlar)

cuaり/U.chuaり/M.chuap,CuaV あし｡

hla?cuaq/U.hla?chuat) 足 ;tu?cuaて)

/U.thu?chuaq 脚｡h∂ucuag 歩いて

行 く

cuap/U.(ra)chuag 回 o ti?cuaq/U.thi?

(ra)chuau 1回
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kuau 指輪｡kuaukhrea 金の指輪

IuaD 鼠など捕 る仕掛,鼠捕 り

luaり/U.luau 側 :luaqkauka/U.luau

kaqka 前,前側 ;luar)kasaih/U.luaり

kaseh 南,南側 ;等

?yuat)/U.?yuaq/M･?yuau 村

U.raoguau 枕

-ua′t

7uat/0.7buat 磨く

tuat/U.nduat 呑み込む

kuat/U.khuat/M.kuat 隼取 ったo pi-

ktlat/U.pa-khuat 老人

kuat/U･khuat/M.qguat 欲す る,～ した

い｡kuat?eah/U.khuat?aih 欲 しい

tam●nuat 警官

guat/U.りuat 谷川,渓流 (U.ndia?～)

luat/U.luat 出す,取 り出す

ltlat.hlai?luat よ く雨が降る

U･rambuat/M.首ambuat涙 (B.?amboat)

U.ruat. hauruat (米を運ぶ)袋

U.raruat (-hauruat)

-uan

kuan/U.kuan/M.kuan 子,-予供 (特に

親子 関係 に お いて)0 kuan ?amai?/U.

kuan rami? 息 子;kuar]?apai'り/U.

kuanrapan,kuankreh 娘｡kuan■ndαu?

/U.kuan'ndo?/M.kuan.ndo? 子供 (特

に年齢的に)

7bak●?buan 問,中間｡?bak･?buan～7mea.

～ ～と～の問 (cf U.sa?na?)

muan 面白い,(歌など)上手だ

sanuan/U.sanuan/M.sanuan スプー ン,

フ ォー ク
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luan/U.luan (土を)擦 る,(壷など)作る

suan 庭

U.rapuan 蛙の一種

U.hruan 暑い (B.la?aik)

U.huan 踊り (lj.foam)

-ua111

7tlam やかましい

thuam/U.thuam 洪水になる (～la?aum/

U.ra?aum)

-uaS

U.raphuas 寅ぬ ぐな (B.S∂i)

U.-uas:SeealsoB.-uah

-ual

M.-uai:SeeB.-ia;-oi

ーuaih

M･puaih 明 るい (B.piah)

-a

?am●pha/U･?am●pha 郡｡ ?am.phahloat

(地名)Hot 郡

U.ta あれ,あの (B.thα)

-a?

U･pa? 君,お前 (a pa?)

U.m∂? あなた (B.ma?)
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-ak

U,phak/M.phak 訓練する (Il.fik.hat)

U.?nak (建物の)異

U.sa?mak きたない (13.khi.th〇i)

U.-ak/M.-ak:Seea/soI3.-aik:-aup

-aTj

U.khr叩/M.khy∂り 品物 (Iミ･khua);布

(B.phru?)

U.thaり 全て (fi.taり)

U.ral叩/M.首al叩,la- (土地が)平たい.

te?ralaq/M.te? 首al叩 平地 (Cf･B･

qgraum)

U.sal叩 コップの類

U.-aq/M.一叩 :SeealsoB.-aig;-gum

-∂t

U.-at/M: atl.See13: a,ik

-∂n

nam･qan.Sinam'Oan 青色

U.?an それ (13.?ip)

U.-3n/M.-an:SeealsoT3.-aiq

NaP

U.kap 靴 (B.hakcuaO)･ k叩 kho?

下駄 (B.hakcuaukhau?)

一∂Ill

M.-am:SeeB.-Bum;U.-eum

-aS

U.-as:SeeB.-auh

-∂1

plai/U.pe/M.pEi 笛

ndai 平たい

sa耶i/U.sahi/M.sauEi 黄色い

kurai ここ (U.ワak hE;M.naqhEi).

cf.kah∂i

hlai/U.hre/M.khyEi 薄い

hai/U.hE/M.hEi これ,こ0)0miah∂i/

U.miahE この頃 ;ka-h∂i ここ (-

ktlr∂i)

plai?/U.plc?/M.pIEi? 木の患 果物 (～

khαu?/U.kho?/M.kho?)

kl∂i7/U.t〇i 陰茎

phai? かわ うそ

khai?/U.(:he?/M.khEi7 月 (天体,時間

とも)

khai?/U.(､he? 柴

khrai?/Lr.khriat ざらざらした

qgai?/U泊ji?/M.I)gi? 松 (khαu?/U.kho?

/M.kho?～)

qgrai?/U.Ogre?/M･Ogrei? 杵｡ r)grai?

?m〇/U.r)Ere??mo (粗を植える為の)掘

り棒

sai?/U.se?/M.sEi? しらみ

-∂ih

?aih/U.?eh/M.?Eih. U.neum ?eh/M.

nam ?Eih 今年 (B･naum ha主;Cf.la?-

aih);?αh?aih/U.?〇h?eh あれやこれ

や,何で も (肯定 的), 何も (否定 的);
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pi?αhpi?aih 誰で も,誰も ;ka?αhka-

?∂ih どこでも,どこにも (cf.beZo即′)

?a?aih/U.?u'?eh 何か (肯定的),何も (香

定的)0 peantauh?a?aih/U.penteu?u■

?eh 何でもない

sa?aih/U.sa?eh/M.sa?uaup 明日

paih もぎ取る

plaih/U.pleh 見せる,示す

taih 蹴る

khr∂ih/U.kres/M.khyEih 熊

khraih/U.kreh/M.khyEih. U.kuankreh

娘 (B.kuan?apaiq);Pトkhraih/U.pa-

kreh/M.pa-khyEih 少女
naih/U.nes/M.nEih 押す

自auraih/U.凸aures 蜘蝶

laih 降りる,下 る｡la?a.unllaih 水が下る,

引 く

-∂1C

?aic/U.?eic/M.?Eic 里芋,タロ芋 (kaiA～)

phaic/U.mbEic 尖 った

7baic つぶす,握 りつぶす

lair/U.leic/M.lEic 豚｡laicphre?/U.leic

phre7 猪

hl∂ic/U.hleic/M.hlEic 鉄

-∂ln

?aid/U.?eia/M.?eih 来る;帰る｡toan

?ain 従来,今まで

tヨin/U.ndeia/M.ndEia 壁o khαu?taiA

壁 板

?bain 打ちのめす,打ち壊す (cf.U.1aup)

?dain/U.?leih (時間的に)長い

mbain/U.mbiq/M.mbiり 泥

main/U.mein (水を運ぶための)水筒

maid/U.men 数える

?ala抗/U.ralei白 糸紡 ぎ棒
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-∂1

sai/U.raphuas 真南 ぐな

-∂ik

?扇k/U.?oic/M.?oic 尽きる,･全部｡ ha?

?aik/U.ha??oic 燃え尽きる;ta℃?aik/

U.th叩 ?oic 全部

taik/U.(?)t〇ic 引 く

(kam●)phraik/U･proic/M･phyoic 翼,

羽 (～saib/U.saim/M.saim).phraik

ka?/U.proicka? 負のひれ

thaik/U.ndoic/M.ndoic 吐 く

?baik (唐辛子などすりつぶす)小さいEj

mbraik/U.mbroic/M.mbyoic 唐辛子｡

mbr∂iknaum/U.mbroicneum 胡板

hmaik/U.hm∂t/M.hmat 捕える

raik/U.rak/M.苫ak 持 って行 く, 連れて

行 く

saik/U.sat/M.S∂t つまむ

saik/U.sap 続 く (～h∂u/U.heu)

ーalt)

sa?aiq/U.sa?o抗/M.sa?o抗 蛇｡ sa?∂1pり

moi/U.sa?°inmua コブラ;sa?ait]sat]a

/U.sa?oinsat]a 緑蛇 ;sa?aiqkhr〇/U.

sa?oiflkro (?)キ ングコブラ ; sa?aiq

klait]/U.sa?oi白.klan 錦蛇

pair)/U.poia/M.poiA 撃つ

?apaiq/U.rapan/M･首apan 女の. kuan-

ndαu??apaiり/U.kuan'ndo?rapan 少

女;pi-?apaiり/U.pa-rapan/M･pal

首apan 女 ;pi?apa抱 負ia?/U･parap∂n

hia? 秦

caiq I叩く,殴る

kaiq/U.kan,pan (動物の)雌o khrak

kaiり/U.krakkan,krakp∂n 雌の水牛
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kah ?d〇ihkaiq 親指 (U.て扇nte?)

klaiり/U.klan. Seesa?ai血

khrah/U.kran/M.khyan 言葉 ;話す,

言 うo khraiり1awia?/U.kran rawia?

ラワ語 (cf.M.lapur))

khrait)/U.khroih 毎,各｡khraiqSaUai?/

U.khroihsahi? 毎日;khrair)kau?/U.

khroinggo? 各自

sa?baiq/U.sa?moia/M.sa?moin 屋

?baiq.kun?baiり 恩

?daiu/U.?raロ/M.?首at] (動物の)角

mbraiq だに

maiq 国 (sJ,n.miau)

nak'n∂iり/U.nak.nan ジ ャ ックフルー ツ

hait]/U.ham/M.han 多 い,沢 両 あ る｡

?yaoh∂iり 多 くとも;haHlqIa?～h∂iqla?

～ ～すればする程～だ

-∂u

sa?au/U.sa?eu/M.sa?eu 暖かい

pau/U.peu/M.peu 飛ぶ

tau,tauh/U.tell/M.teu ～ない｡ lTlaic

teu(h)/U.maicteu/M.maicteu 良 く

な い

tau/U.teu 覆う

kau/U.氏jcu 葬式

?bau/U.?meu 丸い

?bau/U.?meu 個 (類別詞)otαm ti??bau

/U.t〇m thiヮ7mcu 卵 1個

hmau/U.hmeu/M.hmeu友達｡pu?hmau

/U.phu?hmcu.id

hau/U.heu/M.heu 行 く;歩 く (～cuat)

/U.chuaり). toanhau 今後,これから

-auh

ka?auh/U.りgO??ne?/M.?nEi? 昨日

pauh/U･peuh/M･peuI- 捨てる

tauh ～しない (-tau)

t∂uh/U.tas/M.toih.ta?tauh/U.tasta?

/M.toihta? 稲妻,稲光 (がする)

k∂uh/U.kas/M.koih 煮る,(飯を)炊 く

(～?aup/U.?aup/M.?aup)

kauh/U.kas,pakas 煮物,汁

phrauh/U.pras/M.phyoih 咲 く

lauh/U.las/M.loih 答える

-auP

la?aup/U.ra?eup 熔 (～t)a/U.g〇)

paup/U.mbak/M･mbak 折れる ¢ wi且k

thaup凡r.thak/M.tl-3k (値が)安い

rnaup/U.mak/M.mak 牛

raup/U.reup (魚を捕る)柄

-∂し1111

?ヨum/U.?eum/M.73m 塩からい

taum/U.t∂ロ/M.t叩 沸かす (-1a?aum/

U.ra?aum/M.首a?aum)

taum.taum kαuh おそ く起きる,寝坊す

る

taum ～ したばか り:taum haik 着 い た

所だ

phaum/U.pheum おならする

mbraum 正午になる,日が真上に上 る (～

saqai?)

qgraum/U.ggreum (土地が)平 らな

naum/U.neum/M.nam 年｡ naum ha主/
U.neum ?eh/M.neum ?Eih 今年

naum/U.lleum/M.Ilam 真の,本当の

n∂um/U.?neum ～ か ら, より｡ naum

kanom/U.?neum pakm〇m どこから

naum/U.neum/M.nan. n∂um mbre?/

U.neum mbre?/M.nan mbye? 質

naum/u neum 母方の伯母 ･叔母 ;岳母

saum (常を)植える (～ ka)
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U.raphiり 借金

U,siq 馬鹿な

haum 南京虫

- 1

ki/U.khi 鼻を鳴らす,嘆ぎまわる

nap.thi/U.nap●thi 崇拝する

nausi/U.nat)･si/M.nausi 文字,書物

-1'?

khi7 - したほうが良い｡ raik 7meakhi?

持って行 ったほうが良い

ri? 大 きい (-ra?)

-ih

pih/U.phis/M.puih (背に)負う

phrih/U.mbrils 縞模様の

-ik

cik/U.chik/M.cik,chik 水田 (cf.?ma)

U.?yik (両方に)引っぼる

一iu

?iq/U.?iq 蛙の一種

?iO/U.?an それomah ?iq/U.mah?an

(それである)そうです;yuh?ig/U.yuh

フan それをする

ciq/U.chip/M.cio,chiq 縫 う

?dit] 長い (エフdaq)

niq/U.n紬 (1)～に (場所 ･方向)0 ?aik

nir)wiap/U.?autnipWiaり チ ェンマ イ

に住む;haunit]wiaq/U.heunit)wiar)

チ ェンマ イに行 く;(2)静止的なアスペク

ト:maicmal叫 niq/U.maicma?1〇O

niq 天気が好い ; kaipuinip/U.k〇i

phuiniり 人がいる
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-lt

sa?i't 闇陶しいosa?it?aphaum 欝陶しく

感 じる

pit/U.phit (種釈を)植える,蒔 く

?apit/U.raphit/M･苫aphit,la- くわ

tit 閉めるotit?awia? 戸を閉める (syn･

Sαt),tiap)

?atit.nda?atit 衝突する

kit/U.kit,chit/M.kit 考える,思 う

kit 鶴の一種

khit/U.khit 崇る

?yit/U.?最t (火を)消す,消える;黙る,

静まる

-1n

pin/U.phin/M･pin fLlj.来 る; しても良い

tin ベ ランダ

氏im/U.色in 圧す

U.mbin/M.mbun ～だけ : U.mbin

m〇m/M.mbunmam どれ だ け,幾 ら

(cf a mianmam,mu?mam)

U.りgin.qgintaus乳首;qgi.nte?親指

M.-im:S eeB.,U.-um

-is

U.-is:Seefi.-ih
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-ia

tia/U.thia/M.tia ぁひる

tia ～で,によって:yuhti乱khαu? 木で

作る

cia/U.cia イ言じる

?akia 最初の

phria/U.phria/M.phia 梯子

?bi且/U.thia 飽 きる

?bia.?yi且?bia 毒

mia,ma-/U.mia/M.mia ～の時に:mia

?aikkurα/U.mia?且utpakta あそこ

に居た時に;miamam/U.miam〇m/M.

miamam いつ;ma-sa?/U.miasa?/

M.miasa? 朗;ezc.

yia/U.yia/M.yia 容易な (-Dai)

lia/U.lia/M.lia 鋸

Iia ～よりも:haimaicliathα これはあ

れより良い.syn.phrah

hia/U.?lop/M.?loり 舟

?yia/U.?yia/M.?yia 薬, タバコ. ho7

7yia薬を飲む;sup?yiaタバコを吸 う

U.cia 種類 (B.?yat])

U.ndia 蛭 (B.nda)

-ia?

pi乱?/U.phia?/M.pi乱? 父, 父親｡ ma?

pia? 両親

ti乱?/U.thi且? 蒔 く,蒔 き散 らす

?akia?/U.rakhia?/M,¥akia?,la一 痩せ る,

痩せた

?bia?/U.?ma?/M.?ma? 割れる,壇れ る

ぬia?/U.如a?/M.郎a? 家

凸ia?/U.負ia? 結婚 している.ti?朗a?tauh

/U.ndi?負ia?teu まだ結婚 していない,

独身である

?awia?/U.rawia?/M.首aWia?,la一 戸

lawia?/U.rawia?/M.首aWia?,la- ラワ人

(pui/U.phui/M.pui～).khraiqlawia?

/U･kranrawia?/M.首apuU首aWia? ラ

ワ語

yi且?/U･yi且?/M.yi且? 祖母,おばあさん

yi且?/U.yu7 -の (所有):ma‡yia77ai?/

U.mauyu??au? 私の金;pi-yia?pai?

/pa-yu?pe? 君の物｡kai～yia?/U.k〇i

～yu7 -を所有する: kaicikyia7/U.

k〇ichikyu? 閏を持 っている

fia?/U.fia?/M.fia? 猿

U.ndia?.ndia?lau 胸 (B.?ok)

U.ndia? 流れ :ndia?klor) 川 ;ndia?

quat 谷川

-呈ah

piah/U.phias/M.puaih 明るい

tiah/U.thiah 尻

?atiah 戻 る,帰 る

kiah/U.khiah/M.kiah 与える;～ させ

る:kiahpu主h∂u/U.kh王ahphuiheu

彼に行かせ る

pgiah/U･wias 開 く:I)g1-ah?ambam 口

を開ける;pgiah?awiau 股を広げる

缶iah/U.alas/M.aoih,niah 笑 う

wiah/U.wiah/M.wiah 広い

?ayiah/tr.r〇i 百｡ tip7ayiah/U.thi?r〇i

100;la?a?ayiah/U.la?ar〇i200;等

U.ndiah 打つ (B.ndah)

U.fiah 全然 (B.?doan)

-iak

kliak/U.khliak/M.kliak なめる

ciak/U.chi且k (男か ら見て) 義理 の弟｡

cf main
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(?a)ndiak/U.rathiak. (?a)ndiak tai?/

U.rathiakte? 手の掌; (?a)ndiakcuat]
/U.rathiakchuau 足の裏

wiak,?bak/U.wiak. wiak gD,?bakI)〇/

U.wiak go みみず ; wiak sa?aic/U.

wiaksa?aip 百足

U.ndiak 妙める (B.khua)

U.負1～ak. ?auphiak 精米の飯 (B.?aup

niaq)
U.sa缶iak 歪んだ (B.waic)

U.fiak 脱 ぐ (B.hoak)

-1Llt)

tiau/U.thiat] 渡る

?aciag (魚を)絢で捕る

kiap/U.khiap/M.kiau 鼠

khriaq 機械o khriautai凸/U.nd〇taia

織機

miau/U.miaq 国｡syn.maiロ

?awiarl/U.rawiaり/M.苫aWiaD,la一 大腿

U.mbot]'mbiag 蝶々 (B.mbur)･mbaり)

U.nd王aて) 鍋

-ユat

?diat/U.?liat 怒る,不平を言う

wiat/U.wiat/M.wiat 寺

U.khriat ざらざらした (B.khr∂i?)

U.djiat 子孫｡kuanf車ati-d.

-lan

pian/U.phian,mbian (U.mbian は
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paun,ph〇n,sataim など鼻音の直後に現

われる異形)｡千｡ti?pian/U.thi?phian

1,000;paiりPian/U.paunmbian 4,000;

等

tian 間に合 う

mian/U.mian/M.mian 同 じだ｡ mian

po?te?/U.mianpho?tE? 互 いに同 じ

だ,どちらも同じ事だ;mianmam (何

に同じ)幾 ら,どれだけ

wian 巻 く

U.chian 重い (B.cian)

~lap

tiap (戸,蓋など)閉める

?andiap/U.randiap 蓋

U.rakhiap 織機の部分の名

-lam

由iam/U.凸iam. Seeham

yiam/U.yiam/M.yiam 泣 く,鳴 く

liam 滑 らかな

U.chiam/M.chiam 大皿

~laS

U.-主as:SeeB.liah

ー11

kii/U.kui ～ した経験がある : kiih凱l

wiaり/U.kuiheuwiat) チ ェンマイに行

ったことがある


