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Chapter 1

lojban to 日本語

a'o [UI1] 態度: 希望 - 絶望 (参照: pacna)
a'u [UI1] 態度: 興味がある - 無関心 - 反感を
もつ (参照: cinri, selcni.)
au [UI1] 態度: 欲する - 無関心 - 気が進まな
い (参照: djica)
badna x1 は x2 という種/品種のバナナである

(参照: grute, jupybadna)
bajyjvi j1 = b1 は j2 （相手）と j3 （事／レー
ス）で j4 （賞）を競って b2 （競技用トラック）
を b3 （足）で b4 （調子／足取り）で走って競走
する (bajra jivna)
balzai z1 は z2 （品物）を売る z3 （経営者）
のスーパー（量販店）／デパート (banli zarci)
banjupunu x1 はコード ISO-639-3 jpn

(Japanese) の言語（日本語）(ponbau)
barkla k1 は k3 （起点）から k4 （経路）・k5

（方法）で外へ出る (bartu klama)
barli'a c1 は c2 = b2 の外へ c3 （経路）を通っ

て離れる／去る (bartu cliva)
bavmyckafi c1 は b2 （大麦の種類）の麦茶

(bavmi ckafi)
berbi'e br1 は br2 = be1 からの br3（速度）の

北風 (berti brife)
bonsfe b1 = s1 は b2 = s2（もの）・s3（側）・

s4（境）・b3（波形）・b4（波長）・b5（周波数）の
デコボコ面 (Cf. boxna, sefta)
botpi [bot bo'i] x1 は x2 を入れるための、

x3 でできた、ふた x4 のついた瓶/ボトル/壷/ふた
のできる容器である (参照: baktu, lante, patxu,
tansi, tanxe, vasru, gacri.)
ci'asku cu1 = ci1 は cu2 = ci2 （文字列／内

容）を cu3（読み手）に向けて ci3（媒体）に ci4
（道具）で書いて表現する (ciska cusku)

ckupra cup1は cup2 = cuk1（本）を cup3（過
程）によって出版する／製本する (cukta cupra)
cnijbi j1 = c1 は j2 = c1 と、j3 = c2 （感

情）を共に覚える点で近い／（感情）に同感する
(cinmo jibni; o'e)
cnikansa k1 は k2 と c2 （感情を）共感する

(cinmo kansa; dai)
creka [cek] x1 は材質 x2 でできたシャツ/ブ
ラウス/上着である [袖やボタンの有無は関係な
い] (参照: taxfu.)
crezenzu'e zu1 = ze1 は zu2 = c2 （事
／行為）の練習をする (certu zenba zukte
rapcreze'a xadyplijvi)
cutci [cuc] x1 は足/ひづめ x2 を覆う/守るた
めの、材料 x3 でできた靴/ブーツ/サンダルであ
る (または: ブーツ =tupcutci. 参照: smoka,
taxfu, skiji.)
cutygaipalku p1 = g1 は p2 （素材）のオー
バーオール (cutne gacri palku)
danfu [daf] x1 は、質問/問題 x2 に対する解
答/返答である (参照: ciksi, frati, preti, nabmi,
spuda (答える、動詞的な), cpedu)
dansu x1(単数/複数) は伴奏/音楽/リズム x2

に合わせて踊る (参照: bende, zgike, zajba.)
dergapru g1 は地面よりも上 (dertu gapru)
djekarni k1 は k2 （内容）・k3 （出版社）・k4

（読者）の日刊紙 (djedi karni)
faktumli'u l1 = f1 は l2 = t1 （土地）を l3

（方法）で、f2 （命題）を発見しながら探検する
(facki tumla litru)
farlu [fal fa'u] x1 が x2 へ向かって起点

x3 から x4 の重力井戸の中を落ちる (動作主がい
る場合は lujvoで: falcruか falri'a。参照: lafti,
cpare , klama, sfubu.)
filzai z1 は z2 （品物）を売る z3 （経営者）の
コンビニ (frili zarci)
finpe [fip fi'e] x1 は種類 x2 の魚である

(参照: danlu.)
flajecyxlube'e b1 は b2（構成員）・b3（引率
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flakamni lerci

者／党首／代表）の、j2 （領域）の政体に影響を
及ぼすための議会政党 (flalu jecyxlube'e jecta
xlura bende)
flakamni k1 = f5 は、f1 （法律／条令）を制
定するための k3 = f3 （共同体）の議会 (flalu
kamni)
fragari x1 は x2 （種類）のイチゴ
gletu [let gle] x1 は x2 と性交／交尾する

(比喩的に「（対称物の）合体」の意も。「マウン
ティング」は cpanygle。関連語：cinse, pinji,
plibu, vibna, vlagi, mabla, speni )
gleve'u x1 は売春行為をする、x2 に対し
て、x3 の対価で (関連語：gletu, vecnu, vibna,
pinji, xangle, molgle, gaxygle )
glico [gic gli] x1 は x2 の点で英語/英語
圏の文化に属する (第一義はもっとも広い意味で
の' イングリッシュ'; イングランド/その人々/文
化に属するという意味にもなる (通常は gligu'e
(constraint) を要する, もしくは簡単に gligli-
(redundancy)); イギリス英語, 英国の標準語
(gliglibau). (参照: brito : 英国そのものも
しくは大英帝国を指す, merko, sralo, kadno,
skoto))
gubgudytrusi'o s1 は t2 （民衆／領土）の
統治の、s3 （思想家）による生産手段共有化の
思想、共産主義、社会主義 (gubni gundi trusi'o
turni sidbo)
gugdecunu x1 はコード ISO-3166 CN

(China) の、x2 （民衆）からなる国（中国）(ju-
gygu'e djunguos xa'anzu)
gugdejupu x1 は コー ド ISO-3166 JP

(Japan) の、 x2 （民衆）からなる国（日本）
(pongu'e)
gunse x1 は x2 という種/品種の雁/鵞鳥であ
る (参照: cipni.)
i'e [UI1] 態度: 認める - 認めはしない - 認め
ない (参照: zanru.)
ie [UI1] 態度: 同意する - 同意しない (参照:

tugni.)
ii [UI1] 態度: 恐怖 - 安心 (参照: terpa,

snura.)
iu [UI1] 態度: 好き - 無関心 - 嫌い (参照:

prami.)
jabyboi b1 = j1 は b2 （素材）の j2 （音）を
奏でる鈴 (janbe bolci)
jaursabytu'uvro v1 は 水 道 の 蛇 口

(jaursabytu'u vorme djacu sabji tubnu)
jaursabytu'u t1 は t2 （素材）の、上水道や
中水道の水道管／給水管 (djacu sabji tubnu)

jecra'a s1 は j2 （領域）の政体に関わるもの
／政治的なもの (jecta srana)
jecybriju b1 は b2 （職員）の j2 （行政領域）

の役所 (jecta briju)
jecyxlube'e b1 は b2 （構成員）・b3 （引率者

／党首／代表）の、j2 （領域）の政体に影響を及
ぼすための政治団体／圧力団体／利益団体 (jecta
xlura bende)
jikmenbi'a b1 = m2 = j1 は b3 （分類の）

b2 （症状）の自閉症の者 (jikca menbi'a menli
bilma ka'enri'u)
ka'enri'u r1 は r2 （障害）のために r3 = k2

（事）が制限される障害者 (kakne rinju tolka'e
xadri'u menri'u menbi'a)
kacmyxra p1 は p2 （主題）の p3 （作者）に

よる p4 = k3 （現像媒体）の写真 (kacma pixra)
kaurselju'o d2 = k1 は d1 = k2 にとって d3

（題目）について d4（認識体系）の下で常識 (Cf.
selju'o, kampu.)
kinli [kil] x1 は x2 の箇所で鋭利である (参

照: balre, dakfu, jesni.)
klama [kla] x1 は行く／来る、x2 （終点）

に向かって、x3 （起点）から、x4 （経路）を
通って、x5 (移動手段／乗り物）を使って (～
へ～から「旅行する」、「移動する」という意味
もある。x1 は「旅行者」。x4 は集合としては
少なくとも経路を限定できるような地点を含
む。関連語：cadzu, bajra, marce, vofli, litru,
muvdu, cpare, cmavo の ka'a, pluta, bevri,
farlu, limna, vitke.)
lafydadblo b1 は b2 = d1 = l2 （運搬物）を

クレーンで吊り上げる b3 （原動力）のクレーン
船 (lafti dandu bloti lafydadma'e)
lafydadma'e m1 は m2 = d1 = l2 （運搬物）

を m3 = d2 （クレーン）で吊り上げる m4 （原
動力）の移動式クレーン（運搬機）(lafti dandu
marce lafydadykarce lafydadblo)
lafydadykarce k1 は k2 = d1 = l2 （運搬物）

をクレーンで吊り上げる k3 （原動力）のクレー
ン車 (lafti dandu karce lafydadma'e)
lalxu [la'u] x1 は土地 x2 にある湖/沼/池で

ある (参照: daplu, djacu, rirxe, xamsi, zbani.)
lazyzukykei x1 はままごとをする
lenjo [len le'o] x1 は x2 の焦点を対象 x3

に合わせる、手段/材料が x4 のレンズ/ガラス [焦
点を合わせる機能をもった形/物] である (参照:
kacma, minra.)
lerci [lec] x1 は x2 の点で遅い (参照:

clira.)
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maldja resycrida

maldja c1 は c2 にとってジャンクフード. (Cf.
cidja.)
melbi [mel mle] x1 は x2 にとって、x3 の
面が x4 という審美的理由で美しい (参照: pluka,
xamgu)
menbi'a b1 = m2 は b3（障害）のある b2（症
状）の精神障害者 (menli bilma ka'enri'u)
menri'u r1 = m2 は r2（障害）のために r3 が

制限される知的障害者 (menli rinju ka'enri'u)
micyxu'i xu1 = m4 は xu2（薬の種類）の m3

（病気／怪我）のための医薬品 (mikce xukmi)
minji [mi'i] x1は x2のための/の機能を持っ

た機械である; [自動化された機器で、直接的なコ
ントロールはない] (又は機構/メカニズム; 行為
者/力によって発動/引きがねを引かれるが、あと
は自動的に動作する機会; 自分自身に作用する
場合は、自主独立体 (= zukte) である. 参照:
cabra, matra, tutci, zukte, pilno, skami.)
mlatu [lat] x1 は品種 x2 の猫である; (形容

詞) x1 は猫のようだ (参照: cinfo, tirxu, gerku.)
mustlei x1 は x2 （種類）のイタチ
mutce [tce] x1 は x2 の点でとても x3[極端

性の方向] である (もしくは、大変、かなり、大
いに、尋常でなく、激しく、並外れて、きわめて．
参照: milxe, traji, banli, carmi, nutli, traji.)
muvdu [muv mu'u] 物体 x1 が終着点/受

け手 x2 に向かって起点/点 x3 から軌道/道筋
x4 を通って動く (参照: rinci, benji, klama,
litru, cliva, fatri; dunda, benji, preja, bevri,
vimcu)
muvyca'e c1 は c2 = m1 （対象本体）を、m2

（終点）に m3（始点）から m4（経路）にわたっ
て動かして押す (押す「対象箇所」（catke3 ）は
di'o によって表せる; muvdu catke)
muvycpu l1 は l2 = m1 （対象本体）を、m2

（終点）に m3（始点）から m4（経路）にわたっ
て動かして引く (引く「対象箇所」（lacpu3 ）は
di'o によって表せる; muvdu lacpu)
nanbi'e b1 は b2 = s1 からの b3 （速度）の南

風 (snanu brife)
nauspe s1 = n1 は s2 にとっての s3 （法律／

慣習）での男性配偶者 (nanmu speni)
nazbi [naz zbi] x1 は x2 の鼻で、鼻孔/鼻

腔は x3 である (参照: degji, panci, sumne,
tance.)
nimspe s1 = n1 は s2 にとっての s3 （法律／
慣習）での女性配偶者 (ninmu speni)
notci [not noi] x1 は主題 x2 に関する、著

者 x3 によって所期の受け手 x4 に向けられたメッ
セージ/通知/メモである (主題が簡潔で、単一で

あるまたは同一視できるものであることに重点を
置く (xatraと対照すると: notciでは単一または
まとまった主題に重点が置かれ、受け手は明瞭に
定められていない -実際、所期の、である. xatra
は一つに定まった主題は必要ない - 対応する場所
には' 内容' が入る); 注意/メモ/覚書 (= mojnoi).
参照: xatra, nuzba, mrilu, morji.)
nunctu n1 は c1 （教師）が c2 （生徒）に c3

（命題）・c4 （題目）を c5 （方法）で教える授業
(nu ctuca)
nunka'oku'i n1 は ku1 による ka1 の健康管
理／医療／保健／衛生 (x2 と x3 は同一でありう
る。; nu kanro kurji)
nunka'okujbriju b1 は b2 （職員）の保健所

(nunka'oku'i briju kanro kurji)
oi [UI1] 態度: 不満 - 満足 (参照: pante,

pluka, kufra.)
pakydadysri d1 は d2 （素材）のズボンつり
／サスペンダー(palku dandu dasri)
patfu [paf pa'u] x1 は x2 の父である; x1

は x2 をもうける/を生ませる/に対して父らしく
振舞う; [必ずしも生物学上の父とは限らない] (参
照: mamta, rirni, rorci, tarbi, dzena, famti,
panzi, bersa, sovda.)
pavmoibe'a b1 = m1 は b2 の息子の１番目・
長男 (pa moi bersa)
pavmoiti'u t1 = m1 は t2 の娘の１番目・長
女 (pa moi tixnu)
pesku'i p1 = k1 は p2 = k2 に思いやりがある.

(Cf. pensi, kurji.)
pracmu j1 は j2 = c2 （商品／サービス）を
生産するための資本．(cf. cupra, zbasu, jdini.)
prami [pam pa'i] x1 は x2（もの/状態）に
対して愛情/愛着を感じる (参照: cinmo, xebni,
nelci, djica, sinma, pluka, kurji, pendo,
speni)
preti [ret rei] x1（引用文）は、主題 x2 に
関する、質問者 x3 により聞き手 x4 に向けられ
た質問である (参照: nabmi, danfu, ciksi, frati,
spuda, cpedu)
prevrici v1 = p1 は v2 （性質）の点で多種多
様な人々の集まり／大衆 (prenu vrici)
purmo [pum pu'o] x1 は材料 x2 でできた
粉である (参照: pulce, zalvi.)
resycei c1 は c2 （者／宗教）の、c3 （領
域）をつかさどる竜の神／龍神／ドラゴンの神
(respa cevni resycrida)
resycrida c1 は c2 （物語）の竜／龍／ドラゴ
ン (respa crida resycei)
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rivli'a xruti

rivli'a c1 = r1 は c2 = r2 から c3 （経路）を
通って逃げる (rivbi cliva)
rokci [rok ro'i] x1 はタイプ/成分が x2 の、
場所 x3 でとれた岩石である/でできている/を含
む (x2: x2 を含むも可, 完全な記述でなくてもよ
い. 参照: kunra, jemna, canre.)
rolstire'e s1 = t1 は t2 （荷／客）・t3 （線路
網／軌道）・t4 （原動力）の各駅停車の列車／鉄
道／電車／汽車／地下鉄 (Cf. ro, sisti, trene.)
rufsfe r1 = s1は s2（もの）・s3（側）・s4（境）
のザラザラ面 (Cf. rufsu, sefta)
si'anai [UI*3] うってかわって
sibykansa k1 = s3 は k2 （相手）と s1 （理
念）を s2 についての理念として共有する同志
(sidbo kansa)
sicybi'e b1 は b2 = s1 からの b3 （速度）の西
風 (stici brife)
sivypalku p1 = s1 は p2 （素材）の下着の
パンツ、パンティー、ショーツ、トランクス、ブ
リーフ、ボクサーパンツ (sivni palku)
sonci [son soi] x1 は軍隊 x2 に属する軍
人/兵士/戦士である (参照: bilni, damba, jenmi,
xarci, pulji.)
sorprekarce k1は k2 = p1（乗客／運転手）・

k3 （動力）の（交通）バス (so'i prenu karce)
sunbi'e b1 は b2 = s1 からの b3 （速度）の東
風 (stuna brife)
tcapau p1 は p2 = t1 （市）の町村区 (tcadu

pagbu)
temci [tem tei] x1 は時刻/出来事 x2 から
始まり時刻/出来事 x3 で終わる時間/間隔/期間で
ある (参照: cacra, cedra, citsi, ranji, tcika,
junla, renvi.)
trusi'o s1 は t1 （統治者）・t2 （民衆／領土）
の統治の s3 （思想家）による政治思想／政治理
念／イデオロギー(turni sidbo)
tsakura x1は x2（種類）の桜 (関連語: xrula,

mudri, tricu.)
tupne'o c1 は c2 = t1（足）の t2（足の本体）
の足首 (tuple cnebo)
u'e [UI1] 態度: 驚嘆する - 普通だ (参照:

manci, fadni.)
u'i [UI1] 態度: 面白い - つまらない (参照:

selzdi, selxajmi, xalbo.)
u'u [UI1] 態度: 後悔している - 反省の色なし

- 無邪気 (参照: xenru, zungi.)
ua [UI1] 態度: 気づき - 困惑/探している (参
照: facki, cfipu, sisku.)
ue [UI1] 態度: びっくり - 普通 - 想定の範囲
内 (参照: spaji.)

ui [UI1] 態度: 幸せ - 不幸せ (参照: gleki.)
uu [UI1] 態度: 同情 - 冷酷 (参照: kecti.)
vecnu [ven ve'u] x1 （売り手）は x2 （品

物やサービス）を x3 （買い手）に x4 の額／費
用／出費で売る (x1は売り手／販売員。x3は x2
（品）を x1 から買う購入者（terve'u は「買う」
になる）。x4は x2（品）を売る際の x3から受け
取る額／が支払う額（velve'u は「費用である」
になる）。売りに出す（fitselve'u, selvenfriti ）。
x2 は特定の「品物」、あるいは群（集まり）と
しての「品物」、あるいは「～という事」、ある
いは「～という性質」。品物の所有関係を表現
する。（明晰に言うには posyve'u, posyselve'u
）関連語：canja, dunda, janta, pleji, jerna,
kargu, prali, zarci, vamji, jdima（売り手がつ
ける値段）, fepni, friti, jerna, rupnu)
verku'istu s1 は s2 = k2 = v1 （子供）の、k1

（保育士）の保育所 (verba kurji stuzi)
verku'i k1 は k2 = v1 （子供）を保育する

(verba kurji)
vimku'a k1 は v1 （排泄者）・v2 （排泄物）

のための k2 （建物／構造）内の k3 （壁／天井
／床）で仕切られた便所／トイレの部屋 (vikmi
kumfa)
vimsivypalku p1 = s1 は p2 （素材）のオム

ツ (vikmi sivypalku sivni palku)
voksa [vok vo'a] x1 は x2 の声/話す時の音

である (参照: sance, tirna, bacru, fepri, krixa,
cmoni)
xadri'u r1 = xa2 は r2（障害）のために r3 が

制限される身体障害者 (xadni rinju ka'enri'u)
xanjaisi'u s1 は互いに手をつなぐ／握手する

(xance jgari simxu)
xedja [xej xe'a] x1 は x2 の顎である (参

照: stedu.)
xracku c1 は c2 （内容）の c3 （著者）の c4

（読者）の c5 （媒体）の絵本 (pixra cukta)
xriso [xis xi'o] x1 は x2 の点でキリスト

教/キリスト教の文化/キリスト教国に属する (参
照: jegvo, lijda.)
xrugau g1 は xr1 （対象）を xr2 に xr3 か

ら戻す／返す (xorxes さんによる xruti の再定
義（x1 は x2 に x3 から戻る）に拠る。; xruti
gasnu)
xrukla k1 = xr1 は k2 = xr2 （元の所）へ

k3 = xr3 から k4 （経路）を通り k5 （手段）で
戻る (xorxes さんによる xruti の再定義（x1 は
x2 に x3 から戻る）に拠る。; xruti klama)
xruti [xru] x1 は x2 に x3 から戻る (公式の

定義は、「x1 は x2 （対象）を x3 に x4 から戻
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zifre zinki

す／返す」。（x2 （公式の定義の x3 ）は場所や
人や事や状況。）; xrugau krefu rapli rinka)
zifre [zif zi'e] x1 は自由である、x2 （事
／状態）になることにおいて、x3 という条件
で (制限されていない、拘束されない、束縛の
ない、（x1 は）自主性がある、（x2 は）自由意志
による、自発的にされる、自由にできる、随意に
できる、任意にできる（「x1 は自発的に x2 をす
る」という意味にもなる）関連語：pinfu, rinju,
bilga, curmi,kakne, frili.)
zinki [zin zi'i] x1 は鉛である/を含んで
いる/でできている; [比喩: 硬い金属] (参照:
jinme.)
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zinki zinki
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Chapter 2

日本語 to lojban

いく (行く) klama
うってかわって si'anai
うる (売る) vecnu
おさらい (練習) crezenzu'e
おしめ vimsivypalku
おむつ vimsivypalku
お手洗い (トイレの部屋) vimku'a
かえす (返す) xruti
かえる (帰る) xruti
かえる (帰る、帰っていく／帰ってくる)

xrukla
かけくらべ bajyjvi
かけっこ bajyjvi
くる (来る) klama
くるぶし (足首) tupne'o
けいこ (稽古) crezenzu'e
さくら (桜) tsakura
しょうふ (娼婦) gleve'u
じゆう (自由) zifre
だんしょう (男娼) gleve'u
だんな (男性配偶者) nauspe
つがう gletu
つなぎ (オーバーオール) cutygaipalku
にっぽん (日本) gugdejupu
にほん (日本) gugdejupu
にほんご banjupunu
のがれる (避けて離れる) rivli'a
はんばい (販売) vecnu
ばいしゅん (売春) gleve'u
ばいしゅんふ (売春婦) gleve'u
ぱっち (下着) sivypalku
ままごと (遊び) lazyzukykei
もどす (戻す) xruti
もどる xruti
もどる (戻る、戻っていく／戻ってくる)

xrukla

ももひき (下着) sivypalku
やる (性交) gletu
イタチ mustlei
イチゴ fragari, place 1
イデオロギー (政治理念) trusi'o
エッチ (性交) gletu
オシメ vimsivypalku
オムツ vimsivypalku
オーバーオール cutygaipalku
オールテレーンクレーン lafydadykarce
カミさん (女性配偶者) nimspe
クレーン (クレーン車) lafydadykarce
クレーン (移動式クレーン（運搬機）) lafy-

dadma'e
クレーン船 lafydadblo
クレーン車 lafydadykarce
クローラークレーン lafydadykarce
コンビニ filzai
コンビニエンスストア filzai
サクラ (桜) tsakura
サスペンダー pakydadysri
サロペット cutygaipalku
サンダル cutci
ザラザラ rufsfe
シャツ creka
ショッピングセンター balzai
ショッピングモール balzai
ショーツ (下着) sivypalku
ジャンクフード maldja
ステテコ (下着) sivypalku
スパッツ (下着) sivypalku
スーパー (量販店) balzai
スーパーセンター balzai
スーパーマーケット balzai
ズボンつり pakydadysri
ズボン下 sivypalku
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ズボン吊り 売る

ズボン吊り pakydadysri
ズロース (下着) sivypalku
セックス (性交) gletu
ゼネラルマーチャンダイズストア balzai
ディスカウントショップ balzai
デコボコ bonsfe
デパート balzai
デパートメントストア balzai
トイレ (トイレの部屋) vimku'a
トラッククレーン lafydadykarce
トラック搭載型クレーン lafydadykarce
トランクス (下着) sivypalku
トレーニング crezenzu'e
ドラゴン (想像上の動物) resycrida
ドラゴン (神) resycei
ニッポン (日本) gugdejupu
バス (乗り物) sorprekarce
バナナ badna
パッチ (下着) sivypalku
パンツ (下着) sivypalku
パンティ (下着) sivypalku
パンティー (下着) sivypalku
ブリーフ (下着) sivypalku
ホイールクレーン lafydadykarce
ホームセンター balzai
ボクサーパンツ (下着) sivypalku
ボトル botpi
マラソン bajyjvi
ヨメ (女性配偶者) nimspe
ラフテレーンクレーン lafydadykarce
上水道 (水道管) jaursabytu'u
中国 gugdecunu, place 1
中国人 gugdecunu, place 2
中水道 (水道管) jaursabytu'u
中距離走 bajyjvi
主人 nauspe
交尾 gletu
亭主 (男性配偶者) nauspe
便所 vimku'a
保健 (健康管理) nunka'oku'i
保健所 nunka'okujbriju, place 1
保健所の職員 nunka'okujbriju, place 2
保育 verku'i
保育園 verku'istu
保育士 verku'i
保育所 verku'istu, place 1
保育所の保育士 verku'istu, place 3
保育所の子供 verku'istu, place 2
修練 crezenzu'e
健康管理 nunka'oku'i

優雅な melbi
共感 cnikansa
共 産 主 義 (生 産 手 段 共 有 化 の 思 想)

gubgudytrusi'o
共産主義者／社会主義者 (生産手段共有化の思

想家) gubgudytrusi'o, place 3
共産主義／社会主義 (生産手段共有化の思想)

gubgudytrusi'o, place 1
共産主義／社会主義により統治される民衆／領

土 (生産手段共有化の思想により統治される民衆
／領土) gubgudytrusi'o, place 2
冒険 (陸地の探検) faktumli'u
写真 kacmyxra
凹凸 bonsfe
出ていく barkla
出てくる barkla
出て来る barkla
出て行く barkla
出る (外へ出る) barkla
出版 (製本) ckupra
出発地 klama, place 3
分類 (自閉症の分類) jikmenbi'a, place 2
利益団体 jecyxlube'e
到着地 klama, place 2
制限対象 (知的障害があるため制限を受ける

事) menri'u, place 3
制限対象 (身体障害、知的障害又は精神障害が

あるため制限を受ける事) ka'enri'u, place 3
制限対象 (身体障害があるため制限を受ける

事) xadri'u, place 3
動かして引く muvycpu
動かして引っ張る muvycpu
動かして押す muvyca'e
動かし引っ張る muvycpu
化粧室 (トイレの部屋) vimku'a
北風 berbi'e
医療 (健康管理) nunka'oku'i
医薬品 micyxu'i
南風 nanbi'e
厠 vimku'a
去る (外へ離れる) barli'a
各駅停車 (列車) rolstire'e
吊りバンド pakydadysri
同志 sibykansa, place 1
同感 cnijbi
品物／商品 vecnu, place 2
圧力団体 jecyxlube'e
地上 dergapru
売り手／販売員 vecnu, place 1
売る vecnu
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売春 症状

売春 gleve'u
売春・買春の代償・値段 gleve'u, place 3
売春婦 gleve'u
売春婦・男娼 gleve'u, place 1
売買 vecnu
外出 (外へ出る) barkla
外出方法 barkla, place 4
外出経路 barkla, place 3
外出者 barkla, place 1
外出起点 barkla, place 2
大衆 prevrici
夫 nauspe
奥さん (女性配偶者) nimspe
奥様 (女性配偶者) nimspe
女性配偶者 nimspe
女房 nimspe
妻 nimspe
娼婦 gleve'u
嫁 (女性配偶者) nimspe
実地踏査 (陸地の探険) faktumli'u
家内 (女性配偶者) nimspe
審議 flakamni
帰っていく xrukla
帰ってくる xrukla
帰る xruti
帰る (帰っていく／帰ってくる) xrukla
常識 kaurselju'o
引いて動かす muvycpu
引き動かす muvycpu
引っ張って動かす muvycpu
役所 jecybriju, place 1
役所の職員 jecybriju, place 2
役所の行政区域 jecybriju, place 3
後悔 u'u
徒競走 bajyjvi
思いやり pesku'i
性交 gletu
戻す xrugau
戻っていく xrukla
戻ってくる xrukla
戻る xruti
戻る (戻っていく／戻ってくる) xrukla
戻る前の状態／状況 xruti, place 3
戻る後の状態／状況 xruti, place 2
戻る者 xruti, place 1
手をつなぐ xanjaisi'u
手を取り合う xanjaisi'u
手を取る (手を取り合う) xanjaisi'u
手を握り合う xanjaisi'u
手を握る (手を握り合う) xanjaisi'u

押して動かす muvyca'e
押し動かす muvyca'e
授業 nunctu
授業方法／講義方法 nunctu, place 6
授業科目／講義科目 (授業の題目) nunctu,

place 5
授業／講義 nunctu, place 1
授業／講義で教わること (授業の命題)

nunctu, place 4
授業／講義の学生／生徒／受講者 nunctu,

place 3
授業／講義の教員／教師／講師 nunctu,

place 2
探査 (陸地の探検) faktumli'u
探検 (陸地の探検) faktumli'u
探検家 (陸地の探検) faktumli'u
探索 (陸地の探検) faktumli'u
探険 (陸地の探険) faktumli'u
握手 xanjaisi'u
政党 (議会政党) flajecyxlube'e
政治 (政体に関わるもの) jecra'a
政治団体 jecyxlube'e
政治思想 trusi'o
政治理念 trusi'o
政治的 (政体に関わるもの) jecra'a
文章表現 (書いて表現する) ci'asku
新聞 (日刊紙) djekarni
旅行者 (移動して来る／行く人) klama
日刊紙 djekarni
日本 gugdejupu, place 1
日本人 gugdejupu, place 2
日本語 banjupunu
旦那 nauspe
書いて表現する ci'asku
村 (町村区) tcapau
来る klama
東風 sunbi'e
桜 tsakura
検分 (陸地の探検) faktumli'u
水 道 管 (上 水 道 や 中 水 道 の 水 道 管)

jaursabytu'u
演習 crezenzu'e
猿股 (下着) sivypalku
瓶 botpi
申又 sivypalku
男娼 gleve'u
男性配偶者 nauspe
町 (町村区) tcapau
町村区 tcapau
症状 (精神疾患による症状) menbi'a, place 3
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症状 靴

症状 (自閉症の症状) jikmenbi'a, place 3
百貨店 balzai
知的障がいのある人 menri'u
知的障がいのある方 menri'u
知的障がい児 (知的障がい者) menri'u
知的障がい者 menri'u
知的障害 menri'u, place 2
知的障害児 (知的障害者) menri'u
知的障害者 menri'u, place 1
知的障碍者 menri'u
短距離走 bajyjvi
社 会 主 義 (生 産 手 段 共 有 化 の 思 想)

gubgudytrusi'o
移動式クレーン (運搬機) lafydadma'e
移動手段／乗り物 klama, place 5
移動者／旅行者 klama, place 1
稽古 crezenzu'e
竜 (想像上の動物) resycrida
竜 (神) resycei
答え danfu
精神疾患 menbi'a, place 2
精神障がいのある人 menbi'a
精神障がいのある方 menbi'a
精神障がい者 menbi'a
精神障害 menbi'a
精神障害者 menbi'a, place 1
精神障碍者 menbi'a
経路 (移動の経路) klama, place 4
給水管 jaursabytu'u
給水設備 (給水管) jaursabytu'u
絵本 xracku
総合スーパー balzai
練磨 crezenzu'e
練習 crezenzu'e
習練 crezenzu'e
股引 (下着) sivypalku
自由 zifre
自閉症 jikmenbi'a
自閉症の者 jikmenbi'a, place 1
薬 (医薬品) micyxu'i
薬品 (医薬品) micyxu'i
蛇口 (水道の蛇口) jaursabytu'uvro
行く klama
衛生 (健康管理) nunka'oku'i
製本 ckupra
西風 sicybi'e
訓練 crezenzu'e
調査 (陸地の探険) faktumli'u
調練 crezenzu'e
講義 nunctu

議会 flakamni, place 1
議会政党 flajecyxlube'e
議案 flakamni, place 2
販売 vecnu
販売員 vecnu
買い手／購入者 vecnu, place 3
買春者 gleve'u, place 2
費用（額）／出費（額） vecnu, place 4
資本 pracmu, place 1
足首 tupne'o
踏査 (陸地の探検) faktumli'u
踝 (足首) tupne'o
身体障がいのある人 xadri'u
身体障がいのある方 xadri'u
身体障がい児 (身体障がい者) xadri'u
身体障がい者 xadri'u
身体障害 xadri'u, place 2
身体障害児 (身体障害者) xadri'u
身体障害者 xadri'u, place 1
身体障碍者 xadri'u
辞する (外へ去る) barli'a
返す xrugau
返す人 xruti, place 1
返却 xruti
返却先／戻り先 xruti, place 3
返却物／戻る人 xruti, place 2
退出 (外へ出る) barkla
退出 (外へ去る) barli'a
退室 (外へ去る) barli'a
退席 (外へ去る) barli'a
逃げる (避けて離れる) rivli'a
逃亡 (避けて去る) rivli'a
鈍行 (列車) rolstire'e
鈴 (丸い鈴) jabyboi
鍛える (練習する) crezenzu'e
鍛錬 crezenzu'e
長女 pavmoiti'u
長男 pavmoibe'a
長距離走 bajyjvi
障がいのある人 ka'enri'u
障がいのある方 ka'enri'u
障がい児 (障がい者) ka'enri'u
障がい者 ka'enri'u
障害 (身体障害、知的障害又は精神障害)

ka'enri'u, place 2
障害児 (障害者) ka'enri'u
障害者 ka'enri'u, place 1
障碍者 ka'enri'u
面白い u'i
靴 cutci
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驚く 龍神

驚く ue
魚 finpe
麦湯 bavmyckafi
麦茶 bavmyckafi
龍 (想像上の動物) resycrida
龍 (神) resycei
龍神 resycei
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