
アーモンド 805 あげる 

  
  

あ行 
  
アーモンド ਬਦਾਮ badāma ̸ バダーム  
アーンドラ・プラデーシュしゅう〖アーンドラ・プラ
デーシュ州〗ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ a  ̄̃̂darā pradeśa̸ アーンダラ
ー プラデーシュ  
あい〖愛〗ਪਪ੍ਆਰ piāra̸ ピアール, ਪ੍ਰੇਮ parema̸ パレ
ーム  
あいかわらず〖相変わらず〗ਹਮੇਸ਼ਾਂ hameśa   ハメー
シャーン, ਸਦਾ sadā サダー  
あいきょうのある〖愛嬌のある〗（明朗快活な）
ਖ਼ੁਸ਼ਪਮਜਾਜ xuśa̸mizāja ̸ クシュミザージ  （社交的な） 
ਪਮਲਾਪ੍ੜਾ milāpa̸ṛā ミラープラー  
あいこくしん〖愛国心〗ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰੇਮ deśa-̸parema̸ デー
シュ・パレーム, ਵਤਨਪ੍ਰਸਤੀ watanap̸arasa̸tī ワタンパラス
ティー  
あいさつ〖挨拶〗ਸਲਾਮ salāma̸ サラーム , ਸੰਬੋਧਨ 
sambôdana ̸ サンボーダン, ਸਲਟੂ salūṭa̸ サルート 
あいじょう〖愛情〗ਪਪ੍ਆਰ piāra̸ ピアール , ਪ੍ਰੇਮ 
parema̸ パレーム  
あいず〖合図〗ਇਸ਼ਾਰਾ iśārā イシャーラー , ਸੰਕੇਤ 
saṅketa ̸ サンケート  
アイスクリーム ਕ਼ੁਲਫ਼ੀ kula̸fī クルフィー  
あいする〖愛する〗ਪਪ੍ਆਰ ਕਰਨਾ piāra̸ kara̸nā ピア
ール カルナー  
あいそのよい〖愛想のよい〗ਹਸਮ਼ੁਖ hasa̸mukʰa̸ ハ
スムク, ਤਰ਼ੁਠਵਾਂ taruṭʰa̸wa   タルトワーン  
あいた〖空いた〗ਖਾਲੀ xālī カーリー  
あいだ〖間〗（時間） ਵਕਫ਼ਾ waka̸fā ワクファー （距離） 
ਦੂਰੀ dūrī ドゥーリー （空間） ਅਵਕਾਸ਼ awa̸kāśa ̸ アウカ
ーシュ  
あいて〖相手〗（仲間） ਸਾਥੀ sātʰī サーティー （敵） 
ਦ਼ੁਸ਼ਮਨ duśa̸mana̸ ドゥシュマン  
アイディア （考え） ਸੋਚ soca̸ ソーチ, ਪਵਚਾਰ vicāra̸ ヴ
ィチャール, ਪਖਆਲ xiāla ̸ キアール （思いつき） ਸ਼ੁੁੱਝ 
sûjja ̸ スッジ, ਉੱਕਤ ukkata ̸ ウッカト, ਫ਼ੁਰਨਾ pʰura̸nā プ
ルナー  
あいている〖開いている〗ਖ਼ੁੁੱਲਹਾ kʰûllā クッラー  
あいている〖空いている〗ਖਾਲੀ xālī カーリー （自
由な） ਫ਼ਾਰਗ਼ fāraǧa̸ ファーラグ  
あいま〖合間〗ਵਕਫ਼ਾ waka̸fā ワクファー  
あいまいな〖曖昧な〗ਅਸਪ੍ਸ਼ਟ asapaśa̸ṭa ̸ アサパシュ
ト  
アイロン ਇਸਤਰੀ isa̸tarī イスタリー  
あう〖会う〗ਪਮਲਨਾ mila̸nā ミルナー  
あう〖合う〗（一致する） ਮੇਲ ਖਾਣਾ mela ̸kʰāṇā メー
ル カーナー （合わさる） ਪਮਲਨਾ mila̸nā ミルナー （適
合する） ਅਨ਼ੁਕੂਲ ਹੋਣਾ anukūla ̸hoṇā アヌクール ホーナ

ー  
あえぐ〖喘ぐ〗ਘਰਕਣਾ kǎra̸kaṇā カルカナー, ਹਫਣਾ 
hapʰaṇā ハパナー, ਹੌਂਕਣਾ hãũkaṇā ハォーンカナー  
あお〖青〗ਨੀਲ nīla ̸ ニール  

あおい〖青い〗ਨੀਲਾ nīlā ニーラー （顔色などが） 
ਰੁੱਤਹੀਨ ratta̸hīna ̸ ラットヒーン, ਪ੍ੀਲਾ pīlā ピーラー  
あおぐ〖扇ぐ〗ਝੁੱਲਣਾ cǎllaṇā チャッラナー  
あおじろい〖青白い〗ਭ਼ੁੁੱਸਾ pǔssā プッサー  
あか〖赤〗ਲਾਲੀ lālī ラーリー  
あかい〖赤い〗ਲਾਲ lāla ̸ ラール  
あかくなる〖赤くなる〗ਲਾਲ ਹੋਣਾ lāla ̸ hoṇā ラール 

ホーナー  
あかじ〖赤字〗ਵੁੱਟਾ-ਖਾਤਾ waṭṭā-kʰātā ワッター・カータ
ー  
あかちゃん〖赤ちゃん〗ਬੇਬੀ bebī ベービー  
あかり〖明かり〗ਰੋਸ਼ਨੀ rośa̸nī ローシュニー, ਚਾਨਣ 
cānaṇa̸ チャーナン  
あがる〖上がる〗（上の方へ行く） ਚੜਹਨਾ câṛa̸nā チ
ャルナー （増加する） ਵਧਣਾ wâdaṇ̸ā ワドナー 
あかるい〖明るい〗ਉੱਜਲ ujjala̸ ウッジャル （性格が） 
ਰੌਣਕੀ rauṇakī ラォーナキー  
あかワイン〖赤ワイン〗ਰ ੱਡ ਵਾਇਨ raiḍḍa̸ wāina ̸
ラェーッド ワーイン  
あき〖空き〗（透き間） ਪਵਰਲ virala̸ ヴィラル （余地） 
ਅਵਕਾਸ਼ awa̸kāśa̸ アウカーシュ  
あき〖秋〗ਸ਼ਰਤ śarata ̸ シャラト  
あきびん〖空きびん〗ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ xālī botala ̸ カーリ
ー ボータル  
あきらかな〖明らかな〗ਸਪ੍ਸ਼ਟ sapaśa̸ṭa ̸ サパシュト, 
ਜਾਹਰ za ̄̃̂ra̸ ザール  
あきらかに〖明らかに〗ਬਜਾਹਰ baza ̄̃̂ra̸ バザール  
あきらめる〖諦める〗ਛੁੱਡਣਾ cʰaḍḍaṇā チャッダナー  
あきる〖飽きる〗ਉਕਤਾਉਣਾ uka̸tāuṇā ウクターウナー  
あく〖悪〗ਬ਼ੁਰਾਈ burāī ブラーイー  
あく〖開く〗ਖ਼ੁੁੱਲਹਣਾ kʰûllaṇā クッラナー  
あく〖空く〗ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ xālī hoṇā カーリー ホーナー  
あくい〖悪意〗ਮੰਦਭਾਵਨਾ manda̸pa ̄̌va̸nā マンドパーヴ
ナー  
あくじ〖悪事〗ਬਦਮਾਸ਼ੀ bada̸māśī バドマーシー  
あくしゅ〖握手〗ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ hãĩḍa̸śeka̸ ハェーンドシェーク  
アクセサリー ਜੇਵਰ zewara̸ ゼーワル  
アクセント  ਲਪਹਜਾ laîjā ラ ェージャー , ਸ਼ੁਰਾਘਾਤ 
surāka ̄̌ta̸ スラーカート  
あくび ਉਬਾਸੀ ubāsī ウバースィー  
あくま〖悪魔〗ਸ਼ਤਾਨ śatāna ̸ シャターン, ਦੈਂਤ dãĩta ̸ ダ
ェーント, ਪਪ੍ਸ਼ਾਚ piśāca̸ ピシャーチ  
あくめい〖悪名〗ਬਦਨਾਮੀ bada̸nāmī バドナーミー , 
ਖ਼ੁਨਾਮੀ kʰunāmī クナーミー  
あぐら〖胡座〗ਚੌਂਕੜੀ cãũka̸ṛī チャォーンクリー, ਪ੍ਥੁੱਲਾ 
patʰallā パタッラー  
あけがた〖明け方〗ਪ੍ਰਭਾਤ para̸ba ̄̌ta̸ パルバート , 
ਸਾਹਜਰਾ sa ̄̃̂jarā サージャラー  
あける〖開ける〗ਖੋਲਹਣਾ kʰôlaṇā コーラナー  
あける〖空ける〗ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ xālī kara̸nā カーリー カ

ルナー  
あげる〖上げる〗ਚੜਹਾਉਣਾ caṛa ̄̌uṇā チャラーウナー 
（与える） ਦੇਣਾ deṇā デーナー  
あげる〖揚げる〗ਤਲਣਾ tala̸ṇā タルナー  




