
平成 23 年度言語研修テキスト 

『アムハラ研修テキスト語彙集』訂正と補足 

 

「配列の仕方」の頁、9 行目（6 つ目の「・」） 

「発音されも」 ―＞ 「発音されても」 

 

p1 

をの前に 

との順序を入れ替え 

との順序を入れ替え 

 

p2 

との順序を入れ替え 

 

p3 

との順序を入れ替え 

 

p4 

「läyayyä」の後に「（R）」を追加 

最後に「 lap’p’is 消しゴム」を追加 

 

p6 

との間に「 mastawäqiya 広告、広報」を追加 

との間に「 mäsärät 基盤、（女性人名）」を追加。更にその下に関連

事項として「 bä --- mäsärät ～によれば、～に基づき」を追加 

 

p7 

「mänäzazzärä」の後に「（R）」を追加 

 

p8 

   ―＞   

mägaräja  ―＞  mäggaräja 

と の間に「 mät’än 量、限度」を追加 

 との間に「 muya 技能、技術」を追加 

 

p11 



-ssǝ  ―＞  -(ǝ)ss 

 samosa  ―＞   sambosa 

 

p12 

「säbabbärä」の後に「（R）」を追加 

 

p13 

  säw agär  ―＞    yä-säw agär 

  さらに下の と順序入れ替え 

 

p14 

との順序を入れ替え 

 

p15 

 をの下に 

の後に「 qǝrǝnč’af 枝、支部」を追加 

との順序を入れ替え 

 

p16 

との順序を入れ替え 

 

p18 

を との間に 

との間に「 biro 事務所、オフィス」を追加 

 

p19 

との順序を入れ替え 

 

p22 

の訳、「習慣となった」 ―＞ 「習慣となる」 

との間に「 tämärrät’ä (T) 選ばれる」を追加 

 

p23 

との間に「  tära bä-tära 順番に」を追加 

の訳、「退屈させる」 ―＞ 「飽きられる」 

の訳、「参加しに行く」 ―＞ 「仕事に行く、関与する」 



 

p24 

täšännäfä (T) ―＞ täšännäfä (B,T) 

täqäbbälä (T) ―＞ täqäbbälä (B,T) 

をとの間に 

 

p25 

との順序を入れ替え 

との間に「 tänkäbakkäbä (TN) 世話をする」を追加 

 

p26 

との間に「 täkänawwänä (T) 行われる、実行される」を追加 

「täwälaj」 ―＞ 「täwällaj」 

との間に「 täzärägagga （くしゃくしゃになっていた物が）広げられる」

を追加 

 

p27 

との順序を入れ替え 

の訳、「皺くちゃになった」 ―＞ 「皺くちゃになる」 

täč’awwätä (B,T) ―＞ täč’awwätä (T) 

との間に「 täč’anä (T) 積まれる」を追加 

 

p28 

「-nna」 ―＞ 「-(ǝ)nna」 

 

p29 

との順序を入れ替え 

 

p30 

との順序を入れ替え 

 

p32 

との順序を入れ替え 

「alämayyäyu」 ―＞ 「alämayyähu」 

「amm
w
amm

w
a」 ―＞ 「am

w
amm

w
a」 

 



p33 

 との順序を入れ替え 

 

p34 

との間に「 ǝrdata 援助、支援」を追加 

の訳、「」 ―＞ 「」 

との順序を入れ替え 

 

p35 

の訳に「止まらせる」を追加 

を p34 のとの間に 

をとの間に 

からまでをとの間に 

の訳、「支離滅裂に話しかける」 ―＞ 「支離滅裂に話させる」 

をとの間に 

 

p36 

「astat’t’täbä」 ―＞ 「astat’t’äbä」 

「assägga (AS)」 ―＞ 「asägga (A)」 

「asgäbbä」 ―＞ 「asgäbba」 

 ―＞ 

との間に「 asčalä 可能にする」を追加 

 

p37 

「asčännäqä」 ―＞ 「asč’ännäqä」 

「asäffä」 ―＞ 「asäffa」 

の段を削除 

の訳 「寝言を言わせる」 ―＞ 「寝言を言う」 

 

p38 

との順序を入れ替え 

との順序を入れ替え 

「ǝbakk-ǝh(-n)」 ―＞ 「ǝbakk-ǝh(-ǝn)」 

 

p39 

をとの間に 



の訳、「眠気を感じる、まどろむ」 ―＞ 「眠る」 

との順序を入れ替え 

の訳、「（人名）」 ―＞ 「（男性人名）」 

との順序を入れ替え 

の段、削除 

 

p40 

の訳、「まどろませる」 ―＞ 「まどろむ」 

との間に「 ǝngǝdih それでは、ほら」を追加 

 

p41 

を前頁のとの間に 

 ―＞ 

からまでを の下に 

をとの間に 

との順序を入れ替え 

 

p42 

との間に「 ǝdgät 成長」を追加 

をとの間に 

との順序を入れ替え 

 

p43 

「ǝgziabher」 ―＞ 「ǝgzi’abher」 

との順序を入れ替え 

の訳、「排泄する」 ―＞ 「綺麗にする」。但し余り使われる動詞ではない。 

 

p44 

「kä-molla g
w
ädäl」 ―＞ 「kä-molla g

w
äddäl」 

 ―＞ 

を左端に寄せる 

をとの間に 

をとの間に 

 

p46 

の段「 wäbbäqä (B) 蒸し暑くある」に差し替え 



 

p47 

との間に「 wanč’a 杯」を追加 

との間に「 wät’t’at 若者」を追加 

 

p48 

との間に「 zǝnab 雨」を追加 

 

p50 

との間に「 yǝlǝq ～より」を追加 

 

p51 

との順序を入れ替え 

「däss assääňňä」 ―＞ 「däss assäňňä」 

 

p52 

との間に「 däbdabbe 手紙」を追加 

との順序を入れ替え 

 

p55 

との順序を入れ替え 

 

の前に「 gǝnbar 額、 bä-gǝnbar 先頭に立って」を追加 

 

p57 

この頁をそっくりの頁と  の頁の間に移動 

 

p59 

との間に「 t’enǝnnät 健康」を追加 

との間に「 t’ǝyyaqe 質問、お願い」を追加 

 

p60 

「čälläma」 ―＞ 「č’älläma」 

との順序を入れ替え 

 

p62 



「湧く」 ―＞ 「沸く」 

をとの間に 

との順序を入れ替え 

をとの間に 

 

p64 

「printer」 ―＞ 「printär」 

 

 


