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まえがき 

 
 本書は，東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 2009 年（平成 21 年）度言語

研修「パンジャービー語」のテキストとして作成されました。 
 本書の作成にあたって，『エクスプレス・パンジャービー語』（岡口典雄著，白水社 1988）
と『基礎パンジャービー語』（萩田博著，大学書林，1996）を自由に参照しました。これら

２つの文法書に含まれる項目を網羅し，さらにいくつかの項目を加えました。また各項目

の例文も，なるべく幅広く収めるように努めました。今回の研修では，まずグルムキー文

字を用いてパンジャービー語の音韻と文法の基礎的範囲を学習します。その後シャームキ

ーによる表記体系も学習し，語彙の一部が入れ替わったパーキスターン国内のパンジャー

ビー語を学習します。両国の標準パンジャービー語の文法は基本的に同じです。例文の語

彙は一部異なりますが，グルムキー文字表記とシャームキー文字表記で全く同じ内容の文

法書を作成することが可能なのです。これまでに世界中で出版されているパンジャービー

語の入門書・文法書は，グルムキー文字またはシャームキー文字のいずれかで一方で表記

されたものです。本書ではグルムキー文字表記の頁とシャームキー文字表記の頁を一冊の

テキストの見開きに配置した画期的な試みを行いました。今回の研修の内容と目的に適し

たテキストの作成を模索する中で，新しい形の文法書が生み出されたと言えるでしょう。

本書の例文の校閲は，今回の研修の外国人講師のジャティンダル・パール・スィング・ジ

ョーリー氏とリハナ・サヒ氏にお願いしました。また，音声教材として活用していただけ

るよう，リハナ・サヒ氏には，本書に含まれる表中の語・例文の音読の収録をお願いしま

した。なお本書の数箇所にある印 * は、作成中の手違いにより、録音の音声と一部異なる

ことを示します。 
 両文字表記見開き併記版のこの文法書の作成が可能になったのは，東京外国語大学アジ

ア・アフリカ言語文化研究所の町田和彦教授の御尽力によるものです。町田和彦教授には，

グルムキー文字・シャームキー文字・発音表記を含む組版のパソコンによる処理のすべて

に御尽力いただきました。心から御礼申し上げます。また、テキストで使用されたグルム

キー文字・シャームキー文字のフォントはアジア・アフリカ言語文化研究所に置かれてい

る文字情報学の研究拠点 GICAS 「アジア書字コーパスに基づく文字情報学の創成」で開

発されたものを使用させていただきました。 
 

岡口典雄 
2009 年 6 月 21 日 
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1. 語順  
 パンジャービー語の語順は，基本的に日本語と同じです。日本語と異なる語

順も一部あります。それは ≠ の記号の所に示してあります。  
 以下に示すのは標準的な語順です。強調のための倒置句・倒置文や修辞的要

素の強い韻文では例外的に変わることがあります。  
 
1.1. 句の語順  
 
1.1.1. 形容詞句  

(1) ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ 

 innā sɔkʰā  

 インナー サォーカー

 これほど 易しい

(2) ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ 

 baṛā sóṇā  

 バラー ソーナー 

 とても 美しい 

(3) ਇਕਦਮ ਗੰਭੀਰ

 ikdam gambi ̄r̀ 

 イクダム ガンビール

 まったく 深刻な
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1. 語順  
 パンジャービー語の語順は，基本的に日本語と同じです。日本語と異なる語

順も一部あります。それは ≠ の記号の所に示してあります。  
 以下に示すのは標準的な語順です。強調のための倒置句・倒置文や修辞的要

素の強い韻文では例外的に変わることがあります。  
 
1.1. 句の語順  
 
1.1.1. 形容詞句  
 ☊ DISC-1:Track01  

 انا سوکھا (1)

 innā sɔkʰā  

 インナー サォーカー

 これほど 易しい

 بڑا سوہڻا (2)

 baṛā sóṇā  

 バラー ソーナー 

 とても 美しい 

 اکدم گمبھیر (3)

 ikdam gambi ̄r̀ 

 イクダム ガンビール

 まったく 深刻な
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1.1.2. 名詞句  

(1) ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 

 fɛkṭarī dā sārā kamm  

 ファェークタリー ダー サーラー カンム 

 工場 の すべての 仕事 

(2) ਜੀਭ ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੁਆਦੀ ਬੋਲ 

 ji ̄b́ tõ pɛdā hoe suādī bol  

 ジーブ トーン パェーダー ホーエー スアーディー ボール 

 舌 から 生まれた おいしい 言葉 

(3) ਇਸ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤ 

 is dariā de pāṇī dī suyog wartõ  

 イス ダリアー デー パーニー ディー スヨーグ ワルトーン 

 この 川 の 水 の 適切な 使用 

(4) ਿਸਆਣੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਘਿੜਆ ਪੱਥਰ 

 siāṇe kārīgar da ̄caṅgi ̄taŕa ̄kar̀ịa ̄̃ pattʰar  

 スィアーネー カーリーガル ダー チャンギー タラーン カリアー パッタル

 賢い 職人 が 上手に 彫った 石 
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1.1.2. 名詞句 
 ☊ DISC-1:Track02  

 فیکٹری دا سارا کم (1)

 fɛkṭarī dā sārā kamm  

 ファェークタリー ダー サーラー カンム 

 工場 の すべての 仕事 

 جیبھ توں پیدا ہوئے سوادی بول (2)

 ji ̄b́ tõ pɛdā hoe suādī bol  

 ジーブ トーン パェーダー ホーエー スアーディー ボール 

 舌 から 生まれた おいしい 言葉 

]دی سیوگ ورتوں[ایس دریا دے پاڻی دا مناسب استعمال (3)

 es dariā de pāṇī dā munāsib istemāl [dī suyog wartõ]  

 エース ダリアー デー パーニー ダー ムナースィブ イステーマール [ディー スヨーグ ワルトーン] 

 この 川 の 水 の 適切な 使用 

 سیاڻے کاریگر دا چنگی طرحاں گھڑیا پتھر (4)

 siāṇe kārīgar da ̄caṅgi ̄taŕa ̄kar̀ịa ̄̃ pattʰar  

 スィアーネー カーリーガル ダー チャンギー タラーン カリアー パッタル 

 賢い 職人 が 上手に 彫った 石 
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1.1.3. 副詞句  

(1) ਕਿਰਸਿਮਸ ਦੀਆ ਛੁੱਟੀਆ ਿਵੱਚਂ ਂ  

 karismis diā ̃̄cʰutṭịā ̃̄wicc  

 カリスミス ディーアーン チュッティーアーン ウィッチュ 

 クリスマス の 休暇 中に 

(2) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਿਦਆਂ 

 deś dī ārtʰik satʰitī dā zikar kardiā ̃̄ 

 デーシュ ディー アールティク サティティー ダー ズィカル カルディアーン 

 国 の 経済の 状況 に 言及 して 

(3) ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਤੇ ਵਰਤ ਕਰਨ ਲ ਈ 

 pañjābī dī kampiūṭar ate iṇṭarnɛṭṭ ute wartõ karan laī  

 パンジャービー ディー カンピウータル アテー インタルナェーット ウテー ワルトーン カラン ライー 

 パンジャービー語 を コンピューター と インターネット 上で 使う ために 
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1.1.3. 副詞句  
 ☊ DISC-1:Track03  

 کرسمس دیاں چھٹیاں وچ (1)

 karismis diā ̃̄cʰutṭịā ̃̄wicc  

 カリスミス ディーアーン チュッティーアーン ウィッチュ 

 クリスマス の 休暇 中に 

دا ذکر کردیاں] ٓارتھک ستھتی[دی اقتصادی حالت ] دیش [ملک  (2)  

 mulk [deś] dī iqtisādī hālat [ārtʰik satʰitī] dā zikar kardiā ̃̄ 

 
ムルク[デーシュ] ディー イクティサーディー ハーラト[アールティク サティティー] ダー ズィカル カルディ

アーン 

 国 の 経済の 状況 に 言及 して 

کرن لئی] ورتوں[پنجابی دی کمپیوٹر اتے انٹرنیٹ اتے استعمال  (3)  

 pañjābī dī kampiūṭar ate iṇṭarnɛṭṭ ute istemāl [wartõ] karan laī  

 
パンジャービー ディー カンピウータル アテー インタルナェーット ウテー イステーマール[ワルトーン] カラ

ン ライー 

 パンジャービー語 を コンピューター と インターネット 上で 使う ために 
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1.2. 文の語順  
 
1.2.1. 肯定の平叙文  

(1) Ｓ＋Ｖ 

 ਛੇ-ਸੱਤ ਿਚੱਠੀਆ ਆਂ  ਈਆ ਂ । 

 cʰe-satt ciṭṭʰiā ̄aīā ̄̃ ̃  

 チェーサット チッティーアーン アーイーアーン

 ６，７通の 手紙が 来ました。 

(2) Ｓ＋Ｃ＋Ｖ 

 ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੈ । 

 é kamm kāfī ɔkʰā e  

 エー カンム カーフィー アォーカー エー 

 この 仕事は かなり 難しい。 

(3) Ｓ＋Ｏ＋Ｖ 

 ਉਹ ਫਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ । 

 ó pʰal wecdā e  

 オー パル ウェーチュダー エー 

 彼は 果物を 売っています。 
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1.2. 文の語順  
 
1.2.1. 肯定の平叙文  
 ☊ DISC-1:Track04  

(1) Ｓ＋Ｖ 

ٓچھے ست چٹھیاں ائیاں۔   

 cʰe-satt ciṭṭʰiā ̄aīā ̄̃ ̃  

 チェーサット チッティーアーン アーイーアーン

 ６，７通の 手紙が 来ました。 

(2) Ｓ＋Ｃ＋Ｖ 

 ایہہ کم کافی اوکھا اے۔ 

 é kamm kāfī ɔkʰā e  

 エー カンム カーフィー アォーカー エー 

 この 仕事は かなり 難しい。 

(3) Ｓ＋Ｏ＋Ｖ 

 اوہ پھل ویچدا اے۔ 

 ó pʰal wecdā e  

 オー パル ウェーチュダー エー 

 彼は 果物を 売っています。 
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(4) Ｓ＋ＩＯ＋ＤＯ＋Ｖ 

 ਮ ਉਸ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਕਿਵਤਾ ਸੁਣਾ ਈ । 

 mɛ ̃us nū ̃ ikk kawitā suṇāī  

 マェーン ウス ヌーン イック カウィター スナーイー 

 私は あの人 に １つの 詩を 聞かせました。 

(5) Ｓ＋Ｏ＋Ｃ＋Ｖ 

 ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ  ਟੋਪੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । 

 é dastār nū tọpi ̄sa ́̃ majde han  

 エー ダスタール ヌーン トーピー サマジュデー ハン 

 この人たちは ターバン を 帽子だと 思っています。
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(4) Ｓ＋ＩＯ＋ＤＯ＋Ｖ 

۔]کوتا سڻائی[میں اوس نوں اک شعر سڻایا    

 mɛ ̃os nū ̃ ikk śer suṇāiā [kawitā suṇāī]  

 マェーン オース ヌーン イック シェール スナーヤー [カウィター スナーイー]

 私は あの人 に １つの 詩を 聞かせました。 

(5) Ｓ＋Ｏ＋Ｃ＋Ｖ 

 ایہہ دستار نوں ٹوپی سمجھدے نیں۔ 

 é dastār nū tọpi ̄sa ́̃ majde ne  

 エー ダスタール ヌーン トーピー サマジュデー ネー 

 この人たちは ターバン を 帽子だと 思っています。 
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1.2.2. 否定の平叙文  
 ≠ 動詞の否定形では否定を表す語（否定辞）は動詞の後でなく，動詞の直前

に置かれるのが普通です。  

(1) ਮ ਿਹੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ । 

 mɛ ̃hindū naí ̄a ̄̃ ̃  

 マェーン ヒンドゥー ナイーン アーン 

 私は ヒンドゥー教徒 では ありません。 

(2) ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ । 

 us ādmī ne merī gall naí ̄suṇi ̄̃  

 ウス アードミー ネー メーリー ガッル ナイーン スニー

 その 男の人 は 私の 話を 聞き ませんでした。
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1.2.2. 否定の平叙文  
 ☊ DISC-1:Track05  
 ≠ 動詞の否定形では否定を表す語（否定辞）は動詞の後でなく，動詞の直前

に置かれるのが普通です。  

ٓمیں ہندو نہیں اں۔ (1)  

 mɛ ̃hindū naí ̄a ̄̃ ̃  

 マェーン ヒンドゥー ナイーン アーン 

 私は ヒンドゥー教徒 では ありません。 

ٓاوس ادمی نے میری گل نہیں سڻی۔ (2)  

 os ādmī ne merī gall naí ̄suṇi ̄̃  

 オース アードミー ネー メーリー ガッル ナイーン スニー

 その 男の人 は 私の 話を 聞き ませんでした。
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1.2.3. 疑問文  
 平叙文と同じ語順です。  

(1) ਇਹ ਕੀ ਹੈ ? 

 é kī e  

 エー キー エー 

 これは 何 ですか？ 

(2) ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ? 

 ó kɔṇ e  

 オー カォーン エー 

 あの人は 誰 ですか？ 

(3) ਿਵਆਹ ਿਕਵ ਿਰਹਾ ? 

 wia ̄kiwe ̃riá ̄́  

 ウィアー キウェーン リアー 

 結婚式は どう でしたか？ 

 ≠ 疑問詞のない疑問文では，文頭の ਕੀ が疑問文であることを明示します。

必ずしも必要ではありません。  

(4) ਕੀ ਇਹ ਅੰਬ ਹੈ ? 

 kī é amb e  

 キー エー アンブ エー 

 これは マンゴー ですか？ 

(5) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ? 

 ki ̄tusi ̄pañjab̄i ̄̃ bol sakde o  

 キー トゥスィーン パンジャービー ボール サクデー オー

 あなたは パンジャービー語を 話せますか？ 
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1.2.3. 疑問文  
 ☊ DISC-1:Track06  
 平叙文と同じ語順です。  

 ایہہ کیہہ اے؟ (1)

 é kī e  

 エー キー エー 

 これは 何 ですか？ 

 اوہ کوڻ اے؟ (2)

 ó kɔṇ e  

 オー カォーン エー 

 あの人は 誰 ですか？ 

 ویاہ کویں رہیا؟ (3)

 wia ̄kiwe ̃riá ̄́  

 ウィアー キウェーン リアー 

 結婚式は どう でしたか？ 

 ≠ 疑問詞のない疑問文では，文頭の کیہہ が疑問文であることを明示します。

必ずしも必要ではありません。  

 کیہہ ایہہ امب اے؟ (4)

 kī é amb e  

 キー エー アンブ エー 

 これは マンゴー ですか？ 

 کیہہ تسیں پنجابی بول سکدے او؟ (5)

 ki ̄tusi ̄pañjab̄i ̄̃ bol sakde o  

 キー トゥスィーン パンジャービー ボール サクデー オー

 あなたは パンジャービー語を 話せますか？ 
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1.2.4. 感嘆文  
 平叙文と同じ語順です。  
ਅੱਜ ਿਕੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ !  
ajj kinnā wádīā mɔsam e  
アッジュ キンナー ワディーアー マォーサム エー  
今日は なんと すばらしい 天気 でしょう！  
 
1.2.5. 従属節  
≠ 接続詞 ਿਕ が導く名詞節は後置されます。  
ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਸਰਕਸ ਹੈ ।  
cācā jī ne dassiā ki é sarkas e  
チャーチャー ジー ネー ダッスィアー ケー エー サルカス エー  
叔父 さん は これは サーカス だ と 言いました。  
≠ 接続詞 ਤਾਂਿਕ が導く副詞節は後置されます。  
ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲ ਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਿਬਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ।  
us ne ajéā is lai ̄kit̄a ̄ta ̄k̃i é kamm bilkul xatam ho sake  
ウスネー アジェーアー イス ライー キーター ターンキ エー カンム ビルクル カタム ホー サケー  
あの人 は この 仕事が 完全に 終わる ように こう したのです。  
 



 شاہ مکھی
 

 17

1.2.4. 感嘆文  
 ☊ DISC-1:Track07  
 平叙文と同じ語順です。  
  !اج کنا ودھیا موسم اے

ajj kinnā wádīā mɔsam e-  
アッジュ キンナー ワディーアー マォーサム エー  
今日は なんと すばらしい 天気 でしょう！  
 
1.2.5. 従属節  
≠ 接続詞 کہ が導く名詞節は後置されます。  
  چاچا جی نے دسیا کہ ایہہ سرکس اے۔
cācā jī ne dassiā ki é sarkas e  
チャーチャー ジー ネー ダッスィアー キ エー サルカス エー  
おじ さん は これは サーカス だ と 言いました。  
≠ 接続詞 تانکہ が導く副詞節は後置されます。  
  اوس نے اجیہا ایس لئی کیتا تانکہ ایہہ کم بالکل ختم ہو سکے۔
os ne ajéā es lai ̄kit̄a ̄ta ̄k̃i é kamm bilkul xatam ho sake  
オースネー アジェーアー エース ライー キーター ターンキ エー カンム ビルクル カタム ホー サケー  
あの人 は この 仕事が 完全に 終わる ように こう したのです。  
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2. 文法性と自然性  
文法性  

男性名詞 （自然性のあるもの） 女性名詞（自然性のあるもの） 

ਊਠ （雄）駱駝 ਊਠਣੀ 雌駱駝 

ūṭʰ   ūṭʰṇī   

ウート  ウートニー  

ਹਾਥੀ （雄）象 ਹਥਣੀ 雌象 

hātʰī   hatʰaṇī  

ハーティー  ハタニー  

ਘੋੜਾ （雄）馬 ਘੋੜੀ 雌馬 

kòṛā   kòṛī   

コーラー  コーリー  

ਬਲਦ 雄牛 ਗ ਊ 雌牛 

balad   gaū   

バラド  ガウー  
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2. 文法性と自然性  
 ☊ DISC-1:Track08  
文法性  

男性名詞 （自然性のあるもの） 女性名詞（自然性のあるもの） 

 雌駱駝 اوٹھڻی 駱駝（雄） اوٹھ

ūṭʰ   ūṭʰṇī   

ウート  ウートニー  

 雌象 ہتھڻی 象（雄） ہاتھی

hātʰī   hatʰṇī   

ハーティー  ハトニー  

 雌馬 گھوڑی 馬（雄） گھوڑا

kòṛā   kòṛī   

コーラー  コーリー  

 雌牛 گئو 雄牛 بلد

balad   gaū   

バラド  ガウー  
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ਿਬੱਲਾ 雄猫  ਿਬੱਲੀ （雌）猫 

billā    billī   

ビッラー   ビッリー  

ਤਰਖਾਣ 大工  ਤਰਖਾਣੀ 大工の女性・妻 

tarkʰāṇ   tarkʰāṇī   

タルカーン   タルカーニー  

ਧੋਬੀ 洗濯屋  ਧੋਬਣ 洗濯屋の女性・妻

tòbī    tòbaṇ   

トービー   トーバン  
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 猫（雌） بلی  雄猫 بلا

billā    billī   

ビッラー   ビッリー  

 大工の女性・妻 ترکھاڻی  大工 ترکھاڻ

tarkʰāṇ   tarkʰāṇī   

タルカーン   タルカーニー  

洗濯屋の女性・妻 دھوبڻ  洗濯屋 دھوبی

tòbī    tòbaṇ   

トービー   トーバン  
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男性名詞 （自然性のあるもの） 女性名詞 （自然性のあるもの） 

ਨਾ ਈ 床屋 ਨਾ ਇਣ 床屋の女性・妻 

nāī   nāiṇ   

ナーイー  ナーイン  

ਨੌਕਰ 召使 ਨੌਕਰਾਣੀ 召使の女性 

nɔkar   nɔkarāṇī   

ナォーカル  ナォーカラーニー  

ਿਪਓ 父 ਮਾਂ 母 

pio   ma ̃̄  

ピオー  マーン  

ਪੁੱਤ 息子 ਧੀ 娘 

putt   ti ̀̄  

プット  ティー  

ਆਦਮੀ 男の人 ਤਰੀਮਤ 女の人 

ādmī   tarīmat   

アードミー  タリーマト  

ਮੁੰਡਾ 少年 ਕੁੜੀ 少女 

muṇḍā   kuṛī   

ムンダー  クリー  
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男性名詞 （自然性のあるもの） 女性名詞 （自然性のあるもの） 

 床屋の女性・妻 نائڻ 床屋 نائی

nāī   nāiṇ   

ナーイー  ナーイン  

 召使の女性 نوکراڻی 召使 نوکر

nɔkar   nɔkarāṇī   

ナォーカル  ナォーカラーニー  

 母 ماں 父 پیو

pio   ma ̃̄  

ピオー  マーン  

پتر] پت[ 息子 دھی 娘 

puttar [putt]  ti ̀̄  

プッタル [プット]  ティー  

عورت] تریمت[ 男の人 ٓادمی 女の人 

ādmī   ɔrat [tarīmat]  

アードミー  アォーラト [タリーマト]  

 少女 کڑی 少年 منڈا

muṇḍā   kuṛī   

ムンダー  クリー  
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男性名詞 （自然性のないもの） 女性名詞（自然性のないもの） 

ਸਮਾਂ 時間 ਯਾਦ 記憶 

sama ̃̄  yād   

サマーン  ヤード  

ਰੱਜ 満足 ਸੇਵਾ 奉仕 

rajj   sewā   

ラッジュ  セーワー  

ਹੱਥ 手 ਹਵਾ 風 

hattʰ   hawā   

ハット  ハワー  

ਕੱਪੜਾ 布地 ਿਕਤਾਬ 本 

kappaṛā   kitāb   

カッパラー  キターブ  

ਿਪੰਡ 村 ਸੜਕ 道 

piṇḍ   saṛak   

ピンド  サラク  

ਮਕਾਨ 家 ਇਮਾਰਤ 建物 

makān   imārat  

マカーン  イマーラト  

ਬੂਹਾ 戸口 ਬਾਰੀ 窓 

būa ̄́   bārī   

ブーアー  バーリー  
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 ☊ DISC-1:Track09  

男性名詞 （自然性のないもの） 女性名詞 （自然性のないもの） 

وقت] سماں[ 時間 یاد 記憶 

wakat [sama ̄]̃  yād   

ワカト［サマーン]  ヤード  

خدمت] سیوا[ 満足 رج 奉仕 

rajj   xidmat [sewā]  

ラッジュ  ヒドマト [セーワー]  

 風 ہوا 手 ہتھ

hattʰ   hawā   

ハット  ハワー  

 本 کتاب 布地 کپڑا

kapṛā   kitāb   

カプラー  キターブ  

 道 سڑک 村 پنڈ

piṇḍ   saṛak   

ピンド  サラク  

 建物 عمارت 家 مکان

makān   imārat   

マカーン  イマーラト  

 窓 باری 戸口 بوہا

būa ̄́   bārī   

ブーアー  バーリー  
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男性名詞 （自然性のないもの） 女性名詞 （自然性のないもの） 

ਕਮਰਾ 部屋 ਦੁਕਾਨ 店 

kamrā   dukān   

カムラー  ドゥカーン  

ਅੰਿਮਰ੍ਤਸਰ アムリトサル（地名） ਿਦੱਲੀ デリー（地名） 

ammritsar  dillī   

アンムリトサル  ディッリー  

ਲਹੌਰ ラホール（地名） ਟੈਕਸੀ タクシー 

lɔr̀   ṭɛksī   

ラォール  タェークスィー  
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男性名詞 （自然性のないもの） 女性名詞 （自然性のないもの） 

 店 دکان 部屋 کمرا

kamrā   dukān   

カムラー  ドゥカーン  

アムリトサル（地名） امرتسر  デリー（地名） دلی

ammritsar  dillī   

アンムリトサル  ディッリー  

 タクシー ٹیکسی ラホール（地名） لہور

lɔr̀   ṭɛksī   

ラォール  タェークスィー  
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3. 名詞の活用変化  
 名詞は格（主格／後置格）と数（単数／複数）に応じて規則正しく語尾変化

します。辞書では主格・単数形が見出し語です。変化表にある = の記号は，

常に変化しない本体の部分と変化する語尾の部分の境目を示します。  
 
3.1. 名詞（主格）の単数形／複数形  
男性名詞  

   単数  複数 

ā 語尾  1) ਮੁੰਡਾ = ā   ਮੁੰਡੇ = e  

   muṇḍā   muṇḍe  

   ムンダー  ムンデー 

a ̃̄語尾  2) ਸਮਾਂ = a ̃̄  ਸਮ = e ̃̄ 

   sama ̃̄  same ̃̄ 

   サマーン  サメーン 

その他  3)ਆਦਮੀ ī =  ਆਦਮੀ ī =

〈単複同形〉   ādmī   ādmī  

   アードミー  アードミー 

  3) ਹੱਥ 子音=  ਹੱਥ 子音=

   hattʰ   hattʰ  

   ハット  ハット 
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3. 名詞の活用変化  
 名詞は格（主格／後置格）と数（単数／複数）に応じて規則正しく語尾変化

します。辞書では主格・単数形が見出し語です。変化表にある = の記号は，

常に変化しない本体の部分と変化する語尾の部分の境目を示します。  
 
3.1. 名詞（主格）の単数形／複数形  
 ☊ DISC-1:Track10  
男性名詞  

   単数  複数 

ā 語尾  1) منڈے   ā = منڈا = e 

   muṇḍā   muṇḍe  

   ムンダー  ムンデー 

a ̃̄語尾  2) ̄̃ a = سماں ̄̃ e = سمیں 

   sama ̃̄  same ̃̄ 

   サマーン  サメーン 

その他  3)  = ī ٓادمی  = ī ٓادمی

〈単複同形〉   ādmī   ādmī  

   アードミー  アードミー 

  3) =子音 ہتھ  =子音 ہتھ

   hattʰ   hattʰ  

   ハット  ハット 
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女性名詞  

   単数  複数 

ā 語尾  4) ਹਵਾ ā =  ਹਵਾਵਾਂ ā = wa ̃̄ 

   hawā   hawaw̄a ̃̄ 

   ハワー  ハワーワーン 

a ̃̄語尾  5) ਮਾਂ a ̃̄=  ਮਾਂਵਾਂ a ̃̄= wa ̃̄ 

   ma ̃̄  maw̄a ̄̃ ̃  

   マーン  マーンワーン 

その他  6) ਕੁੜੀ ī =  ਕੁੜੀਆ ਂ ī = a ̃̄ 

   kuṛī   kurịā ̃̄ 

   クリー  クリーアーン 

  6) ਿਕਤਾਬ 子音=  ਿਕਤਾਬਾਂ 子音= a ̃̄

   kitāb   kitab̄a ̃̄ 

   キターブ  キターバーン 

a ̃̄語尾の女性名詞の複数形として aw̄a ̃̄語尾の語形も用いられます。  

   単数 複数 

a ̃̄語尾  5) ਮਾਂ a ̃̄= ਮਾਵਾਂ ā = wa ̃̄

   ma ̃̄ maw̄a ̃̄ 

   マーン マーワーン 
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女性名詞  

   単数  複数 

ā 語尾  4) ہوا ā =  ہواواں ā = wa ̃̄

   hawā   hawaw̄a ̃̄ 

   ハワー  ハワーワーン 

a ̃̄語尾  5) ماں a ̃̄=  مانواں a ̃̄= wa ̃̄

   ma ̃̄  maw̄a ̄̃ ̃  

   マーン  マーンワーン 

その他  6) کڑی ī =  کڑیاں ī = a ̃̄ 

   kuṛī   kurịā ̃̄ 

   クリー  クリーアーン 

̄̃ 子音= a کتاباں  =子音 کتاب (6  

   kitāb   kitab̄a ̃̄ 

   キターブ  キターバーン 

a ̄ ̃ 語尾の女性名詞の複数形として aw̄a ̃̄語尾の語形も用いられます。  

   単数 複数 

a ̃̄語尾  5) ماں a ̃̄= ̄̃ ā = wa ماواں

   ma ̃̄ maw̄a ̃̄ 

   マーン マーワーン 
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3.2. 名詞（後置格）の単数形／複数形  
男性名詞  

   単数  複数 

ā 語尾  1) ਮੁੰਡੇ = e   ਮੁੰਿਡਆ ਂ = ia ̃̄ 

   muṇḍe   muṇḍia ̃̄ 

   ムンデー  ムンディアーン 

a ̃̄語尾  2) ਸਮ = e ̃̄  ਸਿਮਆ ਂ = ia ̃̄ 

   same ̃̄  samia ̃̄ 

   サメーン  サミアーン 

その他  3) ਆਦਮੀ ī =  ਆਦਮੀਆ ਂ ī = a ̃̄

   ādmī   ad̄miā ̃̄ 

   アードミー  アードミーアーン 

  3) ਹੱਥ 子音=  ਹੱਥਾਂ 子音= a ̃̄ 

   hattʰ   hattʰa ̃̄ 

   ハット  ハッターン 
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3.2. 名詞（後置格）の単数形／複数形  
 ☊ DISC-1:Track11  
男性名詞  

   単数  複数 

ā 語尾  1) منڈے = e  منڈیاں = ia ̃̄ 

   muṇḍe   muṇḍia ̃̄ 

   ムンデー  ムンディアーン 

a ̃̄語尾  2) سمیں = e ̃̄  سمیاں = ia ̃̄ 

   same ̃̄  samia ̃̄ 

   サメーン  サミアーン 

その他  3) ٓادمی ī =  ٓادمیاں ī = a ̃̄ 

   ādmī   ad̄miā ̃̄ 

   アードミー  アードミーアーン 

̄̃ 子音= a ہتھاں  =子音 ہتھ (3  

   hattʰ   hattʰa ̃̄ 

   ハット  ハッターン 
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女性名詞〈主格と同形〉  

   単数  複数 

ā 語尾  4) ਹਵਾ ā =  ਹਵਾਵਾਂ ā = wa ̃̄ 

   hawā   hawaw̄a ̃̄ 

   ハワー  ハワーワーン 

a ̃̄語尾  5) ਮਾਂ a ̃̄=  ਮਾਂਵਾਂ a ̃̄= wa ̃̄ 

   ma ̃̄  maw̄a ̄̃ ̃  

   マーン  マーンワーン 

その他  6) ਕੁੜੀ ī =  ਕੁੜੀਆ ਂ ī = a ̃̄ 

   kuī   kuiā ̃̄ 

   クリー  クリーアーン 

  6) ਿਕਤਾਬ 子音=  ਿਕਤਾਬਾਂ 子音= a ̃̄

   kitāb   kitab̄a ̃̄ 

   キターブ  キターバーン 

a ̃̄語尾の女性名詞の複数形として aw̄a ̃̄語尾の語形も用いられます。  

   単数 複数 

a ̃̄語尾  5) ਮਾਂ a ̃̄= ਮਾਵਾਂ ā = wa ̃̄

   ma ̃̄ maw̄a ̄ ̃  

   マーン マーワーン 
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女性名詞〈主格と同形〉  

   単数  複数 

ā 語尾  4) ہوا ā =  ہواواں  ā = wa ̃̄

   hawā   hawaw̄a ̃̄  

   ハワー  ハワーワーン  

a ̃̄語尾  5) ماں a ̃̄=  مانواں a ̃̄= wa ̃̄  

   ma ̃̄  maw̄a ̄̃ ̃   

   マーン  マーンワーン  

その他  6) کڑی ī =  کڑیاں ī = a ̃̄  

   kuṛī   kurịā ̃̄  

   クリー  クリーアーン  

 ̄̃ 子音= a کتاباں  =子音 کتاب (6  

   kitāb   kitab̄a ̃̄  

   キターブ  キターバーン  

a ̃̄語尾の女性名詞の複数形として aw̄a ̃̄語尾の語形も用いられます。  

   単数 複数 

a ̃̄語尾  5) ماں a ̃̄= ̄̃ ā = wa ماواں

   ma ̃̄ maw̄a ̃̄ 

   マーン マーワーン 
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3.3. 例外的な活用変化をする男性名詞  
  ā 語尾の男性名詞のうち，例外的に 3) のタイプに属する語もあります。  

 主格単数  主格複数  

3) ਨੇਤਾ ā =   ਨੇਤਾ ā =  〈単複同形〉

 netā   netā   

 ネーター  ネーター  

3) ਦਿਰਆ ā =  ਦਿਰਆ ā = 〈単複同形〉

 dariā   dariā   

 ダリアー  ダリアー  

 後置格単数  後置格複数 

3*) ਨੇਤਾ ā =  ਨੇਤਾਵਾਂ ā = wa ̄ ̃  

 netā   netāwa ̄ ̃  

 ネーター  ネーターワーン 

3) ਦਿਰਆ ā =  ਦਿਰਆਵਾਂ ā = wa ̃̄

 dariā   dariaw̄a ̃̄ 

 ダリアー  ダリアーワーン 
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3.3. 例外的な活用変化をする男性名詞  
 ☊ DISC-1:Track12  
  ā 語尾の男性名詞のうち，例外的に 3) のタイプに属する語もあります。  

 主格単数  主格複数  

ā  〈単複同形〉 = نیتا   ā = نیتا (3

 netā   netā   

 ネーター  ネーター  

ā = 〈単複同形〉 دریا  = ā دریا (3

 dariā   dariā   

 ダリアー  ダリアー  

 後置格単数  後置格複数 

واںانیت   = ā نیتا (*3  ā =wa ̃̄

 netā   netāwa ̃̄ 

 ネーター  ネーターワーン 

̄̃ ā = wa دریاواں  = ā دریا (3

 dariā   dariaw̄a ̃̄ 

 ダリアー  ダリアーワーン 
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3.4. 呼格  
男性名詞  

  主格単数 呼格単数 

子音語尾 1) ਵੀਰ 子音= ਵੀਰਾ 子音= ā  

  wīr  wīrā  

  ウィール ウィーラー 

ā 語尾 2) ਮੁੰਡਾ = ā  ਮੁੰਿਡਆ = iā  

  muṇḍā  muṇḍiā  

  ムンダー ムンディアー 

ā 以外の母音語尾 3) ਬਾਬੂ ū = ਬਾਬੂ ū =〈主格と同形〉

  bābū  bābū  

  バーブー バーブー 

  主格複数 呼格複数 

子音語尾 1) ਵੀਰ 子音 ਵੀਰੋ 子音= o 

  wīr  wīro  

  ウィール ウィーロー 

ā 語尾 2) ਮੁੰਡੇ = e ਮੁੰਿਡਓ = io  

  muṇḍe  muṇḍio  

  ムンデー ムンディオー 

ā 以外の母音語尾 3) ਬਾਬੂ ū = ਬਾਬੂਓ ū = o 

  bābū  bābūo  

  バーブー バーブーオー 
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3.4. 呼格  
 ☊ DISC-1:Track13  
男性名詞  

  主格単数 呼格単数 

子音語尾 1) ویر 子音=   子音= ā ویرا

  wīr  wīrā  

  ウィール ウィーラー 

ā 語尾 2) منڈا = ā منڈیا = iā  

  muṇḍā  muṇḍiā  

  ムンダー ムンディアー 

ā 以外の母音語尾 ū =〈主格と同形〉 بابو = ū بابو (3

  bābū  bābū  

  バーブー バーブー 

  主格複数 呼格複数 

子音語尾 1) ویر 子音 ویرو 子音= o 

  wīr  wīro  

  ウィール ウィーロー 

ā 語尾 2) منڈے = e منڈیو = io  

  muṇḍe  muṇḍio  

  ムンデー ムンディオー 

ā 以外の母音語尾   ū = o بابوو = ū بابو (3

  bābū  bābūo  

  バーブー バーブーオー 
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女性名詞  
 女性名詞では，呼格単数形は e ，呼格複数形は o を主格単数形に加えます。

子音語尾の女性名詞の呼格単数形は， e を加えずに，主格単数形と同じ形でも

用いられます。  

   主格単数  呼格単数 

母音語尾  4) ਕੁੜੀ ī =  ਕੁੜੀਏ ī = e 

   kuṛī   kuṛīe  

   クリー  クリーエー 

   ਗ ਊ ū =  ਗ ਊਏ ū = e 

   gaū   gaūe  

   ガウー  ガウーエー 

子音語尾  5) ਭੈਣ 子音=  ਭੈਣ ੇ 子音= e 

   pɛṇ̀   pɛṇ̀e  

   パェーン  パェーネー 
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女性名詞  
 ☊ DISC-1:Track14  
 女性名詞では，呼格単数形は e ，呼格複数形は o を主格単数形に加えます。

子音語尾の女性名詞の呼格単数形は， e を加えずに，主格単数形と同じ形でも

用いられます。  

   主格単数  呼格単数 

母音語尾  4) کڑی ī =  کڑیئے ī = e  

   kuṛī   kuṛīe  

   クリー  クリーエー 

  ū = e گئوئے  = ū گئو   

   gaū   gaūe  

   ガウー  ガウーエー 

子音語尾  5) بھیڻ 子音=  بھیڻے 子音= e 

   pɛṇ̀   pɛṇ̀e  

   パェーン  パェーネー 
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   主格複数  呼格複数 

母音語尾  4) ਕੁੜੀਆ ਂ ī = a ̃̄  ਕੁੜੀਓ ī = o 

   kurịā ̃̄  kuṛīo  

   クリーアーン  クリーオー 

   ਗ ਊਆ ਂ ū = a ̃̄  ਗ ਊਓ ū = o 

   gaūa ̃̄  gaūo  

   ガウーアーン  ガウーオー 

子音語尾  5) ਭੈਣਾਂ 子音= a ̃̄ ਭੈਣ ੋ 子音= o 

   pɛṇ̀a ̃̄  pɛṇ̀o  

   パェーナーン  パェーノー 

〔例外〕  
ਭਰਾ para ̀̄［パラー］ や ਭਗਵਾਨ pàgwān ［パグワーン］ など親族関係や神を表す名詞に

は，単数形では変化しないものもあります。  
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   主格複数  呼格複数 

母音語尾  4) کڑیاں ī = a ̃̄  کڑیو ī = o  

   kurịā ̃̄  kuṛīo  

   クリーアーン  クリーオー 

  ū = o گئوو  ̄̃ ū = a گئواں   

   gaūa ̃̄  gaūo  

   ガウーアーン  ガウーオー 

子音語尾  5) بھیڻاں 子音= a ̃̄ بھیڻو 子音= o 

   pɛṇ̀a ̃̄  pɛṇ̀o  

   パェーナーン  パェーノー 

〔例外〕  
，pàgwān ［パグワーン］ など親族関係や神を表す名詞には بھگوان para ̀̄［パラー］ や بھرا

単数形では変化しないものもあります。  
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呼びかけの間投詞  

1)  ਵੇ  女性から男性への呼びかけ 

  we    

  ウェー   

2)  ਓਏ  男性に対する呼びかけ 

  oe    

  オーエー   

3)  ਨੀ  女性に対する呼びかけ 

  nī    

  ニー   

4)  ਏ  呼びかけまたは注意の喚起 

  e    

  エー   

5)  ਓ  呼びかけまたは注意の喚起 

  o    

  オー   

6)  ਹੇ  呼びかけまたは注意の喚起，

  he   神仏などへの祈り， 

  ヘー  驚きや悲嘆の表現 
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呼びかけの間投詞  
 ☊ DISC-1:Track15  

 女性から男性への呼びかけ  وے  (1

  we    

  ウェー   

 男性に対する呼びかけ  اوئے  (2

  oe    

  オーエー   

 女性に対する呼びかけ  نی  (3

  nī    

  ニー   

 呼びかけまたは注意の喚起  اے  (4

  e    

  エー   

 呼びかけまたは注意の喚起  او  (5

  o    

  オー   

，呼びかけまたは注意の喚起  ہے  (6

  he   神仏などへの祈り， 

  ヘー  驚きや悲嘆の表現 
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【例文】 呼格  

(1) ਵੇ ਵੀਰਾ ! ਇੱਧਰ ਆ । 

 we wīrā íddar ā  

 ウェー ウィーラー イッダル アー 

 ねえ，お兄さん！ こっちへ来て。 

(2) ਵੇ ਮੁੰਿਡਓ ! ਮੈਨੂੰ  ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਿਦਓ । 

 we muṇḍio mɛnū s ́̃ ɛŕ da ̄ra ́̄dass dio  

 ウェー ムンディオー マェーヌーン シャェール ダー ラー ダッス ディオー

 ねえ，男の子！ 私に町に行く道を教えてちょうだい。 

(3) ਏ ਬਾਬੂ ਜੀ ! ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ । 

 e bābū jī merī madad karo  

 エー バーブー ジー メーリー マダド カロー 

 ちょっと，旦那さん！ 私を助けてください。 

(4) ਨੀ ਕੁੜੀਏ ! ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ । 

 nī kuṛīe merī gall suṇ  

 ニー クリーエー メーリー ガッル スン 

 ねえ，女の子！ 私の話を聞いてくれ。 
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【例文】 呼格  
 ☊ DISC-1:Track16  

ٓایدھر ا۔! وے ویرا (1)  

 we wīrā éddar ā  

 ウェー ウィーラー エーッダル アー 

 ねえ，お兄さん！ こっちへ来て。 

مینوں شہر دا راہ دس دیو۔! وے منڈیو (2)  

 we muṇḍio mɛnū s ́̃ ɛŕ da ̄ra ́̄dass dio  

 ウェー ムンディオー マェーヌーン シャェール ダー ラー ダッス ディオー

 ねえ，男の子！ 私に町に行く道を教えてちょうだい。 

میری مدد کرو۔! اے بابو جی (3)  

 e bābū jī merī madad karo  

 エー バーブー ジー メーリー マダド カロー 

 ちょっと，旦那さん！ 私を助けてください。 

میری گل سڻ۔! نی کڑیئے (4)  

 nī kuṛīe merī gall suṇ  

 ニー クリーエー メーリー ガッル スン 

 ねえ，女の子！ 私の話を聞いてくれ。 
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〔例外〕  

(1) ਓ ਚਾਚਾ ਜੀ ! ਜ਼ਰਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ । 

 o cac̄a ̄ji ̄zara ̄tia ̄ǹ dio  

 オー チャーチャー ジー ザラー ティアーン ディオー 

 ねえ，叔父さん！ ちょっと注意してください。

(2) ਹੇ ਭਗਵਾਨ ! ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ । 

 he pàgwān merī arz suṇo  

 ヘー パグワーン メーリー アルズ スノー 

 ああ，神よ！ 私の願いを聞いてください。 

 



 شاہ مکھی
 

 49

 

〔例外〕 

دیو۔ذرا دھیان ! او چاچا جی (1)  

 o cac̄a ̄ji ̄zara ̄tia ̄ǹ dio  

 オー チャーチャー ジー ザラー ティアーン ディオー 

 ねえ，叔父さん！ ちょっと注意してください。

میری عرض سڻو۔! ہے بھگوان (2)  

 he pàgwān merī arz suṇo  

 ヘー パグワーン メーリー アルズ スノー 

 ああ，神よ！ 私の願いを聞いてください。 
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4. 形容詞の活用変化  
 語尾が ā , a ̃̄の形容詞のみ，被修飾語または主語の格（主格／後置格）・性（男

性／女性）・数（単数／複数）に従って，変化します。辞書では主格・男性・

単数形が見出し語です。語尾が ā , a ̃̄以外の形容詞は，常に不変化です。  
 
4.1. ā , a ̃̄語尾の形容詞（主格）の単数形／複数形  
ਚੰਗਾ 「良い」と ਨਵਾਂ 「新しい」の場合を下に示します。  
主格  
ਚੰਗਾ 「良い」  

性  単数  複数 

男性  ਚੰਗਾ = ā  ਚੰਗੇ = e  

  caṅgā   caṅge  

  チャンガー  チャンゲー 

女性  ਚੰਗੀ = ī   ਚੰਗੀਆ ਂ = iā ̃̄

  caṅgī   caṅgiā ̃̄ 

  チャンギー  チャンギーアーン 
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4. 形容詞の活用変化  
 語尾が ā , a ̃̄の形容詞のみ，被修飾語または主語の格（主格／後置格）・性（男

性／女性）・数（単数／複数）に従って，変化します。辞書では主格・男性・

単数形が見出し語です。語尾が ā , a ̃̄以外の形容詞は，常に不変化です。  
 
4.1. ā , a ̃̄語尾の形容詞（主格）の単数形／複数形  
 ☊ DISC-1:Track17  
  。の場合を下に示します「新しい」 نواں と「良い」 چنگا
主格  
  「良い」 چنگا

性  単数  複数 

男性  چنگا = ā   چنگے = e  

  caṅgā   caṅge  

  チャンガー  チャンゲー 

女性  چنگی = ī  چنگیاں = iā ̃̄

  caṅgī   caṅgiā ̃̄ 

  チャンギー  チャンギーアーン 
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ਨਵਾਂ 「新しい」  

性  単数  複数 

男性  ਨਵਾਂ = a ̃̄ ਨਵ = ẽ  

  nawa ̃̄  nawẽ  

  ナワーン  ナウェーン 

女性  ਨਵੀਂ = i ̃̄  ਨਵੀਆ ਂ = iā ̃̄

  nawi ̃̄  nawiā ̃̄ 

  ナウィーン  ナウィーアーン 
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 「新しい」 نواں

性  単数  複数 

男性  نواں = a ̃̄ نویں = ẽ  

  nawa ̃̄  nawẽ  

  ナワーン  ナウェーン 

女性  نویں = i ̃̄ ̄̃ iā = نویاں 

  nawi ̃̄  nawiā ̃̄ 

  ナウィーン  ナウィーアーン 
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ā 語尾の形容詞（主格）＋ 名詞  
主格  

性  単数  複数 

男性  ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ  ਚੰਗੇ ਮੁੰਡ ੇ

  caṅgā muṇḍā   caṅge muṇḍe  

  チャンガー ムンダー  チャンゲー ムンデー 

女性  ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ  ਚੰਗੀਆ ਕੁੜੀਆਂ ਂ 

  caṅgī kuṛī   caṅgiā ̄kurịā ̄̃ ̃  

  チャンギー クリー  チャンギーアーン クリーアーン
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ā 語尾の形容詞（主格）＋ 名詞  
主格  

性  単数  複数 

男性  چنگے منڈے  چنگا منڈا 

  caṅgā muṇḍā   caṅge muṇḍe  

  チャンガー ムンダー  チャンゲー ムンデー 

女性  چنگیاں کڑیاں  چنگی کڑی 

  caṅgī kuṛī   caṅgiā ̄kurịā ̄̃ ̃  

  チャンギー クリー  チャンギーアーン クリーアーン
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4.2. ā , a ̃̄語尾の形容詞（後置格）の単数形／複数形  
ਚੰਗਾ 「良い」と ਨਵਾਂ 「新しい」の場合を下に示します。  
後置格  
ਚੰਗਾ 「良い」  

性  単数  複数 

男性  ਚੰਗੇ = e  ਚੰਿਗਆ ਂ = ia ̃̄

  caṅge   caṅgia ̃̄ 

  チャンゲー  チャンギアーン 

女性  ਚੰਗੀ = ī  ਚੰਗੀਆ ਂ = iā ̃̄

  caṅgī   caṅgiā ̃̄ 

  チャンギー  チャンギーアーン 
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4.2. ā , a ̃̄語尾の形容詞（後置格）の単数形／複数形  
 ☊ DISC-1:Track18  
  。の場合を下に示します「新しい」 نواں と「良い」 چنگا
後置格  
  「良い」 چنگا

性  単数 複数 

男性  چنگے = e چنگیاں = ia ̃̄

  caṅge  caṅgia ̃̄ 

  チャンゲー チャンギアーン 

女性  چنگی = ī  چنگیاں = iā ̃̄

  caṅgī  caṅgiā ̃̄ 

  チャンギー チャンギーアーン 
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ਨਵਾਂ 「新しい」  

性  単数  複数 

男性  ਨਵ = ē  ਨਿਵਆ ਂ = ia ̃̄

  nawẽ   nawia ̃̄ 

  ナウェーン  ナウィアーン 

女性  ਨਵੀਂ = i ̃̄ ਨਵੀਆ ਂ = iā ̃̄

  nawi ̃̄  nawiā ̃̄ 

  ナウィーン  ナウィーアーン 
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  「新しい」 نواں

性  単数  複数 

男性  نویں = ē  نویاں = ia ̃̄

  nawẽ   nawia ̃̄ 

  ナウェーン  ナウィアーン 

女性  نویں = i ̃̄  نویاں = iā ̃̄

  nawi ̃̄  nawiā ̃̄ 

  ナウィーン  ナウィーアーン 
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4.3. 変化しない形容詞  
 語尾が ā で終わっていても変化しない例外的な形容詞があります。  
īā で終わっている形容詞は変化しません。  
ਘਟੀਆ kàṭīā ［カティーアー］ 「粗悪な」， ਵਧੀਆ wádīā ［ワディーアー］ 「すばらしい」

など。  
ペルシア語やアラビア語からの借用語に， ā で終わっていても変化しないもの

があります。  
ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ śādīśudā ［シャーディーシュダー］ 「既婚の」， ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ xufīā ［クフィーアー］ 「秘

密の」， ਜਮਾਂ jaḿa ̃̄［ジャマー］ 「集まった」， ਿਜ਼ੰਦਾ zindā ［ズィンダー］ 「生きてい

る」， ਪੈਦਾ pɛdā ［パェーダー］ 「生まれた」， ਮਨਾ mánā ［マナー］ 「禁じられた」， 
ਮੌਜੂਦਾ mɔjūdā ［マォージューダー］ 「現行の」， ਰਵਾਨਾ rawānā ［ラワーナーー］ 「出発し

た」など。  
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4.3. 変化しない形容詞  
 ☊ DISC-1:Track19  
 語尾が ā で終わっていても変化しない例外的な形容詞があります。  
īā で終わっている形容詞は変化しません。  
wádīā ［ワディーアー］ 「すばらしい」な ودھیا ，kàṭīā ［カティーアー］ 「粗悪な」 گھٹیا

ど。  
ペルシア語やアラビア語からの借用語に， ā で終わっていても変化しないもの

があります。  
xufīā ［クフィーアー］ 「秘 خفیہ ，śādīśudā ［シャーディーシュダー］ 「既婚の」 شادی شدہ

密の」， جماں jaḿa ̃̄［ジャマーン］ 「集まった」， زندہ zindā ［ズィンダー］ 「生きて

いる」， پیدا pɛdā ［パェーダー］ 「生まれた」， منع mánā ［マナー］ 「禁じられた」， 
rawānā ［ラワーナー］ 「出発した」 روانہ ，mɔjūdā ［マォージューダー］ 「現行の」 موجودہ

など。  
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5. 代名詞  
 
5.1. 人称代名詞  
主格  

人称  単数  複数 

１  ਮ  ਅਸੀਂ 

  mɛ ̃   asi ̃̄ 

  マェーン  アスィーン 

２  ਤੂੰ  ਤੁਸੀਂ 

  tū ̃   tusi ̃̄ 

  トゥーン  トゥスィーン 

３  ਇਹ  ਇਹ 

  é   é  

  エー  エー 

３  ਉਹ  ਉਹ 

  ó   ó  

  オー  オー 
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5. 代名詞  
 
5.1. 人称代名詞  
 ☊ DISC-1:Track20  
主格  

人称  単数  複数 

 اسیں  میں  １

  mɛ ̃   asi ̃̄ 

  マェーン  アスィーン 

 تسیں  توں  ２

  tū ̃   tusi ̃̄ 

  トゥーン  トゥスィーン 

 ایہہ  ایہہ  ３

  é   é  

  エー  エー 

 اوہ  اوہ  ３

  ó   ó  

  オー  オー 
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5.2. 指示代名詞  
 ３人称代名詞 ਇਹ と ਉਹ は人だけでなく人以外のものについても用います

が，主格では性・数による変化がありません。名詞を修飾する代名形容詞にも

なります。  

  単数  複数

近称詞  ਇਹ  ਇਹ

  é   é  

  エー  エー 

遠称詞  ਉਹ  ਉਹ

  ó   ó  

  オー  オー 
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5.2. 指示代名詞  
 ☊ DISC-1:Track21  
 ３人称代名詞 ایہہ と اوہ は人だけでなく人以外のものについても用いますが，

主格では性・数による変化がありません。名詞を修飾する代名形容詞にもなり

ます。  

  単数  複数

近称詞  ایہہ  ایہہ 

  é   é  

  エー  エー 

遠称詞  اوہ  اوہ 

  ó   ó  

  オー  オー 
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【例文】 指示代名詞  

(1) ਇਹ ਮੇਰੀ ਿਕਤਾਬ ਹੈ । 

 é merī kitāb e  

 エー メーリー キターブ エー 

 これは私の本です。 

(2) ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਮੇਰੀ ਹੈ । 

 é kitāb merī e  

 エー キターブ メーリー エー 

 この本は私のです。 

(3) ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ । 

 ó sóṇī kuṛī e  

 オー ソーニー クリー エー 

 彼女は美しい少女です。 

(4) ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ । 

 ó kuṛī sóṇī e  

 オー クリー ソーニー エー 

 あの少女は美しい。 
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【例文】 指示代名詞  
 ☊ DISC-1:Track22  

 ایہہ میری کتاب اے۔ (1)

 é merī kitāb e  

 エー メーリー キターブ エー 

 これは私の本です。 

 ایہہ کتاب میری اے۔ (2)

 é kitāb merī e  

 エー キターブ メーリー エー 

 この本は私のです。 

 اوہ سوہڻی کڑی اے۔ (3)

 ó sóṇī kuṛī e  

 オー ソーニー クリー エー 

 彼女は美しい少女です。 

 اوہ کڑی سوہڻی اے۔ (4)

 ó kuṛī sóṇī e  

 オー クリー ソーニー エー 

 あの少女は美しい。 
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5.3. 人称代名詞の変化 
後置格  

人称  単数  複数 

１  ਮ ੈ  ਸਾ 

  mɛ   sā  

  マェー  サー 

２  ਤੈ  ਤੁਹਾ 

  tɛ   tua ̀̄ 

  タェー  トゥアー 

３  ਇਸ  ਇਹਨਾਂ

  is   eńa ̃̄ 

  イス  エーナーン 

３  ਉਸ  ਉਹਨਾ ਂ

  us   óna ̃̄ 

  ウス  オーナーン 

 １人称・２人称の語形は，単独のつづりとして，１語で現れることはありま

せん。結合形・融合形として単語の一部になります。  
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5.3. 人称代名詞の変化 
 ☊ DISC-1:Track23  
後置格  

人称  単数  複数 

 سا  مے  １

  mɛ   sā  

  マェー  サー 

 تہا  تے  ２

  tɛ   tua ̀̄ 

  タェー  トゥアー 

ناںایہ  ایس  ３  

  es   eńa ̃̄ 

  エース  エーナーン 

 اوہناں  اوس  ３

  os   óna ̃̄ 

  オース  オーナーン 

 １人称・２人称の語形は，単独のつづりとして，１語で現れることはありま

せん。結合形・融合形として単語の一部になります。  
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能格  

人称  単数  複数 

１  ਮ  ਅਸਾਂ 

  mɛ ̃   asa ̃̄ 

  マェーン  アサーン 

２  ਤੂੰ  ਤੁਸਾਂ 

  tū ̃   tusa ̃̄ 

  トゥーン  トゥサーン 

３  ਇਸ  ਇਹਨਾ ਂ

  is   eńa ̃̄ 

  イス  エーナーン 

３  ਉਸ  ਉਹਨਾ ਂ

  us   óna ̃̄ 

  ウス  オーナーン 

 １人称単数と２人称単数の能格は主格と同じ形，３人称の能格は後置格と同

じ形です。  
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 ☊ DISC-1:Track24  

能格  

人称  単数  複数 

 اساں  میں  １

  mɛ ̃   asa ̃̄ 

  マェーン  アサーン 

 تساں  توں  ２

  tū ̃   tusa ̃̄ 

  トゥーン  トゥサーン 

 ایہناں  ایس  ３

  es   eńa ̃̄ 

  エース  エーナーン 

 اوہناں  اوس  ３

  os   óna ̃̄ 

  オース  オーナーン 

 １人称単数と２人称単数の能格は主格と同じ形，３人称の能格は後置格と同

じ形です。  
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属格  

人称  単数  複数 

１  ਮੇਰਾ  ਸਾਡਾ 

  merā   sāḍā  

  メーラー  サーダー 

２  ਤੇਰਾ  ਤੁਹਾਡਾ 

  terā   tuaḍ̄a ̄̀  

  テーラー  トゥアーダー 

３  ਇਸ ਦਾ  ਇਹਨਾਂ ਦਾ 

  is dā   eńa ̄da ̄̃  

  イス ダー  エーナーン ダー 

３  ਉਸ ਦਾ  ਉਹਨਾਂ ਦਾ 

  us dā   óna ̄da ̄̃  

  ウス ダー  オーナーン ダー 
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 ☊ DISC-1:Track25  

属格  

人称  単数  複数 

 ساڈا  میرا  １

  merā   sāḍā  

  メーラー  サーダー 

 تہاڈا  تیرا  ２

  terā   tuaḍ̄a ̄̀  

  テーラー  トゥアーダー 

 ایہناں دا  ایس دا  ３

  es dā   eńa ̄da ̄̃  

  エース ダー  エーナーン ダー 

 اوہناں دا  اوس دا  ３

  os dā   óna ̄da ̄̃  

  オース ダー  オーナーン ダー 
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 属格の語尾 ā は被修飾語の性・格・数に応じて形容詞変化をします。１人称

単数の例を下に示します。  
主格  

性  単数  複数 

男性  ਮੇਰਾ = ā  ਮੇਰੇ = e  

  merā   mere  

  メーラー  メーレー 

女性  ਮੇਰੀ = ī   ਮੇਰੀਆ ਂ = iā ̃̄

  merī   meriā ̃̄ 

  メーリー  メーリーアーン 

後置格  

性  単数  複数 

男性  ਮੇਰੇ = e  ਮੇਿਰਆ ਂ = ia ̃̄

  mere   meria ̃̄ 

  メーレー  メーリアーン 

女性  ਮੇਰੀ = ī  ਮੇਰੀਆ ਂ = iā ̃̄

  merī   meriā ̃̄ 

  メーリー  メーリーアーン 
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 属格の語尾 ā は被修飾語の性・格・数に応じて形容詞変化をします。１人称

単数の例を下に示します。  
主格  

性  単数  複数 

男性  میرا = ā   میرے = e  

  merā   mere  

  メーラー  メーレー 

女性  میری = ī  میریاں = iā ̃̄

  merī   meriā ̃̄ 

  メーリー  メーリーアーン 

後置格  

性  単数  複数 

男性  میرے = e  میریاں = ia ̃̄

  mere   meria ̃̄ 

  メーレー  メーリアーン 

女性  میری = ī   میریاں = iā ̃̄

  merī   meriā ̃̄ 

  メーリー  メーリーアーン 
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後置詞 ਨੂੰ  との結合形  

人称  単数  複数 

１  ਮੈਨੂੰ   ਸਾਨੂੰ  

  mɛnū ̃   san̄ū ̃  

  マェーヌーン  サーヌーン 

２  ਤੈਨੂੰ   ਤੁਹਾਨੂੰ  

  tɛnū ̃   tuan̄ū ̀ ̃  

  タェーヌーン  トゥアーヌーン 

後置詞 ਤ との融合形（後置詞 ਥ との結合形）  

人称  単数  複数 

１  ਮੈਥ  ਸਾਥ 

  mɛtʰõ   sātʰõ  

  マェートーン  サートーン 

２  ਤੈਥ  ਤੁਹਾਥ 

  tɛtʰõ   tua ̄t̀ʰõ  

  タェートーン  トゥアートーン 
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 ☊ DISC-1:Track26  
後置詞 نوں との結合形  

人称  単数  複数 

 سانوں  مینوں  １

  mɛnū ̃   san̄ū ̃  

  マェーヌーン  サーヌーン 

 تہانوں  تینوں  ２

  tɛnū ̃   tuan̄ū ̀ ̃  

  タェーヌーン  トゥアーヌーン 

後置詞 توں との融合形（後置詞 تھوں との結合形）  

人称  単数  複数 

 ساتھوں  میتھوں  １

  mɛtʰõ   sātʰõ  

  マェートーン  サートーン 

 تہاتھوں  تیتھوں  ２

  tɛtʰõ   tua ̄t̀ʰõ  

  タェートーン  トゥアートーン 
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5.4. 疑問詞，近称詞，遠称詞，関係詞  

 内容 品詞 語尾  疑問詞 近称詞 遠称詞 関係詞 

1) もの， 代名詞 -ਹ  ਕੌਣ ／ ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਜ ੋ

 人    kɔṇ ／ kī  é  ó  jo 

     カォーン ／ キー エー オー ジョー 

2)  形容詞， -ਹੜਾ  ਿਕਹੜਾ   ਿਜਹੜਾ 

  代名詞   kéṛā    jéṛā  

     ケーラー   
ジェーラ

ー 

3) 様態， 形容詞， -ਿਜਹਾ   ਅਿਜਹਾ ਉਿਜਹਾ  

 質 副詞    ajéā  ujéā   

      アジェーアー ウジェーアー  

4) 方法， 副詞 -ਵ  ਿਕਵ ਐਵ ਓਵ ਿਜਵ 

 質    kiwẽ  ɛwẽ  owẽ  jiwẽ  

     キウェーン アェーウェーン オーウェーン

ジウェー

ン 

      ਇਵ ਉਵ  

      iwẽ  uwẽ   

      イウェーン ウウェーン  

       ਿਤਵ    

       tiwẽ    

       ティウェーン   
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5.4. 疑問詞，近称詞，遠称詞，関係詞  
 ☊ DISC-1:Track27  

 内容 品詞 語尾  疑問詞 近称詞 遠称詞 関係詞 

1) もの， 代名詞 کیہہ ／ کوڻ  ۔ہ  جو اوہ ایہہ

 人    kɔṇ ／ kī  é  ó  jo 

     カォーン ／ キー エー オー ジョー 

2)  形容詞， جیہڑا   کیہڑا  ۔ہڑا 

  代名詞   kéṛā    jéṛā  

     ケーラー   
ジェーラ

ー 

3) 様態， 形容詞， اجیہا اجیہا   ۔جیہا  

 質 副詞    ajéā  ujéā   

      アジェーアー ウジェーアー  

4) 方法， 副詞 جیویں اوویں ایویں کویں  ۔ویں 

 質    kiwẽ  ɛwẽ  owẽ  jiwẽ  

     キウェーン アェーウェーン オーウェーン

ジウェー

ン 

  اویں اویں      

      iwẽ  uwẽ   

      イウェーン ウウェーン  

    تویں       

       tiwẽ    

       ティウェーン   
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 内容 品詞 語尾  疑問詞近称詞 遠称詞関係詞

5) 程度， 形容詞， -ਨਾ  ਿਕੰਨਾ ਐਨਾ ਓਨਾ ਿਜੰਨਾ 

 量 副詞   kinnā ɛnā  onā  jinnā 

     キンナー アェーナー オーナー ジンナー

      ਇੰਨਾ ਉੱਨਾ  

      innā  unnā  

      インナー ウッナー  

6) 場所 副詞 -ਥੇ  ਿਕੱਥੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਿਜੱਥੇ  

     kittʰe ittʰe  uttʰe jittʰe 

     キッテー イッテー ウッテー ジッテー

      ਏਥ ੇ ਓਥੇ  

      etʰe  otʰe   

      エーテー オーテー  
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 ☊ DISC-1:Track28  

 内容 品詞 語尾  疑問詞近称詞 遠称詞 関係詞

5) 程度， 形容詞， جنا اونا اینا کنا  ۔نا 

 量 副詞   kinnā ɛnā  onā  jinnā 

     キンナー アェーナー オーナー ジンナー

  انا انا      

      innā  unnā  

      インナー ウッナー  

6) 場所 副詞 جتھے اتھے اتھے کتھے  ۔تھے 

     kittʰe ittʰe  uttʰe jittʰe 

     キッテー イッテー ウッテー ジッテー

  اوتھے ایتھے      

      ettʰe ottʰe  

      エーッテー オーッテー  
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7) 方向 副詞 -ਧਰ ਿਕੱਧਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਿਜੱਧਰ 

    kíddar íddar úddar jíddar 

    キッダル イッダル ウッダル ジッダル 

     ਏਧਰ ਓਧਰ  

     édar ódar  

     エーダル オーダル  

8) 時 副詞 -ਦ ਕਦ ਹੁਣ ਓਦ ਜਦ 

    kadõ  huṇ  odõ  jadõ  

    カドーン フン オードーン ジャドーン

      ਉਦ   

      udõ   

      ウドーン  

      ਤਦ   

      tadõ   

      タドーン  
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 ☊ DISC-1:Track29  

7) 方向 副詞 ۔دھر  جدھر ادھر ادھر کدھر

    kíddar íddar úddar jíddar 

    キッダル イッダル ウッダル ジッダル 

  اودھر ایدھر     

     éddar óddar  

     エーッダル オーッダル  

8) 時 副詞 ۔دوں  جدوں اودوں ہڻ کدوں

    kadõ  huṇ  odõ  jadõ  

    カドーン フン オードーン ジャドーン

   ادوں      

      udõ   

      ウドーン  

   تدوں      

      tadõ   

      タドーン  
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1) に示した語形は，それぞれ主格・単数形で，文中における関係に応じて，後

置格・能格・属格などに変化します。  
疑問代名詞 ਕੌਣ 「誰」と ਕੀ 「何」の場合を下に示します。  

  主格  後置格・能格 属格 

単数  ਕੌਣ ／ ਕੀ  ਿਕਸ ਿਕਸ ਦਾ 

  kɔṇ ／ kī   kis  kis dā  

  カォーン ／ キー  キス キス ダー 

複数  ਕੌਣ ਕੌਣ ／ ਕੀ ਕੀ  ਿਕੰਨਾਂ ਿਕੰਨਾਂ ਦਾ 

  kɔṇ kɔṇ ／ kī kī   kińna ̃̄ kińna ̄da ̄̃  

  カォーン カォーン ／ キー キー  キンナーン キンナーン ダー

関係代名詞 ਜ ੋ の場合を下に示します。  

  主格  後置格・能格 属格 

単数  ਜ ੋ  ਿਜਸ ਿਜਸ ਦਾ 

  jo   jis  jis dā  

  ジョー  ジス ジス ダー 

複数  ਜੋ ਜ ੋ  ਿਜੰਨਾਂ ਿਜੰਨਾਂ ਦਾ 

  jo jo   jińna ̃̄ jińna ̄da ̄̃  

  ジョー ジョー  ジンナーン ジンナーン ダー
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1) に示した語形は，それぞれ主格・単数形で，文中における関係に応じて，後

置格・能格・属格などに変化します。  
疑問代名詞 کوڻ 「誰」と کیہہ 「何」の場合を下に示します。  
 ☊ DISC-1:Track30  

  主格  後置格・能格 属格 

単数  کس دا کس  کیہہ ／ کوڻ 

  kɔṇ ／ kī   kis  kis dā  

  カォーン ／ キー  キス キス ダー 

複数  کنہاں دا کنہاں  کیہہ کیہہ ／ کوڻ کوڻ 

  kɔṇ kɔṇ ／ kī kī   kińna ̃̄ kińna ̄da ̄̃  

  カォーン カォーン ／ キー キー  キンナーン キンナーン ダー

関係代名詞 جو の場合を下に示します。  

  主格  後置格・能格 属格 

単数  جس دا جس  جو 

  jo   jis  jis dā  

  ジョー  ジス ジス ダー 

複数  جنہاں دا  جنہاں  جو جو 

  jo jo   jińna ̃̄ jińna ̄da ̄̃  

  ジョー ジョー  ジンナーン ジンナーン ダー
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2), 3), 5) に示した形容詞は，それぞれ主格・単数形で，語尾の ā が被修飾語の

性・格・数に応じて形容詞変化します。  
疑問形容詞 ਿਕਹੜਾ 「どんな」「どの」「何という」の場合を下に示します。  
主格  

性  単数 複数 

男性  ਿਕਹੜਾ = ā ਿਕਹੜੇ = e  

  kéṛā  kéṛe  

  ケーラー ケーレー 

女性  ਿਕਹੜੀ = ī  ਿਕਹੜੀਆ ਂ = iā ̃̄

  kéṛī  keŕịā ̃̄ 

  ケーリー ケーリーアーン 

後置格  

性  単数  複数 

男性  ਿਕਹੜੇ = e  ਿਕਹਿੜਆ ਂ = ia ̃̄

  kéṛe   keŕịa ̃̄ 

  ケーレー  ケーリアーン 

女性  ਿਕਹੜੀ = ī  ਿਕਹੜੀਆ ਂ = iā ̃̄

  kéṛī   keŕịā ̃̄ 

  ケーリー  ケーリーアーン 
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2), 3), 5) に示した形容詞は，それぞれ主格・単数形で，語尾の ā が被修飾語の

性・格・数に応じて形容詞変化します。  
疑問形容詞 کیہڑا 「どんな」「どの」「何という」の場合を下に示します。  
 ☊ DISC-1:Track31  
主格  

性  単数 複数 

男性  کیہڑا = ā  کیہڑے = e 

  kéṛā  kéṛe  

  ケーラー ケーレー 

女性  کیہڑی = ī کیہڑیاں = iā ̃̄

  kéṛī  keŕịā ̃̄ 

  ケーリー ケーリーアーン 

後置格  

性  単数 複数 

男性  کیہڑے = e کیہڑیاں = ia ̃̄

  kéṛe  keŕịa ̃̄ 

  ケーレー ケーリアーン 

女性  کیہڑی = ī کیہڑیاں = iā ̃̄

  kéṛī  keŕịā ̃̄ 

  ケーリー ケーリーアーン 
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5.5. 不定代名詞，再帰代名詞  
不定代名詞  

主格  ਕੋਈ  ਕੁਝ

  koī   kúj  

  コーイー  クジュ 

後置格  ਿਕਸ ੇ   

  kise    

  キセー   

再帰代名詞  

主格  ਆਪ 

  āp  

  アープ 

属格  ਆਪਣਾ 

  āpṇā  

  アープナー 
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5.5. 不定代名詞，再帰代名詞  
 ☊ DISC-1:Track32  
不定代名詞  

主格  کجھ  کوئی 

  koī   kúj  

  コーイー  クジュ 

後置格  کسے   

  kise    

  キセー   

再帰代名詞  

主格  ٓاپ 

  āp  

  アープ 

属格  ٓاپڻا 

  āpṇā  

  アープナー 
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6. 動詞  
 動詞はコピュラ動詞 ਹੋਣਾ と，それ以外のすべての動詞（一般動詞）に分けら

れます。辞書における動詞の見出し語形は，不定詞です。動詞の不定詞は ਣਾ , 
ਉਣਾ または ਨਾ の語尾です。この語尾を除いた動詞の本体の部分を語幹と呼び

ます。動詞の活用変化は，この語幹に活用語尾が付いた形で説明できます。コ

ピュラ動詞と一般動詞の主な違いは以下の通りです。  

特徴  コピュラ動詞 一般動詞 

意味  状態「です」「いる／ある」 動作・変化「する／なる」 

位置  述語動詞（句）の末尾 述語動詞（句）の先頭 
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6. 動詞  
 動詞はコピュラ動詞 ہوڻا と，それ以外のすべての動詞（一般動詞）に分けら

れます。辞書における動詞の見出し語形は，不定詞です。動詞の不定詞は  وڻا, ڻا  
または نا の語尾です。この語尾を除いた動詞の本体の部分を語幹と呼びます。

動詞の活用変化は，この語幹に活用語尾が付いた形で説明できます。コピュラ

動詞と一般動詞の主な違いは以下の通りです。  

特徴  コピュラ動詞 一般動詞 

意味  状態「です」「いる／ある」 動作・変化「する／なる」 

位置  述語動詞（句）の末尾 述語動詞（句）の先頭 
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6.1. コピュラ動詞  

 コピュラ動詞は，等位関係と存在を表します。  

6.1.1. コピュラ動詞現在形  
 コピュラ動詞現在形は，現在の等位関係や存在に関して，話者が「…です」

「…あります［います］」と言及する表現です。コピュラ動詞現在形は主語の

人称・数に応じて変化します。男性／女性の区別はありません。各人称代名詞

に対応するコピュラ動詞現在形を下に示します。  

人称 単数 複数 

１ ਮ ……… ਹਾਂ （ ਆ ਂ ） ਅਸੀਂ ……… ਹਾਂ （ ਆ ਂ ） 

 mɛ ̃……… ha ̃̄（ a ̃̄） asi ̃̄……… ha ̃̄（ a ̃̄） 

 マェーン ……… ハーン（アーン） アスィーン ……… ハーン（アーン）

２ ਤੂੰ ……… ਹ （ ਏ ਂ） ਤੁਸੀਂ ……… ਹੋ （ ਓ ） 

 tū ̃ ……… hɛ ̃ （ ẽ ） tusi ̃̄……… ho （ o ） 

 トゥーン ……… ハェーン（エーン） トゥスィーン ……… ホー（オー） 

３ ਉਹ ……… ਹੈ （ ਏ ） ਉਹ ……… ਹਨ （ ਨੇ ） 

 ó ……… hɛ （ e ） ó ……… han （ ne ） 

 オー ……… ハェー（エー） オー ……… ハン（ネー） 

 （  ）内は口語形です。 ਹ の表す子音が消失した実際の発音に近いつづり

です。ただし，もともと語頭の子音が発音される ਹਨ は例外で，その口語形は 
ਅਨ ではなく ਨੇ です。これらの口語形も発話文の表記には用いられることがあ

ります。パンジャービー語のグルムキー文字表記では， ਹਾਂ, ਹ, ਹੋ, ਹੈ, ਹਨ が文章

表記として定着しています。したがって，本書の例文でもこれらのつづりを用

いています。ただし発音表記では， ਹਾਂ, ਹ, ਹੋ, ਹੈ については，それぞれ a ̃̄, ẽ , o , 
e という口語形にしてあります。 ਹਨ はつづり通りの発音 han です。  
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6.1. コピュラ動詞  
 コピュラ動詞は，等位関係と存在を表します。  

6.1.1. コピュラ動詞現在形  

 ☊ DISC-1:Track33  
 コピュラ動詞現在形は，現在の等位関係や存在に関して，話者が「…です」

「…あります［います］」と言及する表現です。コピュラ動詞現在形は主語の

人称・数に応じて変化します。男性／女性の区別はありません。各人称代名詞

に対応するコピュラ動詞現在形を下に示します。  

人称 単数 複数 

 ( ٓاں ）ہاں ……… اسیں  （ٓاں ）ہاں ……… میں １

 mɛ ̃……… (h)a ̃̄（ a ̃̄） asi ̃̄……… (h)a ̃̄（ a ̃̄） 

 マェーン ……… ハーン（アーン） アスィーン ……… ハーン（アーン）

 （او ）ہو ……… تسیں （ ایں ）ہیں ……… توں ２

 tū ̃ ……… (h)ɛ ̃ （ ẽ ） tusi ̃̄……… (h)o （ o ） 

 トゥーン ……… ハェーン（エーン） トゥスィーン ……… ホー（オー） 

 （نیں ）ہن ……… اوہ （اے ）ہے ……… اوہ ３

 ó ……… (h)ɛ （ e ） ó ……… han （ ne ） 

 オー ……… ハェー（エー） オー ……… ハン（ネー） 

 （  ）内は口語形です。 ہ の表す子音が消失した実際の発音に近いつづり

です。ただし，もともと語頭の子音が発音される ہن は例外で，その口語形は ان 
ではなく نیں です。シャームキー文字で表記される場合、これらの口語形が用

いられるのが一般的ですので、例文ではそれらが用いられています。なお نیں は，

つづり通りではなく， ne と発音されます。  
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【例文】 コピュラ動詞現在形  

(1) ਮ ਜਪਾਨੀ ਹਾਂ । 

 mɛ ̃japan̄i ̄a ̃̄ 

 マェーン ジャパーニー アーン 

 私は日本人です。 

(2) ਅਸੀਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ( ਤਾਿਲਬੇ ਇਲਮ ) ਹਾਂ । 

 asi ̄widia ̄̃ rtʰī ( tālibe ilm ) a ̃̄ 

 アスィーン ウィディアールティー（ターリベー イルム）アーン

 私たちは学生です。 

(3) ਅਸੀਂ ਿਹੰਦੂ ਹਾਂ । 

 asi ̄hindū a ̄̃ ̃  

 アスィーン ヒンドゥー アーン 

 私たちはヒンドゥー教徒です。 

(4) ਕੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹ ? 

 ki ̄tū t ̣̃ ʰīk naí ̄e ̃̃  

 キー トゥーン ティーク ナイーン エーン 

 おまえは調子が良くないのか？ 
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【例文】 コピュラ動詞現在形  

 ☊ DISC-1:Track34  

ٓمیں جپانی اں۔ (1)  

 mɛ ̃japan̄i ̄a ̃̄ 

 マェーン ジャパーニー アーン 

 私は日本人です。 

ٓاں۔] ودیارتھی[ِاسیں طالب علم  (2)  

 asi ̄ta ̄̃ libe ilm [widiārtʰī] a ̃̄ 

 アスィーン ターリベ イルム [ウィディアールティー] アーン

 私たちは学生です。 

ٓاسیں ہندو اں۔ (3)  

 asi ̄hindū a ̄̃ ̃  

 アスィーン ヒンドゥー アーン 

 私たちはヒンドゥー教徒です。 

 کیہہ توں ٹھیک نہیں ایں؟ (4)

 ki ̄tū t ̣̃ ʰīk naí ̄e ̃̃  

 キー トゥーン ティーク ナイーン エーン 

 おまえは調子が良くないのか？ 
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(5) ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ । 

 tusi ̄musalma ̄̃ n o  

 トゥスィーン ムサルマーン オー 

 あなたはイスラーム教徒です。 

(6) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋ ? 

 ki ̄tusi ̄hindusta ̄̃ nī o  

 キー トゥスィーン ヒンドゥスターニー オー

 あなたはインド人ですか？ 

(7) ਉਹ ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਹੈ । 

 ó pākistānī e  

 オー パーキスターニー エー 

 あの人はパーキスターン人です。 
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 تسیں مسلمان او۔ (5)

 tusi ̄musalma ̄̃ n o  

 トゥスィーン ムサルマーン オー 

 あなたはイスラーム教徒です。 

 کیہہ تسیں ہندوستانی او؟ (6)

 ki ̄tusi ̃̄hindustānī o  

 キー トゥスィーン ヒンドゥスターニー オー

 あなたはインド人ですか？ 

 اوہ پاکستانی اے۔ (7)

 ó pākistānī e  

 オー パーキスターニー エー 

 あの人はパーキスターン人です。 
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(8) ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । 

 ó bimār naí ̃̄e  

 オー ビマール ナイーン エー 

 あの人は病気ではありません。

(9) ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ? 

 ó kɔṇ e  

 オー カォーン エー 

 あの人は誰ですか？ 

(10) ਉਹ ਿਕਸਾਨ ਹੈ । 

 ó kisān e  

 オー キサーン エー 

 あの人は農夫です。 

(11) ਉਹ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੈ । 

 ó mérbān e  

 オー メールバーン エー 

 あの人は親切です。 
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 اوہ بیمار نہیں اے۔ (8)

 ó bīmār naí ̃̄e  

 オー ビーマール ナイーン エー 

 あの人は病気ではありません。

 اوہ کوڻ اے؟ (9)

 ó kɔṇ e  

 オー カォーン エー 

 あの人は誰ですか？ 

 اوہ کسان اے۔ (10)

 ó kisān e  

 オー キサーン エー 

 あの人は農民です。 

 اوہ مہرباں اے۔ (11)

 ó mérbān e  

 オー メールバーン エー 

 あの人は親切です。 
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(12) ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹਨ । 

 ó pardesī han  

 オー パルデーシー ハン 

 あの人たちは外国人です。 

(13) ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹੋ ? 

 tusi ̃̄kittʰe o  

 トゥスィーン キッテー オー 

 あなたはどこにいますか？ 

(14) ਮ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਹਾਂ । 

 mɛ ̃daftar wicc a ̃̄ 

 マェーン ダフタル ウィッチュ アーン

 私は事務所にいます。 
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 اوہ پردیسی نیں۔ (12)

 ó pardesī ne  

 オー パルデーシー ネー 

 あの人たちは外国人です。 

 تسیں کتھے او؟ (13)

 tusi ̃̄kittʰe o  

 トゥスィーン キッテー オー 

 あなたはどこにいますか？ 

ٓمیں دفتر وچ اں۔ (14)  

 mɛ ̃daftar wicc a ̃̄ 

 マェーン ダフタル ウィッチュ アーン

 私は事務所にいます。 
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6.1.2. コピュラ動詞過去形  
 コピュラ動詞過去形は，過去の等位関係や存在に関して，話者が「…でした」

「…ありました［いました］」と言及する表現です。コピュラ動詞過去形は主

語の人称・数に応じて変化します。男性／女性の区別はありません。３人称単

数形の ਸੀ は，１人称及び２人称の単数及び複数の主語にも用いることができ

ます。２人称複数形の ਸ ੌ は ਸ ਉ, ਸਓ, ਸ ੋ などの語形にもなります。各人称代名

詞に対応するコピュラ動詞過去形を下に示します。  

人称  単数 複数 

１  ਮ ……… ਸਾਂ （ ਸੀ ） ਅਸੀਂ ……… ਸਾਂ （ ਸੀ ） 

  mɛ ̃……… sa ̃̄（ sī ） asi ̃̄……… sa ̃̄（ sī ） 

  マェーン ……… サーン（スィー） アスィーン ……… サーン（スィー） 

２  ਤੂੰ ……… ਸ （ ਸੀ ） ਤੁਸੀਂ ……… ਸੌ （ ਸੀ ） 

  tū ̃ ……… sɛ ̃ （ sī ） tusi ̃̄……… sɔ （ sī ） 

  トゥーン ……… サェーン（スィー） トゥスィーン ……… サォー（スィー） 

３  ਉਹ ……… ਸੀ  ਉਹ ……… ਸਨ 

  ó ……… sī  ó ……… san  

  オー ……… スィー オー ……… サン 
 
 



 شاہ مکھی
 

 103

6.1.2. コピュラ動詞過去形  

 ☊ DISC-1:Track35  
 コピュラ動詞過去形は，過去の等位関係や存在に関して，話者が「…でした」

「…ありました［いました］」と言及する表現です。コピュラ動詞過去形は主

語の人称・数に応じて変化します。男性／女性の区別はありません。３人称単

数形の سی は，１人称及び２人称の単数及び複数の主語にも用いることができ

ます。２人称複数形の سو は ساؤ という語形にもなります。各人称代名詞に対

応するコピュラ動詞過去形を下に示します。  

人称  単数 複数 

 （سی ）ساں ……… اسیں  （سی ）ساں ……… میں  

  mɛ ̃……… sa ̃̄（ sī ）  asi ̃̄……… sa ̃̄（ sī ） 

  マェーン ……… サーン（スィー）  アスィーン ……… サーン（スィー） 

 （سی ）سو ……… تسیں  （سی ）سیں ……… توں  ２

  tū ̃ ……… sɛ ̃ （ sī ）  tusi ̃̄……… sɔ （ sī ） 

  トゥーン ……… サェーン（スィー）  トゥスィーン ……… サォー（スィー） 

 سن ……… اوہ   سی ……… اوہ  ３

  ó ……… sī   ó ……… san  

  オー ……… スィー  オー ……… サン 
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【例文】 コピュラ動詞過去形  

(1) ਉਸ ਸਮ ਮ ਬੱਚਾ ਸਾਂ । 

 us samẽ mɛ ̃bacca ̄sa ̃̄ 

 ウス サメーン マェーン バッチャー サーン 

 その頃私は子供でした。 

(2) ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਸਾਂ । 

 asi ̄sa ̄̃ re xus ́sa ̃̄ 

 アスィーン サーレー クシュ サーン 

 私たちは皆幸せでした。 

(3) ਕੱਲ ਰਾਤੀਂ ਅਸੀਂ ਭੱੁਖੇ ਸਾਂ । 

 káll rat̄i ̄asi ̄̃ ̃ pùkkʰe sa ̃̄ 

 カッル ラーティーン アスィーン プッケー サーン

 昨夜私たちは空腹でした。 

(4) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੌ ? 

 ki ̄tusi ̃̄uttʰe sɔ  

 キー トゥスィーン ウッテー サォー 

 あなたはそこにいましたか？ 

(5) ਉਹ ਨਰਾਜ਼ ਸੀ । 

 ó narāz sī  

 オー ナラ－ズ スィー 

 あの人は不機嫌でした。 

(6) ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ? 

 ó kɔṇ san  

 オー カォーン サン 

 あの人は誰でしたか？ 
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【例文】 コピュラ動詞過去形  

 ☊ DISC-1:Track36  

میں بچہ ساں۔] سمیں[اوس وقت  (1)  

 os wakat [samẽ] mɛ ̃bacca ̄sa ̃̄ 

 オース ワカト［サメーン］マェーン バッチャー サーン

 その頃私は子供でした。 

 اسیں سارے خوش ساں۔ (2)

 asi ̄sa ̄̃ re xus ́sa ̃̄ 

 アスィーン サーレー クシュ サーン 

 私たちは皆幸せでした。 

سیں بھکھے ساں۔کل راتیں ا (3)  

 káll rat̄i ̄asi ̄pù̃ ̃ kkʰe sa ̃̄ 

 カッル ラーティーン アスィーン プッケー サーン 

 昨夜私たちは空腹でした。 

 کیہہ تسیں اوتھے سو؟ (4)

 ki ̄tusi ̃̄ottʰe sɔ  

 キー トゥスィーン オーッテー サォー 

 あなたはそこにいましたか？ 

 اوہ ناراض سی (5)

 ó nārāz sī  

 オー ナーラ－ズ スィー 

 あの人は不機嫌でした。 

ڻ سن؟اوہ کو (6)  

 ó kɔṇ san  

 オー カォーン サン 

 あの人は誰でしたか？ 
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(7) ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ । 

 mārc da ̄main̄a ̄si ̄̀  

 マールチュ ダー マイーナー スィー 

 ３月でした。 

(8) ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਿਵਆਹ ਸੀ । 

 mere wīr da ̄wia ̄si ̄́  

 メーレー ウィール ダー ウィアー スィー 

 私の兄の結婚式でした。 

(9) ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਸੀ । 

 nārīal dā pāṇī baṛā sawād sī  

 ナーリーアル ダー パーニー バラー サワード スィー 

 ココヤシの汁はとてもおいしかった。 

(10) ਸੁਰਾਹੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । 

 suraī ̄da ̄paṇ̄i ̄taz̄a ̄naí ̄si ̄́ ̃  

 スラーイー ダー パーニー ターザー ナイーン スィー 

 スラーヒー〔水を入れる首の細長い素焼きの壺〕の水は新鮮ではありませんでした。 

(11) ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ । 

 tùpp baṛī tez sī  

 トゥップ バリー テーズ スィー 

 日差しがとても強かった。 

(12) ਪਾਰਟੀ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਕ ਈ ਦੋਸਤ ਸਨ । 

 pārṭī wicc usde kaī dost san  

 パールティー ウィッチュ ウスデー カイー ドースト サン 

 パーティーにはあの人の多くの友人たちがいました。 
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 مارچ دا مہینہ سی۔ (7)

 mārc da ̄main̄a ̄si ̄̀  

 マールチュ ダー マイーナー スィー 

 ３月でした。 

 میرے ویر دا ویاہ سی۔ (8)

 mere wīr da ̄wia ̄si ̄́  

 メーレー ウィール ダー ウィアー スィー 

 私の兄の結婚式でした。 

سی۔] سواد[ناریل دا پاڻی بڑا مزیدار  (9)  

 nārīal dā pāṇī baṛā mazedār [sawād] sī  

 ナーリーアル ダー パーニー バラー マゼーダール ［サワード］スィー 

 ココヤシの汁はとてもおいしかった。 

 صراحی دا پاڻی تازہ نہیں سی۔ (10)

 suraī ̄da ̄paṇ̄i ̄taz̄a ̄naí ̄si ̄́ ̃  

 スラーイー ダー パーニー ターザー ナイーン スィー 

 スラーヒー〔水を入れる首の細長い素焼きの壺〕の水は新鮮ではありませんでした。 

 دھپ بڑی تیز سی۔ (11)

 tùpp baṛī tez sī  

 トゥップ バリー テーズ スィー 

 日差しがとても強かった。 

وس دے کئی دوست سن۔پارٹی وچ ا (12)  

 pārṭī wicc osde kaī dost san  

 パールティー ウィッチュ オースデー カイー ドースト サン 

 パーティーにはあの人の多くの友人たちがいました。 
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6.1.3. コピュラ動詞未来形  
 コピュラ動詞未来形は，未来の等位関係や存在に関して，話者の推測や確信

「…でしょう」「…あるでしょう［いるでしょう］」を表します。コピュラ動

詞未来形は，語幹に続く部分が主語の人称・数に応じて変化し，最後の部分は

主語の性・数に応じて変化します。語尾の母音の変化は， ā 語尾の形容詞の変

化と同じです。１人称の単数・複数と２人称の複数では，語幹 ਹ ੋ に付く活用語

尾の前に ਵ w が挿入されます。各人称代名詞と性に対応するコピュラ動詞未来

形を下に示します。  
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6.1.3. コピュラ動詞未来形  
 コピュラ動詞未来形は，未来の等位関係や存在に関して，話者の推測や確信

「…でしょう」「…あるでしょう［いるでしょう］」を表します。コピュラ動

詞未来形は，語幹に続く部分が主語の人称・数に応じて変化し，最後の部分は

主語の性・数に応じて変化します。語尾の母音の変化は， ā 語尾の形容詞の変

化と同じです。3 人称複数以外は，語幹 ہو に付く活用語尾の前に و w が挿入

されます。各人称代名詞と性に対応するコピュラ動詞未来形を下に示します。  
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人称 性 単数 複数 

１ 男性 ਮ ………… ਹੋਵਾਂਗਾ = waḡa ̄̃ ਅਸੀਂ ……… ਹੋਵਾਂਗੇ = wa ̄g̃e  

  mɛ ̃………… howaḡa ̄̃  asi ̃̄……… howa ̄g̃e  

  マェーン ………… ホーワーンガー アスィーン ……… ホーワーンゲー 

１ 女性 ਮ ………… ਹੋਵਾਂਗੀ = waḡi ̄̃ ਅਸੀਂ ……… ਹੋਵਾਂਗੀਆ ਂ = waḡiā ̄̃ ̃  

  mɛ ̃………… howaḡi ̄̃  asi ̃̄……… howaḡiā ̄̃ ̃  

  マェーン ………… ホーワーンギー アスィーン ……… ホーワーンギーアーン 

２ 男性 ਤੂੰ ………… ਹੋਏਗਾ ਂ = ẽgā  ਤੁਸੀਂ ……… ਹੋਵੋਗੇ = woge  

  tū ̃ ………… hoẽgā  tusi ̃̄……… howoge  

  トゥーン ………… ホーエーンガー トゥスィーン ……… ホーウォーゲー 

２ 女性 ਤੂੰ ………… ਹੋਏਗੀ ਂ = ẽgī  ਤੁਸੀਂ ……… ਹੋਵੋਗੀਆ ਂ = wogiā ̃̄ 

  tū ̃ ………… hoẽgī  tusi ̃̄……… howogiā ̃̄ 

  トゥーン ………… ホーエーンギー トゥスィーン ……… ホーウォーギーアーン 

３ 男性 ਉਹ ……… ਹੋਏਗਾ = egā  ਉਹ ……… ਹੋਣਗੇ = ṇge  

  ó ………… hoegā  ó ………… hoṇge  

  オー ……… ホーエーガー オー ……… ホーンゲー 

３ 女性 ਉਹ ……… ਹੋਏਗੀ = egī  ਉਹ ……… ਹੋਣਗੀਆ ਂ = ṇgiā ̃̄ 

  ó ………… hoegī  ó ………… hoṇgiā ̃̄ 

  オー ……… ホーエーギー オー ……… ホーンギーアーン 
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 ☊ DISC-1:Track37  

人称 性 単数 複数 

１ 男性 ہوواں گا ……… میں = wa ̄g̃a ̄ ہوواں گے ……… اسیں = wa ̄g̃e  

  mɛ ̃………… howaḡa ̄̃  asi ̃̄……… howa ̄g̃e  

  マェーン ………… ホーワーンガー アスィーン ……… ホーワーンゲー 

１ 女性 ہوواں گی ………… میں = waḡi ̄̃ ̃̄ waḡiā = ہوواں گیاں ……… اسیں ̃

  mɛ ̃………… howaḡi ̄̃  asi ̃̄……… howaḡiā ̄̃ ̃  

  マェーン ………… ホーワーンギー アスィーン ……… ホーワーンギーアーン 

２ 男性 ہوویں گا ………… توں = wẽgā ہوو گے ……… تسیں = woge  

  tū ̃ ………… howẽgā  tusi ̃̄……… howoge  

  トゥーン ………… ホーウェーンガー トゥスィーン ……… ホーウォーゲー 

２ 女性 ہوویں گی ………… توں = wẽgī ہوو گیاں ……… تسیں = wogiā ̃̄ 

  tū ̃ ………… howẽgī  tusi ̃̄……… howogiā ̃̄ 

  トゥーン ………… ホーウェーンギー トゥスィーン ……… ホーウォーギーアーン 

３ 男性 ہووے گا ……… اوہ = wegā  ہوڻ گے ……… اوہ = ṇge  

  ó ……… howegā  ó ……… hoṇge  

  オー ……… ホーウェーガー オー ……… ホーンゲー 

３ 女性 ہووے گی ……… اوہ = wegī  ہوڻ گیاں ……… اوہ = ṇgiā ̃̄ 

  ó ……… howegī  ó ……… hoṇgiā ̃̄ 

  オー ……… ホーウェーギー オー ……… ホーンギーアーン 
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6.1.4. コピュラ動詞不確定未来形  
 コピュラ動詞不確定未来形は，等位関係や存在に関して，未来形が表すほど

の確信がない推測「…かな」，仮想「…かもしれない」，願望「…ように」な

どを表します。不確定未来形は，１人称・複数形以外は，未来形の最後の部分 ਗਾ , 
ਗੇ , ਗੀ , ਗੀਆਂ を取り除いたものです。１人称・複数形は，語幹に続く部分が，

未来形における wa ̃̄ではなく īe です。男性／女性の区別はありません。各人称

代名詞に対応するコピュラ動詞不確定未来形を下に示します。  

 

人称  単数 複数 

１  ਮ ………… ਹੋਵਾਂ = wa ̃̄ ਅਸੀਂ ……… ਹੋਈਏ = īe 

  mɛ ̃………… howa ̃̄ asi ̃̄……… hoīe  

  マェーン ………… ホーワーン アスィーン ……… ホーイーエー

２  ਤੂੰ ………… ਹੋਏ ਂ= ẽ  ਤੁਸੀਂ ……… ਹੋਵੋ = wo  

  tū ̃ ………… hoẽ  tusi ̃̄……… howo  

  トゥーン ………… ホーエーン トゥスィーン ……… ホーウォー

３  ਉਹ ……… ਹੋਏ = e  ਉਹ ……… ਹੋਣ = ṇ  

  ó ………… hoe  ó ………… hoṇ  

  オー ……… ホーエー オー ……… ホーン 
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6.1.4. コピュラ動詞不確定未来形  

 ☊ DISC-1:Track38  
 コピュラ動詞不確定未来形は，等位関係や存在に関して，未来形が表すほど

の確信がない推測「…かな」，仮想「…かもしれない」，願望「…ように」な

どを表します。不確定未来形は，１人称・複数形以外は，未来形の最後の部分 
گیاں, گی , گے , گا   を取り除いたものです。１人称・複数形は，語幹に続く部分

が，未来形における wa ̃̄ではなく īe です。男性／女性の区別はありません。各

人称代名詞に対応するコピュラ動詞不確定未来形を下に示します。  

 

人称  単数 複数 

̄̃ wa = ہوواں ………… میں  １  īe = ہوئیے ……… اسیں

  mɛ ̃………… howa ̄ ̃ asi ̃̄……… hoīe  

  マェーン ………… ホーワーン アスィーン ……… ホーイーエー

 wo = ہووو ……… تسیں wẽ = ہوویں ………… توں  ２

  tū ̃ ………… howẽ  tusi ̃̄……… howo  

  トゥーン ………… ホーウェーン トゥスィーン ……… ホーウォー

  ṇ = ہوڻ ……… اوہ  we = ہووے ……… اوہ  ３

  ó ……… howe  ó ……… hoṇ  

  オー ……… ホーウェー オー ……… ホーン 
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6.1.5. コピュラ動詞未完了分詞  
 コピュラ動詞 ਹੋਣਾ の未完了分詞は， ਹੁੰ に変化した語幹に ਦਾ が付いた形で

す。語尾の ਦਾ は，主語の性・数に応じて， ਦਾ , ਦੇ , ਦੀ , ਦੀਆਂ と変化します。

語尾の母音の変化は， ā 語尾の形容詞の変化と同じです。性・数に対応するコ

ピュラ動詞の未完了分詞を下に示します。  

性  単数  複数 

男性  ਹੁੰਦਾ = ā  ਹੁੰਦੇ = e  

  hundā   hunde  

  フンダー  フンデー 

女性  ਹੁੰਦੀ = ī   ਹੁੰਦੀਆ ਂ = iā ̃̄

  hundī   hundiā ̃̄ 

  フンディー  フンディーアーン 

 単独では非現実的な仮定表現「…だったら」「…あったら［いたら］」に用

いられます。  

【例文】 非現実的な仮定表現  

(1) ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮ ਇਸ ਨੂੰ  ਉਸ ਵਲੇੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ । 

 jekar pata ̄hunda ̄ta ̃̄mɛ ̃is nū ̃ us wele kadī wī nā baxśadī  

 
ジェーカル パター フンダー ターン マェーン イス ヌーン ウス ウェーレー カディー ウィー ナー バク

シャディー 

 もし知っていたら，私はこの人をその時決して赦さなかったのに。 

(2) ਜੇ ਮੈਨੂੰ  ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ । 

 je mɛnū buxa ̄̃ r na ̄hunda ̄ta ̃̄mɛ ̃wi ̄sám̄al hundā  

 ジェー マェーヌーン ブカール ナー フンダー ターン マェーン ウィー シャーマル フンダー 

 もし熱がなかったら，私も参加したのに。 
 



 شاہ مکھی
 

 115

6.1.5. コピュラ動詞未完了分詞  

 ☊ DISC-1:Track39  
 コピュラ動詞 ہوڻا の未完了分詞は， ُہن に変化した語幹に دا が付いた形です。

語尾の دا は，主語の性・数に応じて、 دیاں ,دی ,دے ,دا と変化します。語尾

の母音の変化は， ā 語尾の形容詞の変化と同じです。性・数に対応するコピュ

ラ動詞の未完了分詞を下に示します。  

性  単数  複数 

男性  ہندا = ā   ہندے = e  

  hundā   hunde  

  フンダー  フンデー 

女性  ہندی = ī  ہندیاں = iā ̃̄ 

  hundī   hundiā ̃̄ 

  フンディー  フンディーアーン 

 単独では非現実的な仮定表現「…だったら」「…あったら［いたら］」に用

いられます。  

【例文】 非現実的な仮定表現  

 جیکر پتہ ہندا تاں میں ایس نوں اوس ویلے کدی وی نہ بخشدی۔ (1)

 jekar pata ̄hunda ̄ta ̃̄mɛ ̃es nū ̃ os wele kadī wī nā baxśadī  

 
ジェーカル パター フンダー ターン マェーン エース ヌーン オース ウェーレー カディー ウィー ナー 

バクシャディー 

 もし知っていたら，私はこの人をその時決して赦さなかったのに。 

 جے مینوں بخار نہ ہندا تاں میں وی شامل ہندا۔ (2)

 je mɛnū buxa ̄̃ r na ̄hunda ̄ta ̃̄mɛ ̃wi ̄sám̄al hundā  

 ジェー マェーヌーン ブカール ナー フンダー ターン マェーン ウィー シャーマル フンダー 

 もし熱がなかったら，私も参加したのに。 
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 コピュラ動詞の未完了分詞が文末のコピュラ動詞の直前に挿入されると，話

者が一般的・普遍的と判断する等位関係「…ものです」や存在「…あるもので

す」を表します。時制の違い（過去・未来など）は，文末の ਹੋਣਾ の変化形によ

って表します。  

【例文】 コピュラ動詞の未完了分詞  

(1) ਬੱਚਾ ਿਪਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

 baccā piārā hundā e  

 バッチャー ピアーラー フンダー エー 

 子供はかわいいものです。 

(2) ਕੁੱਤਾ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

 kuttā gandā hundā e  

 クッター ガンダー フンダー エー 

 犬は汚いものです。 

(3) ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

 har ādmī āpo āpṇī ādat tȭ majbūr hundā e  

 ハル アードミー アーポー アープニー アーダト トーン マジュブール フンダー エー 

 どの人間も自分の習慣から抜け出せないものです。 
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 コピュラ動詞の未完了分詞が文末のコピュラ動詞の直前に挿入されると，話

者が一般的・普遍的と判断する等位関係「…ものです」や存在「…あるもので

す」を表します。時制の違い（過去・未来など）は，文末の ہوڻا の変化形によ

って表します。  

【例文】 コピュラ動詞の未完了分詞  

 ☊ DISC-1:Track40  

 بچہ پیارا ہندا اے۔ (1)

 baccā piārā hundā e  

 バッチャー ピアーラー フンダー エー 

 子供はかわいいものです。 

 کتا گندا ہندا اے۔ (2)

 kuttā gandā hundā e  

 クッター ガンダー フンダー エー 

 犬は汚いものです。 

ٓہر ادمی اپو اپڻی عادت توں مجبور ہندا اے۔ (3) ٓ ٓ  

 har ādmī āpo āpṇī ādat tȭ majbūr hundā e  

 ハル アードミー アーポー アープニー アーダト トーン マジュブール フンダー エー 

 どの人間も自分の習慣から抜け出せないものです。 
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(4) ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

 piṇḍ de lok bɔt́ ménatī hunde han  

 ピンド デー ローク バォ－ト メーナティー フンデー ハン 

 村の人々はとても勤勉なものです。 

(5) ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆ ਸੋਹਣੀਆ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਂ ਂ ਂ । 

 pañjab̄i ̄kurịā ̄ ̃sóṇiā ̄hundiā ̄̃ ̃ han  

 パンジャービー クリーアーン ソーニーアーン フンディーアーン ハン 

 パンジャーブの少女たちはとても美しいものです。 

(6) ਕ ਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਦੀਆ ਅਿਹਮ ਗ਼ਲਤੀਆ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਂ ਂ ਂ । 

 kai ̄war̄i ̄eńa ̃̄wicc śabad-jorạ ̄diā ̄̃ ̃ ɛḿ ǧaltiā ̄hundiā ̄̃ ̃ han  

 
カイー ワーリー エーナーン ウィッチュ シャバドジョーラーン ディーアーン アェーム ガルティーアーン フ

ンディーアーン ハン 

 たびたびこれらの中につづりの重大な間違いがあるものです。 

(7) ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । 

 uttʰe koī xās rɔṇak naí ̄hundi ̄̃  

 ウッテー コーイー カース ラォーナク ナイーン フンディー 

 そこには特別な賑わいはありません。 
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 پنڈ دے لوک بوہت محنتی ہندے نیں۔ (4)

 piṇḍ de lok bɔt́ ménatī hunde ne  

 ピンド デー ローク バォ－ト メーナティー フンデー ネー 

 村の人々はとても勤勉なものです。 

 پنجابی کڑیاں سوہڻیاں ہندیاں نیں۔ (5)

 pañjab̄i ̄kurịā ̄sóṇiā ̄hundiā ̄̃ ̃ ̃ ne  

 パンジャービー クリーアーン ソーニーアーン フンディーアーン ネー 

 パンジャーブの少女たちはとても美しいものです。 

دیاں اہم غلطیاں ہندیاں نیں۔] شبد جوڑاں[ملا کئی واری ایہناں وچ ا (6)  

 kai ̄war̄i ̄eńa ̃̄wicc imlā [śabad-jorạ ̄]̃ diā ̃̄ɛḿ ǧaltiā ̄hundiā ̄̃ ̃ ne  

 
カイー ワーリー エーナーン ウィッチュ イムラー ［シャバドジョーラーン］ディーアーン アェーム ガルティ

ーアーン フンディーアーン ネー 

 たびたびこれらの中につづりの重大な間違いがあるものです。 

ق نہیں ہندی۔اوتھے کوئی خاص رون (7)  

 ottʰe koī xās rɔṇak naí ̄hundi ̄̃  

 オーッテー コーイー カース ラォーナク ナイーン フンディー 

 そこには特別な賑わいはありません。 
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6.1.6. 所有表現  
 パンジャービー語には英語の have にあたる動詞はありません。所有表現

「（人は）…を持っている」は，【後置詞を用いた副詞句＋主語「所有物」＋

コピュラ動詞「存在」】の形式で表現します。直訳すれば「（人）のそばに…
がある」という内容です。副詞句「…のそばに」は， ਦੇ ਕੋਲ で表します。 ਦੇ は
後置詞 ਦਾ の男性・単数・後置格形で，省略することもできます。  
 「人」が１人称・２人称の代名詞の場合は，後置詞 ਦਾ を含む融合形（属格）

の男性・単数形（ = e 語尾）となります。  

 

【例文】 所有表現  

(1) ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੜੀ ਹੈ । 

 mere kol kàṛī e  

 メーレー コール カリー エー 

 私は時計を持っています。 

(2) ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਪਾਨੀ ਗੁਡੱੀ ਹੈ । 

 mere kol ikk japānī guḍḍī e  

 メーレー コール イック ジャパーニー グッディー エー 

 私は１つの日本人形を持っています。 

(3) ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । 

 sāḍe kol bɔt́ pɛse ho jāṇge  

 サーデー コール バォート パェーセー ホー ジャーンゲー

 私たちは大金持ちになるでしょう。 
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6.1.6. 所有表現  
 パンジャービー語には英語の have にあたる動詞はありません。所有表現

「（人は）…を持っている」は，【後置詞を用いた副詞句＋主語「所有物」＋

コピュラ動詞「存在」】の形式で表現します。直訳すれば「（人）のそばに…
がある」という内容です。副詞句「…のそばに」は， دے کول で表します。 دے 
は後置詞 دا の男性・単数・後置格形で，省略することもできます。  
 「人」が１人称・２人称の代名詞の場合は，後置詞 دا を含む融合形（属格）

の男性・単数形（ = e 語尾）となります。  

 

【例文】 所有表現  

 ☊ DISC-1:Track41  

 میرے کول گھڑی اے۔ (1)

 mere kol kàṛī e  

 メーレー コール カリー エー 

 私は時計を持っています。 

 میرے کول اک جپانی گڈی اے۔ (2)

 mere kol ikk japānī guḍḍī e  

 メーレー コール イック ジャパーニー グッディー エー 

 私は１つの日本人形を持っています。 

 ساڈے کول بوہت پیسے ہو جاڻ گے۔ (3)

 sāḍe kol bɔt́ pɛse ho jāṇge  

 サーデー コール バォート パェーセー ホー ジャーンゲー

 私たちは大金持ちになるでしょう。 
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(4) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । 

 óna ̃̄de kol sama ̄naí ̄̃ ̃ e  

 オーナーン デー コール サマーン ナイーン エー 

 あの人たち（あの方）には時間がありません。 

(5) ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਿਡਆ ਦੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪਤੰਗ ਹਨ ਂ । 

 eńa ̄muṇḍia ̄̃ ̃ de kol raṅg baraṅge pataṅg han  

 エーナーン ムンディアーン デー コール ラング バランゲー パタング ハン

 この少年たちは色とりどりの凧を持っています。 

(6) ਫ਼ੌਜੀਆ ਕੋਲ ਹਿਥਆਰ ਸਨ ਂ । 

 fɔjiā ̃̄kol hatʰiār san  

 ファォージーアーン コール ハティアール サン 

 兵士たちは武器を持っていました。 
 
 

 
印パ国境ワーガー：衛兵の儀礼行進 
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نہیں اے۔] سماں[اوہناں دے کول وقت  (4)  

 óna ̃̄de kol wakat [sama ̄]̃ naí ̃̄e  

 オーナーン デー コール ワカト［サマーン］ナイーン エー 

 あの人たち（あの方）には時間がありません。 

 ایہناں منڈیاں دے کول رنگ برنگے پتنگ نیں۔ (5)

 eńa ̄muṇḍia ̄̃ ̃ de kol raṅg baraṅge pataṅg ne  

 エーナーン ムンディアーン デー コール ラング バランゲー パタング ネー

 この少年たちは色とりどりの凧を持っています。 

ار سن۔فوجیاں کول ہتھی (6)  

 fɔjiā ̃̄kol hatʰiār san  

 ファォージーアーン コール ハティアール サン 

 兵士たちは武器を持っていました。 
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6.1.7. 意味上の主語の「人」が後置詞 ਨੂੰ  を伴う形となる文  
 日本語の「…は嬉しい」「…は残念だ」「…は知っている」「…は～が好き

だ」などの表現は，次のＡＢの形式になります。  

 

Ａ 【 … ＋後置詞 ਨੂੰ  ＋主語「抽象名詞」＋コピュラ動詞「存在」】「…には

～がある」  

Ｂ 【 … ＋後置詞 ਨੂੰ  ＋主語＋形容詞（または抽象名詞）＋コピュラ動詞「等

位」】「…にとって～は～だ」  

 
 「…」にあたる意味上の主語の「人」は後置詞 ਨੂੰ  を伴う形となります。「人」

が１人称・２人称の代名詞の場合は，後置詞 ਨੂੰ  を含む結合形となります。この

後置詞 ਨੂੰ  を伴う形を，目的語「…を」「…に」を表す場合の ਨੂੰ  を伴う形と区

別して，与格と呼ぶこともあります。  
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6.1.7. 意味上の主語の「人」が後置詞 نوں を伴う形となる文  
 日本語の「…は嬉しい」「…は残念だ」「…は知っている」「…は～が好き

だ」などの表現は，次のＡＢの形式になります。  

 

Ａ【 … ＋後置詞 نوں ＋主語「抽象名詞」＋コピュラ動詞「存在」】「…には

～がある」 

Ｂ【 … ＋後置詞 نوں ＋主語＋形容詞（または抽象名詞）＋コピュラ動詞「等

位」】「…にとって～は～だ」 

  
「…」にあたる意味上の主語の「人」は後置詞 نوں を伴う形となります。「人」

が１人称・２人称の代名詞の場合は，後置詞 نوں を含む結合形となります。こ

の後置詞 نوں を伴う形を，目的語「…を」「…に」を表す場合の نوں を伴う形

と区別して，与格と呼ぶこともあります。  
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【例文】 意味上の主語の「人」が後置詞 ਨੂੰ  を伴う形となる文 Ａ  

(1) ਮੈਨੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ । 

 mɛnū xusí ̄̃ e  

 マェーヌーン クシー エー 

 私は嬉しいです。 

(2) ਸਾਨੂੰ  ਅਫ਼ਸਸੋ ਹੈ । 

 san̄ū ̃ afsos e  

 サーヌーン アフソース エー 

 私たちは残念です。 

(3) ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ? 

 ki ̄tuan̄ū pata ̄̀ ̃ e  

 キー トゥアーヌーン パター エー 

 あなたは知っていますか？ 

(4) ਆਮ ਆਦਮੀਆ ਨੂੰ  ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਂ । 

 ām ad̄miā ̄nū ̃ ̃ is da ̄pata ̄naí ̃̄e  

 アーム アードミーアーン ヌーン イス ダー パター ナイーン エー

 一般の人々はこれを知りません。 
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【例文】 意味上の主語の「人」が後置詞 نوں を伴う形となる文 Ａ  

 ☊ DISC-1:Track42  

 مینوں خوشی اے۔ (1)

 mɛnū xusí ̄̃ e  

 マェーヌーン クシー エー 

 私は嬉しいです。 

 سانوں افسوس اے۔ (2)

 san̄ū ̃ afsos e  

 サーヌーン アフソース エー 

 私たちは残念です。 

 کیہہ تہانوں پتہ اے؟ (3)

 ki ̄tuan̄ū pata ̄̀ ̃ e  

 キー トゥアーヌーン パター エー 

 あなたは知っていますか？ 

ٓعام ادمیاں نوں ایس دا پتہ نہیں اے۔ (4)  

 ām ad̄miā ̄nū ̃ ̃ es da ̄pata ̄naí ̃̄e  

 アーム アードミーアーン ヌーン エース ダー パター ナイーン エー

 一般の人々はこれを知りません。 
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【例文】 意味上の主語の「人」が後置詞 ਨੂੰ  を伴う形となる文 Ｂ  

(1) ਉਸ ਨੂੰ  ਇਹ ਮਾਲਮੂ ਹੋਏਗਾ । 

 us nū e ́mal̄ū̃ m hoegā  

 ウス ヌーン エー マールーム ホーエーガー 

 あの人はこれを知っているでしょう。 

(2) ਉਸ ਨੂੰ  ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ । 

 us nū e ́̃ pasand e  

 ウス ヌーン エー パサンド エー 

 あの人はこれが好きです。 

(3) ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਿਫ਼ਲਮਾਂ ਪਸੰਦ ਹਨ ? 

 ki ̄tuan̄ū ̀ ̃ ɛnīmeśan filma ̃̄pasand han  

 キー トゥアーヌーン アェーニーメーシャン フィルマーン パサンド ハン

 あなたはアニメーション映画が好きですか？ 
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【例文】 意味上の主語の「人」が後置詞 نوں を伴う形となる文 Ｂ  

 ☊ DISC-1:Track43  

 اوس نوں ایہہ معلوم ہووے گا۔ (1)

 os nū e ́mal̄ū̃ m howegā  

 オース ヌーン エー マールーム ホーウェーガー 

 あの人はこれを知っているでしょう。 

 اوس نوں ایہہ پسند اے۔ (2)

 os nū e ́̃ pasand e  

 オース ヌーン エー パサンド エー 

 あの人はこれが好きです。 

 کیہہ تہانوں اینیمیشن فلماں پسند نیں؟ (3)

 ki ̄tuan̄ū ̀ ̃ ɛnīmeśan filma ̃̄pasand ne  

 キー トゥアーヌーン アェーニーメーシャン フィルマーン パサンド ネー

 あなたはアニメーション映画が好きですか？ 
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6.2. 一般動詞  
 
6.2.1. 一般動詞不定詞  
 一般動詞の不定詞は，「…すること」を表す名詞としても用いられます。  
 
6.2.1.1. 語幹と不定詞形のタイプ  
 一般動詞の不定詞は，語尾が ਣਾ , ਉਣਾ または ਨਾ で終わっています。この語

尾を除いた動詞の本体の部分が動詞語幹です。動詞語幹は動詞の意味そのもの

（辞書的意味）を表します。この語幹が ਣ , ਰ , ੜ で終わる場合，不定詞は ਨਾ 
の語尾となります。  
 
  ਲ と区別して下に点の付いた ਲ਼ の表記も採用した方式では，語幹がこの ਲ਼ 
で終わる場合，不定詞は ਨਾ の語尾となります。しかし，この ਲ਼ の表記は定着

していません。 ਲ と ਲ਼ の音は区別せず，すべて ਲ の表記となっているのが

普通です。したがって，語幹が ਲ で終わる場合も，その一部に ਨਾ の語尾とな

るものもあります。この場合の ਲ は ਲ਼ を意味します。初めから ਲ਼ の存在を

無視した方式では，語幹が ਲ で終わる場合の不定詞はすべて ਣਾ 語尾です。例

えば ਬਾਲ਼ਨਾ , ਬਾਲਨਾ , ਬਾਲਣਾ という３つの表記は，すべて同じ語です。  
 語幹が ā 語尾の動詞の不定詞形は， ਣਾ の直前に ਉ が挿入され ਉਣਾ 語尾と

なります。ただし ਜਾ , ਖਾ は例外で，不定詞形は ਜਾ ਉਣਾ , ਖਾ ਉਣਾ とはならず， 
ਜਾਣਾ , ਖਾਣਾ です。その他はすべて ਉਣਾ の語尾です。  
 巻末の「17. 動詞の変化のまとめ」の項で，語尾変化の３つの基本パタ－ンを

示し，その動詞が属するパターンを語幹に付ければ自動的に主な語形変化が得

られるようにしました。どの基本パタ－ンに属するかは，次に示した不定詞の

形で区別することができます。パターンＡは ਣਾ 語尾，パターンＢは ਨਾ 語尾，

パターンＣは ਉਣਾ 語尾です。  



 شاہ مکھی
 

 131

6.2. 一般動詞  
 
6.2.1. 一般動詞不定詞  
 一般動詞の不定詞は，「…すること」を表す名詞としても用いられます。  
 
6.2.1.1. 語幹と不定詞形のタイプ 
 一般動詞の不定詞は，語尾が ؤڻا ,ڻا または نا で終わっています。この語尾を

除いた動詞の本体の部分が動詞語幹です。動詞語幹は動詞の意味そのもの（辞

書的意味）を表します。この語幹が ڻ ,ڑ ,ر で終わる場合，不定詞は نا の語尾

となります。  
 
 語幹が ā 語尾の動詞の不定詞形は， ڻا の直前に ؤ が挿入され ؤڻا 語尾とな

ります。ただし  کھا, جا  は例外で，不定詞形は  کھاؤڻا, جاؤڻا  とはならず，  جاڻا ,
  。の語尾です ؤڻا です。その他はすべて کھاڻا
 巻末の「17. 動詞の変化のまとめ」の項で，語尾変化の３つの基本パタ－ンを

示し，その動詞が属するパターンを語幹に付ければ自動的に主な語形変化が得

られるようにしました。どの基本パタ－ンに属するかは，次に示した不定詞の

形で区別することができます。パターンＡは ڻا 語尾，パターンＢは نا 語尾，

パターンＣは ؤڻا 語尾です。  
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6.2.1.2. 不定詞の変化形  
 不定詞は主語の性・数に応じて，語尾の ā が形容詞変化します。他動詞の不

定詞に目的語がある場合は，目的語の性・数に応じて語尾変化します。 
  
主格  
ਹੋਣਾ 「ある」「いる」「…である」「…になる」  

性  単数  複数 

男性  ਹੋਣਾ = ṇā  ਹੋਣੇ = ṇe  

  hoṇā   hoṇe  

  ホーナー  ホーネー 

女性  ਹੋਣੀ = ṇī   ਹੋਣੀਆ ਂ = ṇiā ̃̄

  hoṇī   hoṇiā ̃̄ 

  ホーニー  ホーニーアーン 

ਦੱਸਣਾ 「言う」  

性  単数 複数 

男性  ਦੱਸਣਾ = ṇā ਦੱਸਣੇ = ṇe  

  dassṇā  dassṇe  

  ダッスナー ダッスネー 

女性  ਦੱਸਣੀ = ṇī ਦੱਸਣੀਆ ਂ = ṇiā ̃̄

  dassṇī  dassṇiā ̃̄ 

  ダッスニー ダッスニーアーン 
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6.2.1.2. 不定詞の変化形  

 ☊ DISC-1:Track44  
 不定詞は主語の性・数に応じて，語尾の ā が形容詞変化します。他動詞の不

定詞に目的語がある場合は，目的語の性・数に応じて語尾変化します。  

 
主格  
  「になる…」「である…」「いる」「ある」 ہوڻا

性  単数  複数 

男性  ہوڻا = ṇā   ہوڻے = ṇe  

  hoṇā   hoṇe  

  ホーナー  ホーネー 

女性  ہوڻی = ṇī  ہوڻیاں = ṇiā ̃̄

  hoṇī   hoṇiā ̃̄ 

  ホーニー  ホーニーアーン 

  「言う」 دسڻا

性  単数 複数 

男性  دسڻا = ṇā  دسڻے = ṇe 

  dassṇā  dassṇe  

  ダッスナー ダッスネー 

女性  دسڻی = ṇī دسڻیاں = ṇiā ̃̄

  dassṇī  dassṇiā ̃̄ 

  ダッスニー ダッスニーアーン 
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【例文】 不定詞  

(1) ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । 

 tua ̄jaṇ̄̀ a ̄bɔt́ zarūrī e  

 トゥアーダー ジャーナー バォート ザルーリー エー 

 あなたが行くことが，ぜひ必要です。 

(2) ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਆ ਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ । 

 us dā nā āunā caṅgā e  

 ウス ダー ナー アーウナー チャンガー エー 

 あの人が来ないことは良いことです。 

(3) ਕੱਪੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ । 
 kappaṛe kīmtī hoṇe koi ̄zarūri ̄naí ̃̄ 

 カッパラー キームティー ホーネー コーイー ザルーリー ナイーン

 衣服が高価であることはまったく必要ありません。 

(4) ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । 

 asi ̄pañjab̄i ̄paŕṇi ̄caȭ̃ ́ de a ̃̄ 

 アスィーン パンジャービー パルニー チャーオーンデー アーン 

 私たちはパンジャービー語を学びたいと思っています。
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【例文】 不定詞  

 ☊ DISC-1:Track45  

اڻا بوہت ضروری اے۔تہاڈا ج (1)  

 tua ̄jaṇ̄a ̄̀ bɔt́ zarūrī e  

 トゥアーダー ジャーナー バォート ザルーリー エー 

 あなたが行くことが，ぜひ必要です 

ٓاوس دا نہ اؤڻا چنگا اے۔ (2)  

 os dā nā āunā caṅgā e  

 オース ダー ナー アーウナー チャンガー エー 

 あの人が来ないことは良いことです。 

 کپڑے قیمتی ہوڻے کوئی ضروری نہیں۔ (3)
 kapṛe kīmtī hoṇe koi ̄zarūi ̄naí ̃̄ 

 カプレー キームティー ホーネー コーイー ザルーリー ナイーン 

 衣服が高価であることはまったく必要ありません。 

ٓاسیں پنجابی پڑھنی چاہندے اں۔ (4)  

 asi ̄pañjab̄i ̄paŕṇi ̄caȭ̃ ́ de a ̃̄ 

 アスィーン パンジャービー パルニー チャーオーンデー アーン 

 私たちはパンジャービー語を学びたいと思っています。
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 不定詞の後置格形は ā 語尾が消失した形，すなわち ਣ , ਉਣ または ਨ の語

尾になります。  
 
【例文】 不定詞（後置格形）  

(1) ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਮਲਣ ਲ ਈ ਇੱਥੇ ਆ ਇਆ ਹਾਂ । 

 mɛ ̃tuan̄ū milaṇ lai ̄̀ ̃ ittʰe aīa ̄a ̃̄ 

 マェーン トゥアーヌーン ミラン ライー イッテー アーイアー アーン 

 私はあなたに会いにここに来ました。 

(2) ਮ ਿਕਤਾਬ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲ ਈ ਉੱਥੇ ਿਗਆ ਸਾਂ । 

 mɛ ̃kitab̄ xarīdaṇ laī uttʰe gia ̄sa ̃̄ 

 マェーン キターブ カリーダン ライー ウッテー ギアー サーン 

 私は本を買いにそこに行きました。 

(3) ਿਵਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲ ਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਝੁ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ  ਿਤਆਰ ਹਨ । 
 wideś jāṇ laī pañjābī nɔjawān kúj wī karan nū tia ̄̃ r han  

 
ウィデーシュ ジャーン ライー パンジャービー ナォージャワーン クジュ ウィー カラン ヌーン ティアール

ハン 

 外国に行くためにはパンジャーブの若者たちは何でもする用意があります。 

(4) ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਿਪਛ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । 

 ó śarāb pīṇ picʰõ gaḍḍī calā ríā sī  

 オー シャラーブ ピーン ピチョーン ガッディー チャラー リアー スィー 

 彼は酒を飲んだ後に車を運転していました。 
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 不定詞の後置格形は ā 語尾が消失した形，すなわち  ؤڻ, ڻ  または ن の語尾

になります。  
 
【例文】 不定詞（後置格形） 

 ☊ DISC-1:Track46  

ٓمیں تہانوں ملڻ لئی ایتھے ایا واں۔ (1)  

 mɛ ̃tuan̄ū milaṇ lai ̄̀ ̃ ettʰe aīa ̄wa ̃̄ 

 マェーン トゥアーヌーン ミラン ライー エーッテー アーイアー ワーン 

 私はあなたに会いにここに来ました。 

 میں کتاب خریدڻ لئی اوتھے گیا ساں۔ (2)
 mɛ ̃kitab̄ xarīdaṇ laī ottʰe gia ̄sa ̃̄ 

 マェーン キターブ カリーダン ライー オーッテー ギアー サーン 

 私は本を買いにそこに行きました。 

جاڻ لئی پنجابی نوجوان کجھ وی کرن نوں تیار نیں۔] ودیش[پردیس  (3)  

 pardes [wideś] jāṇ laī pañjābī nɔjawān kúj wī karan nū tia ̄̃ r ne  

 
パルデース［ウィデーシュ］ジャーン ライー パンジャービー ナォージャワーン クジュ ウィー カラン ヌーン

ティアール ネー 

 外国に行くためにはパンジャーブの若者たちは何でもする用意があります。 

 اوہ شراب پیڻ پچھوں گڈی چلا رہیا سی۔ (4)
 ó śarāb pīṇ picʰõ gaḍḍī calā ríā sī  

 オー シャラーブ ピーン ピチョーン ガッディー チャラー リアー スィー 

 彼は酒を飲んだ後に車を運転していました。 
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6.2.2. 自動詞，他動詞，使役動詞 
同じ動詞語幹が自動詞と他動詞を兼ねているものは，限られています。 
 

動詞語幹  自動詞  他動詞 

ਘਸਰ  擦れる  擦る 

kàsar      

カサル     

ਚੋ  滴り落ちる  滴り落とす

co      

チョー     

ਟਕਰਾ  ぶつかる  ぶつける 

ṭakrā      

タクラー     

ਥੰਮ  止まる  止める 

tʰámm      

タンム     

ਧੁੰਧਲਾ  霞む  霞ませる 

tùndalā      

トゥンダラー     
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6.2.2. 自動詞，他動詞，使役動詞  

 ☊ DISC-1:Track47  
同じ動詞語幹が自動詞と他動詞を兼ねているものは，限られています。 

 
動詞語幹  自動詞  他動詞 

 擦れる  擦る  گھسر

kàsar      

カサル     

滴り落ちる  滴り落とす  چو

co      

チョー     

 ぶつかる  ぶつける  ٹکرا

ṭakrā      

タクラー     

 止まる  止める  تھم

tʰámm      

タンム     

 霞む  霞ませる  دھندلا

tùndalā      

トゥンダラー     
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ਬਦਲ  変わる  変える 

badal      

バダル     

ਭਰ  満ちる  満たす 

pàr      

パル     

ਲਿਹਰਾ  波立つ  波立たせる 

lɛŕa ̄     

ラェーラー     

ਲਲਚਾ  欲しがる  欲しがらせる

lalcā      

ラルチャー     

ਿਵਸਰ  忘れられる  忘れる 

wisar      

ウィサル     
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 変わる  変える  بدل

badal      

バダル     

 満ちる  満たす  بھر

pàr      

パル     

 波立つ  波立たせる  لہرا

lɛŕa ̄     

ラェーラー     

欲しがる  欲しがらせる  للچا

lalcā      

ラルチャー     

 忘れられる  忘れる  بسر

bisar      

ビサル     
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Ａ 自動詞（…する）から他動詞（…をする）・使役動詞（人に…させる），あ

るいは Ｂ 他動詞（…をする）から他動詞（人に…をする）・使役動詞（人に

…させる）が規則的に変化するものがあります。変化してできた語幹はすべて ā 
で終わるため，下に示す不定詞形では ਉਣਾ 語尾となります。  
 

Ａ 自動詞（…する）  他動詞（…をする） 使役動詞（人に…させる）

 語幹  語幹＋ ā  語幹＋ wā  

 ਉੱਠਣਾ 起きる  ਉਠਾ ਉਣਾ 起こす ਉਠਵਾ ਉਣਾ 起こさせる 

 uṭṭʰaṇā   uṭʰāuṇā  uṭʰwāuṇā  

 ウッタナー  ウターウナー ウトワーウナー 

 ਬਣਨਾ 作られる，できる  ਬਣਾ ਉਣਾ 作る ਬਣਵਾ ਉਣਾ 作らせる 

 baṇnā   baṇāuṇā  baṇwāuṇā  

 バンナー  バナーウナー バンワーウナー 

 ਪੱਕਣਾ 調理される  ਪਕਾ ਉਣਾ 調理する ਪਕਵਾ ਉਣਾ 調理させる 

 pakkaṇā   pakāuṇā  pakwāuṇā  

 パッカナー  パカーウナー パクワーウナー 
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Ａ 自動詞（…する）から他動詞（…をする）・使役動詞（人に…させる），あ

るいは Ｂ 他動詞（…をする）から他動詞（人に…をする）・使役動詞（人に

…させる）が規則的に変化するものがあります。変化してできた語幹はすべて ā 
で終わるため，下に示す不定詞形では ؤڻا 語尾となります。  

 ☊ DISC-1:Track48  

 

Ａ 自動詞（…する）  他動詞（…をする） 使役動詞（人に…させる） 

 語幹  語幹＋ ā  語幹＋ wā  

 起こさせる اٹھواؤڻا 起こす اٹھاؤڻا  起きる اٹھڻا 

 uṭṭʰaṇā   uṭʰāuṇā  uṭʰwāuṇā  

 ウッタナー  ウターウナー ウトワーウナー 

 作らせる بڻواؤڻا 作る بڻاؤڻا  作られる，できる بڻنا 

 baṇnā   baṇāuṇā  baṇwāuṇā  

 バンナー  バナーウナー バンワーウナー 

 調理させる پکواؤڻا 調理する پکاؤڻا  調理される پکڻا 

 pakkaṇā   pakāuṇā  pakwāuṇā  

 パッカナー  パカーウナー パクワーウナー 
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語幹の母音が変化するもの  

Ａ 自動詞（…する）  他動詞（…をする） 使役動詞（人に…させる） 

 ਲੇਟਣਾ 横になる  ਿਲਟਾ ਉਣਾ 横たえる，

寝かす 
ਿਲਟਵਾ ਉਣਾ 横たえさせる，

寝かしてもらう 

 leṭṇā   liṭāuṇā  liṭwāuṇā  

 レートナー  リターウナー リトワーウナー 

Ｂ 他動詞（…をする）  他動詞（人に…をする） 使役動詞（人に…させる）

 語幹  語幹＋ ā  語幹＋ wā  

 ਪੜਨਾ 学ぶ  ਪੜਾ ਉਣਾ 教える ਪੜਵਾ ਉਣਾ 教えさせる 

 páṛnā   parạūṇa ̄̀  parẉaūṇa ̄̀  

 パルナー  パラーウナー パルワーウナー 

 
語幹の母音が変化するもの  

Ｂ 他動詞（…をする）  他動詞（人に…をする） 使役動詞（人に…させる）

 ਵੇਖਣਾ 見る  ਿਵਖਾ ਉਣਾ 見せる ਿਵਖਵਾ ਉਣਾ 見させる 

 wekʰṇā   wikʰāuṇā  wikʰwāuṇā  

 ウェークナー  ウィカーウナー ウィクワーウナー 

使役される人を示す部分には，後置詞の ਕੋਲ または ਤ を用います。  
 
 



 شاہ مکھی
 

 145

語幹の母音が変化するもの  

 ☊ DISC-1:Track49  

Ａ 自動詞（…する）  他動詞（…をする） 使役動詞（人に…させる） 

  横になる لیٹڻا 
横たえる，寝か لٹاؤڻا

す 
横たえさせる，寝かしてもら لٹواؤڻا

う 

 leṭṇā   liṭāuṇā  liṭwāuṇā  

 レートナー  リターウナー リトワーウナー 

Ｂ 他動詞（…をする）  他動詞（人に…をする） 使役動詞（人に…させる）

 語幹  語幹＋ ā  語幹＋ wā  

 教えさせる پڑھواؤڻا 教える پڑھاؤڻا  学ぶ پڑھنا 

 páṛnā   parạūṇa ̄̀  parẉaūṇa ̄̀  

 パルナー  パラーウナー パルワーウナー 

語幹の母音が変化するもの  

Ｂ 他動詞（…をする）  他動詞（人に…をする） 使役動詞（人に…させる）

 見させる وکھواؤڻا 見せる وکھاؤڻا  見る ویکھڻا 

 wekʰṇā   wikʰāuṇā  wikʰwāuṇā  

 ウェークナー  ウィカーウナー ウィクワーウナー 

使役される人を示す部分には，後置詞の کولوں または توں を用います。  
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【例文】 自動詞，他動詞，使役動詞  

(1) ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਵਰੇੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ । 

 ó roz sawere taṛke uṭṭʰadā e  

 オー ローズ サウェーレー タルケー ウッタダー エー 

 彼は毎朝早く起きます。 

(2) ਮੱਝ ਦੇ ਚੰਮ ਤ ਜੁੱਤੀਆ ਆਿਦ ਬਣਦੀਆਂ ਂ ਹਨ । 

 májj de camm tõ juttiā ̄a ̄̃ d baṇdiā ̃̄han  

 マッジュ デー チャンム ト－ン ジュッティーアーン アード バンディーアーン ハン 

 水牛の皮から靴などが作られます。 

(3) ਮੱਝ ਦੀਆ ਹੱਡੀਆ ਵੀ ਖਾਦ ਬਣਾਂ ਂ  ਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਦੀਆ ਹਨ ਂ ਂ । 
 májj diā ̄haḍḍiā ̄wi ̄̃ ̃ kʰād baṇāuṇ de kamm aȭḍiā ̃̄han  

 
マッジュ ディーアーン ハッディーアーン ウィー カード バナーウン デー カンム アーオーンディーアーン 

ハン 

 水牛の骨も肥料を作るのに役立ちます。 

(4) ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਵਾ ਈ । 

 us ne nawi ̄ima ̄̃ rat baṇwāī  

 ウス ネー ナウィーン イマーラト バンワーイー 

 あの人は新しい建物を作らせました。 

(5) ਉਹ ਲੇਟਦਾ ਹੈ । 
 ó leṭdā e  

 オー レートダー エー 

 彼は横になります。 
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【例文】 自動詞，他動詞，使役動詞  

 ☊ DISC-1:Track50  

 اوہ روز سویرے تڑکے اٹھدا اے۔ (1)
 ó roz sawere taṛke uṭṭʰadā e  

 オー ローズ サウェーレー タルケー ウッタダー エー 

 彼は毎朝早く起きます。 

بڻدیاں نیں۔] ٓاد[مجھ دے چم توں جتیاں وغیرہ  (2)  

 májj de camm tõ juttiā ̄waǧ̃ ɛrā [ād] baṇdiā ̃̄ne  

 マッジュ デー チャンム ト－ン ジュッティーアーン ワガェーラー [アード] バンディーアーン ネー 

 水牛の皮から靴などが作られます。 

ٓمجھ دیاں ہڈیاں وی کھاد بڻاؤڻ دے کم اؤندیاں نیں۔ (3)  

 májj diā ̄haḍḍiā ̄wi ̄̃ ̃ kʰād baṇāuṇ de kamm aȭḍiā ̃̄ne  

 
マッジュ ディーアーン ハッディーアーン ウィー カード バナーウン デー カンム アーオーンディーアーン 

ネー 

 水牛の骨も肥料を作るのに役立ちます。 

 اوس نے نویں عمارت بڻوائی۔ (4)
 os ne nawi ̄ima ̄̃ rat baṇwāī  

 オース ネー ナウィーン イマーラト バンワーイー 

 あの人は新しい建物を作らせました。 

 اوہ لیٹدا اے۔ (5)
 ó leṭdā e  

 オー レートダー エー 

 彼は横になります。 
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(6) ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਿਲਟਾਉਦੀ ਹੈ ਂ । 

 ó bacce nū litạȭdi ̄̃  e  

 オー バッチェー ヌーン リターオーンディー エー 

 彼女は子供を寝かせます。 

(7) ਮ ਦਾ ਈ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਿਲਟਵਾਉਦਾ ਹਾਂ ਂ । 

 mɛ ̃daī ̄kolõ bacce nū litẉaȭda ̄ha ̄̃ ̃  

 マェーン ダーイー コーローン バッチェー ヌーン リトワーンダー アーン 

 私は乳母に頼んで子供を寝かしてもらいます。 

(8) ਤੂੰ ਕੀ ਪੜਦਾ ਹ ? 

 tū ki ̄paŕḍa ̄e ̃̃  

 トゥーン キー パルダー エーン 

 おまえは何を学んでいるんだ？ 

(9) ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਗੱਭਰੂਆ ਨੂੰ  ਪੜਾਂ  ਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । 

 māsṭr ne piṇḍ de kúj gab́barūa ̄nū parạūṇa ̄sŕū ̃ ̃ ̀ kar dittā  

 マースタル ネー ピンド デー クジュ ガッバルーアーン ヌーン パラ－ウナー シュルー カル ディッター

 先生は村の何人かの若者たちに教え始めました 

(10) ਮ ਉਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਵਾਵਾਂਗਾ । 

 mɛ ̃us kolõ tuan̄ū pañjab̄i ̄parẉaw̄aḡa ̄̀ ̃ ̀ ̃  

 マェーン ウス コーローン トゥアーヌーン パンジャービー パルワーワーンガー 

 私はあの人を通じてあなたにパンジャービー語を教えさせるつもりです。 
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 اوہ بچے نوں لٹاؤندی اے۔ (6)
 ó bacce nū litạȭdi ̄̃ e  

 オー バッチェー ヌーン リターオーンディー エー 

 彼女は子供を寝かせます。 

 میں دائی کولوں بچے نوں لٹواؤندا واں۔ (7)
 mɛ ̃daī ̄kolõ bacce nū litẉaȭda ̄va ̄̃ ̃  

 マェーン ダーイー コーローン バッチェー ヌーン リトワーンダー ワーン 

 私は乳母に頼んで子供を寝かしてもらいます。 

 توں کیہہ پڑھدا اے؟ (8)
 tū ki ̄paŕḍa ̄e ̃̃  

 トゥーン キー パルダー エーン 

 おまえは何を学んでいるんだ？ 

 ماسٹر نے پنڈ دے کجھ گبھرواں نوں پڑھاؤڻا شروع کر دتا۔ (9)
 māsṭr ne piṇḍ de kúj gab́barūa ̄nū parạūṇa ̄súrū ̃ ̃ ̀ kar dittā  

 マースタル ネー ピンド デー クジュ ガッバルーアーン ヌーン パラ－ウナー シュルー カル ディッター

 先生は村の何人かの若者たちに教え始めました 

پنجابی پڑھواواں گا۔میں اوس کولوں تہانوں  (10)  

 mɛ ̃os kolõ tuan̄ū pañjab̄i ̄parẉaw̄aḡa ̄̀ ̃ ̀ ̃  

 マェーン オース コーローン トゥアーヌーン パンジャービー パルワーワーンガー 

 私はあの人を通じてあなたにパンジャービー語を教えさせます。 
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6.2.3. 命令表現  
 命令表現の主語は２人称代名詞に限られているため省略可能で，動詞の形の

みで相手に対しての命令や依頼を表せます。否定の命令表現では，動詞の前に 
ਨਾ を置きます。直前に ਕਦੇ を伴うと強い否定を表します。 
  
6.2.3.1. 命令形と依頼形  
 命令表現の動詞の形には，命令形「…しなさい」と依頼形「…するように」

があります。命令形は，現時点での行動の実行を相手に求める表現です。 ਤੁਸੀਂ に
対する命令形では， ਜੀ を付け加えると丁寧な表現になります。依頼形は，急

を要さなっかたり，将来における行動の実行を求める婉曲な依頼の表現です。

結果として丁寧な命令表現にもなります。この他，不定詞がそのままで命令表

現として用いられることもあります。  
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6.2.3. 命令表現  
 命令表現の主語は２人称代名詞に限られているため省略可能で，動詞の形の

みで相手に対しての命令や依頼を表せます。否定の命令表現では，動詞の前に 
  。を伴うと強い否定を表します کدے を置きます。直前に نہ
 
6.2.3.1. 命令形と依頼形  
 命令表現の動詞の形には，命令形「…しなさい」と依頼形「…するように」

があります。命令形は，現時点での行動の実行を相手に求める表現です。 تسیں に
対する命令形では， جی を付け加えると丁寧な表現になります。依頼形は，急

を要さなっかたり，将来における行動の実行を求める婉曲な依頼の表現です。

結果として丁寧な命令表現にもなります。この他，不定詞がそのままで命令表

現として用いられることもあります。  
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6.2.3.2. 語幹が規則的な命令形と依頼形  
 ほとんどの動詞語幹は，変化せずそのまま活用語尾を付加します。  
 
ਕਰਨਾ 「する」  語幹 ਕਰ  

主語  命令形  依頼形 

ਤੂੰ  ਕਰ 語幹  ਕਰੀਂ 語幹 ＋ i ̃̄ 

tū ̃   kar   kari ̃̄ 

トゥーン  カル  カリーン 

ਤੁਸੀਂ  ਕਰ ੋ 語幹 ＋ o  ਕਿਰਓ 語幹 ＋ io 

tusi ̃̄  karo   kario  

トゥスィーン  カロー  カリオー 

 
ਆ ਉਣਾ 「来る」  語幹 ਆ  

主語  命令形  依頼形 

ਤੂੰ  ਆ 語幹  ਆਈ ਂ 語幹 ＋ i ̃̄ 

tū ̃   ā   aī ̃̄ 

トゥーン  アー  アーイーン 

ਤੁਸੀਂ  ਆਓ 語幹 ＋ o  ਆ ਇਓ 語幹 ＋ io 

tusi ̃̄  āo   āio  

トゥスィーン  アーオー  アーイオー 
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6.2.3.2. 語幹が規則的な命令形と依頼形  

 ☊ DISC-1:Track51  
 ほとんどの動詞語幹は，変化せずそのまま活用語尾を付加します。  

 
  کر 語幹  「する」 کرنا

主語  命令形  依頼形 

̄̃ 語幹 ＋ i کریں  語幹 کر  توں

tū ̃   kar   kari ̃̄ 

トゥーン  カル  カリーン 

＋ 語幹 کریو  語幹 ＋ o کرو  تسیں io 

tusi ̃̄  karo   kario  

トゥスィーン  カロー  カリオー 

     

ٓا 語幹  「来る」 ٓاؤڻا   

主語  命令形  依頼形 

ٓا  توں  語幹  ٓائیں 語幹 ＋ i ̃̄

tū ̃   ā   aī ̃̄ 

トゥーン  アー  アーイーン 

＋ 語幹 ٓائیو  語幹 ＋ o ٓاؤ  تسیں io 

tusi ̃̄  āo   āio  

トゥスィーン  アーオー  アーイオー 
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語幹は変化しないが，一部の活用語尾の前に w が挿入されるものがあります。  
 
ਪੀਣਾ 「飲む」  語幹 ਪੀ  

主語  命令形  依頼形 

ਤੂੰ  ਪੀ 語幹  ਪੀਵੀਂ 語幹 ＋ wi ̃̄ 

tū ̃   pī   piw̄i ̃̄ 

トゥーン  ピー  ピーウィーン 

ਤੁਸੀਂ  ਪੀਓ 語幹 ＋ o  ਪੀਿਵਓ 語幹 ＋ wio 

tusi ̃̄  pīo   pīwio  

トゥスィーン  ピーオー  ピーウィオー 

 
ਿਜਊਣਾਂ  「生きる」  語幹 ਿਜਊ ਂ  

主語  命令形  依頼形 

ਤੂੰ  ਿਜਊ ਂ 語幹  ਿਜਊਵੀਂਂ  語幹 ＋ wi ̃̄

tū ̃   jiū ̃   jiūwi ̄̃ ̃  

トゥーン  ジウーン  ジウーンウィーン 

ਤੁਸੀਂ  ਿਜਊਵੋਂ  語幹 ＋ wo  ਿਜਊ ਂਇਓ 語幹 ＋ io 

tusi ̃̄  jiũ̄wo   jiũ̄io  

トゥスィーン  ジウーンウォー  ジウーンイオー 
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語幹は変化しないが，一部の活用語尾の前に w が挿入されるものがあります。  
 
  پی 語幹  「飲む」 پیڻا

主語  命令形  依頼形 

̄̃ 語幹 ＋ wi پیویں  語幹 پی  توں

tū ̃   pī   piw̄i ̃̄ 

トゥーン  ピー  ピーウィーン 

＋ 語幹 پیویو  語幹 ＋ o پیو  تسیں wio 

tusi ̃̄  pīo   pīwio  

トゥスィーン  ピーオー  ピーウィオー 

     

  جیوں 語幹  「生きる」 جیوڻا

主語  命令形  依頼形 

＋ 語幹 جیونویں  語幹 جیوں  توں wi ̃̄

tū ̃   jiū ̃   jiūwi ̄̃ ̃  

トゥーン  ジウーン  ジウーンウィーン 

 語幹 ＋ io جیونئیو  語幹 ＋ wo جیونوو  تسیں

tusi ̃̄  jiũ̄wo   jiũ̄io  

トゥスィーン  ジウーンウォー  ジウーンイオー 
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6.2.3.3. 語幹が不規則な命令形と依頼形  
一部の活用で，語幹の母音が変化するものがあります。  
 
ਦੇਣਾ 「与える」  語幹 ਦੇ  

主語  命令形 依頼形 

ਤੂੰ  ਦੇ 語幹 ਦੇਈ ਂ 語幹 ＋ i ̃̄ 

tū ̃   de  dei ̃̄ 

トゥーン  デー デーイーン 

ਤੁਸੀਂ  ਿਦਓ 変化語幹 ＋ o ਦੇ ਇਓ 語幹 ＋ io 

tusi ̃̄  dio  deio  

トゥスィーン  ディオー デーイオー 

 
ਲੈਣਾ 「取る」  語幹 ਲੈ  

主語  命令形  依頼形 

ਤੂੰ  ਲੈ 語幹  ਲ ਈ ਂ 変化語幹 ＋ i ̃̄ 

tū ̃   lɛ   lai ̃̄ 

トゥーン  ラェー  ライーン 

ਤੁਸੀਂ  ਲਓ 変化語幹 ＋ o  ਲ ਇਓ 変化語幹 ＋ io 

tusi ̃̄  lao   laio  

トゥスィーン  ラオー  ライオー 
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6.2.3.3. 語幹が不規則な命令形と依頼形  

 ☊ DISC-1:Track52  

一部の活用で，語幹の母音が変化するものがあります。  
 
  دے 語幹  「与える」 دیڻا

主語  命令形  依頼形 

̄̃ 語幹 ＋ i دیئیں  語幹 دے  توں

tū ̃   de   dei ̃̄ 

トゥーン  デー  デーイーン 

＋ 語幹 دیئیو  変化語幹 ＋ o دیو  تسیں io 

tusi ̃̄  dio   deio  

トゥスィーン  ディオー  デーイオー 

     

  لے 語幹  「取る」 لیڻا

主語  命令形  依頼形 

̄̃ 変化語幹 ＋ i لئیں  語幹 لے  توں

tū ̃   lɛ   lai ̃̄ 

トゥーン  ラェー  ライーン 

＋ 変化語幹 لئیو  変化語幹 ＋ o لو  تسیں io 

tusi ̃̄  lao   laio  

トゥスィーン  ラオー  ライオー 
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【例文】 命令形と依頼形  

(1) ( ਤੂੰ ) ਕੰਮ ਕਰ । 

 ( tū ̃ ) kamm kar  

 （トゥーン）カンム カル 

 （おまえは）仕事をしろ。 

(2) ( ਤੁਸੀਂ ) ਇੱਧਰ ਆਓ । 

 ( tusi ̃̄) íddar āo |  

 （トゥスィーン）イッダル アーオー 

 （あなたは）こちらへ来なさい。 

(3) ( ਤੂੰ ) ਸੱਚ ਦੱਸ । 
 ( tū ̃ ) sacc dass  

 （トゥーン）サッチュ ダッス 

 （おまえは）本当のことを言え。 

(4) ( ਤੁਸੀਂ ) ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ । 

 ( tusi ̃̄) pañjābī wicc gall karo  

 （トゥスィーン）パンジャービー ウィッチュ ガッル カロー

 （あなたは）パンジャービー語で話をしなさい。

(5) ਆਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਓ । 

 āo jī agge āo  

 アーオー ジー アッゲー アーオー 

 いらっしゃい，どうぞこちらへ。 

(6) ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ? 

 dasso jī kī hāl e  

 ダッソー ジー キー ハール エー 

 どうです，ごきげんいかがですか？ 
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【例文】 命令形と依頼形  

 ☊ DISC-1:Track53  

کم کر۔) توں  ( (1)
 ( tū ̃ ) kamm kar-  

 （トゥーン）カンム カル 

 （おまえは）仕事をしろ。 

ٓایدھر اؤ۔) تسیں  ( (2)
 ( tusi ̃̄) éddar āo  

 （トゥスィーン）エーッダル アーオー 

 （あなたは）こちらへ来なさい。 

سچ دس۔) توں  ( (3)
 ( tū ̃ ) sacc dass  

 （トゥーン）サッチュ ダッス 

 （おまえは）本当のことを言え。 

پنجابی وچ گل کرو۔) تسیں  ( (4)
 ( tusi ̃̄) pañjābī wicc gall karo  

 （トゥスィーン）パンジャービー ウィッチュ ガッル カロー

 （あなたは）パンジャービー語で話をしなさい。

ٓاؤ جی، اگے اؤ۔ (5) ٓ  
 āo jī agge āo  

 アーオー ジー アッゲー アーオー 

 いらっしゃい，どうぞこちらへ。 

 دسو جی، کیہہ حال اے؟ (6)
 dasso jī kī hāl e  

 ダッソー ジー キー ハール エー 

 どうです，ごきげんいかがですか？ 
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(7) ( ਤੂੰ ) ਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਿਲਖੀਂ । 

 ( tū ̃ ) xat zarūr likʰi ̃̄ 

 （トゥーン）カト ザルール リキーン 

 （おまえは）手紙を必ず書いてね。 

(8) ( ਤੁਸੀਂ ) ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਇਓ । 

 ( tusi ̃̄) mere kàr āio  

 （トゥスィーン）メーレー カル アーイオー 

 （あなたは）私の家に来てください。 

(9) ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜੀ । 
 ittʰe samān nā rakkʰo jī  

 イッテー サマーン ナー ラッコー ジー 

 ここに荷物を置かないでください。 

(10) ਿਸਗਰਟ ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਓ । 

 sigraṭ kade nā pīo  

 スィグラト カデー ナー ピーオー 

 決してたばこをすわないでください。 

(11) ਜ਼ਰਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ । 

 zara ̄būa ̄́ band karnā  

 ザラー ブーアー バンド カルナー 

 ちょっとドアを閉めてください。 

(12) ਬੱਿਚਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਂ  ਉਣਾ । 

 baccia ̄na ̄̃ l sāḍe kàr āunā  

 バッチアーン ナール サーデー カル アーウナー 

 子供たちと一緒に私たちの家に来てください。
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خط ضرور لکھیں۔) توں  ( (7)
 ( tū ̃ ) xat zarūr likʰi ̃̄ 

 （トゥーン）カト ザルール リキーン 

 （おまえは）手紙を必ず書いてね。 

ٓمیرے گھر ائیو۔) تسیں  ( (8)
 ( tusi ̃̄) mere kàr āio  

 （トゥスィーン）メーレー カル アーイオー 

 （あなたは）私の家に来てください。 

 ایتھے سمان نہ رکھو جی۔ (9)
 ettʰe samān nā rakkʰo jī  

 エーッテー サマーン ナー ラッコー ジー 

 ここに荷物を置かないでください。 

 سگرٹ کدے نہ پیو۔ (10)

 sigraṭ kade nā pīo  

 スィグラト カデー ナー ピーオー 

 決してたばこをすわないでください。 

 ذرا بوہا بند کرنا۔ (11)
 zara ̄būa ̄́ band karnā  

 ザラー ブーアー バンド カルナー 

 ちょっとドアを閉めてください。 

ٓبچیاں نال ساڈے گھر اؤڻا۔ (12)  

 baccia ̄na ̄̃ l sāḍe kàr āunā  

 バッチアーン ナール サーデー カル アーウナー 

 子供たちと一緒に私たちの家に来てください。
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6.2.4. 未来形と不確定未来形  
 一般動詞未来形は，未来の動作や変化に関して，話者の推測や確信「…する

でしょう」「…するつもりです」を表します。一般動詞不確定未来形は，未来

形が表すほどの確信がない推測「…するかな」，仮想「…かもしれない」，願

望「…ように」などを表します。 
  
6.2.4.1. 語幹が規則的な未来形・不確定未来形  
 ほとんどの動詞語幹は，変化せずそのまま活用語尾を付加します。未来形は，

語幹に続く部分が主語の人称・数に応じて変化し，最後の部分は主語の性・数

に応じて変化します。語尾の母音の変化は， ā 語尾の形容詞の変化と同じです。

各人称代名詞と性に対応する未来形を下に示します。  
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6.2.4. 未来形と不確定未来形  
 一般動詞未来形は，未来の動作や変化に関して，話者の推測や確信「…する

でしょう」「…するつもりです」を表します。一般動詞不確定未来形は，未来

形が表すほどの確信がない推測「…するかな」，仮想「…かもしれない」，願

望「…ように」などを表します。  
 
6.2.4.1. 語幹が規則的な未来形・不確定未来形  
 ほとんどの動詞語幹は，変化せずそのまま活用語尾を付加します。未来形は，

語幹に続く部分が主語の人称・数に応じて変化し，最後の部分は主語の性・数

に応じて変化します。語尾の母音の変化は， ā 語尾の形容詞の変化と同じです。

各人称代名詞と性に対応する未来形を下に示します。  
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〈語幹が母音で終わるもの〉  
ਜਾਣਾ 「行く」  語幹 ਜਾ  

人称  性  単数 複数 

１  男性  ਮ ……… ਜਾਵਾਂਗਾ = waḡa ̄̃ ̃ ਅਸੀਂ ……… ਜਾਵਾਂਗੇ = wa ̄g̃e  

    mɛ ̃……… jaw̄aḡa ̄̃  asi ̃̄……… jaw̄a ̄g̃e  

    マェーン ……… ジャーワーンガー アスィーン ……… ジャーワーンゲー 

１  女性  ਮ ……… ਜਾਵਾਂਗੀ = waḡi ̄̃ ̃ ਅਸੀਂ ……… ਜਾਵਾਂਗੀਆ ਂ = waḡi ̄̃ ã ̃̄

    mɛ ̃……… jaw̄aḡi ̄̃  asi ̃̄……… jaw̄aḡiā ̄̃ ̃ ̃  

    マェーン ……… ジャーワーンギー アスィーン ……… ジャーワーンギーアーン 

２  男性  ਤੂੰ ……… ਜਾਏਗਾ ਂ = ẽgā  ਤੁਸੀਂ ……… ਜਾਓਗੇ = oge  

    tū ̃ ……… jāẽgā  tusi ̃̄……… jāoge  

    トゥーン ……… ジャーエーンガー トゥスィーン ……… ジャーオーゲー 

２  女性  ਤੂੰ ……… ਜਾਏਗੀ ਂ = ẽgī  ਤੁਸੀਂ ……… ਜਾਓਗੀਆ ਂ = ogiā ̃̄ 

    tū ̃ ……… jāẽgī  tusi ̃̄……… jaōgiā ̃̄ 

    トゥーン ……… ジャーエーンギー トゥスィーン ……… ジャーオーギーアーン 

３  男性  ਉਹ ……… ਜਾਏਗਾ = egā ਉਹ ……… ਜਾਣਗੇ = ṇge  

    ó ……… jāegā  ó ……… jāṇge  

    オー ……… ジャーエーガー オー ……… ジャーンゲー 

３  女性  ਉਹ ……… ਜਾਏਗੀ = egī ਉਹ ……… ਜਾਣਗੀਆ ਂ = ṇgiā ̃̄ 

    ó ……… jāegī  ó ……… jaṇ̄giā ̃̄ 

    オー ……… ジャーエーギー オー ……… ジャーンギーアーン 
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〈語幹が母音で終わるもの〉  

 ☊ DISC-1:Track54  

  جا 語幹  「行く」 جاڻا

人称  性  単数 複数 

１  男性  جاواں گا ……… میں = waḡa ̄̃  ̃ wa = جاواں گے ……… اسیں ̄g̃e  

    mɛ ̃……… jaw̄aḡa ̄̃  asi ̃̄……… jaw̄a ̄g̃e  

    マェーン ……… ジャーワーンガー アスィーン ……… ジャーワーンゲー 

１  女性  جاواں گی ……… میں = waḡi ̄̃ ̃ ̃̄ waḡiā = جاواں گیاں ……… اسیں ̃ ̃

    mɛ ̃……… jaw̄aḡi ̄̃  asi ̃̄……… jaw̄aḡiā ̄̃ ̃ ̃  

    マェーン ……… ジャーワーンギー アスィーン ……… ジャーワーンギーアーン 

２  男性  جائیں گا ……… توں = ẽgā  جاؤ گے ……… تسیں = oge  

    tū ̃ ……… jāẽgā  tusi ̃̄……… jāoge  

    トゥーン ……… ジャーエーンガー トゥスィーン ……… ジャーオーゲー 

２  女性  جائیں گی ……… توں = ẽgī  جاؤ گیاں ……… تسیں = ogiā ̃̄ 

    tũ̄ ……… jāẽgī  tusi ̃̄……… jaōgiā ̃̄ 

    トゥーン ……… ジャーエーンギー トゥスィーン ……… ジャーオーギーアーン 

３  男性  جائے گا ……… اوہ = egā  جاڻ گے ……… اوہ = ṇge  

    ó ……… jāegā  ó ……… jāṇge  

    オー ……… ジャーエーガー オー ……… ジャーンゲー 

３  女性  جائے گی ……… اوہ = egī  جاڻ گیاں ……… اوہ = ṇgiā ̃̄ 

    ó ……… jāegī  ó ……… jaṇ̄giā ̃̄ 

    オー ……… ジャーエーギー オー ……… ジャーンギーアーン 
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〈語幹が子音で終わるもの〉  
ਆਖਣਾ 「言う」  語幹 ਆਖ  

人称  性  単数 複数 

１  男性  ਮ ……… ਆਖਾਂਗਾ = aḡa ̄̃ ਅਸੀਂ ……… ਆਖਾਂਗੇ = a ̄g̃e  

    mɛ ̃……… ākʰaḡa ̄̃  asi ̃̄……… ākʰa ̄g̃e  

    マェーン ……… アーカーンガー アスィーン ……… アーカーンゲー 

１  女性  ਮ ……… ਆਖਾਂਗੀ = aḡi ̄̃ ਅਸੀਂ ……… ਆਖਾਂਗੀਆ ਂ = aḡiā ̄̃ ̃  

    mɛ ̃……… ākʰaḡi ̄̃  asi ̃̄……… ākʰaḡiā ̄̃ ̃ ̃  

    マェーン ……… アーカーンギー アスィーン ……… アーカーンギーアーン 

２  男性  ਤੂੰ ……… ਆਖਗਾ = ẽgā ਤੁਸੀਂ ……… ਆਖੋਗੇ = oge  

    tū ̃ ……… ākʰẽgā  tusi ̃̄……… ākʰoge  

    トゥーン ……… アーケーンガー トゥスィーン ……… アーコーゲー 

２  女性  ਤੂੰ ……… ਆਖਗੀ = ẽgī  ਤੁਸੀਂ ……… ਆਖੋਗੀਆ ਂ = ogiā ̃̄ 

    tū ̃ ……… ākʰẽgī  tusi ̃̄……… ākʰogiā ̃̄ 

    トゥーン ……… アーケーンギー トゥスィーン ……… アーコーギーアーン 

３  男性  ਉਹ ……… ਆਖੇਗਾ = egā ਉਹ ……… ਆਖਣਗੇ = aṇge  

    ó ……… ākʰegā  ó ……… ākʰaṇge  

    オー ……… アーケーガー オー ……… アーカンゲー 

３  女性  ਉਹ ……… ਆਖੇਗੀ = egī ਉਹ ……… ਆਖਣਗੀਆ ਂ = aṇgiā ̃̄

    ó ……… ākʰegī  ó ……… ākʰaṇgiā ̃̄ 

    オー ……… アーケーギー オー ……… アーカンギーアーン 

不定詞形が ਨਾ 語尾の動詞の場合，３人称複数の活用語尾が ਨਗੇ （男性）， 
ਨਗੀਆਂ （女性）となります。  
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〈語幹が子音で終わるもの〉  

 ☊ DISC-1:Track55  

  ٓاکھ 語幹  「言う」 ٓاکھڻا

人称  性  単数 複数 

１  男性  ٓاکھاں گا ……… میں = aḡa ̄̃ a = ٓاکھاں گے ……… اسیں ̄g̃e  

    mɛ ̃……… ākʰaḡa ̄̃  asi ̃̄……… ākʰa ̄g̃e  

    マェーン ……… アーカーンガー アスィーン ……… アーカーンゲー 

１  女性  ٓاکھاں گی ……… میں = aḡi ̄̃ ̃̄ aḡiā = ٓاکھاں گیاں ……… اسیں ̃

    mɛ ̃……… ākʰaḡi ̄̃  asi ̃̄……… ākʰaḡiā ̄̃ ̃ ̃  

    マェーン ……… アーカーンギー アスィーン ……… アーカーンギーアーン 

２  男性  ٓاکھیں گا ……… توں = ẽgā ٓاکھو گے ……… تسیں = oge  

    tū ̃ ……… ākʰẽgā  tusi ̃̄……… ākʰoge  

    トゥーン ……… アーケーンガー トゥスィーン ……… アーコーゲー 

２  女性  ٓاکھیں گی ……… توں = ẽgī ٓاکھو گیاں ……… تسیں = ogiā ̃̄ 

    tū ̃ ……… ākʰẽgī  tusi ̃̄……… ākʰogiā ̃̄ 

    トゥーン ……… アーケーンギー トゥスィーン ……… アーコーギーアーン 

３  男性  ٓاکھے گا ……… اوہ = egā ٓاکھڻ گے ……… اوہ = aṇge  

    ó ……… ākʰegā  ó ……… ākʰaṇge  

    オー ……… アーケーガー オー ……… アーカンゲー 

３  女性  ٓاکھے گی ……… اوہ = egī ٓاکھڻ گیاں ……… اوہ = aṇgiā ̃̄ 

    ó ……… ākʰegī  ó ……… ākʰaṇgiā ̃̄ 

    オー ……… アーケーギー オー ……… アーカンギーアーン 

不定詞形が نا 語尾の動詞の場合，３人称複数の活用語尾が ن گے （男性），  ن
  。となります（女性） گیاں
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 不確定未来形は，１人称・複数形以外は，未来形の最後の部分 ਗਾ , ਗੇ , ਗੀ , 
ਗੀਆਂ を取り除いたものです。１人称・複数形は，語幹に続く部分が，未来形に

おける = a ̃̄ではなく = īe です。男性／女性の区別はありません。  
 各人称代名詞に対応する不確定未来形を下に示します。  

人称  単数  複数 

１  ਮ ……… ਆਖਾਂ = a ̃̄  ਅਸੀਂ ……… ਆਖੀਏ = īe 

  mɛ ̃……… ākʰa ̃̄  asi ̃̄……… ākʰīe  

  マェーン ……… アーカーン  アスィーン ……… アーキーエー

２  ਤੂੰ ……… ਆਖ = ẽ   ਤੁਸੀਂ ……… ਆਖੋ = o  

  tū ̃ ……… ākʰẽ   tusi ̃̄……… ākʰo  

  トゥーン ……… アーケーン  トゥスィーン ……… アーコー 

３  ਉਹ ……… ਆਖੇ = e   ਉਹ ……… ਆਖਣ = aṇ 

  ó ……… ākʰe   ó ……… ākʰaṇ  

  オー ……… アーケー  オー ……… アーカン 

 不定詞形が ਨਾ 語尾の動詞の場合，３人称複数の活用語尾が ਨ となります。  
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 不確定未来形は，１人称・複数形以外は，未来形の最後の部分 گی , گے ,گا , 
を取り除いたものです。１人称・複数形は，語幹に続く部分が，未来形に گیاں

おける = a ̃̄ではなく = īe です。男性／女性の区別はありません。  
 各人称代名詞に対応する不確定未来形を下に示します。  

 ☊ DISC-1:Track56  

人称  単数  複数 

 īe = ٓاکھیے ……… اسیں ̄̃ a = ٓاکھاں ……… میں  １

  mɛ ̃……… ākʰa ̃̄  asi ̃̄……… ākʰīe  

  マェーン ……… アーカーン  アスィーン ……… アーキーエー

 o = ٓاکھو ……… تسیں  ẽ = ٓاکھیں ……… توں  ２

  tū ̃ ……… ākʰẽ   tusi ̃̄……… ākʰo  

  トゥーン ……… アーケーン  トゥスィーン ……… アーコー 

  aṇ = ٓاکھڻ ……… اوہ   e = ٓاکھے ……… اوہ  ３

  ó ……… ākʰe   ó ……… ākʰaṇ  

  オー ……… アーケー  オー ……… アーカン 

 不定詞形が نا 語尾の動詞の場合，３人称複数の活用語尾が ن となります。  
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6.2.4.2. 語幹が不規則な未来形・不確定未来形  
 
ਦੇਣਾ 「与える」  語幹 ਦੇ  
 １人称単数・複数と２人称複数では，語幹の ਦੇ が ਿਦ に変化します。  

人称  性  単数 複数 

１  男性  ਮ ……… ਿਦਆਗਾ ਂ = aḡa ̄̃ ਅਸੀਂ ……… ਿਦਆਗੇ ਂ = a ̄g̃e  

    mɛ ̃……… diaḡa ̄̃  asi ̃̄……… dia ̄g̃e  

    マェーン ……… ディアーンガー アスィーン ……… ディアーンゲー 

１  女性  ਮ ……… ਿਦਆਗੀ ਂ = aḡi ̄̃  ਅਸੀਂ ……… ਿਦਆਗੀਆ ਂ ਂ = aḡiā ̄̃ ̃

    mɛ ̃……… diaḡi ̄̃  asi ̃̄……… dia ̄g̃iā ̄̃ ̃  

    マェーン ……… ディアーンギー アスィーン ……… ディアーンギーアーン 

２  男性  ਤੂੰ ……… ਦੇਵਗਾ = wẽgā  ਤੁਸੀਂ ……… ਿਦਓਗੇ = oge  

    tū ̃ ……… dewẽgā  tusi ̃̄……… dioge  

    トゥーン ……… デーウェーンガー トゥスィーン ……… ディオーゲー 

２  女性  ਤੂੰ ……… ਦੇਵਗੀ = wẽgī  ਤੁਸੀਂ ……… ਿਦਓਗੀਆ ਂ = ogiā ̃̄ 

    tū ̃ ……… dewẽgī  tusi ̃̄……… diogiā ̃̄ 

    トゥーン ……… デーウェーンギー トゥスィーン ……… ディオーギーアーン 

３  男性  ਉਹ ……… ਦੇਵੇਗਾ = wegā ਉਹ ……… ਦੇਣਗੇ = ṇge  

    ó ……… dewegā  ó ……… deṇge  

    オー ……… デーウェーガー オー ……… デーンゲー 

３  女性  ਉਹ ……… ਦੇਵੇਗੀ = wegī ਉਹ ……… ਦੇਣਗੀਆ ਂ = ṇgiā ̃̄ 

    ó ……… dewegī  ó ……… deṇgiā ̃̄ 

    オー ……… デーウェーギー オー ……… デーンギーアーン 
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6.2.4.2. 語幹が不規則な未来形・不確定未来形  

 ☊ DISC-1:Track57  

  دے 語幹  「与える」 دیڻا
 １人称単数・複数と２人称複数では，語幹の دے が ِد に変化します。  

人称  性  単数 複数 

１  男性  دیاں گا ……… میں = aḡa ̄̃ a = دیاں گے ……… اسیں   ̄g̃e  

    mɛ ̃……… diaḡa ̄̃  asi ̃̄……… dia ̄g̃e  

    マェーン ……… ディアーンガー アスィーン ……… ディアーンゲー 

１  女性  دیاں گی ……… میں = aḡi ̄̃ ̃̄ aḡiā = دیاں گیاں ……… اسیں  ̃  

    mɛ ̃……… diaḡi ̄̃  asi ̃̄……… diaḡiā ̄̃ ̃ ̃  

    マェーン ……… ディアーンギー アスィーン ……… ディアーンギーアーン 

２  男性  دیویں گا ……… توں = wẽgā دیو گے ……… تسیں = oge  

    tū ̃ ……… dewẽgā  tusi ̃̄……… dioge  

    トゥーン ……… デーウェーンガー トゥスィーン ……… ディオーゲー 

２  女性  دیویں گی ……… توں = wẽgī دیو گیاں ……… تسیں = ogiā ̃̄ 

    tū ̃ ……… dewẽgī  tusi ̄ ̃……… diogiā ̃̄ 

    トゥーン ……… デーウェーンギー トゥスィーン ……… ディオーギーアーン 

３  男性  دیوے گا ……… اوہ = wegā دیڻ گے ……… اوہ = ṇge  

    ó ……… dewegā  ó ……… deṇge  

    オー ……… デーウェーガー オー ……… デーンゲー 

３  女性  دیوے گی ……… اوہ = wegī دیڻ گیاں ……… اوہ = ṇgiā ̃̄ 

    ó ……… dewegī  ó ……… deṇgiā ̃̄ 

    オー ……… デーウェーギー オー ……… デーンギーアーン 
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ਲੈਣਾ 「取る」  語幹 ਲੈ  
 ３人称複数以外はすべて語幹が ਲੈ から ਲ に変化します。 ਪੈਣਾ 「落ちる」

も ਲੈਣਾ と同じ語幹変化です。  

人称  性  単数 複数 

１  男性  ਮ ……… ਲਵਾਂਗਾ = waḡa ̄̃ ਅਸੀਂ ……… ਲਵਾਂਗੇ = wa ̄g̃e  

    mɛ ̃……… lawaḡa ̄̃  asi ̃̄……… lawa ̄g̃e  

    マェーン ……… ラワーンガー アスィーン ……… ラワーンゲー 

１  女性  ਮ ……… ਲਵਾਂਗੀ = waḡi ̄̃ ਅਸੀਂ ……… ਲਵਾਂਗੀਆ ਂ = waḡiā ̄̃ ̃

    mɛ ̃……… lawaḡi ̄̃  asi ̃̄……… lawaḡiā ̄̃ ̃ ̃  

    マェーン ……… ラワーンギー アスィーン ……… ラワーンギーアーン 

２  男性  ਤੂੰ ……… ਲਏਗਾ ਂ = ẽgā  ਤੁਸੀਂ ……… ਲਓਗੇ = oge  

    tū ̃ ……… laẽgā  tusi ̃̄……… laoge  

    トゥーン ……… ラエーンガー トゥスィーン ……… ラオーゲー 

２  女性  ਤੂੰ ……… ਲਏਗੀ ਂ = ẽgī  ਤੁਸੀਂ ……… ਲਓਗੀਆ ਂ = ogiā ̃̄ 

    tū ̃ ……… laẽgī  tusi ̃̄……… laogiā ̃̄ 

    トゥーン ……… ラエーンギー トゥスィーン ……… ラオーギーアーン 

３  男性  ਉਹ ……… ਲਏਗਾ = egā ਉਹ ……… ਲੈਣਗੇ = ṇge  

    ó ……… laegā  ó ……… lɛṇge  

    オー ……… ラエーガー オー ……… ラェーンゲー 

３  女性  ਉਹ ……… ਲਏਗੀ = egī ਉਹ ……… ਲੈਣਗੀਆ ਂ = ṇgiā ̃̄ 

    ó ……… laegī  ó ……… lɛṇgiā ̃̄ 

    オー ……… ラエーギー オー ……… ラェーンギーアーン 
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 ☊ DISC-1:Track58  

  لے 語幹  「取る」 لیڻا
 ３人称複数以外はすべて語幹が لے から َل に変化します。 پیڻا 「落ちる」も 
  。と同じ語幹変化です لیڻا

人称  性  単数 複数 

１  男性  لواں گا ……… میں = waḡa ̄̃ wa = لواں گے ……… اسیں ̄g̃e  

    mɛ ̃……… lawaḡa ̄̃  asi ̃̄……… lawa ̄g̃e  

    マェーン ……… ラワーンガー アスィーン ……… ラワーンゲー 

１  女性  لواں گی ……… میں = waḡi ̄̃ ̃̄ waḡiā = لواں گیاں ……… اسیں ̃

    mɛ ̃……… lawaḡi ̄̃  asi ̃̄……… lawaḡiā ̄̃ ̃ ̃  

    マェーン ……… ラワーンギー アスィーン ……… ラワーンギーアーン 

２  男性  لویں گا ……… توں = wẽgā لوو گے ……… تسیں = woge  

    tū ̃ ……… lawẽgā  tusi ̃̄……… lawoge  

    トゥーン ……… ラウェーンガー トゥスィーン ……… ラウォーゲー 

２  女性  لویں گی ……… توں = wẽgī لوو گیاں ……… تسیں = wogiā ̃̄ 

    tū ̃ ……… lawẽgī  tusi ̃̄……… lawogiā ̃̄ 

    トゥーン ……… ラウェーンギー トゥスィーン ……… ラウォーギーアーン 

３  男性  لوے گا ……… اوہ = wegā لیڻ گے ……… اوہ = ṇge  

    ó ……… lawegā  ó ……… lɛṇge  

    オー ……… ラウェーガー オー ……… ラェーンゲー 

３  女性  لوے گی ……… اوہ = wegī لیڻ گیاں ……… اوہ = ṇgiā ̃̄ 

    ó ……… lawegī  ó ……… lɛṇgiā ̃̄ 

    オー ……… ラウェーギー オー ……… ラェーンギーアーン 
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ਕਿਹਣਾ 「言う」  語幹 ਕਿਹ  
 ３人称複数以外はすべて語幹が ਕਿਹ から ਕਹ に変化します。 ਰਿਹਣਾ 「住む」

と ਲਿਹਣਾ 「降りる」も ਕਿਹਣਾ と同じ語幹変化です。  

人称  性  単数 複数 

１  男性  ਮ ……… ਕਹਾਂਗਾ = aḡa ̄̃  ਅਸੀਂ ……… ਕਹਾਂਗੇ = a ̄g̃e  

    mɛ ̃……… kaḡa ̄̃̀  asi ̃̄……… ka ̄̃g̀e  

    マェーン ……… カーンガー アスィーン ……… カーンゲー 

１  女性  ਮ ……… ਕਹਾਂਗੀ = aḡi ̄̃  ਅਸੀਂ ……… ਕਹਾਂਗੀਆ ਂ = aḡiā ̄̃ ̃  

    mɛ ̃……… kaḡi ̄̃̀  asi ̃̄……… kaḡiā ̄̃ ̃̀  

    マェーン ……… カーンギー アスィーン ……… カーンギーアーン 

２  男性  ਤੂੰ ……… ਕਹਗਾ = ẽgā  ਤੁਸੀਂ ……… ਕਹੋਗੇ = oge  

    tū ̃ ……… kaeg̃a ̄̀  tusi ̃̄……… kaòge  

    トゥーン ……… カエーンガー トゥスィーン ……… カオーゲー 

２  女性  ਤੂੰ ……… ਕਹਗੀ = ẽgī  ਤੁਸੀਂ ……… ਕਹੋਗੀਆ ਂ = ogiā ̃̄ 

    tū ̃ ………… kaeg̃i ̄̀  tusi ̃̄……… kaògiā ̃̄ 

    トゥーン ………… カエーンギー トゥスィーン ……… カオーギーアーン 

３  男性  ਉਹ ……… ਕਹੇਗਾ = egā ਉਹ ……… ਕਿਹਣਗੇ = ṇge  

    ó ……… kaègā  ó ……… kɛṇ́ge  

    オー ……… カエーガー オー ……… カェーンゲー 

３  女性  ਉਹ ……… ਕਹੇਗੀ = egī  ਉਹ ……… ਕਿਹਣਗੀਆ ਂ = ṇgiā ̃̄

    ó ……… kaègī  ó ……… kɛṇ́giā ̃̄ 

    オー ……… カエーギー オー ……… カェーンギーアーン 

 以上３種の語幹変化は，不確定未来形でも同じです。表は省略します。  
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 ☊ DISC-1:Track59  

ِکہ 語幹  「言う」 کہڻا َ   
 ３人称複数以外はすべて語幹が ِکہ َ  から َکہ に変化します。 رہڻا 「住む」と 
  。と同じ語幹変化です کہڻا も「降りる」 لہڻا

人称  性  単数 複数 

１  男性  کہاں گا ……… میں = aḡa ̄̃ a = کہاں گے ……… اسیں ̄g̃e  

    mɛ ̃……… kaḡa ̄̃̀  asi ̃̄……… ka ̄̃g̀e  

    マェーン ……… カーンガー アスィーン ……… カーンゲー 

１  女性  کہاں گی ……… میں = aḡi ̄̃ aḡi = کہاں گیاں ……… اسیں ̄̃ a ̃̄

    mɛ ̃……… kaḡi ̄̃̀  asi ̃̄……… kaḡiā ̄̃ ̃̀  

    マェーン ……… カーンギー アスィーン ……… カーンギーアーン 

２  男性  کہیں گا ……… توں = ẽgā کہو گے ……… تسیں = oge  

    tū ̃ ……… kaeg̃a ̄̀  tusi ̃̄……… kaòge  

    トゥーン ……… カエーンガー トゥスィーン ……… カオーゲー 

２  女性  کہیں گی ……… توں = ẽgī کہو گیاں ……… تسیں = ogiā ̃̄ 

    tū ̃ ………… kaeg̃i ̄̀  tusi ̃̄……… kaògiā ̃̄ 

    トゥーン ………… カエーンギー トゥスィーン ……… カオーギーアーン 

３  男性  کہے گا ……… اوہ = egā کہڻ گے ……… اوہ = ṇge  

    ó ……… kaègā  ó ……… kɛṇ́ge  

    オー ……… カエーガー オー ……… カェーンゲー 

３  女性  کہے گی ……… اوہ = egī کہڻ گیاں ……… اوہ = ṇgiā ̃̄ 

    ó ……… kaègī  ó ……… kɛṇ́giā ̃̄ 

    オー ……… カエーギー オー ……… カェーンギーアーン 

 以上３種の語幹変化は，不確定未来形でも同じです。表は省略します。  
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【例文】 未来形  

(1) ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਡੀਕਾਂਗਾ । 

 mɛ ̃tuan̄ū ap̄ṇ̀ ̃ e kàr wicc uḍik̄aḡa ̄̃  

 マェーン トゥアーヌーン アープネー カル ウィッチュ ウディーカーンガー

 私はあなたを自分の家で待つつもりです。 

(2) ਮ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂਗਾ । 

 mɛ ̃agle wáre pākistān jaw̄aḡa ̄̃  

 マェーン アグレー ワレー パーキスターン ジャーワーンガー 

 私は来年パーキスターンに行くつもりです。 

(3) ਮ ਪਰਸ ਲਹਰੌ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੀ । 
 mɛ ̃parsõ lɔr̀ dī sɛr karaḡi ̄̃  

 マェーン パルソーン ラォール ディー サェール カラーンギー 

 私は明後日ラホール見物をします。 

(4) ਅਸੀਂ ਰਾਤੀਂ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਵੇਖਾਂਗੇ । 

 asi ̄rat̄i ̄t ̣̃ ̃ ɛlīwīzan wekʰa ̄g̃e  

 アスィーン ラーティーン タェーリーウィーザン ウェーカーンゲー 

 私たちは夜テレビを見るでしょう。 

(5) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ ? 

 ki ̄tusi ̃̄ca ̄pi ̄́ oge  

 キー トゥスィーン チャー ピーオーゲー 

 あなたはお茶を飲みますか？ 

(6) ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਟੋਕੀਓ ਅੱਪੜੋਗੇ ? 

 tusi ̄kadõ tọki ̄̃ o appaṛoge  

 トゥスィーン カドーン トーキーオー アッパローゲー 

 あなたはいつ東京にお着きになりますか？ 
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【例文】 未来形  

 ☊ DISC-1:Track60  

ٓمیں تہانوں اپڻے گھر وچ اڈیکاں گا۔ (1)  

 mɛ ̃tuan̄ū a ̄̀ ̃ pṇe kàr wicc uḍik̄aḡa ̄̃  

 マェーン トゥアーヌーン アープネー カル ウィッチュ ウディーカーンガー

 私はあなたを自分の家で待つつもりです。 

 میں اگلے ورھے پاکستان جاواں گا۔ (2)
 mɛ ̃agle wáre pākistān jaw̄aḡa ̄̃  

 マェーン アグレー ワレー パーキスターン ジャーワーンガー 

 私は来年パーキスターンに行くつもりです。 

  گی۔میں پرسوں لہور دی سیر کراں (3)

 mɛ ̃parsõ lɔr̀ dī sɛr karaḡi ̄̃  

 マェーン パルソーン ラォール ディー サェール カラーンギー 

 私は明後日ラホール見物をします。 

 اسیں راتیں ٹیلیویژن ویکھاں گے۔ (4)
 asi ̄rat̄i ̄t ̣̃ ̃ ɛlīwīzan wekʰa ̄g̃e  

 アスィーン ラーティーン タェーリーウィーザン ウェーカーンゲー 

 私たちは夜テレビを見るでしょう。 

 کیہہ تسیں چاہ پیو گے؟ (5)
 ki ̄tusi ̄ca ̄pi ̄̃ ́ oge  

 キー トゥスィーン チャー ピーオーゲー 

 あなたはお茶を飲みますか？ 

 تسیں کدوں ٹوکیو اپڑو گے؟ (6)
 tusi ̄kadõ tọki ̄̃ o appaṛoge  

 トゥスィーン カドーン トーキーオー アッパローゲー 

 あなたはいつ東京にお着きになりますか？ 
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(7) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਿਦਓਗੇ ? 

 ki ̄tusi ̄jawa ̄̃ b dioge  

 キー トゥスィーン ジャワーブ ディオーゲー 

 あなたは答えてくれますか？ 

(8) ਇਹ ਭਲਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ । 

 é pàlke kàr naí ̄hoega ̄̃  

 エー パルケー カル ナイーン ホーエーガー 

 この人は明日家にいないでしょう。 

(9) ਉਹ ਅੱਗ ( ਆਇੰਦਾ ) ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱਚ ਪੜੇਗੀ । 
 ó aggõ ( āindā ) yūnīwarsiṭī wicc paṛḕgī  

 オー アッゴーン（アーインダー）ユーニーワルスィティー ウィッチュ パレーギー

 彼女は将来大学で勉強するでしょう。 

(10) ਉਹ ਹੋਟਲ ਿਵੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਗੇ । 

 ó hoṭal wicc nāśtā karange  

 オー ホータル ウィッチュ ナーシュター カランゲー 

 彼らはホテルで朝食をとるでしょう。 

(11) ਉਹ ਕੁੜੀਆ ਸ਼ਾਮੀਂ ਇੱਥੇ ਆਂ  ਉਣਗੀਆ ਂ । 

 ó kurịā ̄sám̄i ̄̃ ̃ ittʰe aūṇgiā ̃̄ 

 オー クリーアーン シャーミーン イッテー アーウンギーアーン 

 あの少女たちは夕方ここに来るでしょう。 
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 کیہہ تسیں جواب دیو گے؟ (7)
 ki ̄tusi ̄jawa ̄̃ b dioge  

 キー トゥスィーン ジャワーブ ディオーゲー 

 あなたは答えてくれますか？ 

 ایہہ بھلکے گھر نہیں ہووے گا۔ (8)
 é pàlke kàr naí ̄howega ̄̃  

 エー パルケー カル ナイーン ホーウェーガー 

 この人は明日家にいないでしょう。 

یونیورسٹی وچ پڑھے گی۔] اگوں[ندہ ٓاوہ ائ (9)  

 ó āindā [ aggõ ] yūnīwarsiṭī wicc paṛḕgī  

 オー アーインダー [アッゴーン] ユーニーワルスィティー ウィッチュ パレーギー

 彼女は将来大学で勉強するでしょう。 

 اوہ ہوٹل وچ ناشتہ کرن گے۔ (10)
 ó hoṭal wicc nāśtā karange  

 オー ホータル ウィッチュ ナーシュター カランゲー 

 彼らはホテルで朝食をとるでしょう。 

ٓاوہ کڑیاں شامیں ایتھے اؤڻ گیاں۔ (11)  

 ó kurịā ̄sám̄i ̄̃ ̃ ettʰe aūṇgiā ̃̄ 

 オー クリーアーン シャーミーン エーッテー アーウンギーアーン 

 あの少女たちは夕方ここに来るでしょう。 
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【例文】 不確定未来形  

(1) ਮ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂ ? 

 mɛ ̃andar aw̄a ̃̄ 

 マェーン アンダル アーワーン 

 私は中に入ってもいいですか？ 

(2) ਮ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ? 

 mɛ ̃sacci ̄gall ākʰa ̃̄ 

 マェーン サッチー ガッル アーカーン 

 私は本当のことを言ってもいいですか？ 

(3) ਮ ਪੈਸੇ ਿਕੱਥ ਲਵਾਂ ? 

 mɛ ̃pɛse kittʰõ lawa ̃̄ 

 マェーン パェーセー キットーン ラワーン 

 私はお金をどこで受け取ったらいいですか？

(4) ਅਸੀਂ ਿਕਤੇ ਘੁੰਮਣ ਚਲੀਏ ? 

 asi ̃̄kite kùmmaṇ calīe  

 アスィーン キテー クンマン チャリーエー 

 私たちはどこかへ散策に出かけましょうか？

(5) ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ? 

 ki ̄ó tuaḍ̄i ̄̀ madad kare  

 キー オー トゥアーディー マダド カレ－ 

 あの人はあなたを助けるでしょうか？ 
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【例文】 不確定未来形  

 ☊ DISC-1:Track61  

ٓمیں اندر اواں؟ (1)  

 mɛ ̃andar aw̄a ̃̄ 

 マェーン アンダル アーワーン 

 私は中に入ってもいいですか？ 

ٓچی گل اکھاں؟میں س (2)  

 mɛ ̃sacci ̄gall ākʰa ̃̄ 

 マェーン サッチー ガッル アーカーン 

 私は本当のことを言ってもいいですか？ 

 میں پیسے کتھوں لواں؟ (3)
 mɛ ̃pɛse kittʰõ lawa ̃̄ 

 マェーン パェーセー キットーン ラワーン 

 私はお金をどこで受け取ったらいいですか？

 اسیں کتے گھمڻ چلیے؟ (4)
 asi ̃̄kite kùmmaṇ calīe  

 アスィーン キテー クンマン チャリーエー 

 私たちはどこかへ散策に出かけましょうか？

 کیہہ اوہ تہاڈی مدد کرے؟ (5)
 ki ̄ó tuaḍ̄i ̄̀ madad kare  

 キー オー トゥアーディー マダド カレ－ 

 あの人はあなたを助けるでしょうか？ 
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6.2.5. 未完了表現  
 未完了表現は，未完了分詞とコピュラ動詞が組み合わさった形式です。 
  

1) 未完了現在形 
【未完了分詞＋コピュラ動詞現在形】

…している，…する 
〔現在の習慣・状態など〕 

2) 未完了過去形 
【未完了分詞＋コピュラ動詞過去形】

…していた 
〔過去の習慣・状態など〕 

3) 未完了未来形 
【未完了分詞＋コピュラ動詞未来形】

…しているだろう 
〔続行していることの推測〕 

 
 否定文は，未完了分詞の前に ਨਹੀਂ を加えて作ります。未完了現在の否定文で

は，コピュラ動詞現在形は普通省略されます。  
 



 شاہ مکھی
 

 183

6.2.5. 未完了表現  
 未完了表現は，未完了分詞とコピュラ動詞が組み合わさった形式です。 
 

1) 未完了現在形 
【未完了分詞＋コピュラ動詞現在形】

…している，…する 
〔現在の習慣・状態など〕 

2) 未完了過去形 
【未完了分詞＋コピュラ動詞過去形】

…していた 
〔過去の習慣・状態など〕 

3) 未完了未来形 
【未完了分詞＋コピュラ動詞未来形】

…しているだろう 
〔続行していることの推測〕 

 
 否定文は，未完了分詞の前に نہیں を加えて作ります。未完了現在の否定文で

は，コピュラ動詞現在形は普通省略されます。  
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6.2.5.1. 未完了分詞  
 未完了分詞は動作・変化が未完了である「…する…」を表します。未完了分

詞は動詞語幹に dā（ ਦਾ ）を付加します。語尾の母音 ā （ ◌ਾ ）は，主語の

性・数に応じて形容詞変化します。  
ਕਰਨਾ 「する」  

性  単数 複数 

男性  ਕਰਦਾ = dā ਕਰਦੇ = de  

  kardā  karde  

  カルダー カルデー 

女性  ਕਰਦੀ = dī ਕਰਦੀਆ ਂ = diā ̃̄

  kardī  kardiā ̃̄ 

  カルディー カルディーアーン 
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6.2.5.1. 未完了分詞  

 ☊ DISC-1:Track62  
 未完了分詞は動作・変化が未完了である「…する…」を表します。未完了分

詞は動詞語幹に dā （ دا ）を付加します。語尾の母音 ā （ ا ）は，主語の性・

数に応じて形容詞変化します。  

  「する」 کرنا

性  単数 複数 

男性  کردا = dā  کردے = de 

  kardā  karde  

  カルダー カルデー 

女性  کردی = dī کردیاں = diā ̃̄

  kardī  kardiā ̃̄ 

  カルディー カルディーアーン 
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 語幹が母音で終わる場合，語幹の母音は鼻母音になります。  

語幹  未完了分詞（男性・単数）

ਖਾ 「食べる」 → ਖਾਂਦਾ kʰad̄a ̄̃ カーンダー 

ਜਾ 「行く」 → ਜਾਂਦਾ jad̄a ̄̃ ジャーンダー 

ਪੀ 「飲む」 → ਪੀਂਦਾ pid̄a ̄̃ ピーンダー 

ਧੋ 「洗う」 → ਧਦਾ tõda ̄̀ トーンダー 

ਲੈ 「取る」 → ਲਦਾ lɛd̃a ̄ラェーンダー 

 上記の ਖਾ と ਜਾ 以外の動詞で，語幹が母音 ā で終わるものはすべて，語幹

に続く活用語尾の初めに ਉ u の鼻母音 ਉ ਂũ が加わります。実際の発音では ਓ ਂ
õ ［オーン］ または，その短母音化した発音 ［オン］ になります。これらの動詞は

不定詞形で ਉਣਾ の語尾になったものです。  

語幹   未完了分詞（男性・単数）

ਆ 「来る」 →  ਆਉਦਾ ਂ āõdā アーオーンダー 

ਗਾ 「歌う」 →  ਗਾਉਦਾ ਂ gāõdā ガーオーンダー 

ਪਾ 「得る」 →  ਪਾਉਦਾ ਂ pāõdā パーオーンダー 

ਨਹਾ 「水浴びをする」 →  ਨਹਾਉਦਾ ਂ naȭda ̄̀ ナーオーンダー 
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 語幹が母音で終わる場合，語幹の母音は鼻母音になります。  

 ☊ DISC-1:Track63  

語幹   未完了分詞（男性・単数）

→ 「食べる」 کھا ̃̄ kʰad̄a کھاندا  カーンダー 

→ 「行く」 جا ̃̄ jad̄a جاندا  ジャーンダー 

→ 「飲む」 پی ̃̄ pid̄a پیندا  ピーンダー 

→ 「洗う」 دھو ̀̄ tõda دھوندا  トーンダー 

→ 「取る」 لے  lɛd̃a ̄ラェーンダー لیندا 

 上記の کھا と جا 以外の動詞で，語幹が母音 ā で終わるものはすべて，語幹

に続く活用語尾の初めに و u の鼻母音 وں ũ が加わります。実際の発音では وں 
õ ［オーン］ または，その短母音化した発音 ［オン］ になります。これらの動詞は

不定詞形で ؤڻا の語尾になったものです。  

語幹   未完了分詞（男性・単数）

ٓا  「来る」 →  ٓاؤندا āõdā アーオーンダー 

 gāõdā ガーオーンダー گاؤندا  → 「歌う」 گا

 pāõdā パーオーンダー پاؤندا  → 「得る」 پا

̀̄ naȭda نہاؤندا  → 「水浴びをする」 نہا ナーオーンダー 
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【例文】 1) 未完了現在形  

(1) ਮ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਦਾ ਹਾਂ ਂ ( ਵਾਂ ) ।  

 mɛ ̃roz naȭda ̄a ̄̀ ̃ ( wa ̃̄)  

 マェーン ローズ ナーオーンダー アーン（ワーン）

 私は毎日水浴びします。 

(2) ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ।  

 asi ̄pañjab̄i ̄paŕ ̣̃ de a ̃̄ 

 アスィーン パンジャービー パルデー アーン 

 私たちはパンジャービー語を学びます。 

(3) ਤੂੰ ਿਕਉ ਹੱਸਦਾ ਹ ਂ ?  

 tū kiõ hassada ̄̃ e  

 トゥーン キオーン ハッサダー エー 

 おまえはなぜ笑うのだ？ 

(4) ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ?  

 tusi ̃̄sawere kī kʰa ̄d̃e o  

 トゥスィーン サウェーレー キー カーンデー オー

 あなたは朝何を食べますか？ 

(5) ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ।  

 ó śarāb naí ̄pid̄a ̄̃ ̃  

 オー シャラーブ ナイーン ピーンダー 

 彼はお酒を飲みません。 
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【例文】 1) 未完了現在形  

 ☊ DISC-1:Track64  

۔)واں ( ٓمیں روز نہاؤندا اں  (1)   

 mɛ ̃roz naȭda ̄a ̄̀ ̃ ( wa ̃̄)  

 マェーン ローズ ナーオーンダー アーン（ワーン）

 私は毎日水浴びします。 

ٓاسیں پنجابی پڑھدے اں۔ (2)   

 asi ̄pañ̃ jābī páṛde a ̃̄ 

 アスィーン パンジャービー パルデー アーン 

 私たちはパンジャービー語を学びます。 

  توں کیوں ہسدا اے؟ (3)

 tū kiõ hassada ̄̃ e  

 トゥーン キオーン ハッサダー エー 

 おまえはなぜ笑うのだ？ 

  تسیں سویرے کیہہ کھاندے او؟ (4)

 tusi ̃̄sawere kī kʰa ̄d̃e o  

 トゥスィーン サウェーレー キー カーンデー オー

 あなたは朝何を食べますか？ 

  اوہ شراب نہیں پیندا۔ (5)

 ó śarāb naí ̄pid̄a ̄̃ ̃  

 オー シャラーブ ナイーン ピーンダー 

 彼はお酒を飲みません。 
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(6) ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਦੀ ਹੈ ।ਂ    

 ó kuṛī muskarāõdī e   

 オー クリー ムスカラーオーンディー エー  

 あの少女はほほえみます。  

(7) ਗੱਡੀ ਿਕੰਨੇ ਵੱਜੇ ਆਉਦੀ ਹੈ ਂ ?   

 gaḍḍī kinne wajje āõdī e   

 ガッディー キンネー ワッジェー アーオーンディー エー  

 列車は何時に来ますか？  

(8) ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ।   

 ó muṇḍā tez dɔṛdā e   

 オー ムンダー テーズ ダォールダー エー  

 あの少年は速く走ります。  

(9) ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ।   

 śikārī kutte baṛe tez dɔṛde han   

 シカーリー クッテー バレー テーズ ダォールデー ハン  

 猟犬たちはとても速く走ります。  

(10) ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ  ਬੜਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।   

 ó āpṇī cʰoṭī pɛṇ̀ nū barạ ̄pia ̄̃ r kardī e   

 オー アープニー チョーティー パェーン ヌーン バラー ピアール カルディー エー  

 彼女は自分の妹をとても可愛がります。  

 



 شاہ مکھی
 

 191

 
   اوہ کڑی مسکراؤندی اے۔ (6)

 ó kuṛī muskarāõdī e   

 オー クリー ムスカラーオーンディー エー  

 あの少女はほほえみます。  

ٓگڈی کنے وجے اؤندی اے؟ (7)    

 gaḍḍī kinne wajje āõdī e   

 ガッディー キンネー ワッジェー アーオーンディー エー  

 列車は何時に来ますか？  

   اوہ منڈا تیز دوڑدا اے۔ (8)

 ó muṇḍā tez dɔṛdā e   

 オー ムンダー テーズ ダォールダー エー  

 あの少年は速く走ります。  

   شکاری کتے بڑے تیز دوڑدے نیں۔ (9)

 śikārī kutte baṛe tez dɔṛde ne   

 シカーリー クッテー バレー テーズ ダォールデー ネー  

 猟犬たちはとても速く走ります  

ٓاوہ اپڻی چھوٹی بھیڻ نوں بڑا پیار کردی اے۔ (10)    

 ó āpṇī cʰoṭī pɛṇ̀ nū barạ ̄pia ̄̃ r kardī e   

 オー アープニー チョーティー パェーン ヌーン バラー ピアール カルディー エー  

 彼女は自分の妹をとても可愛がります。  

 



ਗੁਰਮੁਖੀ 
 

 192

【例文】 2) 未完了過去形（習慣過去）  

(1) ਪਿਹਲੇ ਮ ਿਦੱਲੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸਾਂ ।  

 pɛĺe mɛ ̃dilli ̄wicc rɛ ̃d́a ̄sa ̃̄ 

 パェーレー マェーン ディッリー ウィッチュ ラェーンダー サーン 

 以前私はデリーに住んでいました。 

(2) ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਪੜਦੇ ਸਾਂ ।  

 us wele asi ̄ka ̄̃ laj wicc páṛde sa ̃̄ 

 ウス ウェーレー アスィーン カーラジ ウィッチュ パルデー サーン

 その当時私たちはカレッジで学んでいました。 

(3) ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੌ ?  

 tusi ̃̄kittʰe kamm karde sɔ  

 トゥスィーン キッテー カンム カルデー サォー 

 あなたはどこで働いていましたか？ 

(4) ਇੱਕ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਕਸਾਨ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ।  

 ikk piṇḍ wicc ikk kisān rɛ ̃d́a ̄si ̄ 

 イック ピンド ウィッチュ イック キサーン ラェーンダー スィー 

 ある村に１人の農夫が住んでいました。 

(5) ਉਹ ਟੋਪੀਆ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ।ਂ   

 ó tọpiā ̄wecda ̄si ̄̃  

 オー トーピーアーン ウェーチュダー スィー 

 彼は帽子を売っていました。 
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【例文】 2) 未完了過去形（習慣過去）  

 ☊ DISC-1:Track65  

  پہلے میں دلی وچ رہندا ساں۔ (1)

 pɛĺe mɛ ̃dilli ̄wicc rɛ ̃d́a ̄sa ̃̄ 

 パェーレー マェーン ディッリー ウィッチュ ラェーンダー サーン 

 以前私はデリーに住んでいました。 

  اوس ویلے اسیں کالج وچ پڑھدے ساں۔ (2)

 os wele asi ̄ka ̄̃ laj wicc páṛde sa ̃̄ 

 オース ウェーレー アスィーン カーラジ ウィッチュ パルデー サーン

 その当時私たちはカレッジで学んでいました。 

  تسیں کتھے کم کردے سو؟ (3)

 tusi ̃̄kittʰe kamm karde sɔ  

 トゥスィーン キッテー カンム カルデー サォー 

 あなたはどこで働いていましたか？ 

  اک پنڈ وچ اک کسان رہندا سی۔ (4)

 ikk piṇḍ wicc ikk kisān rɛ ̃d́a ̄si ̄ 

 イック ピンド ウィッチュ イック キサーン ラェーンダー スィー 

 ある村に１人の農夫が住んでいました。 

  اوہ ٹوپیاں ویچدا سی۔ (5)

 ó tọpiā ̄wecda ̄si ̄̃  

 オー トーピーアーン ウェーチュダー スィー 

 彼は帽子を売っていました。 
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(6) ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਿਚਮਟਾ ਵਜਾਉਦਾ ਸੀ ।ਂ   

 ikk gábbarū cimṭā wajāõdā sī  

 イック ガッバルー チムター ワジャーオーンダー スィー 

 １人の若者がチムター〔はさみ道具の形の金属製カスタネット〕を鳴らしていました。

(7) ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ।  

 ó óna ̄na ̄̃ l galla ̃̄karde san  

 オー オーナーン ナール ガッラーン カルデー サン 

 彼らはその人たちと話をしていました。 

(8) ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਪੜਦੀ ਸੀ ।  

 us dī waḍḍī pɛṇ̀ cɔtʰī jamāt wicc páṛdī sī  

 ウス ディー ワッディー パェーン チャォーティー ジャマート ウィッチュ パルディー スィー 

 あの人の姉は４学年で学んでいました。 

(9) ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ।  

 bacpan wicc é sāḍe nāl kʰeḍdī sī  

 バチュパン ウィッチュ エー サーデー ナール ケードディー スィー 

 子供の頃この人は私たちと遊んでいました。 

(10) ਇਹ ਕੁੜੀਆ ਅਕਸਰ ਨੱਚਦੀਆ ਸਨ ।ਂ ਂ   

 e ́kurịā ̃̄aksar naccadiā ̃̄san  

 エー クリーアーン アクサル ナッチャディーアーン サン 

 この少女たちはよく踊っていました。 
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  اک گبھرو چمٹا وجاؤندا سی۔ (6)

 ikk gábbarū cimṭā wajāõdā sī  

 イック ガッバルー チムター ワジャーオーンダー スィー 

 １人の若者がチムター〔はさみ道具の形の金属製カスタネット〕を鳴らしていました。

اں نال گلاں کردے سن۔اوہ اوہن (7)   

 ó óna ̄na ̄̃ l galla ̃̄karde san  

 オー オーナーン ナール ガッラーン カルデー サン 

 彼らはその人たちと話をしていました。 

  اوس دی وڈی بھیڻ چوتھی جمات وچ پڑھدی سی۔ (8)

 os dī waḍḍī pɛṇ̀ cɔtʰī jamāt wicc páṛdī sī  

 オース ディー ワッディー パェーン チャォーティー ジャマート ウィッチュ パルディー スィー 

 あの人の姉は４学年で学んでいました。 

  بچپن وچ ایہہ ساڈے نال کھیڈدی سی۔ (9)

 bacpan wicc é sāḍe nāl kʰeḍdī sī  

 バチュパン ウィッチュ エー サーデー ナール ケードディー スィー 

 子供の頃この人は私たちと遊んでいました。 

  ایہہ کڑیاں اکثر نچدیاں سن۔ (10)

 e ́kurịā ̃̄aksar naccadiā ̃̄san  

 エー クリーアーン アクサル ナッチャディーアーン サン 

 この少女たちはよく踊っていました。 
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【例文】 3) 未完了未来形  

(1) ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ?  

 huṇ ó kī kardā hoegā  

 フン オー キー カルダー ホーエーガー 

 今彼は何をしているでしょうか？ 

(2) ਉਹ ਲਹੌਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ।  

 ó lɔr̀ wicc kamm kardā hoegā  

 オー ラォール ウィッチュ カンム カルダー ホーエーガー

 彼はラホールで仕事をしているでしょう。 
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【例文】 3) 未完了未来形  

 ☊ DISC-1:Track66  

  ہڻ اوہ کیہہ کردا ہووے گا۔ (1)

 huṇ ó kī kardā howegā  

 フン オー キー カルダー ホーウェーガー 

 今彼は何をしているでしょうか？ 

  اوہ لہور وچ کم کردا ہووے گا۔ (2)

 ó lɔr̀ wicc kamm kardā howegā  

 オー ラォール ウィッチュ カンム カルダー ホーウェーガー

 彼はラホールで仕事をしているでしょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ラホール：演劇の看板 
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6.2.6. 完了表現  
 完了表現は，完了分詞とコピュラ動詞が組み合わさった形式です。  

1) 現在完了形【完了分詞＋コピュラ動詞現在形】…したことがある 

 …して（しまって）いる 

2) 過去完了形【完了分詞＋コピュラ動詞過去形】…したことがあった 

 …して（しまって）いた 

3) 未来完了形【完了分詞＋コピュラ動詞未来形】…しただろう 

 
…して（しまって）いる

だろう 
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6.2.6. 完了表現  
 完了表現は，完了分詞とコピュラ動詞が組み合わさった形式です。  

1) 現在完了形【完了分詞＋コピュラ動詞現在形】…したことがある 

 …して（しまって）いる 

2) 過去完了形【完了分詞＋コピュラ動詞過去形】…したことがあった 

 …して（しまって）いた 

3) 未来完了形【完了分詞＋コピュラ動詞未来形】…しただろう 

 
…して（しまって）いる

だろう 
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6.2.6.1. 完了分詞  
 完了分詞は動作・変化が完了した「…した…」を表し，コピュラ動詞を伴っ

て，上記のような完了表現を作ります。単独で終わった場合は，過去形（単純

過去）となり，完了した過去の動作や変化「…した」を表します。完了分詞の

標準的な語形では，動詞語幹に = iā （ ਇਆ , ਿ◌ਆ ）を付加します。語尾の

母音 = iā （ ਇਆ , ਿ◌ਆ ）は，男性・単数 = iā （ ਇਆ , ਿ◌ਆ ），男性・

複数 = e （ ਏ , ◌ੇ ），女性・単数 = ī （ ਈ , ◌ੀ ），女性・複数 = iā ̃̄（ ਈਆ ਂ , 
◌ੀਆਂ ）と変化します。自動詞の完了分詞の場合，これらの変化は主語（行為

主）の性・数に応じたものです。  
 
6.2.6.2. 他動詞完了表現と能格  
 他動詞の完了分詞は，主語（行為主）ではなく，後置詞の付いていない目的

語［主格］の性・数に応じて，上記の変化をします。目的語［主格］がない場

合は，男性・単数にします。他動詞の完了分詞が述語動詞になる場合，主語（行

為主）は後置詞 ਨੇ を伴う形になります。名詞は後置格，代名詞は能格の形です。

後置詞 ਨੇ は，１人称・２人称主語には付けず，３人称主語に付けるのが原則で

す。しかし３人称主語でも人称代名詞の場合には， ਨੇ を付けなくてもかまいま

せん。また２人称主語でも，敬称として用いられる ਆਪ には ਨੇ を付けます。  
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6.2.6.1. 完了分詞  
 完了分詞は動作・変化が完了した「…した…」を表し，コピュラ動詞を伴っ

て，上記のような完了表現を作ります。単独で終わった場合は，過去形（単純

過去）となり，完了した過去の動作や変化「…した」を表します。完了分詞の

標準的な語形では，動詞語幹に = iā （ یا ）を付加します。語尾の母音 = iā 
ئے, ے  ） 男性・複数 = e，（ یا ） は，男性・単数 = iā（ یا ）  ），女性・

単数 = ī （  ئی, ی  ），女性・複数 = iā ̃̄（  ئیاں, یاں  ）と変化します。自動詞

の完了分詞の場合，これらの変化は主語（行為主）の性・数に応じたものです。 
  
6.2.6.2. 他動詞完了表現と能格  
 他動詞の完了分詞は，主語（行為主）ではなく，後置詞の付いていない目的

語［主格］の性・数に応じて，上記の変化をします。目的語［主格］がない場

合は，男性・単数にします。他動詞の完了分詞が述語動詞になる場合，主語（行

為主）は後置詞 نے を伴う形になります。名詞は後置格，代名詞は能格の形で

す。後置詞 نے は，１人称・２人称主語には付けず，３人称主語に付けるのが

原則です。しかし３人称主語でも人称代名詞の場合には， نے を付けなくても

かまいません。また２人称主語でも，敬称として用いられる ٓاپ には نے を付

けます。  
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6.2.6.3. 語幹が規則的な完了分詞  
 完了分詞の標準的な語形では，動詞語幹に主語の性・数に応じて，男性・単

数 = iā （ ਇਆ , ਿ◌ਆ ） ，男性・複数 = e （ ਏ , ◌ੇ ），女性・単数 = ī 
（ ਈ , ◌ੀ ） ，女性・複数 = iā ̃̄（ ਈਆ ਂ , ◌ੀਆਂ ）の語尾を付加します。語

幹は変化しません。 
  
ਆ ਉਣਾ 「来る」  

性  単数  複数 

男性  ਆ ਇਆ āiā アーイアー  ਆਏ āe アーエー 

女性  ਆ ਈ āī アーイー  ਆ ਈਆ ਂ aīā ̃̄アーイーアーン

 
ਆਖਣਾ 「言う」  

性  単数  複数 

男性  ਆਿਖਆ ākʰiā アーキアー  ਆਖੇ ākʰe アーケー 

女性  ਆਖੀ ākʰī アーキー  ਆਖੀਆ ਂ ākʰiā ̃̄アーキーアーン
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6.2.6.3. 語幹が規則的な完了分詞  

 ☊ DISC-1:Track67  
 完了分詞の標準的な語形では，動詞語幹に主語の性・数に応じて，男性・単

数 = iā （ یا ） ，男性・複数 = e （  ئے, ے  ），女性・単数 = ī （  ئی, ی  ） ，
女性・複数 = iā ̃̄（  ئیاں, یاں  ）の語尾を付加します。語幹は変化しません。  

 
  「来る」 ٓاوڻا

性  単数  複数 

男性  ٓایا āiā アーイアー  ٓائے āe アーエー 

女性  ٓائی āī アーイー  ٓائیاں aīā ̃̄アーイーアーン

     
  「言う」 ٓاکھڻا

性  単数  複数 

男性  ٓاکھیا ākʰiā アーキアー  ٓاکھے ākʰe アーケー 

女性  ٓاکھی ākʰī アーキー  ٓاکھیاں ākʰiā ̃̄アーキーアーン

 



ਗੁਰਮੁਖੀ 
 

 204

6.2.6.4. 語幹が不規則な完了分詞  
 いくつかの動詞は不規則な完了分詞の語形となります。  
１）語幹に１子音のみが残り，語尾の母音は，主語の性・数に応じて，男性・

単数 iā ，男性・複数 ae ，女性・単数 aī ，女性・複数 aiā ̃̄の語尾を付加するも

の。  
 
ਜਾਣਾ 「行く」  

性  単数  複数 

男性  ਿਗਆ giā ギアー  ਗਏ gae ガエー 

女性  ਗ ਈ gaī ガイー  ਗ ਈਆ ਂ gaiā ̃̄ガイーアーン

 
ਲੈਣਾ 「取る」  

性  単数  複数 

男性  ਿਲਆ liā リアー  ਲਏ lae ラエー 

女性  ਲ ਈ laī ライー  ਲ ਈਆ ਂ laiā ̃̄ライーアーン

 
ਪੈਣਾ 「落ちる」  

性  単数  複数 

男性  ਿਪਆ piā ピアー  ਪਏ pae パエー 

女性  ਪ ਈ paī パイー  ਪ ਈਆ ਂ paiā ̃̄パイーアーン
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6.2.6.4. 語幹が不規則な完了分詞  

 ☊ DISC-1:Track68  
 いくつかの動詞は不規則な完了分詞の語形となります。  

１）語幹に１子音のみが残り，語尾の母音は，主語の性・数に応じて，男性・

単数 iā ，男性・複数 ae ，女性・単数 aī ，女性・複数 aiā ̃̄の語尾を付加するも

の。  
 
  「行く」 جاڻا

性  単数 複数 

男性  گیا giā ギアー  gae ガエー گئے

女性  گئی gaī ガイー gaiā ̃̄ガイーアーン گئیاں

    
  「取る」 لیڻا

性  単数 複数 

男性  لیا liā リアー لئے lae ラエー 

女性  لئی laī ライー لئیاں laiā ̃̄ライーアーン

  「落ちる」 پیڻا
 

性  単数 複数 

男性  پیا piā ピアー پئے pae パエー 

女性  پئی paī パイー paiā ̃̄パイーアーン پئیاں
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ਕਿਹਣਾ 「言う」  

性  単数  複数 

男性  ਿਕਹਾ kíā キアー  ਕਹੇ káe カエー 

女性  ਕਹੀ káī カイー  ਕਹੀਆ ਂ kaíā ̃̄カイーアーン

 
ਰਿਹਣਾ 「住む」  

性  単数  複数 

男性  ਿਰਹਾ ríā リアー  ਰਹੇ ráe ラエー 

女性  ਰਹੀ ráī ライー  ਰਹੀਆ ਂ raíā ̃̄ライーアーン
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  「言う」 کہڻا

性  単数  複数 

男性  اکہ  kíā キアー  káe カエー کہے 

女性  کہی káī カイー kaíā ̃̄カイーアーン کہیاں 

     
  「住む」 رہڻا

性  単数 複数 

男性  رہیا ríā リアー رہے ráe ラエー 

女性  رہی ráī ライー raíā ̃̄ライーアーン رہیاں
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２）語尾が tā （ ਤਾ ）， te （ ਤੇ ）， tī （ ਤੀ ）， tiā ̃̄（ ਤੀਆਂ ）となるも

の。語幹はそのままのものと変化するものがあります。  
 
ਧੋਣਾ 「洗う」  

性  単数  複数 

男性  ਧੋਤਾ tòtā トーター  ਧੋਤੇ tòte トーテー 

女性  ਧੋਤੀ tòtī トーティー  ਧੋਤੀਆ ਂ tòtiā ̃̄トーティーアーン

 
ਪੀਣਾ 「飲む」  

性  単数  複数 

男性  ਪੀਤਾ pītā ピーター  ਪੀਤੇ pīte ピーテー 

女性  ਪੀਤੀ pītī ピーティー  ਪੀਤੀਆ ਂ pit̄iā ̃̄ピーティーアーン

 
ਕਰਨਾ 「する」  

性  単数  複数 

男性  ਕੀਤਾ kītā キーター  ਕੀਤੇ kīte キーテー 

女性  ਕੀਤੀ kītī キーティー  ਕੀਤੀਆ ਂ kit̄iā ̃̄キーティーアーン
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 ☊ DISC-1:Track69  

２）語尾が tā （ تا ）， te （ تے ）， tī （ تی ）， tiā ̃̄（ تیاں ）となるもの。

語幹はそのままのものと変化するものがあります。  
 
  「洗う」 دھوڻا

性  単数  複数 

男性  دھوتا tòtā トーター  دھوتے tòte トーテー 

女性  دھوتی tòtī トーティー  دھوتیاں tòtiā ̃̄トーティーアーン

     
  「飲む」 پیڻا

性  単数  複数 

男性  پیتا pītā ピーター  پیتے pīte ピーテー 

女性  پیتی pītī ピーティー  پیتیاں pit̄iā ̃̄ピーティーアーン

     
  「する」 کرنا

性  単数  複数 

男性  کیتا kītā キーター  کیتے kīte キーテー 

女性  کیتی kītī キーティー  کیتیاں kit̄iā ̃̄キーティーアーン
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ਸਣਾ 「眠る」  

性  単数  複数 

男性  ਸੁੱਤਾ suttā スッター  ਸੁੱਤੇ sutte スッテー 

女性  ਸੁੱਤੀ suttī スッティー  ਸੁੱਤੀਆ ਂ suttiā ̃̄スッティーアーン

 
ਦੇਣਾ 「与える」  

性  単数  複数 

男性  ਿਦੱਤਾ dittā ディッター  ਿਦੱਤੇ ditte ディッテー 

女性  ਿਦੱਤੀ dittī ディッティー  ਿਦਤੀਆ ਂ dittiā ̃̄ディッティーアーン

 
３）語尾が ◌ ́da ̄（ ਧਾ ）， ◌ ́de （ ਧੇ ）， ◌ ́di ̄（ ਧੀ ）， ◌ ́diā ̃̄（ ਧੀਆਂ ）
となるもの。  
ਖਾਣਾ 「食べる」  

性  単数  複数 

男性  ਖਾਧਾ kʰad̄a ̄́ カーダー  ਖਾਧੇ kʰa ̄d́e カーデー 

女性  ਖਾਧੀ kʰad̄i ̄́ カーディー  ਖਾਧੀਆ ਂ kʰad̄iā ̄́ ̃ カーディーアーン
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 ☊ DISC-1:Track70  

  「眠る」 سونڻا

性  単数  複数 

男性  ستا suttā スッター  ستے sutte スッテー 

女性  ستی suttī スッティー  ستیاں suttiā ̃̄スッティーアーン

     
  「与える」 دیڻا

性  単数  複数 

男性  دتا dittā ディッター  دتے ditte ディッテー 

女性  دتی dittī ディッティー  دتیاں dittiā ̃̄ディッティーアーン

 
3）語尾が ◌ ́da ̄（ ہدا ）， ◌ ́de （ ہدے ）， ◌ ́di ̄（ ہدی ）， ◌ ́diā ̃̄（ ہدیاں ）
となるもの。  
  「食べる」 کھاڻا

性  単数  複数 

男性  کھاہدا kʰad̄a ̄́ カーダー  کھاہدے kʰa ̄d́e カーデー 

女性  کھاہدی kʰad̄i ̄́ カーディー  کھاہدیاں kʰad̄iā ̄́ ̃ カーディーアーン
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【例文】 過去形（単純過去）  

(1) ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਆ ਇਆ । 

 ikk cūa ̄aīa ̄́  

 イック チューアー ア－イアー 

 一匹の鼠が来ました。 

(2) ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਇਆ । 

 ikk saṭeśan āiā  

 イック サテーシャン ア－イアー 

 ある駅に着きました。 

(3) ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ  ਬੜਾ ਗ਼ੁੱਸਾ ਆ ਇਆ । 
 us ad̄mi ̄nū barạ ̄ǧussa ̄aīa ̄̃  

 ウス アードミー ヌーン バラー グッサー ア－イアー

 あの男の人はひどく怒りを覚えました。 

(4) ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੁਣੇ ਆ ਈ । 

 é kuṛī huṇe āī  

 エー クリー フネー アーイー 

 この少女はたった今来ました。 

(5) ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਗਏ ? 

 káll tusi ̃̄kittʰe gae  

 カル トゥスィーン キッテー ガエー 

 昨日あなたはどこへ行きましたか？ 
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【例文】 過去形（単純過去）  

 ☊ DISC-1:Track71  

ٓاک چوہا ایا۔ (1)  

 ikk cūa ̄aīa ̄́  

 イック チューアー ア－イアー 

 一匹の鼠が来ました。 

ٓاک سٹیشن ایا۔ (2)  

 ikk saṭeśan āiā  

 イック サテーシャン ア－イアー 

 ある駅に着きました。 

ٓاوس ادمی نوں بڑا غصہ ایا۔ (3) ٓ  

 os ad̄mi ̄nū barạ ̄ǧussa ̄aīa ̄̃  

 オース アードミー ヌーン バラー グッサー ア－イアー

 あの男の人はひどく怒りを覚えました。 

ٓایہہ کڑی ہڻے ائی۔ (4)  

 é kuṛī huṇe āī  

 エー クリー フネー アーイー 

 この少女はたった今来ました。 

تسیں کتھے گئے؟کل  (5)  

 káll tusi ̃̄kittʰe gae  

 カル トゥスィーン キッテー ガエー 

 昨日あなたはどこへ行きましたか？ 
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(6) ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਝੱਟ ਕੁ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ । 

 roṭī kʰā ke us ne càṭṭ ku arām kītā  

 ローティー カー ケー ウス ネー チャット ク アラーム キーター 

 食事をしてからあの人はほんの僅かばかりの時間休みました。

(7) ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । 

 nānī jī ne kaṇ̄i ̄súrū kit̄i ̄̀  

 ナーニー ジー ネー カーニー シュルー キーティー 

 おばあちゃんはお話を聞かせ始めました。 

(8) ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਿਵੱਚ ਚਾਹ ਪੀਤੀ । 
 óna ̃̄ikk tạ ̄b̀e wicc ca ̄pit̄i ̄́  

 オーナーン イック ターベー ウィッチュ チャー ピーティー 

 あの人たち（あの方）は一軒の大衆食堂でお茶を飲みました。

(9) ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਟੋਪੀਆ ਨਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂ ਂ । 

 bad̄ara ̄̃ ̃ ne tọpiā ̄na ̄dittiā ̄̃ ̃  

 バーンダラーン ネー トーピーアーン ナー ディッティーアーン 

 猿たちは帽子を渡しませんでした。 

(10) ਉਸ ਨੇ ਕਝੁ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ । 

 us ne kúj wi ̄naí ̃̄kʰad̄a ̄́  

 ウス ネー クジュ ウィー ナイーン カーダー 

 あの人は少しも食べませんでした。 
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ارام کیتا۔] جھٹ کو[س نے تھوڑی دیر روٹی کھا کے او (6)  

 roṭī kʰā ke os ne tʰoṛī der [càṭṭ ku] arām kītā  

 ローティー カー ケー オース ネー トーリー デール [チャット ク] アラーム キーター 

 食事をしてからあの人はほんの僅かばかりの時間休みました。 

 نانی جی نے کہاڻی شروع کیتی۔ (7)
 nānī jī ne kaṇ̄i ̄súrū kit̄i ̄̀  

 ナーニー ジー ネー カーニー シュルー キーティー 

 おばあちゃんはお話を聞かせ始めました。 

 اوہناں اک ڈھابے وچ چاہ پیتی۔ (8)
 óna ̃̄ikk tạ ̄b̀e wicc ca ̄pit̄i ̄́  

 オーナーン イック ターベー ウィッチュ チャー ピーティー 

 あの人たち（あの方）は一軒の大衆食堂でお茶を飲みました。 

 باندراں نے ٹوپیاں نہ دتیاں۔ (9)
 bad̄ara ̄̃ ̃ ne tọpiā ̄na ̄dittiā ̄̃ ̃  

 バーンダラーン ネー トーピーアーン ナー ディッティーアーン 

 猿たちは帽子を渡しませんでした。 

 اوس نے کجھ وی نہیں کھاہدا۔ (10)
 os ne kúj wi ̄naí ̃̄kʰad̄a ̄́  

 オース ネー クジュ ウィー ナイーン カーダー 

 あの人は少しも食べませんでした。 
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【例文】 1) 現在完了形  

(1) ਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਸ਼ਕਾ ਇਤ ਕਰਨ ਆ ਇਆ ਹਾਂ । 

 mɛ ̃tere kol ikk śikāit karan aīa ̄a ̃̄ 

 マェーン テーレー コール イック シカーイト カラン アーイアー アーン 

 私はおまえの所にある苦情を言いに来たのです。 

(2) ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਿਦੱਲੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ । 

 asi ̄nawi ̄dilli ̄̃ ̃ do wārī gae a ̃̄ 

 アスィーン ナウィーン ディッリー ドー ワーリー ガエー アーン 

 私たちはニューデリーに２度行ったことがあります。 

(3) ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇਆ ਹ ? 

 ajj tū ki ̄̃ lɛ ke āiā ẽ  

 アッジュ トゥーン キー ラェー ケー アーイアー エーン 

 今日おまえは何を持って来たのだ？ 

(4) ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥ ਆਏ ਹੋ ? 

 tusi ̃̄kittʰõ āe o  

 トゥスィーン キットーン アーエー オー 

 あなたはどこから来たのですか？ 

(5) ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ । 

 óna ̃̄ne samundar wī wekʰiā e  

 オーナーン ネー サムンダル ウィー ウェーキアー エー 

 あの人たち（あの方）は海も見たことがあります。 

(6) ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸ-ਿਕਸ ਨੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤਸਰ ਸ਼ਿਹਰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ? 

 tuaḍ̀̄e wiccõ kis-kis ne ammritsar sɛ́ŕ wekʰiā e  

 トゥアーデー ウィッチョーン キスキス ネー アンムリトサル シャェール ウェーキアー エー 

 あなたたちの中で誰と誰がアムリトサルの町を見たことがありますか？ 
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【例文】 1) 現在完了形  
 ☊ DISC-1:Track72  

ٓمیں تیرے کول اک شکایت کرن ایا اں۔ (1) ٓ  

 mɛ ̃tere kol ikk śikāit karan aīa ̄a ̃̄ 

 マェーン テーレー コール イック シカーイト カラン アーイアー アーン 

 私はおまえの所にある苦情を言いに来たのです。 

ٓاسیں نویں دلی دو واری گئے اں۔ (2)  

 asi ̄nawi ̄dilli ̄̃ ̃ do wārī gae a ̃̄ 

 アスィーン ナウィーン ディッリー ドー ワーリー ガエー アーン 

 私たちはニューデリーに２度行ったことがあります。 

ٓاج توں کیہہ لے کے ایا ایں؟ (3)  

 ajj tū ki ̄̃ lɛ ke āiā ẽ  

 アッジュ トゥーン キー ラェー ケー アーイアー エーン 

 今日おまえは何を持って来たのだ？ 

ٓتسیں کتھوں ائے او؟ (4)  

 tusi ̃̄kittʰõ āe o  

 トゥスィーン キットーン アーエー オー 

 あなたはどこから来たのですか？ 

 اوہناں نے سمندر وی ویکھیا اے۔ (5)
 óna ̃̄ne samundar wī wekʰiā e  

 オーナーン ネー サムンダル ウィー ウェーキアー エー 

 あの人たち（あの方）は海も見たことがあります。 

 تہاڈے وچوں کس کس نے امرتسر شہر ویکھیا اے؟ (6)
 tuaḍ̀̄e wiccõ kis-kis ne ammritsar sɛ́ŕ wekʰiā e  

 トゥアーデー ウィッチョーン キスキス ネー アンムリトサル シャェール ウェーキアー エー 

 あなたたちの中で誰と誰がアムリトサルの町を見たことがありますか？ 
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【例文】 2) 過去完了形  

(1) ਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਿਗਆ ਸਾਂ । 

 mɛ ̃wi ̄uttʰe gia ̄sa ̃̄ 

 マェーン ウィー ウッテー ギアー サーン 

 私もそこに行きました。 

(2) ਅਸੀਂ ਖ਼ੂਬ ਹੱਸੀਆ ਸਾਂ ਂ । 

 asi ̄xū̃ b hassiā ̄sa ̄̃ ̃  

 アスィーン クーブ ハッスィーアーン サーン 

 私たちは大いに笑ったのでした。 

(3) ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਿਕੱਥੇ ਗਏ ਸੌ ? 

 tusi ̄ka ́̃ ll kittʰe gae sɔ  

 トゥスィーン カッル キッテー ガエー サォー 

 あなたは昨日どこへ行きましたか？ 

(4) ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਿਕੱਥੇ ਘੁੰਮੀਆ ਸੌ ਂ ? 

 tusi ̃̄kittʰe kittʰe kùmmiā ̄̃ ̃ sɔ  

 トゥスィーン キッテー キッテー クンミーアーン サォー 

 あなたはどことどこを歩き回ったのでしたか？ 

(5) ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ? 

 tusa ̃̄us dī sifāraś kītī sī  

 トゥサーン ウス ディー スィファーラシュ キーティー スィー

 あなたがあの人の推薦をしたのでした。 

(6) ਉਸ ਨੇ ਕ ਈ ਿਕਤਾਬਾਂ ਪੜੀਆ ਸਨ ਂ । 

 us ne kai ̄kitab̄a ̄paŕịā ̄̃ ̃ san  

 ウス ネー カイー キターバーン パリーアーン サン 

 あの人は何冊もの本を読んだのでした。 
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【例文】 2) 過去完了形  

 ☊ DISC-1:Track73  

 میں وی اوتھے گیا ساں۔ (1)
 mɛ ̃wi ̄ottʰe gia ̄sa ̃̄ 

 マェーン ウィー オーッテー ギアー サーン 

 私もそこに行きました。 

 اسیں خوب ہسیاں ساں۔ (2)
 asi ̄xū̃ b hassiā ̄sa ̄̃ ̃  

 アスィーン クーブ ハッスィーアーン サーン 

 私たちは大いに笑ったのでした。 

 تسیں کل کتھے گئے سو؟ (3)
 tusi ̄ka ́̃ ll kittʰe gae sɔ  

 トゥスィーン カッル キッテー ガエー サォー 

 あなたは昨日どこへ行きましたか？ 

 تسیں کتھے کتھے گھمیاں سو؟ (4)
 tusi ̃̄kittʰe kittʰe kùmmiā ̄̃ ̃ sɔ  

 トゥスィーン キッテー キッテー クンミーアーン サォー 

 あなたはどことどこを歩き回ったのでしたか？ 

 تساں اوس دی سفارش کیتی سی۔ (5)
 tusa ̃̄os dī sifāraś kītī sī  

 トゥサーン オース ディー スィファーラシュ キーティー スィー

 あなたがあの人の推薦をしたのでした。 

 اوس نے کئی کتاباں پڑھیاں سن۔ (6)
 os ne kai ̄kitab̄a ̄paŕịā ̄̃ ̃ san  

 オース ネー カイー キターバーン パリーアーン サン 

 あの人は何冊もの本を読んだのでした。 
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【例文】 3) 未来完了形  

(1) ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀਂ ਮ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋਲ ਗ ਈ ਹੋਵਾਂਗੀ । 

 ajj sám̄i ̄ ̃mɛ ̃ap̄ṇi ̄sɛĺi ̄kol gai ̄howaḡi ̄̃  

 アッジュ シャーミーン マェーン アープニー サェーリー コール ガイー ホーワーンギー 

 今晩私は自分の友人の女性の所に行っているでしょう。 

(2) ਪਰਸ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਇਆ ਹੋਏਗਾ । 

 parsõ ta ̄ó ̃ ittʰe wāpas āiā hoegā  

 パルソーン ターン オー イッテー ワーパス アーイアー ホーエーガー 

 明後日には彼はここに戻って来ているでしょう。 

(3) ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ । 
 tusa ̄e ́̃ gall suṇī hoegī  

 トゥサーン エー ガッル スニー ホーエーギー 

 あなたはこの話を聞いているでしょう。 
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【例文】 3) 未来完了形  

 ☊ DISC-1:Track74  

ٓاج شامیں میں اپڻی سہیلی کول گئی ہوواں گی۔ (1)  

 ajj sám̄i ̃̄mɛ ̃ap̄ṇi ̄sɛĺi ̄kol gai ̄howaḡi ̄̃  

 アッジュ シャーミーン マェーン アープニー サェーリー コール ガイー ホーワーンギー 

 今晩私は自分の友人の女性の所に行っているでしょう。 

ٓپرسوں تاں اوہ ایتھے واپس ایا ہووے گا۔ (2)  

 parsõ ta ̄ó ̃ ettʰe wāpas āiā howegā  

 パルソーン ターン オー エーッテー ワーパス アーイアー ホーウェーガー 

 明後日には彼はここに戻って来ているでしょう。 

ی۔تساں ایہہ گل سڻی ہووے گ (3)  

 tusa ̄e ́̃ gall suṇī howegī  

 トゥサーン エー ガッル スニー ホーウェーギー 

 あなたはこの話を聞いているでしょう。 
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6.2.6.5. 完了分詞 ਹੋਇਆ  
 
ਹੋਣਾ 「…になる」「起こる」「行われる」  

性  単数 複数 

男性  ਹੋਇਆ = iā ਹੋਏ = e  

  hoiā  hoe  

  ホーイアー ホーエー 

女性  ਹੋਈ = ī  ਹੋਈਆ ਂ = iā ̃̄

  hoī  hoiā ̃̄ 

  ホーイー ホーイーアーン 
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6.2.6.5. 完了分詞 ہویا  

 ☊ DISC-1:Track75  

 
  「行われる」「起こる」「になる…」 ہوڻا

性  単数  複数 

男性  ہویا = iā  ہوئے = e  

  hoiā   hoe  

  ホーイアー  ホーエー 

女性  ہوئی = ī  ہوئیاں = iā ̃̄

  hoī   hoiā ̃̄ 

  ホーイー  ホーイーアーン 
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【例文】 完了分詞 ਹੋਇਆ  

(1) ਉਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ । 

 ó bɔt́ xuś hoiā  

 オー バォート クシュ ホーイアー 

 彼はとても喜びました。 

(2) ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ? 

 pʰer kī hoiā  

 ペール キー ホーイアー 

 それからどうなりましたか？ 

(3) ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾ ਈ-ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । 
 piṇḍ wicc koī laṛāī-cag̀rạ ̄naí ̄hoia ̄si ̄̃  

 ピンド ウィッチュ コーイー ララーイーチャグラー ナイーン ホーイアー スィー

 村では争いごとは何も起こりませんでした。 

(4) ਸਕੂਲ ਦੀਆ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆ ਂ ਂ । 

 sakūl diā ̃̄kʰeḍa ̄hoiā ̄̃ ̃  

 サクール ディーアーン ケーダーン ホーイーアーン 

 学校の運動会が行われました。 

(5) ਦੋਵ ਿਸਆਲਕੋਟ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ । 

 dowẽ siālkoṭ wicc waḍḍe hoe  

 ドーウェーン スィアールコート ウィッチュ ワッデー ホーエー 

 二人ともスィアールコートで大きくなりました。 
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【例文】 完了分詞 ہویا  

 ☊ DISC-1:Track76  

 اوہ بوہت خوش ہویا۔ (1)
 ó bɔt́ xuś hoiā  

 オー バォート クシュ ホーイアー 

 彼はとても喜びました。 

 فیر کیہہ ہویا؟ (2)
 fer kī hoiā  

 フェール キー ホーイアー 

 それからどうなりましたか？ 

 پنڈ وچ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہویا سی۔ (3)
 piṇḍ wicc koī laṛāī-cag̀rạ ̄naí ̄hoia ̄si ̄̃  

 ピンド ウィッチュ コーイー ララーイーチャグラー ナイーン ホーイアー スィー

 村では争いごとは何も起こりませんでした。 

 سکول دیان کھیڈاں ہوئیاں۔ (4)

 sakūl diā ̃̄kʰeḍa ̄hoiā ̄̃ ̃  

 サクール ディーアーン ケーダーン ホーイーアーン 

 学校の運動会が行われました。 

 دوویں سیالکوٹ وچ وڈے ہوئے۔ (5)
 dowẽ siālkoṭ wicc waḍḍe hoe  

 ドーウェーン スィアールコート ウィッチュ ワッデー ホーエー 

 二人ともスィアールコートで大きくなりました。 
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6.2.6.6. 反復表現  
 完了分詞の男性・単数形は，後に続く ਕਰਨਾ と一緒に用いて，動作の反復「よ

く（たびたび，定期的に）…する」を表します。  
 【完了分詞（男性・単数）＋ ਕਰਨਾ 】の形式です。  
 この表現で用いる完了分詞（男性・単数）では，不規則変化が規則変化にな

るものがあります。  
ਜਾਣਾ の完了分詞（男性・単数）は ਿਗਆ でなく ਜਾ ਇਆ となります。  
ਕਰਨਾ の完了分詞（男性・単数）は ਕੀਤਾ でなく ਕਿਰਆ となります。  
【例文】 反復表現  

(1) ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਲ ਈ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਜਾ ਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ । 

 ó lakkarạ ̄waḍ́ḍaṇ lai ̄jaṅ̃ gal wicc jāiā kardā sī  

 オー ラッカラーン ワッダン ライー ジャンガル ウィッチュ ジャーイアー カルダー スィー 

 彼は木を伐りに森によく行ったものでした。 

(2) ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਿਰਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । 

 ó kīrtan kariā karde san  

 オー キールタン カリアー カルデー サン 

 彼らはよくキールタン〔楽器を奏しながら神への讃歌を歌唱する行為〕を行っていました。

(3) ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ  ਕਹਾਣੀਆ ਸੁਣਾਂ  ਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ । 

 ma ̃̄mɛnū kaṇ̄iā ̄suṇaīa ̄kardi ̄si ̄̃ ̀ ̃  

 マーン マェーヌーン カーニーアーン スナーイアー カルディー スィー 

 母は私によくお話を聞かせてくれたものでした。 

(4) ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆ ਇਆ ਕਰੋ । 
 tusi ̃̄iddʰar nā āiā karo  

 トゥスィーン イッダル ナー アーイアー カロー 

 あなたはこちらにたびたび来ないでください。 
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6.2.6.6. 反復表現  

 ☊ DISC-1:Track77  
 完了分詞の男性・単数形は，後に続く کرنا と一緒に用いて，動作の反復「よ

く（たびたび，定期的に）…する」を表します。  
 【完了分詞（男性・単数）＋ کرنا 】の形式です。  
 この表現で用いる完了分詞（男性・単数）では，不規則変化が規則変化にな

るものがあります。  
  。となります جایا でなく گیا の完了分詞（男性・単数）は جاڻا
  。となります کریا でなく کیتا の完了分詞（男性・単数）は کرنا

【例文】 反復表現  

 اوہ لکڑاں وڈھڻ لئی جنگل وچ جایا کردا سی۔ (1)
 ó lakkarạ ̄waḍ́ḍaṇ lai ̄jaṅ̃ gal wicc jāiā kardā sī  

 オー ラッカラーン ワッダン ライー ジャンガル ウィッチュ ジャーイアー カルダー スィー 

 彼は木を伐りに森によく行ったものでした。 

 اوہ کیرتن کریا کردے سن۔ (2)
 ó kīrtan kariā karde san  

 オー キールタン カリアー カルデー サン 

 彼らはよくキールタン〔楽器を奏しながら神への讃歌を歌唱する行為〕を行っていました。

 ماں مینوں کہاڻیاں سڻایا کردی سی۔ (3)
 ma ̃̄mɛnū kaṇ̄iā ̄suṇaīa ̄kardi ̄si ̄̃ ̀ ̃  

 マーン マェーヌーン カーニーアーン スナーイアー カルディー スィー 

 母は私によくお話を聞かせてくれたものでした。 

ٓتسیں ایدھر نہ ایا کرو۔ (4)  

 tusi ̃̄eddʰar nā āiā karo  

 トゥスィーン エーッダル ナー アーイアー カロー 

 あなたはこちらにたびたび来ないでください。 
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6.2.7. ia ̃̄語尾の分詞  
 完了分詞と未完了分詞が，主語の性・数に関係なく ia ̃̄（ ਇਆਂ ， ਿ◌ਆਂ ）
語尾形をとる場合があります。この ia ̃̄語尾は ā 語尾の形容詞の男性・複数・後

置格形の語尾と一致します。主に副詞的用法において，分詞の意味上の主語が

主格でなく，能格（後置詞 ਨੇ を伴う形）・属格（後置詞 ਦਾ を含む形）・与格

（後置詞 ਨੂੰ  を含む形）などである場合に用いられます。 ਹੀ ， ਿਬਨਾਂ などを伴

う副詞句においては，主格形の分詞の主語があっても，分詞がその主語の性・

数に応じる形でなく ia ̃̄語尾形になることがあります。 
  
【例文】  ia ̃̄語尾の分詞  

(1) ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸਿਦਆ ਿਕਹਾ ਂ । 

 cācā jī ne hassadia ̄kiá ̄̃  

 チャーチャー ジー ネー ハッサディアーン キアー 

 叔父さんは笑いながら言いました。 

(2) ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਦਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਂ । 

 pattarkar̄a ̄na ̄̃ l gallbāt kardia ̄óna ̄̃ ̃ ne kíā  

 パッタルカーラーン ナール ガッルバート カルディアーン オーナーン ネー キアー 

 記者たちとの対話の中であの方は言いました。 

(3) ਮੇਰੇ ਵੇਖਿਦਆ ਵੇਖਿਦਆ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਕੱਢੀ ਂ ਂ । 
 mere wekʰdia ̃̄wekʰdia ̃̄us ne ikk poṭalī káḍḍī  

 メーレー ウェークディアーン ウェークディアーン ウス ネー イック ポータリー カッディー 

 私が見ているうちにあの人は１つの小さな包みを取り出しました。 

(4) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਤੁਰਿਦਆ ਕਰੀਬ ਿਤੰਨ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਂ । 

 óna ̄nū turdia ̄kari ̄̃ ̃ ̃ b tinn kàṇṭe ho gae san  

 オーナーン ヌーン トゥルディアーン カリーブ ティンヌ カンテー ホー ガエー サン 

 あの人たち（あの方）が歩いているうちに約３時間経っていました。 
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6.2.7. ia ̃̄語尾の分詞  

 ☊ DISC-1:Track78  
 完了分詞と未完了分詞が，主語の性・数に関係なく ia ̃̄（ ئیاں ， یاں ）語尾

形をとる場合があります。この ia ̃̄語尾は ā 語尾の形容詞の男性・複数・後置格

形の語尾と一致します。主に副詞的用法において，分詞の意味上の主語が主格

でなく，能格（後置詞 نے を伴う形）・属格（後置詞 دا を含む形）・与格（後

置詞 نوں を含む形）などである場合に用いられます。 بناں ， ہی などを伴う副

詞句においては，主格形の分詞の主語があっても，分詞がその主語の性・数に

応じる形でなく ia ̃̄語尾形になることがあります。 

  
【例文】  ia ̃̄語尾の分詞  

ے ہسدیاں کہیا۔چاچا جی ن (1)  

 cācā jī ne hassadia ̄kiá ̄̃  

 チャーチャー ジー ネー ハッサディアーン キアー 

 叔父さんは笑いながら言いました。 

نال گل بات کردیاں اوہناں نے کہیا۔] پترکاراں[صحافیاں  (2)  

 sahaf̄iā ̃̄[pattarkar̄a ̄]̃ nāl gallbāt kardia ̄óna ̄̃ ̃ ne kíā  

 サハーフィヤーン [パッタルカーラーン] ナール ガッルバート カルディアーン オーナーン ネー キアー 

 記者たちとの対話の中であの方は言いました。 

 میرے ویکھدیاں ویکھدیاں اوس نے اک پوٹلی کڈھی۔ (3)
 mere wekʰdia ̃̄wekʰdia ̃̄os ne ikk poṭalī káḍḍī  

 メーレー ウェークディアーン ウェークディアーン オース ネー イック ポータリー カッディー 

 私が見ているうちにあの人は１つの小さな包みを取り出しました。 

یاں قریب تن گھنٹے ہو گئے سن۔اوہناں نوں ترد (4)  

 óna ̄nū turdia ̄kari ̄̃ ̃ ̃ b tinn kàṇṭe ho gae san  

 オーナーン ヌーン トゥルディアーン カリーブ ティンヌ カンテー ホー ガエー サン 

 あの人たち（あの方）が歩いているうちに約３時間経っていました。 
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(5) ਇਸ ਨੂੰ  ਰੁੱਖ ਬਣਿਦਆ ਿਕੰਨੇ ਸਾਲ ਲਗੱਣਗੇ ਂ ? 

 is nū ̃ rukkʰ baṇdia ̃̄kinne sāl laggaṇge  

 イス ヌーン ルック バンディアーン キンネー サール ラッガンゲー 

 これが樹になるのに何年かかるでしょうか？ 

(6) ਬੈਠਿਦਆ ਹੀ ਉਹ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ ਂ । 

 bɛṭʰdia ̄hi ̄ó ̃ kɛṇ́ lagga ̄ 

 バェートディアーン ヒー オー カェーン ラッガー 

 座るとすぐ彼は言い始めました。 

(7) ਇਹ ਯਾਦ ਆਉਿਦਆ ਹੀ ਮੇਰੀਆ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਸਨ ਂ ਂ ਂ । 
 é yād aȭdia ̄hi ̄̃ meriā ̃̄akkʰa ̃̄wicc háñjū ā gae san  

 
エー ヤード アーオーンディアーン ヒー メーリーアーン アッカーン ウィッチュ ハンジュー アー ガエー 

サン 

 このことを思い出すとすぐ私の目には涙が浮かんで来ていました。 

(8) ਬੁੱਢੀ ਿਬਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਿਲਆ ਬੈਠ ਗਂ  ਈ । 

 búḍḍi ̄bina ̄kú̃ j bolia ̃̄bɛṭʰ gaī  

 ブッディー ビナーン クジュ ボーリアーン バェート ガイー 

 老婆は何も話さず座りました。 

(9) ਉਹ ਔਰਤ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਗਲੱ ਕੀਿਤਆ ਮੁੜ ਲਾਂ  ਈਨ ਿਵੱਚ ਖਲੋਤੀ । 
 ó ɔrat bina ̄koi ̄̃ gall kit̄ia ̄mur ̣laī ̄̃ n wicc kʰalotī  

 オー アォーラト ビナーン コーイー ガッル キーティアーン ラーイーン ウィッチュ カローティー 

 その女性は何も話さずまた列に並んで立ちました。 
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بڻدیاں کنے سال لگڻ گے؟] رکھ[ایس نوں درخت  (5)  

 es nū ̃ daraxt [rukkʰ] baṇdia ̃̄kinne sāl laggaṇge  

 エース ヌーン ダラクト [ルック] バンディアーン キンネー サール ラッガンゲー 

 これが樹になるのに何年かかるでしょうか？ 

 بیٹھدیاں ہی اوہ کہڻ لگا۔ (6)
 bɛṭʰdia ̄hi ̄ó ̃ kɛṇ́ lagga ̄ 

 バェートディアーン ヒー オー カェーン ラッガー 

 座るとすぐ彼は言い始めました。 

ٓا گئے سن۔] ہنجو[ں ہی میریاں اکھاں وچ اتھرو ٓایہہ یاد اؤندیا (7)  

 é yād aȭdia ̄hi ̄meriā ̄̃ ̃ akkʰa ̃̄wicc atʰrū [háñjū] ā gae san  

 
エー ヤード アーオーンディアーン ヒー メーリーアーン アッカーン ウィッチュ アトゥルー [ハンジュー] 

アー ガエー サン 

 このことを思い出すとすぐ私の目には涙が浮かんで来ていました。 

 بڈھی بناں کجھ بولیاں بیٹھ گئی۔ (8)
 búḍḍi ̄bina ̄kú̃ j bolia ̃̄bɛṭʰ gaī  

 ブッディー ビナーン クジュ ボーリアーン バェート ガイー 

 老婆は何も話さず座りました。 

 اوہ عورت بناں کوئی گل کیتیاں مڑ لائن وچ کھلوتی۔ (9)
 ó ɔrat bina ̄koi ̄̃ gall kit̄ia ̄mur ̣laī ̄̃ n wicc kʰalotī  

 オー アォーラト ビナーン コーイー ガッル キーティアーン ムル ラーイーン ウィッチュ カローティー 

 その女性は何も話さずまた列に並んで立ちました。 
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6.2.8. 進行表現  
 進行表現はある時点における具体的な動作や変化の進行状況を表します。否

定文では ਨਹੀਂ を用います。  
 【語幹＋ ਿਰਹਾ + コピュラ動詞 】の形式です。  
1) 現在進行形【語幹＋ ਿਰਹਾ + コピュラ動詞現在形】…しつつある  
2) 過去進行形【語幹＋ ਿਰਹਾ + コピュラ動詞過去形】…しつつあった  
3) 未来進行形【語幹＋ ਿਰਹਾ + コピュラ動詞未来形】…しつつあるだろう  
  ਿਰਹਾ は，主語の性・数に応じて ਰਿਹਣਾ 「住む」の完了分詞と同じ変化をし

ます。  
 
【例文】 1) 現在進行形  

(1) ਮ ਪਿਹਲਾਂ ਵੀ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹਾਂ । 
 mɛ ̃pɛĺa ̄wi ̄kiá ̄si ̄huṇ wi ̄̃ kɛ ́riá ̄a ̃̄ 

 マェーン パェーラーン ウィー キアー スィー フン ウィー カェー リアー アーン

 私は前にも言いましたし，今も言っています。 

(2) ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ  ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ? 

 asi ̃̄kis pāse nū ja ̄ra ́̃ e a ̃̄ 

 アスィーン キス パーセー ヌーン ジャー ラエー アーン 

 私たちはどの方向に進んでいますか？ 

(3) ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ? 

 tū ki ̄̃ kar ríā ẽ  

 トゥーン キー カル リアー エーン 

 おまえは何をしているのだ？ 

(4) ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ? 

 hɛlo tusi ̃̄kɔṇ bol ráe o  

 ハェーロー トゥスィーン カォーン ボール ラエー オー 

 もしもし，どなたですか？ 
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6.2.8. 進行表現  
 進行表現はある時点における具体的な動作や変化の進行状況を表します。否

定文では نہیں を用います。  
 【語幹 ＋ رہیا + コピュラ動詞 】の形式です。  
1) 現在進行形 【語幹 ＋ رہیا + コピュラ動詞現在形】…しつつある  
2) 過去進行形 【語幹 ＋ رہیا + コピュラ動詞過去形】…しつつあった  
3) 未来進行形 【語幹 ＋ رہیا + コピュラ動詞未来形】…しつつあるだろう  
 。の完了分詞と同じ変化をします「住む」 رہڻا は，主語の性・数に応じて رہیا  
  
【例文】 1) 現在進行形  

 ☊ DISC-1:Track79  

 میں پہلاں وی کہیا سی، ہڻ وی کہہ رہیا واں۔ (1)
 mɛ ̃pɛĺa ̄wi ̄kiá ̄si ̄huṇ wi ̄̃ kɛ ́riá ̄wa ̃̄ 

 マェーン パェーラーン ウィー キアー スィー フン ウィー カェー リアー ワーン

 私は前にも言いましたし，今も言っています。 

ٓاسیں کس پاسے نوں جا رہے اں؟ (2)  

 asi ̃̄kis pāse nū ja ̄ra ́̃ e a ̃̄ 

 アスィーン キス パーセー ヌーン ジャー ラエー アーン 

 私たちはどの方向に進んでいますか？ 

 توں کیہہ کر رہیا ایں؟ (3)
 tū ki ̄̃ kar ríā ẽ  

 トゥーン キー カル リアー エーン 

 おまえは何をしているのだ？ 

 ہیلو تسیں کوڻ بول رہے او؟ (4)
 hɛlo tusi ̃̄kɔṇ bol ráe o  

 ハェーロー トゥスィーン カォーン ボール ラエー オー 

 もしもし，どなたですか？ 
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(5) ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । 

 ó caṅgā jīwan guzār ríā e  

 オー チャンガー ジーワン グザール リアー エー 

 彼は良い人生を過ごしています。 

(6) ਹੁਣ ਉਹ ਸ ਰਹੀ ਹੈ । 

 huṇ ó sɔ ̃raí ̄e  

 フン オー サォーン ライー エー 

 彼女はもう寝ています。 

(7) ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ । 
 merī imej wī wakkʰari ̄taŕa ̄di ̄baṇ raí ̄̃ e  

 メーリー イメージ ウィー ワッカリー タラーン ディー バン ライー エー 

 私のイメージも違った種類のものになりつつあります。 

(8) ਉਹ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ । 

 ó arām nāl bɛṭʰ ke kʰāṇā kʰā ráe han  

 オー アラーム ナール バェート ケー カーナー カー ラエー ハン 

 彼らはくつろいで座って食事をしています。 

(9) ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆ ਰਸਮਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆ ਹਨ ਂ ਂ । 

 huṇ e ́puraṇ̄iā ̄rasma ̄kat̀ ̣raíā ̄̃ ̃ ̃ han  

 フン エー プラーニーアーン ラサマーン カト ライーアーン ハン 

 今ではこれらの古い慣習は少なくなりつつあります。 

(10) ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਂ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ ਂ । 

 tel kampaniā ̄satṭẹbaz̄i ̄wi ̄̃ kar raíā ̃̄han  

 テール カンパニーアーン サッテーバーズィー ウィー カル ライーアーン ハン

 石油会社は投機も行っています。 

 



 شاہ مکھی
 

 235

 
گزار رہیا اے۔] چنگا جیون[اوہ چنگی زندگی  (5)  

 ó caṅgī zindagī [caṅgā jīwan] guzār ríā e  

 オー チャンギー ズィンダギー [チャンガー ジーワン] グザール リアー エー

 彼は良い人生を過ごしています。 

 ہڻ اوہ سوں رہی اے۔ (6)
 huṇ ó sɔ ̃raí ̄e  

 フン オー サォーン ライー エー 

 彼女はもう寝ています。 

 میری امیج وی وکھری طرحاں دی بڻ رہی اے۔ (7)
 merī imej wī wakkʰari ̄taŕa ̄di ̄baṇ raí ̄̃ e  

 メーリー イメージ ウィー ワッカリー タラーン ディー バン ライー エー 

 私のイメージも違った種類のものになりつつあります。 

 اوہ ارام نال بیٹھ کے کھاڻا کھا رہے نیں۔ (8)
 ó arām nāl bɛṭʰ ke kʰāṇā kʰā ráe ne  

 オー アラーム ナール バェート ケー カーナー カー ラエー ネー 

 彼らはくつろいで座って食事をしています。 

 ہڻ ایہہ پراڻیاں رسماں گھٹ رہیاں نیں۔ (9)
 huṇ e ́puraṇ̄iā ̄rasma ̄ka ̀̃ ̃ t ̣raíā ̃̄ne  

 フン エー プラーニーアーン ラサマーン カト ライーアーン ネー 

 今ではこれらの古い慣習は少なくなりつつあります。 

 تیل کمپنیاں سٹے بازی وی کر رہیاں نیں۔ (10)
 tel kampaniā ̄satṭẹbaz̄i ̄wi ̄̃ kar raíā ̃̄ne  

 テール カンパニーアーン サッテーバーズィー ウィー カル ライーアーン ネー

 石油会社は投機も行っています。 
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【例文】 2) 過去進行形  

(1) ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਸਾਂ । 

 mɛ ̃tuan̄ū uḍi ̄̀ ̃ k riá ̄sa ̃̄ 

 マェーン トゥアーヌーン ウディーク リアー サーン

 私はあなたを待っていました。 

(2) ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਾਂ । 

 asi ̃̄kʰāṇā kʰā ráe sa ̃̄ 

 アスィーン カーナー カー ラエー サーン 

 私たちは食事中でした。 

(3) ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੌ ? 

 tusi ̄ki ̄̃ kar ráe sɔ  

 トゥスィーン キー カル ラエー サォー 

 あなたは何をしているところでしたか？ 

(4) ਉਹ ਕੁਝ ਲੱਭ ਿਰਹਾ ਸੀ । 

 ó kúj lább ríā sī  

 オー クジュ ラッブ リアー スィー 

 彼は何かを探していました。 
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【例文】 2) 過去進行形  

 ☊ DISC-1:Track80  

 میں تہانوں اڈیک رہیا ساں۔ (1)
 mɛ ̃tuan̄ū uḍi ̄̀ ̃ k riá ̄sa ̃̄ 

 マェーン トゥアーヌーン ウディーク リアー サーン

 私はあなたを待っていました。 

 اسیں کھاڻا کھا رہے ساں۔ (2)
 asi ̃̄kʰāṇā kʰā ráe sa ̃̄ 

 アスィーン カーナー カー ラエー サーン 

 私たちは食事中でした。 

 تسیں کیہہ کر رہے سو؟ (3)
 tusi ̄ki ̄̃ kar ráe sɔ  

 トゥスィーン キー カル ラエー サォー 

 あなたは何をしているところでしたか？ 

 اوہ کجھ لبھ رہیا سی۔ (4)
 ó kúj lább ríā sī  

 オー クジュ ラッブ リアー スィー 

 彼は何かを探していました。 
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(5) ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੰਡੀਗੜ ਤ ਨਵੀਂ ਿਦੱਲੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । 

 é hɛlīkāpṭar canḍiḡaŕ ̣tõ nawi ̄dilli ̄ja ̄riá ̄si ̄̃  

 エー ハェーリーカープタル チャンディーガル トーン ナウィーン ディッリー ジャー リアー スィー 

 このヘリコプターはチャンディーガルからデリーに行くところでした。 

(6) ਉਹ ਟੀ . ਵੀ . ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ । 

 ó ṭī wī te koī sīrīal wekʰ ráī sī  

 オー ティー ウィー テー コーイー スィーリーアル ウェーク ライー スィー 

 彼女はテレビで何か連続ドラマを見ていました。 

(7) ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ । 
 ó tuan̄ū la ́̀ ̃ bb ráe san  

 オー トゥアーヌーン ラッブ ラエー サン 

 彼らはあなたを探していました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
チャンディーガル：ロック・ガーデン 
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 ایہہ ہیلی کاپٹر چنڈیگڑھ توں نویں دلی جا رہیا سی۔ (5)
 é hɛlīkāpṭar canḍiḡaŕ ̣tõ nawi ̄dilli ̄ja ̄riá ̄si ̄̃  

 エー ハェーリーカープタル チャンディーガル トーン ナウィーン ディッリー ジャー リアー スィー 

 このヘリコプターはチャンディーガルからデリーに行くところでした。 

 اوہ ٹی وی تے کوئی سیریل ویکھ رہی سی۔ (6)
 ó ṭī wī te koī sīrīal wekʰ ráī sī  

 オー ティー ウィー テー コーイー スィーリーアル ウェーク ライー スィー 

 彼女はテレビで何か連続ドラマを見ていました。 

 اوہ تہانوں لبھ رہے سن۔ (7)
 ó tuan̄ū la ́̀ ̃ bb ráe san  

 オー トゥアーヌーン ラッブ ラエー サン 

 彼らはあなたを探していました。 
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(8) ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਰੁ ਿਵੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ । 

 bacce ikk sur wicc gā ráe san  

 バッチェー イック スル ウィッチュ ガー ラエー サン 

 子供たちは声を合わせて歌っていました。 

(9) ਕੁੜੀਆ ਚਿਹਕ ਰਹੀਆ ਸਨ ਂ ਂ । 

 kurịā ̃̄cɛḱ raíā ̃̄san  

 クリーアーン チャェーク ライーアーン サン 

 少女たちは陽気におしゃべりをしていました。 

(10) ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਬ ਰਹੀਆ ਸਨ ਂ । 
 meriā ̄latta ̄̃ ̃ us wakat kamb raíā ̃̄san  

 メーリーアーン ラッターン ウス ワカト カンブ ライーアーン サン

 私の両足はその時震えていました。 

 
【例文】 3) 未来進行形  

(1) ਉਸ ਵੇਲੇ ਮ ਤੈਨੂੰ  ਖ਼ਤ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ । 
 us wele mɛ ̃tɛnū ̃ xat likʰ riá ̄howaḡa ̄̃  

 ウス ウェーレー マェ－ン タェーヌーン カト リク リアー ホーワーンガー

 その頃私はおまえに手紙を書いているだろう。 

(2) ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ । 

 káll sám̄i ̄ó ̃ kamm kar ráī hoegī  

 カッル シャーミーン オー カンム カル ライー ホーエーギー 

 明日の晩彼女は仕事をしているでしょう。 
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 بچے اک سر وچ گا رہے سن۔ (8)
 bacce ikk sur wicc gā ráe san  

 バッチェー イック スル ウィッチュ ガー ラエー サン 

 子供たちは声を合わせて歌っていました。 

 کڑیاں چہک رہیاں سن۔ (9)
 kurịā ̃̄cɛḱ raíā ̃̄san  

 クリーアーン チャェーク ライーアーン サン 

 少女たちは陽気におしゃべりをしていました。 

 میریاں لتاں اوس وقت کنب رہیاں سن۔ (10)
 meriā ̄latta ̄̃ ̃ os wakat kamb raíā ̃̄san  

 メーリーアーン ラッターン オース ワカト カンブ ライーアーン サン

 私の両足はその時震えていました。 

 
【例文】 3) 未来進行形  

 ☊ DISC-1:Track81  

 اوس ویلے میں تینوں خط لکھ رہیا ہوواں گا۔ (1)
 os wele mɛ ̃tɛnū ̃ xat likʰ riá ̄howaḡa ̄̃  

 オース ウェーレー マェ－ン タェーヌーン カト リク リアー ホーワーンガー

 その頃私はおまえに手紙を書いているだろう。 

ہ کم کر رہی ہووے گی۔کل شامیں او (2)  

 káll sám̄i ̄ó ̃ kamm kar ráī howegī  

 カッル シャーミーン オー カンム カル ライー ホーウェーギー 

 明日の晩彼女は仕事をしているでしょう。 
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6.2.9. 複合動詞  
 複合動詞は【動詞Ａ（語幹，不定詞など） ＋ 動詞Ｂ 】の形式です。動詞Ａ

を主動詞，動詞Ｂを助動詞と呼ぶこともできます。動詞Ｂが，さまざまなニュ

アンスを動詞Ａに付け加える働きをします。動詞Ｂのほとんどが助動詞ではな

い単独の動詞としても使われるものです。助動詞としては，単独の動詞として

の意味から派生した別のニュアンスになります。 4) の ਸਕਣਾ と 5) の ਚੁਕਣਾ 
は単独の動詞としては使われません。 3), 4) は可能表現として次の項で詳しく

扱います。  
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6.2.9. 複合動詞  
 複合動詞は【動詞Ａ（語幹，不定詞など） ＋ 動詞Ｂ 】の形式です。動詞Ａ

を主動詞，動詞Ｂを助動詞と呼ぶこともできます。動詞Ｂが，さまざまなニュ

アンスを動詞Ａに付け加える働きをします。動詞Ｂのほとんどが助動詞ではな

い単独の動詞としても使われるものです。助動詞としては，単独の動詞として

の意味から派生した別のニュアンスになります。 4) の سکڻا と 5) の چکڻا は
単独の動詞としては使われません。 3), 4) は可能表現として次の項で詳しく扱

います。  
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動詞Ａが語幹のもの  
 

 動詞Ａ 動詞Ｂ  付け加えるニュアンス 

1) 語幹 ＋ ਜਾਣਾ jāṇā  完了「…してしまう」 

2) 語幹 ＋ ਦੇਣਾ deṇā  他人に向かう動作「他人のために…す

る」 

3) 語幹 ＋ ਲੈਣਾ lɛṇā  自分に向かう動作「自分のために…す

る」 

   自分できちんとする能力「（ちゃんと）

…できる」 

4) 語幹 ＋ ਸਕਣਾ sakṇā  可能「…できる」可能性「…ありえる」

許可「…してもよい」 

5) 語幹 ＋ ਚੁਕਣਾ cukṇā  完了「…してしまう」 

6) 語幹 ＋ ਉੱਠਣਾ uṭṭʰaṇā  突然の変化「突然…し出す」 

7) 語幹 ＋ ਪੈਣਾ pɛṇā  突然の変化「突然…し出す」 

8) 語幹 ＋ ਛੱਡਣਾ cʰaḍḍaṇā  完了・完遂「…してしまう」「…し終わ

る」「…し放つ」 

9) 語幹 ＋ ਰੱਖਣਾ rakkʰaṇā  意図・作為「（予め）…しておく」 
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 ☊ DISC-1:Track82  

動詞Ａが語幹のもの  
 

 動詞Ａ 動詞Ｂ  付け加えるニュアンス 

1) 語幹 ＋ جاڻا jāṇā  完了「…してしまう」 

2) 語幹 ＋ دیڻا deṇā  他人に向かう動作「他人のために…する」 

3) 語幹 ＋ لیڻا lɛṇā  自分に向かう動作「自分のために…する」 

   自分できちんとする能力「（ちゃんと）…で

きる」 

4) 語幹 ＋ ڻاسک  sakṇā  可能「…できる」可能性「…ありえる」許可

「…してもよい」 

5) 語幹 ＋ چکڻا cukṇā  完了「…してしまう」 

6) 語幹 ＋ اٹھڻا uṭṭʰaṇā  突然の変化「突然…し出す」 

7) 語幹 ＋ پیڻا pɛṇā  突然の変化「突然…し出す」 

8) 語幹 ＋ چھڈڻا cʰaḍḍaṇā  完了・完遂「…してしまう」「…し終わる」

「…し放つ」 

9) 語幹 ＋ رکھڻا rakkʰaṇā  意図・作為「（予め）…しておく」 
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動詞Ａが不定詞のもの  
 

 動詞Ａ 動詞Ｂ  付け加えるニュアンス 

1) 不定詞の後置格＋ ਲੱਗਣਾ laggaṇā 始動「…し始める」 

2) 不定詞の後置格＋ ਦੇਣਾ deṇā  許容・許諾「…することを許す」

「…させてやる」 
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動詞Ａが不定詞のもの  
 

 動詞Ａ 動詞Ｂ  付け加えるニュアンス 

1) 不定詞の後置格＋ لگڻا laggaṇā  始動「…し始める」 

2) 不定詞の後置格＋ دیڻا deṇā  許容・許諾「…することを許す」「…させ

てやる」 
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【例文】 複合動詞  

(1) ਮ ਉੱਕਾ ਭੱੁਲ ਿਗਆ ਸਾਂ । 

 mɛ ̃ukka ̄pùll gia ̄sa ̃̄ 

 マェーン ウッカー プッル ギアー サーン 

 ぼくは全く忘れていました。 

(2) ਮ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਿਦਆਗਾ ਂ । 

 mɛ ̃sab́ ṭʰīk kar diaḡa ̄̃  

 マェーン サブ ティーク カル ディアーンガー 

 ぼくがすべて直してあげましょう。 

(3) ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਚੀ ਖਾ ਲ ਈ । 
 us muṇḍe ne ikk līcī kʰā laī  

 ウス ムンデー ネー イック リーチー カー ライー 

 その少年はライチ〔中国南部原産の果物〕を１つ食べてしまいました。 

(4) ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਮਰ ਚੁਕੇ ਸਨ । 

 us de mātā pitā mar cuke san  

 ウス デー マーター ピター マル チュケー サン 

 あの人の両親は亡くなってしまっていました。 
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【例文】 複合動詞  

 ☊ DISC-1:Track83  

  بھل گیا ساں۔میں اکا (1)

 mɛ ̃ukka ̄pùll gia ̄sa ̃̄ 

 マェーン ウッカー プッル ギアー サーン 

 ぼくは全く忘れていました。 

 میں سبھ ٹھیک کر دیاں گا۔ (2)
 mɛ ̃sab́ ṭʰīk kar diaḡa ̄̃  

 マェーン サブ ティーク カル ディアーンガー 

 ぼくがすべて直してあげましょう。 

 اوس منڈے نے اک لیچی کھا لئی۔ (3)
 os muṇḍe ne ikk līcī kʰā laī  

 オース ムンデー ネー イック リーチー カー ライー 

 その少年はライチ〔中国南部原産の果物〕を１つ食べてしまいました。 

مر چکے سن۔] ماتا پتا[اوس دے ماں باپ  (4)  

 os de ma ̄ba ̄̃ p [mātā pitā] mar cuke san  

 オース デー マーン バープ [マーター ピター] マル チュケー サン 

 あの人の両親は亡くなってしまっていました。 
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(5) ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆ ਉਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਚੋਰ ਨੱਸ ਚੁਿਕਆ ਸੀ । 

 pulīs de āuṇ tõ pɛĺa ̃̄cor nass cukiā sī  

 プリース デー アーウン トーン パェーラーン チョール ナッス チュキアー スィー

 警察が来る前に泥棒は逃げてしまっていました。 

(6) ਉਹ ਬੋਲ ਉੱਿਠਆ । 

 ó bol uṭṭʰiā  

 オー ボール ウッティアー 

 彼は言い出しました。 

(7) ਭਰਾ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਬੋਲੇ । 
 para ̄ji ̄̀ hass pae te bole  

 パラー ジー ハッス パエー テー ボーレー 

 兄さんは笑い出して言いました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
アナンドプル：川岸の散骨場 
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ٓپولیس دے اؤڻ توں پہلاں چور نس چکیا سی۔ (5)  

 pulīs de āuṇ tõ pɛĺa ̃̄cor nass cukiā sī  

 プリース デー アーウン トーン パェーラーン チョール ナッス チュキアー スィー

 警察が来る前に泥棒は逃げてしまっていました。 

 اوہ بول اٹھیا۔ (6)
 ó bol uṭṭʰiā  

 オー ボール ウッティアー 

 彼は言い出しました。 

 بھرا جی ہس پئے تے بولے۔ (7)
 para ̄ji ̄̀ hass pae te bole  

 パラー ジー ハッス パエー テー ボーレー 

 兄さんは笑い出して言いました。 
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(8) ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਢੀਠਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹ ਛੱਿਡਆ । 

 us ādmī ne tịt̄ ̣̀ ʰtā nāl kɛ ́cʰaḍḍiā  

 ウス アードミー ネー ティートター ナール カェー チャッディアー

 あの男の人は厚かましく言い放ちました。 

(9) ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ । 

 asa ̃̄us nū itla ̄̃ ́ de rakkʰī e  

 アサーン ウス ヌーン イトラー デー ラッキー エー 

 私たちはあの人に知らせておきました。 

(10) ਉਹ ਹੌਲੇ ਹੌਲ ੇਬੋਲਣ ਲੱਿਗਆ । 
 ó hɔle hɔle bolaṇ laggiā  

 オー ハォーレー ハォーレー ボーラン ラッギアー 

 彼はゆっくり話し出しました。 

(11) ਰਾਣੀ ਛੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲਗੱੀ । 

 rāṇī cʰatt wall wekʰaṇ laggī  

 ラーニー チャット ワッル ウェーカン ラッギー 

 ラーニーは天井の方を見始めました。 

(12) ਮੈਨੂੰ  ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਿਦਓ । 

 mɛnū wi ̄kú̃ j kɛṇ́ dio  

 マェーヌーン ウィー クジュ カェーン ディオー 

 私にも何か少し言わせてください。 

(13) ਮ ਉਸ ਨੂੰ  ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਿਦਆਗਾ ਂ । 

 mɛ ̃us nū sára ̄̃ b naí ̄piṇ̄ diaḡa ̄̃ ̃  

 マェーン ウス ヌーン シャラーブ ナイーン ピーン ディアーンガー

 私はあの人が酒を飲むのを許しません。 
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ٓاوس ادمی نے ڈھیٹھتا نال کہہ چھڈیا (8)  

 os ādmī ne tịt̄ ̣̀ ʰtā nāl kɛ ́cʰaḍḍiā  

 オース アードミー ネー ティートター ナール カェー チャッディアー

 あの男の人は厚かましく言い放ちました。 

 اساں اوس نوں اطلاع دے رکھی اے۔ (9)
 asa ̃̄os nū itla ̄̃ ́ de rakkʰī e  

 アサーン オース ヌーン イトラー デー ラッキー エー 

 私たちはあの人に知らせておきました。 

 اوہ ہولے ہولے بولڻ لگیا۔ (10)
 ó hɔle hɔle bolaṇ laggiā  

 オー ハォーレー ハォーレー ボーラン ラッギアー 

 彼はゆっくり話し出しました。 

 راڻی چھت ول ویکھڻ لگی۔ (11)
 rāṇī cʰatt wall wekʰaṇ laggī  

 ラーニー チャット ワッル ウェーカン ラッギー 

 ラーニーは天井の方を見始めました。 

 مینوں وی کجھ کہڻ دیو۔ (12)
 mɛnū wi ̄kú̃ j kɛṇ́ dio  

 マェーヌーン ウィー クジュ カェーン ディオー 

 私にも何か少し言わせてください。 

ہیں پیڻ دیاں گا۔میں اوس نوں شراب ن (13)  

 mɛ ̃os nū sára ̄̃ b naí ̄piṇ̄ diaḡa ̄̃ ̃  

 マェーン オース ヌーン シャラーブ ナイーン ピーン ディアーンガー

 私はあの人が酒を飲むのを許しません。 
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6.2.10. 可能表現  
 可能表現は動詞Ａが語幹の複合動詞の形式をとります。助動詞として ਸਕਣਾ 
や ਲੈਣਾ を主動詞の語幹に続けます。否定文では語幹の前に ਨਹੀਂ または ਨਾ を
用います。  
【語幹 ＋ ਸਕਣਾ 】 1) 可能「…できる」 2) 可能性「…ありえる」 3) 許可

「…してもよい」  
 【語幹 ＋ ਲੈਣਾ 】 4) 自分できちんとする能力「（ちゃんと）…できる」  

 
【例文】 可能表現 1)  

(1) ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆ ਫ਼ੋਟੋ ਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਂ । 

 is taŕa ̄diā ̄fot ̣̃ ̃ o mɛ ̃wi ̄baṇa ̄sakdi ̄a ̃̄ 

 イス タラーン ディーアーン フォートー マェーン ウィー バナー サクディー アーン 

 このような写真を私も作れます。 

(2) ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । 

 asi ̄inna ̄̃ ɔkʰā kamm naí ̃̄kar sakde  

 アスィーン インナー アォーカー カンム ナイーン カル サクデー 

 私たちはこんなに難しい仕事をすることはできません。 

(3) ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹ ? 

 tū pañjab̄i ̄̃ bol sakdā ẽ  

 トゥーン パンジャービー ボール サクダー エーン 

 おまえはパンジャービー語を話せるのか？ 

(4) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਪਾਨੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ? 

 ki ̄tusi ̄japan̄i ̄gaṇ̄a ̄ga ̄̃ sakde o  

 キー トゥスィーン ジャパーニー ガーナー ガー サクデー オー 

 あなたは日本の歌を歌えますか？ 
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6.2.10. 可能表現  
 可能表現は動詞Ａが語幹の複合動詞の形式をとります。助動詞として سکڻا や 
を用いま نہ または نہیں を主動詞の語幹に続けます。否定文では語幹の前に لیڻا

す。  
 【語幹 ＋ سکڻا 】 1) 可能「…できる」 2) 可能性「…ありえる」 3) 許可

「…してもよい」  
 【語幹 ＋ لیڻا 】 4) 自分できちんとする能力「（ちゃんと）…できる」  
 
【例文】 可能表現 1)  

 ☊ DISC-1:Track84  

ٓایس طرحاں دیاں فوٹو میں وی بڻا سکدی اں۔ (1)  

 es taŕa ̄diā ̄fot ̣̃ ̃ o mɛ ̃wi ̄baṇa ̄sakdi ̄a ̃̄ 

 エース タラーン ディーアーン フォートー マェーン ウィー バナー サクディー アーン 

 このような写真を私も作れます。 

 اسیں انا اوکھا کم نہیں کر سکدے۔ (2)
 asi ̄inna ̄̃ ɔkʰā kamm naí ̃̄kar sakde  

 アスィーン インナー アォーカー カンム ナイーン カル サクデー 

 私たちはこんなに難しい仕事をすることはできません。 

 توں پنجابی بول سکدا ایں؟ (3)
 tū pañjab̄i ̄̃ bol sakdā ẽ  

 トゥーン パンジャービー ボール サクダー エーン 

 おまえはパンジャービー語を話せるのか？ 

 کیہہ تسیں جپانی گاڻا گا سکدے او؟ (4)
 ki ̄tusi ̄japan̄i ̄gaṇ̄a ̄ga ̄̃ sakde o  

 キー トゥスィーン ジャパーニー ガーナー ガー サクデー オー 

 あなたは日本の歌を歌えますか？ 
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(5) ਇਹ ਦਵਾ ਈਆ ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ  ਕੁਝ ਿਚਰ ਟਾਲ ਸਕਦੀਆ ਹਨ ਂ ਂ । 

 e ́dawaīā ̄bimar̄i ̄nū kú̃ ̃ j cir ṭāl sakdiā ̄ ̃han  

 エー ダワーイーアーン ビマーリー ヌーン クジュ チル タール サクディーアーン ハン 

 これらの薬は病気を少しの間遠ざけることができます。 

(6) ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ । 

 ó sāḍe kol naí ̄a ̄sakdi ̄̃  

 オー サーデー コール ナイーン アー サクディー 

 彼女は私たちの所に来ることができません。 

(7) ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ । 
 ṭarɛkṭar wi ̄naí ̄laṅ́̃ g sakde  

 タラェークタル ウィー ナイーン ラング サクデー 

 トラクターも通ることができません。 

(8) ਮ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਕਆ । 

 mɛ ̃aje tak kúj naí ̃̄kar sakiā  

 マェーン アジェー タク クジュ ナイーン カル サキアー 

 私は今まで何もすることができませんでした。 

(9) ਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ ਸਿਕਆ । 

 mɛ ̃kúj wī nā bol sakiā  

 マェーン クジュ ウィー ナー ボール サキアー 

 私は何も話せませんでした。 

(10) ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ? 

 kī ó is taŕa ̃̄kar sakegī  

 キー オー イス タラーン カル サケーギー 

 彼女はこのようにできるでしょうか？ 
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 ایہہ دوائیاں بیماری نوں کجھ چر ٹال سکدیاں نیں۔ (5)
 e ́dawaīā ̄bim̄ar̄i ̄nū kú̃ ̃ j cir ṭāl sakdiā ̄ ̃ne  

 エー ダワーイーアーン ビーマーリー ヌーン クジュ チル タール サクディーアーン ネー 

 これらの薬は病気を少しの間遠ざけることができます。 

ٓاوہ ساڈے کول نہیں ا سکدی۔ (6)  

 ó sāḍe kol naí ̄a ̄sakdi ̄̃  

 オー サーデー コール ナイーン アー サクディー 

 彼女は私たちの所に来ることができません。 

 ٹریکٹر وی نہیں لنگھ سکدے۔ (7)
 ṭarɛkṭar wi ̄naí ̄laṅ́̃ g sakde  

 タラェークタル ウィー ナイーン ラング サクデー 

 トラクターも通ることができません。 

 میں اجے تک کجھ نہیں کر سکیا۔ (8)
 mɛ ̃aje tak kúj naí ̃̄kar sakiā  

 マェーン アジェー タク クジュ ナイーン カル サキアー 

 私は今まで何もすることができませんでした。 

 میں کجھ وی نہ بول سکیا۔ (9)
 mɛ ̃kúj wī nā bol sakiā  

 マェーン クジュ ウィー ナー ボール サキアー 

 私は何も話せませんでした。 

 کیہہ اوہ ایس طرحاں کر سکے گی؟ (10)
 kī ó es taŕa ̃̄kar sakegī  

 キー オー エース タラーン カル サケーギー 

 彼女はこのようにできるでしょうか？ 
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【例文】 可能表現 2)  

(1) ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ ਵੀ ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੋਵਾਂ । 

 é wī ho sakdā e ki mɛ ̃wi ̄badal giā howa ̃̄ 

 エー ウィー ホー サクダー エー キ マェーン ウィー バダル ギアー ホーワーン 

 私も変わってしまっているということもありえます。 

(2) ਗੰਭੀਰ ਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

 gambi ̄r̀ tõ gambi ̄r̀ samassiā dā wī hall ho sakdā e  

 ガンビール トーン ガンビール サマッスィアー ダー ウィー ハッル ホー サクダー エー 

 最も深刻な問題でさえも解決の可能性はあります。 

 
【例文】 可能表現 3)  

(1) ਕੀ ਮ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? 

 kī mɛ ̃andar a ̄sakda ̄a ̃̄ 

 キー マェーン アンダル アー サクダー アーン 

 私は中に入ってもいいですか？ 

(2) ਕੀ ਮ ਇਹ ਪੜਨ ਲ ਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? 

 kī mɛ ̃e ́paŕạn laī lɛ sakda ̄a ̃̄ 

 キー マェーン エー パラン ライー ラェー サクダー アーン

 私はこれを読むために持って行ってもいいですか？
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【例文】 可能表現 2)  

 ☊ DISC-1:Track85  

 ایہہ وی ہو سکدا اے کہ میں وی بدل گیا ہوواں۔ (1)
 é wī ho sakdā e ki mɛ ̃wi ̄badal gia ̄howa ̃̄ 

 エー ウィー ホー サクダー エー キ マェーン ウィー バダル ギアー ホーワーン 

 私も変わってしまっているということもありえます。 

دا وی حل ہو سکدا اے۔] سمسیا[گمبھیر توں گمبھیر مسئلے  (2)  

 gambi ̄r̀ tõ gambi ̄r̀ masle [samassiā] dā wī hall ho sakdā e  

 ガンビール トーン ガンビール マスレー [サマッスィアー] ダー ウィー ハッル ホー サクダー エー 

 最も深刻な問題でさえも解決の可能性はあります。 

 
【例文】 可能表現 3)  

ٓکیہہ میں اندر ا سکدا واں؟ (1)  

 kī mɛ ̃andar a ̄sakda ̄wa ̃̄ 

 キー マェーン アンダル アー サクダー ワーン 

 私は中に入ってもいいですか？ 

 کیہہ میں ایہہ پڑھڻ لئی لے سکدا واں؟ (2)
 kī mɛ ̃e ́paŕạn laī lɛ sakda ̄wa ̃̄ 

 キー マェーン エー パラン ライー ラェー サクダー ワーン

 私はこれを読むために持って行ってもいいですか？

 



ਗੁਰਮੁਖੀ 
 

 260

【例文】 可能表現 4)  

(1) ਿਬੱਲੀ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲਦੀ ਹੈ । 

 billī hanere wicc wī wekʰ lɛd̃i ̄e  

 ビッリー ハネーレー ウィッチュ ウィー ウェーク ラェーンディー エー

 猫は暗闇の中でもちゃんと見えるんです。 

(2) ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਦਾ ਹ । 

 tū ta ̄̃ ̃ bɔt́ sóṇī gall kar lɛd̃a ̄e ̃ 

 トゥーン ターン バォート ソーニー ガッル カル ラェーンダー エーン

 おまえはとても見事にきちんと話せるよ。 
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【例文】 可能表現 4)  

یرے وچ وی ویکھ لیندی اے۔بلی ہن (1)  

 billī hanere wicc wī wekʰ lɛd̃i ̄e  

 ビッリー ハネーレー ウィッチュ ウィー ウェーク ラェーンディー エー

 猫は暗闇の中でもちゃんと見えるんです。 

 توں تاں بوہت سوہڻی گل کر لیندا ایں۔ (2)
 tū ta ̄̃ ̃ bɔt́ sóṇī gall kar lɛd̃a ̄e ̃ 

 トゥーン ターン バォート ソーニー ガッル カル ラェーンダー エーン

 おまえはとても見事にきちんと話せるよ。 
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6.2.11. 予定・必要・義務・強制の表現  
 予定・必要・強制の表現は不定詞を含む次の形式をとります。  

1) 【不定詞 ＋ コピュラ動詞 ਹੋਣਾ 】 

 予定「…することになっている」 義務「…しなければならない」 

2) 【不定詞 ＋ ਚਾਹੀਦਾ ＋ コピュラ動詞 ਹੋਣਾ 】 

 必要・義務「…すべきだ」「…しなければならない」 

3) 【不定詞 ＋ ਪੈਣਾ 】 

 強制「…しなければならない」「…せざるをえない」 

1) では，意味上の主語の「人」は能格形になります。３人称の場合は後置詞 ਨੇ 
を伴うこともあります。  
2), 3) では，意味上の主語の「人」は後置詞 ਨੂੰ  を伴う形になります。  
 不定詞が他動詞で後置詞を伴わない目的語［主格］が先行する場合，不定詞

と 2) ਚਾਹੀਦਾ ， 3) ਪੈਣਾ はその目的語の性・数に応じて ā 語尾の形容詞と同じ

語尾変化をします。不定詞が自動詞であったり，また他動詞であっても目的語

［主格］が先行しない場合は，すべて男性・単数形になります。  
2) では，コピュラ動詞の部分は３人称の単数か複数になります。現在形の ਹੈ 
（３人称・単数）， ਹਨ （３人称・複数）が過去形の ਸੀ （３人称・単数）， 
ਸਨ （３人称・複数）になると，「…すべきだった」「…しなければならなかっ

た」という意味になります。不定詞の代わりに名詞・代名詞がくると「…が必

要だ」「…が欲しい」という意味になります。  
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6.2.11. 予定・必要・義務・強制の表現  
 予定・必要・強制の表現は不定詞を含む次の形式をとります。  

1) 【不定詞 ＋ コピュラ動詞 ہوڻا 】 

 予定「…することになっている」 義務「…しなければならない」 

2) 【不定詞 ＋ چاہیدا ＋ コピュラ動詞 ہوڻا 】 

 必要・義務「…すべきだ」「…しなければならない」 

3) 【不定詞 ＋ پیڻا 】 

 強制「…しなければならない」「…せざるをえない」 

1) では，意味上の主語の「人」は能格形になります。３人称の場合は後置詞 نے 
を伴うこともあります。  
2), 3) では，意味上の主語の「人」は後置詞 نوں を伴う形になります。  
 不定詞が他動詞で後置詞を伴わない目的語［主格］が先行する場合，不定詞

と 2) پیڻا (3 ， چاہیدا はその目的語の性・数に応じて ā 語尾の形容詞と同じ語

尾変化をします。不定詞が自動詞であったり，また他動詞であっても目的語［主

格］が先行しない場合は，すべて男性・単数形になります。  
2) では，コピュラ動詞の部分は３人称の単数か複数になります。現在形の اے 
（３人称・単数）， نیں （３人称・複数）が過去形の سی （３人称・単数）， 
になると，「…すべきだった」「…しなければならなかっ（３人称・複数） سن

た」という意味になります。不定詞の代わりに名詞・代名詞がくると「…が必

要だ」「…が欲しい」という意味になります。  
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【例文】 1) 予定・義務の表現  

(1) ਹੁਣ ਮ ਜਾਣਾ ਹੈ । 

 huṇ mɛ ̃jaṇ̄a ̄e  

 フン マェーン ジャーナー エー 

 もう私は行かなければなりません。 

(2) ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲੱ ਕਰਨੀ ਹੈ । 

 mɛ ̃tuaḍ̀̄e nāl ikk gall karnī e  

 マェーン トゥアーデー ナール イック ガッル カルニー エー

 私はあなたとある話をしなければなりません。 

(3) ਤੁਸਾਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ । 
 tusa ̄dū̃ r jāṇā e  

 トゥサーン ドゥール ジャーナー エー 

 あなたは遠くに行かねばなりません。 

(4) ਉਸ ਨੇ ਆ ਉਣਾ ਹੈ । 

 us ne āuṇā e  

 ウス ネー アーウナー エー 

 あの人は来なければなりません。 

(5) ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ? 

 is ne kī karnā e  

 イス ネー キー カルナー エー 

 この人は何をしなければなりませんか？ 

(6) ਅਸਾਂ ਦਵਾ ਈਆ ਲੈਣੀਆ ਹਨ ਂ ਂ । 

 asa ̄dawaīā ̄̃ ̃ lɛṇiā ̃̄han  

 アサーン ダワーイーアーン ラェーニーアーン ハン 

 私たちは薬を飲まなければなりません。 
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【例文】 1) 予定・義務の表現  

 ☊ DISC-1:Track86  

 ہڻ میں جاڻا اے۔ (1)
 huṇ mɛ ̃jaṇ̄a ̄e  

 フン マェーン ジャーナー エー 

 もう私は行かなければなりません。 

نی اے۔میں تہاڈے نال اک گل کر (2)  

 mɛ ̃tuaḍ̀̄e nāl ikk gall karnī e  

 マェーン トゥアーデー ナール イック ガッル カルニー エー

 私はあなたとある話をしなければなりません。 

 تساں دور جاڻا اے۔ (3)
 tusa ̄dū̃ r jāṇā e  

 トゥサーン ドゥール ジャーナー エー 

 あなたは遠くに行かねばなりません。 

ٓاوس نے اؤڻا اے۔ (4)  

 os ne āuṇā e  

 オース ネー アーウナー エー 

 あの人は来なければなりません。 

 ایس نے کیہہ کرنا اے؟ (5)
 es ne kī karnā e  

 エース ネー キー カルナー エー 

 この人は何をしなければなりませんか？ 

 اساں دوائیاں لیڻیاں نیں۔ (6)
 asa ̄dawaīā ̄̃ ̃ lɛṇiā ̃̄ne  

 アサーン ダワーイーアーン ラェーニーアーン ネー 

 私たちは薬を飲まなければなりません。 
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【例文】 2) 必要・義務の表現  

(1) ਸਾਨੂੰ  ਪੰਜਾਬੀ ਿਸੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

 san̄ū pañjab̄i ̄̃ sikkʰaṇi ̄caīd̄i ̄́ e  

 サーヌーン パンジャービー スィッカニー チャーイーディー エー 

 私たちはパンジャービー語を学ぶべきです。 

(2) ਤੁਹਾਨੂੰ  ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾ ਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

 tuan̄ū ̀ ̃ har roz naūṇa ̄caīd̄a ̄̀ ́ e  

 トゥアーヌーン ハル ローズ ナーウナー チャーイーダー エー 

 あなたは毎日水浴びをするべきです。 

(3) ਹੱਥ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । 
 hattʰ wī sāf rakkʰaṇe caī ̄́ de han  

 ハット ウィー サーフ ラッカネー チャーイーデー ハン 

 両手もきれいにしておくべきです。 

(4) ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

 tuan̄ū sacci ̄̀ ̃ gall kɛṇ́i ̄caīd̄i ̄́ e  

 トゥアーヌーン サッチー ガッル カェーニー チャーイーディー エー 

 あなたは本当のことを言うべきです。 

(5) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਹਰੋ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । 

 óna ̄nū ̃ ̃ hor ménat karni ̄caīd̄i ̄si ̄́  

 オーナーン ヌーン ホール メーナト カルニー チャーイーディー スィー

 あの人たち（あの方）はもっと努力すべきでした。 

(6) ਮੈਨੂੰ  ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । 

 mɛnū ̃ uttʰe naí ̄jaṇ̄a ̄caīd̄a ̄si ̄̃ ́  

 マェーヌーン ウッテー ナイーン ジャーナー チャーイーダー スィー 

 私はそこに行くべきではありませんでした。 
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【例文】 2) 必要・義務の表現  

 ☊ DISC-1:Track87  

 سانوں پنجابی سکھڻی چاہیدی اے۔ (1)

 san̄ū pañjab̄i ̄̃ sikkʰaṇi ̄caīd̄i ̄́ e  

 サーヌーン パンジャービー スィッカニー チャーイーディー エー 

 私たちはパンジャービー語を学ぶべきです。 

  چاہیدا اے۔تہانوں ہر روز نہاوڻا (2)

 tuan̄ū ̀ ̃ har roz naūṇa ̄caīd̄a ̄̀ ́ e  

 トゥアーヌーン ハル ローズ ナーウナー チャーイーダー エー 

 あなたは毎日水浴びをするべきです。 

 ہتھ وی صاف رکھڻے چاہیدے نیں۔ (3)
 hattʰ wī sāf rakkʰaṇe caī ̄́ de ne  

 ハット ウィー サーフ ラッカネー チャーイーデー ネー 

 両手もきれいにしておくべきです。 

  چاہیدی اے۔تہانوں سچی گل کہڻی (4)

 tuan̄ū sacci ̄̀ ̃ gall kɛṇ́i ̄caīd̄i ̄́ e  

 トゥアーヌーン サッチー ガッル カェーニー チャーイーディー エー 

 あなたは本当のことを言うべきです。 

 اوہناں نوں ہور محنت کرنی چاہیدی سی۔ (5)
 óna ̄nū ̃ ̃ hor ménat karni ̄caīd̄i ̄si ̄́  

 オーナーン ヌーン ホール メーナト カルニー チャーイーディー スィー

 あの人たち（あの方）はもっと努力すべきでした。 

 مینوں اوتھے نہیں جاڻا چاہیدا سی۔ (6)
 mɛnū ̃ ottʰe naí ̄jaṇ̄a ̄caīd̄a ̄si ̄̃ ́  

 マェーヌーン オーッテー ナイーン ジャーナー チャーイーダー スィー 

 私はそこに行くべきではありませんでした。 
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(7) ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 

 tuan̄ū ki ̄caīd̄a ̄̀ ̃ ́ e  

 トゥアーヌーン キー チャーイーダー エー 

 あなたは何が欲しいですか？ 

(8) ਮੈਨੂੰ  ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ । 

 mɛnū kú̃ j naí ̄caīd̄a ̄̃ ́  

 マェーヌーン クジュ ナイーン チャーイーダー 

 私は何も欲しくありません。 

(9) ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਤਹੁਾਡੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 
 eńa ̄nū tuaḍ̄i ̄̃ ̃ ̀ madad caīd̄i ̄́ e  

 エーナーン ヌーン トゥアーディー マダド チャーイーディー エー 

 この人たち（この方）はあなたの援助を必要としています。

 
【例文】 3) 強制の表現  

(1) ਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਕੰਨੇ ਵੱਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪਦਾ ਹੈ ? 

 tuan̄ū ̀ ̃ kinne wajje daftar jāṇā pɛd̃a ̄e  

 トゥアーヌーン キンネー ワッジェー ダフタル ジャーナー パェーンダー エー 

 あなたは何時に事務所に行かねばなりませんか？ 

(2) ਤੈਨੂੰ  ਧੋਬੀ ਪਾਸ ਕੱਪੜੇ ਿਲਆ ਉਣੇ ਪੈਣਗੇ । 

 tɛnū tòbi ̄pas̄õ kappar ̣̃ e liāuṇe pɛṇge  

 タェーヌーン トービー パーソーン カッパレー リアーウネー パェーンゲー 

 おまえは洗濯屋から衣服を持って来なければならないでしょう。 

(3) ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ  ਿਪੰਡ ਿਪੰਡ ਿਫਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ । 

 mahātmā ga ̄̃d́i ̄nū piṇḍ piṇḍ ̃ pʰirnā piā sī  

 マハートマー ガーンディー ヌーン ピンド ピンド ピルナー ピアー スィー 

 マハートマー・ガーンディーは村から村へと巡らなければなりませんでした。 
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 تہانوں کیہہ چاہیدا اے؟ (7)
 tuan̄ū ki ̄caīd̄a ̄̀ ̃ ́ e  

 トゥアーヌーン キー チャーイーダー エー 

 あなたは何が欲しいですか？ 

 مینوں کجھ نہیں چاہیدا۔ (8)
 mɛnū kú̃ j naí ̄caīd̄a ̄̃ ́  

 マェーヌーン クジュ ナイーン チャーイーダー 

 私は何も欲しくありません。 

 ایہناں نوں تہاڈی مدد چاہیدی اے۔ (9)
 eńa ̃̄nū tuaḍ̄i ̄̃ ̀ madad caīd̄i ̄́ e  

 エーナーン ヌーン トゥアーディー マダド チャーイーディー エー 

 この人たち（この方）はあなたの援助を必要としています。

 
【例文】 3) 強制の表現  

 ☊ DISC-1:Track88  

 تہانوں کنے وجے دفتر جاڻا پیندا اے؟ (1)
 tuan̄ū ̀ ̃ kinne wajje daftar jāṇā pɛd̃a ̄e  

 トゥアーヌーン キンネー ワッジェー ダフタル ジャーナー パェーンダー エー 

 あなたは何時に事務所に行かねばなりませんか？ 

 تینوں دھوبی پاسوں کپڑے لیاوڻے پیڻ گے۔ (2)
 tɛnū tòbi ̄pas̄õ kappar ̣̃ e liāuṇe pɛṇge  

 タェーヌーン トービー パーソーン カッパレー リアーウネー パェーンゲー 

 おまえは洗濯屋から衣服を持って来なければならないでしょう。 

 مہاتما گاندھی نوں پنڈ پنڈ پھرنا پیا سی۔ (3)
 mahātmā ga ̄̃d́i ̄nū piṇḍ piṇḍ ̃ pʰirnā piā sī  

 マハートマー ガーンディー ヌーン ピンド ピンド ピルナー ピアー スィー 

 マハートマー・ガーンディーは村から村へと巡らなければなりませんでした。 
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6.2.12. 受動表現  
 受動表現は【完了分詞 ＋ ਜਾਣਾ 】の形式で，「…される」の意味となります。

完了分詞は主語の性・数に応じて，語尾の母音が，男性・単数 iā （ ਇਆ ， 
ਿ◌ਆ ），男性・複数 e （ ਏ ， ◌ੇ ），女性・単数 ī （ ਈ ， ◌ੀ ），女性・

複数 iā ̃̄（ ਈਆਂ ， ◌ੀਆਂ ）と変化します。 ਜਾਣਾ も主語に応じて活用変化し

ます。  
 動作主を示す場合は ਦੁਆਰਾ ， ਵਲ ， ਨਾਲ などを伴った形にします。動作

の受け手である主語は，後置詞 ਨੂੰ  を伴った形になることもあります。  動作

主の内的要因から「どうしても～できない」「とても～できない」という意味

の否定文の場合も受動態が用いられます。このときの動作主は ਤ または ਕੋਲ 
を伴います。 
  
【例文】 受動表現  

(1) ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾ ਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
 ittʰe pañjab̄i ̄parạī ̄jad̄i ̄̀ ̃ e  

 イッテー パンジャービー パラーイー ジャーンディー エー 

 ここではパンジャービー語が教えられています。 

(2) ਜਪਾਨ ਿਵੱਚ ਜਪਾਨੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

 japān wicc japan̄i ̄boli ̄jad̄i ̄̃ e  

 ジャパーン ウィッチュ ジャパーニー ボーリー ジャーンディー エー 

 日本では日本語が話されています。 

(3) ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 
 widesá ̃̄wicc har cīz xarīdī jā sakdī e  

 ウィデーシャーン ウィッチュ ハル チーズ カリーディー ジャー サクディー エー

 外国ではあらゆる品物が購入できます。 

(4) ਮ ਕਮਰੇ ਤ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ । 

 mɛ ̃kamre tõ káḍḍ dittā giā  

 マェーン カムレー トーン カッド ディッター ギアー 

 私は部屋から追い出されました。 
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6.2.12. 受動表現  

 ☊ DISC-1:Track89  
 受動表現は【完了分詞 ＋ جاڻا 】の形式で，「…される」の意味となります。

完了分詞は主語の性・数に応じて，語尾の母音が，男性・単数 iā （ ئیا ， یا ），

男性・複数 e （ ئے ， ے ），女性・単数 ī （ ئی ， ی ），女性・複数 iā ̃̄（ یاں ， 
  。も主語に応じて活用変化します جاڻا 。と変化します（ ئیاں
 動作主を示す場合は نالوں ， ولوں ， دوارا などを伴った形にします。動作の

受け手である主語は，後置詞 نوں を伴った形になることもあります。  動作主

の内的要因から「どうしても～できない」「とても～できない」という意味の

否定文の場合も受動態が用いられます。このときの動作主は توں または کولوں 
を伴います。  

 
【例文】 受動表現  

 ایتھے پنجابی پڑھائی جاندی اے۔ (1)
 ettʰe pañjab̄i ̄parạī ̄jad̄i ̄̀ ̃ e  

 エーッテー パンジャービー パラーイー ジャーンディー エー 

 ここではパンジャービー語が教えられています。 

 جپان وچ جپانی بولی جاندی اے۔ (2)

 japān wicc japan̄i ̄boli ̄jad̄i ̄̃ e  

 ジャパーン ウィッチュ ジャパーニー ボーリー ジャーンディー エー 

 日本では日本語が話されています。 

وچ ہر چیز خریدی جا سکدی اے۔] ِبدیشاں[پردیس  (3)  

 pardes [bidesá ̄]̃ wicc har cīz xarīdī jā sakdī e  

 パルデース [ビデーシャーン] ウィッチュ ハル チーズ カリーディー ジャー サクディー エー 

 外国ではあらゆる品物が購入できます。 

 میں کمرے توں کڈھ دتا گیا۔ (4)
 mɛ ̃kamre tõ káḍḍ dittā giā  

 マェーン カムレー トーン カッド ディッター ギアー 

 私は部屋から追い出されました。 
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(5) ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ । 

 ikk parwāsī duārā dān dittā giā  

 イック パルワースィー ドゥアーラー ダーン ディッター ギアー 

 ある国外移住者によって寄付がなされました。 

(6) ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਵਲ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ । 

 asi ̄dusḿana ̄walõ ma ̄̃ ̃ re jaw̄a ̄g̃e  

 アスィーン ドゥシュマナーン ワローン マーレー ジャーワーンゲー 

 私たちは敵に殺されてしまうでしょう。 

(7) ਤੁਹਾਨੂੰ  ਡਾਢੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ । 
 tuan̄ū ḍaḍ̄i ̄saza ̄ditti ̄jaēgi ̄̀ ̃ ́  

 トゥアーヌーン ダーディー サザー ディッティー ジャーエーギー 

 あなたは厳罰に処せられるでしょう。 

(8) ਕੈਦੀ ਨੂੰ  ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ । 

 kɛdi ̄nū saṅgala ̄na ̄̃ ̃ l jakaṛ dittā giā  

 カェーディー ヌーン サンガラーン ナール ジャカル ディッター ギアー

 囚人は鎖できつく縛られました。 

(9) ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ  ਸਫ਼ੈਦੀ ਕਰਾ ਈ ਗ ਈ । 

 sāre kàr nū ̃ safɛdī karāī gaī  

 サーレー カル ヌーン サファェーディー カラーイー ガイー 

 家全体に水漆喰の上塗りが施されました。 

(10) ਇਹ ਮੈਥ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । 

 é mɛtʰõ kʰad̄a ̄naí ̄jad̄a ̄́ ̃ ̃  

 エー マェートーン カーダー ナイーン ジャーンダー 

 これは私にはとても食べられません。 

(11) ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । 

 mere kolõ é kamm naí ̄kit̄a ̄jad̄a ̄̃ ̃  

 メーレー コーローン エー カンム ナイーン キーター ジャーンダー 

 私にはこの仕事はどうしてもできません。 
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دتا گیا۔] پرواسی دوارا دان[اک پردیسی دے ہتھوں چندہ  (5)  

 ikk pardesī de hattʰõ candā [parwāsī duārā dān] dittā giā  

 
イック パルデースィー デー ハットーン チャンダー [パルワースィー ドゥアーラー ダーン] ディッター 

ギアー 

 ある国外移住者によって寄付がなされました。 

 اسیں دشمناں ولوں مارے جاواں گے۔ (6)
 asi ̄dusḿana ̄walõ ma ̄̃ ̃ re jaw̄a ̄g̃e  

 アスィーン ドゥシュマナーン ワローン マーレー ジャーワーンゲー 

 私たちは敵に殺されてしまうでしょう。 

سزا دتی جائے گی۔تہانوں ڈھاڈھی  (7)  

 tuan̄ū ḍaḍ̄i ̄saza ̄ditti ̄jaēgi ̄̀ ̃ ́  

 トゥアーヌーン ダーディー サザー ディッティー ジャーエーギー 

 あなたは厳罰に処せられるでしょう。 

 قیدی نوں سنگلاں نال جکڑ دتا گیا۔ (8)
 kɛdi ̄nū saṅgala ̄na ̄̃ ̃ l jakaṛ dittā giā  

 カェーディー ヌーン サンガラーン ナール ジャカル ディッター ギアー 

 囚人は鎖できつく縛られました。 

 سارے گھر نوں سفیدی کرائی گئی۔ (9)

 sāre kàr nū ̃ safɛdī karāī gaī  

 サーレー カル ヌーン サファェーディー カラーイー ガイー 

 家全体に水漆喰の上塗りが施されました。 

 ایہہ میتھوں کھاہدا نہیں جاندا۔ (10)
 é mɛtʰõ kʰad̄a ̄naí ̄jad̄a ̄́ ̃ ̃  

 エー マェートーン カーダー ナイーン ジャーンダー 

 これは私にはとても食べられません。 

 میرے کولوں ایہہ کم نہیں کیتا جاندا۔ (11)
 mere kolõ é kamm naí ̄kit̄a ̄jad̄a ̄̃ ̃  

 メーレー コーローン エー カンム ナイーン キーター ジャーンダー 

 私にはこの仕事はどうしてもできません。 
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6.2.13. 条件・仮定の表現  
 
1) 条件文は【 ਜ ੇ または ਜੇਕਰ Ａ ਤਾਂ Ｂ】の形式で，「もしＡならばＢ」の意

味となります。 ਜ ੇ は省略できます。【 ਜੇ Ａ】が条件節（従属節）で【 ਤਾਂ Ｂ】

が帰結節（主節）です。条件節では現在形，未来形，不確定未来形，完了形

などを用います。 
2) 非現実の仮定では，条件節も帰結節も未完了分詞を用います。 
3) 条件節の部分を，文頭に間投詞 ਕਾਸ਼ 「ああ」「どうか」「願わくば」を用

いて独立させると，「ああ…ならいいのに」「どうか…であってくれればい

いのに」「願わくば…でありますように」という文になります。  
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6.2.13. 条件・仮定の表現  
 
1) 条件文は【 جے または جے کر Ａ تاں Ｂ】の形式で，「もしＡならばＢ」の

意味となります。 جے は省略できます。【 جے Ａ】が条件節（従属節）で【 تاں 
Ｂ】が帰結節（主節）です。条件節では現在形，未来形，不確定未来形，完

了形などを用います。  
2) 非現実の仮定では，条件節も帰結節も未完了分詞を用います。 
3) 条件節の部分を，文頭に間投詞 کاش 「ああ」「どうか」「願わくば」を用

いて独立させると，「ああ…ならいいのに」「どうか…であってくれればい

いのに」「願わくば…でありますように」という文になります。  
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【例文】 1) 条件文  

(1) ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੇਟ ਸਕਦੇ ਹੋ । 

 je tusi ̄letṇ̣a ̄caȭ̃ ́ de o ta ̄let ̣̃ sakde o  

 ジェー トゥスィーン レートナー チャーオーンデー オー ターン レート サクデー オー 

 もしあなたが横になりたければ，横になってもいいですよ。 

(2) ਜੇ ਬੱਸ ਨਾ ਿਮਲੇ ਤਾਂ ਮ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ? 

 je bass nā mile ta ̃̄mɛ ̃tɛ̣ksī te cala ̄jaw̄a ̃̄ 

 ジェー バッス ナー ミレー ターン マェーン タェークスィー テー チャラー ジャーワーン 

 もしバスに乗れなければ，私はタクシーで行きましょうか？ 

(3) ਜੇ ਦਾਤਣ ਜਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਬਦਬੂ ਆ ਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
 je dat̄aṇ ja ̄buras ́̃ roz nā karīe ta ̄mū wiccõ badbū aūṇ ̃ ̃́ lagg jad̄i ̄̃ e  

 
ジェー ダータン ジャーン ブラシュ ローズ ナー カリーエー ターン ムーン ウィッチョーン バドブー ア

ーウン ラッグ ジャーンディー エー 

 もし歯磨きを毎日しなければ口から悪臭が出始めてしまいます。 

(4) ਜੇਕਰ ਮ ਪਿਹਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਿਰਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ  ਘੜੀ ਇਨਾਮ ਦੇਣਗ ੇ। 

 jekar mɛ ̃pɛĺe darje te riá ̄ta ̃̄mere pitā jī mɛnū kar̀ị ̄ina ̄̃ m deṇge  

 
ジェーカル マェーン パェーレー ダルジェー テー リアー ターン メーレー ピター ジー マェーヌーン カ

リー イナーム デーンゲー 

 もし一位になったら，お父さんは私にご褒美として時計をくれるでしょう。 

(5) ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ ਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ  ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ? 

 jekar tuan̄ū ̀ ̃ kade zarūrat pai ̄ta ̄tusi ̄̃ ̃ kade kurị ̄nū ̃ god lɛṇa ̄ca ̄óge  

 
ジェー トゥアーヌーン カデー ザルーラト パイー ターン トゥスィーン カデー クリー ヌーン ゴード ラ

ェーナー チャーオーゲー 

 
もしあなたにとっていつか必要になったら，あなたはいつか誰か女の子を養女にしたいと思

うでしょうか？ 
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【例文】 1) 条件文  

 ☊ DISC-1:Track90  

 جے تسیں لیٹڻا چاہندے او تاں لیٹ سکدے او۔ (1)

 je tusi ̄letṇ̣a ̄caȭ̃ ́ de o ta ̄let ̣̃ sakde o  

 ジェー トゥスィーン レートナー チャーオーンデー オー ターン レート サクデー オー 

 もしあなたが横になりたければ，横になってもいいですよ。 

 جے بس نہ ملے تاں میں ٹیکسی تے چلا جاواں؟ (2)

 je bass nā mile ta ̃̄mɛ ̃tɛ̣ksī te cala ̄jaw̄a ̃̄ 

 ジェー バッス ナー ミレー ターン マェーン タェークスィー テー チャラー ジャーワーン 

 もしバスに乗れなければ，私はタクシーで行きましょうか？ 

ٓجے داتڻ جاں برش روز نہ کریئے تاں مونہ وچوں بدبو اوڻ لگ جاندی اے۔ (3)  

 je dat̄aṇ ja ̄buras ́̃ roz nā karīe ta ̄mū wiccõ badbū aūṇ ̃ ̃́ lagg jad̄i ̄̃ e  

 
ジェー ダータン ジャーン ブラシュ ローズ ナー カリーエー ターン ムーン ウィッチョーン バドブー ア

ーウン ラッグ ジャーンディー エー 

 もし歯磨きを毎日しなければ口から悪臭が出始めてしまいます。 

گے۔ جے کر میں پہلے درجے تے رہیا تاں میرے پتا جی مینوں گھڑی انعام دیڻ (4)
 jekar mɛ ̃pɛĺe darje te riá ̄ta ̃̄mere pitā jī mɛnū kar̀ị ̄ina ̄̃ m deṇge  

 
ジェーカル マェーン パェーレー ダルジェー テー リアー ターン メーレー ピター ジー マェーヌーン カ

リー イナーム デーンゲー 

 もし一位になったら，お父さんは私にご褒美として時計をくれるでしょう。 

گے؟ جے کر تہانوں کدے ضرورت پئی تاں تسیں کدے کسے کڑی نوں گود لیڻا چاہو (5)
 jekar tuan̄ū ̀ ̃ kade zarūrat pai ̄ta ̄tusi ̄̃ ̃ kade kurị ̄nū ̃ god lɛṇa ̄ca ̄óge  

 
ジェーカル トゥアーヌーン カデー ザルーラト パイー ターン トゥスィーン カデー クリー ヌーン ゴード

ラェーナー チャーオーゲー 

 
もしあなたにとっていつか必要になったら，あなたはいつか誰か女の子を養女にしたいと思

うでしょうか？ 
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【例文】 2) 非現実の仮定  

(1) ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ  ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਿਮਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਦਾ ਂ । 

 jekar mɛnū e ́samac̄a ̄̃ r mil jad̄a ̄ta ̄̃ ̃ mɛ ̃tuaḍ̀̄e kol nā āõdā  

 
ジェーカル マェーヌーン エー サマーチャール ミル ジャーンダー ターン マェーン トゥアーデー コール 

ナー アーオーンダー 

 もしこの知らせを受け取っていたら，私はあなたのところに来なかったのに。 

 
【例文】 3) ਕਾਸ਼ で始まる文  

(1) ਕਾਸ਼ ! ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਹੋਣ । 

 kāś sāḍe sakūl wī amrīkā warge hoṇ  

 カーシュ サーデー サクール ウィー アムリーカー ワルゲー ホーン 

 ああ！ 私たちの学校もアメリカの学校と同じようになればいいのに。 

(2) ਕਾਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਿਕਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ । 
 kāś ó wī kise mantrī de riśtedār hunde  

 カーシュ オー ウィー キセー マントリー デー リシュテーダール フンデー 

 どうか彼らも誰か大臣の親戚であってくれればいいのに。 
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【例文】 2) 非現実の仮定  

 ☊ DISC-1:Track91  

۔ٓاوندا تاں میں تہاڈے کول نہ] جاندا [ مل جاندی ] سماچار[جے کر مینوں ایہہ خبر  (1)
 jekar mɛnū e ́̃ xabar [samācār] mil jad̄i ̄̃ [jad̄a ̄̃ ] ta ̃̄mɛ ̃tuaḍ̀̄e kol nā āõdā  

 
ジェーカル マェーヌーン エー カバル [サマーチャール] ミルジャーンディー [ジャーンダー] ターン マェー

ン トゥアーデー コール ナー アーオーンダー 

 もしこの知らせを受け取っていたら，私はあなたのところに来なかったのに。 

 
【例文】 3) کاش で始まる文  

ی امریکا ورگے ہوڻ۔ساڈے سکول و! کاش (1)  

 kāś sāḍe sakūl wī amrīkā warge hoṇ  

 カーシュ サーデー サクール ウィー アムリーカー ワルゲー ホーン 

 ああ！ 私たちの学校もアメリカの学校と同じようになればいいのに。 

دے رشتیدار ہندے۔] منتری[کاش اوہ وی کسے وزیر  (2)  

 kāś ó wī kise wazīr [mantrī] de riśtedār hunde  

 カーシュ オー ウィー キセー ワズィール [マントリー] デー リシュテーダール フンデー 

 どうか彼らも誰か大臣の親戚であってくれればいいのに。 
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7. 後置詞  
 日本語の格助詞，英語の前置詞に相当する役割を果たすのが後置詞です。名

前の通り後置詞は名詞や名詞に相当する語句の後ろにきます。よく使われる後

置詞の例をいくつかあげます。  
 
7.1. 後置詞 ਦਾ  
 後置詞 ਦਾ は，英語の前置詞の of に相当し，直前の名詞・代名詞・不定詞

［いずれも後置格］と併せて修飾語句「…の」を作ります。その際，被修飾語

の格・性・数に応じて ā 語尾の形容詞と同じ変化をします。【代名詞 ＋ 後置

詞 ਦਾ 】は属格とも呼ばれます。１人称と２人称では ਦਾ 語尾とは異なる融合

形になります。「 5.3. 人称代名詞の変化」に示してあります。  
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7. 後置詞  
 日本語の格助詞，英語の前置詞に相当する役割を果たすのが後置詞です。名

前の通り後置詞は名詞や名詞に相当する語句の後ろにきます。よく使われる後

置詞の例をいくつかあげます。  
 
7.1. 後置詞 دا  
 後置詞 دا は，英語の前置詞の of に相当し，直前の名詞・代名詞・不定詞［い

ずれも後置格］と併せて修飾語句「…の」を作ります。その際，被修飾語の格・

性・数に応じて ā 語尾の形容詞と同じ変化をします。【代名詞 ＋ 後置詞 دا 】
は属格とも呼ばれます。１人称と２人称では دا 語尾とは異なる融合形になりま

す。「 5.3. 人称代名詞の変化」に示してあります。  
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主格  

性  単数  複数 

男性  ਦਾ = ā  ਦੇ = e  

  dā   de  

  ダー  デー 

女性  ਦੀ = ī   ਦੀਆ ਂ = iā ̃̄

  dī   diā ̃̄ 

  ディー  ディーアーン 

 
後置格  

性  単数  複数 

男性  ਦੇ = e  ਿਦਆ ਂ = ia ̃̄

  de   dia ̄ ̃  

  デー  ディアーン 

女性  ਦੀ = ī  ਦੀਆ ਂ = iā ̃̄

  dī   diā ̃̄ 

  ディー  ディーアーン 
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 ☊ DISC-2:Track01  

主格  

性  単数  複数 

男性  دا = ā   دے = e  

  dā   de  

  ダー  デー 

女性  دی = ī  دیاں = iā ̃̄

  dī   diā ̃̄ 

  ディー  ディーアーン 

 
後置格  

性  単数  複数 

男性  دے = e  دیاں = ia ̃̄

  de   dia ̃̄ 

  デー  ディアーン 

女性  دی = ī   دیاں = iā ̃̄

  dī   diā ̃̄ 

  ディー  ディーアーン 
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【例文】 後置詞 ਦਾ  

(1) ਹੋਲੀ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ । 

 holī dā din sī  

 ホーリー ダー ディン スィー 

 ホーリー祭の日でした。 

(2) ਇਹ ਿਕਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ? 

 é kis dā kàr e  

 エー キス ダー カル エー 

 これは誰の家ですか？ 

(3) ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ । 
 é mere makān de darwāze han  

 エー メーレー マカーン デー ダルワーゼー ハン 

 これらは私の家のドアです。 

(4) ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ । 

 é māsṭar jī dī kursī e  

 エー マースタル ジー ディー クルスィー エー 

 これは先生の椅子です。 

(5) ਿਬੱਲੀ ਦੀਆ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਬੜੀਆ ਿਤੱਖੀਂ ਂ ਆ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਂ ਂ । 

 billi ̄diā ̃̄nɔ̃d́ara ̄barịā ̄̃ ̃ tikkʰiā ̄hundiā ̄̃ ̃ han  

 ビッリー ディーアーン ナォーンダラーン バリーアーン ティッキーアーン フンディーアーン ハン 

 猫のかぎ爪はとても鋭いものです。 

(6) ਘੁੱਗੀ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਿਨੱਕੀਆਂ ਂ-ਿਨੱਕੀਆ ਤੇ ਗੋਲਂ -ਗੋਲ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਂ । 

 kùggi ̄diā ̃̄akkʰa ̄nikkiā ̄̃ -̃nikkiā ̄ ̃te gol-gol hundiā ̃̄han  

 クッギー ディーアーン アッカーン ニッキーアーンニッキーアーン テー ゴールゴール フンディーアーン ハン

 鳩の目は小さくて真ん丸なのです。 
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【例文】 後置詞 دا  

 ☊ DISC-2:Track02  

 ہولی دا دن سی۔ (1)
 holī dā din sī  

 ホーリー ダー ディン スィー 

 ホーリー祭の日でした。 

 ایہہ کس دا گھر اے؟ (2)
 é kis dā kàr e  

 エー キス ダー カル エー 

 これは誰の家ですか？ 

 ایہہ میرے مکان دے دروازے نیں۔ (3)
 é mere makān de darwāze ne  

 エー メーレー マカーン デー ダルワーゼー ネー 

 これらは私の家のドアです。 

 ایہہ ماسٹر جی دی کرسی اے۔ (4)
 é māsṭar jī dī kursī e  

 エー マースタル ジー ディー クルスィー エー 

 これは先生の机です。 

ں نہندراں بڑیاں تکھیاں ہندیاں نیں۔بلی دیا (5)  

 billi ̄diā ̃̄nɔ̃d́ara ̄barịā ̄̃ ̃ tikkʰiā ̄hundiā ̄̃ ̃ ne  

 ビッリー ディーアーン ナォーンダラーン バリーアーン ティッキーアーン フンディーアーン ネー 

 猫のかぎ爪はとても鋭いものです。 

 گھگی دیاں اکھاں نکیاں نکیاں تے گول گول ہندیاں نیں۔ (6)
 kùggi ̄diā ̃̄akkʰa ̄nikkiā ̄̃ -̃nikkiā ̃̄te gol-gol hundiā ̃̄ne  

 クッギー ディーアーン アッカーン ニッキーアーンニッキーアーン テー ゴールゴール フンディーアーン ネー

 鳩の目は小さくて真ん丸なのです。 
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 (7) ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਵੱਜੀ । 

 sajji ̄ba ̄paṇ̄i ̄̃́ de galās nāl wajjī  

 サッジー バーン パーニー デー ガラース ナール ワッジー 

 右の腕が水の入ったコップにぶつかりました。 

(8) ਲੋਕਾਂ ਿਦਆ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਰ੍ਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਂ  ? 

 loka ̄dia ̄dila ̄wiccõ ̃ ̃ ̃ ikk dūsre pratī nafarat kis taŕa ̃̄xatam kītī jāe  

 
ローカーン ディアーン ディラーン ウィッチョーン イック ドゥースレー プラティー ナファラト キス タ

ラーン カタム キーティー ジャーエー 

 人々の心の中の相互の憎しみをどのように終わらせたらいいのでしょうか？ 

(9) ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਉੱਤੇ ਬੁਲਬੁਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ । 
 ikk rukkʰ di ̄tạṇ̄i ̄́ utte bulbul bɛṭʰī hoī e  

 イック ルック ディー ターニー ウッテー ブルブル バェーティー ホーイー エー 

 １本の木の小枝にブルブル鳥がとまっていました 

(10) ਦਾਦੀ ਅੰਮਾਂ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਂ । 

 dad̄i ̄amma ̃̄diā ̃̄akkʰa ̃̄wicc háñjū ā gae  

 ダーディー アンマーン ディーアーン アッカーン ウィッチュ ハンジュー アー ガエー 

 おばあちゃんの目に涙が出てきました。 

(11) ਕੀ ਇਹ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ? 

 kī é pīṇ dā pāṇī e  

 キー エー ピーン ダー パーニー エー 

 これは飲料水ですか？ 

(12) ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮਸ਼ੁੱਰਫ਼ ਨੂੰ  ਆਗਰਾ ਆ ਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ । 

 asi ̃̄janral parwez muśarraf nū aḡra ̄aūṇ da ̄sadda ̄ditta ̄̃  

 
アスィーン ジャンラル パルウェーズ ムシャッラフ ヌーン アーグラー アーウン ダー サッダー ディッタ

ー 

 私たちはパルウェーズ・ムシャッラフ将軍をアーグラーに招待しました。 
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 سجی بانہہ پاڻی دے گلاس نال وجی۔ (7)

 sajji ̄ba ̄paṇ̄i ̄̃́ de galās nāl wajjī  

 サッジー バーン パーニー デー ガラース ナール ワッジー 

 右の腕が水の入ったコップにぶつかりました。 

جائے؟ نفرت کس طرحاں ختم کیتی] پرتی[لوکاں دیاں دلاں وچوں اک دوسرے نال  (8)
 loka ̄dia ̄dila ̄wiccõ ̃ ̃ ̃ ikk dūsre nāl [pratī] nafarat kis taŕa ̃̄xatam kītī jāe  

 
ローカーン ディアーン ディラーン ウィッチョーン イック ドゥースレー プラティー ナファラト キス タ

ラーン カタム キーティー ジャーエー 

 人々の心の中の相互の憎しみをどのように終わらせたらいいのでしょうか？ 

 اک رکھ دی ٹاہڻی اتے بلبل بیٹھی ہوئی اے۔ (9)
 ikk rukkʰ di ̄tạṇ̄i ̄́ utte bulbul bɛṭʰī hoī e  

 イック ルック ディー ターニー ウッテー ブルブル バェーティー ホーイー エー 

 １本の木の小枝にブルブル鳥がとまっていました 

ٓا گئے۔] ہنجو[اماں دیاں اکھاں وچ اتھرو دادی  (10)  

 dad̄i ̄amma ̄diā ̄̃ ̃ akkʰa ̃̄wicc atʰrū [háñjū] ā gae  

 ダーディー アンマーン ディーアーン アッカーン ウィッチュ アトゥルー ［ハンジュー］ アー ガエー 

 おばあちゃんの目に涙が出てきました。 

 کیہہ ایہہ پیڻ دا پاڻی اے؟ (11)
 kī é pīṇ dā pāṇī e  

 キー エー ピーン ダー パーニー エー 

 これは飲料水ですか？ 

ٓاسیں جنرل پرویز مشرف نوں اگرہ اؤڻ دا سدا دتا۔ (12) ٓ  

 asi ̃̄janral parwez muśarraf nū aḡra ̄aūṇ da ̄sadda ̄ditta ̄̃  

 
アスィーン ジャンラル パルウェーズ ムシャッラフ ヌーン アーグラー アーウン ダー サッダー ディッタ

ー 

 私たちはパルウェーズ・ムシャッラフ将軍をアーグラーに招待しました。 
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7.2. 後置詞 ਨੂੰ   
 後置詞 ਨੂੰ  は，主に英語の前置詞の to 「…に」や for 「…にとって」に相当

します。  
 
1) 対象・相手にあたるものに付加し，「…を」「…に」と目的語であることを

明確にします。  
 他動詞の目的語「…を」は，人であれば【目的語［後置格］ ਨੂੰ  】の形式にな

り，人以外は【目的語［主格］】のままが原則です。  
 話者にとってその内容が特定であったり既知の場合，人以外の目的語でも【目

的語［後置格］ ਨੂੰ  】の形式になります。  
 他動詞が二重目的語をとる場合の形式は【間接目的語［後置格］ ਨੂੰ  「…に」

＋ 直接目的語［主格］「…を」】です。  
2) 時間を表す特定の名詞に付加し，「…に」「…の間に」という副詞句を作り

ます。  
3) 時間の起点「…から」「…以来」を表します。  
4) 方向「…に」「…の方に」「…向かって」を表します。  
5) 意味上の主語に付加し，「…は」「…には」「…にとって」を表します。「 6.1.7. 
意味上の主語の「人」が後置詞 ਨੂੰ  を伴う形となる文」「 6.2.11. 予定・必要・

義務・強制の表現」にも，この構文の例があります。  
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7.2. 後置詞 نوں  
 後置詞 نوں は，主に英語の前置詞の to 「…に」や for 「…にとって」に相

当します。  
 
1) 対象・相手にあたるものに付加し，「…を」「…に」と目的語であることを

明確にします。  
 他動詞の目的語「…を」は，人であれば【目的語［後置格］ نوں 】の形式に

なり，人以外は【目的語［主格］】のままが原則です。  
 話者にとってその内容が特定であったり既知の場合，人以外の目的語でも【目

的語［後置格］ نوں 】の形式になります。  
 他動詞が二重目的語をとる場合の形式は【間接目的語［後置格］ نوں 「…に」

＋ 直接目的語［主格］「…を」】です。  
2) 時間を表す特定の名詞に付加し，「…に」「…の間に」という副詞句を作り

ます。  
3) 時間の起点「…から」「…以来」を表します。  
4) 方向「…に」「…の方に」「…向かって」を表します。  
5) 意味上の主語に付加し，「…は」「…には」「…にとって」を表します。「 6.1.7. 
意味上の主語の「人」が後置詞 نوں を伴う形となる文」「 6.2.11. 予定・必要・

義務・強制の表現」にも，この構文の例があります。  
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【例文】 後置詞 ਨੂੰ    1)  

(1) ਮ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ  ਦੱਿਸਆ । 

 mɛ ̃ḍak̄tạr nū dassia ̄̃  

 マェーン ダークタル ヌーン ダッスィアー 

 私は医者に言いました。 

(2) ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਿਚਆ ਨੂੰ  ਪੜਾਉਦੇ ਹਨ ਂ ਂ । 

 wīr ji ̄eńa ̄baccia ̄nū parạȭ̃ ̃ ̃ ̀ de han  

 ウィール ジー エーナーン バッチアーン ヌーン パラーオーンデー ハン

 お兄さんはこの子供たちに教えています。 

(3) ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਿਬੱਲੀ ਨੂੰ  ਬੁਲਾ ਇਆ । 
 dādī jī ne billi ̄nū bulaīa ̄̃  

 ダーディー ジー ネー ビッリー ヌーン ブラーイアー 

 おばあちゃんは猫を呼びました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
アムリトサル：カールサー・カレッジ講堂 
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【例文】 後置詞 1   نوں)  

 ☊ DISC-2:Track03  

 میں ڈاکٹر نوں دسیا۔ (1)
 mɛ ̃ḍak̄tạr nū dassia ̄̃  

 マェーン ダークタル ヌーン ダッスィアー 

 私は医者に言いました。 

 ویر جی ایہناں بچیاں نوں پڑھاؤندے نیں۔ (2)
 wīr ji ̄eńa ̄baccia ̄nū parạȭ̃ ̃ ̃ ̀ de ne  

 ウィール ジー エーナーン バッチアーン ヌーン パラーオーンデー ネー

 お兄さんはこの子供たちに教えています。 

 دادی جی نے بلی نوں بلایا۔ (3)
 dādī jī ne billi ̄nū bulaīa ̄̃  

 ダーディー ジー ネー ビッリー ヌーン ブラーイアー 

 おばあちゃんは猫を呼びました。 
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(4) ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਾਧੂ ਦੱੁਧ ਨੂੰ  ਵੇਚ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । 

 kúj lok wad̄ū dú́ dd nū ̃ wec dinde han  

 クジュ ローク ワードゥー ドゥッド ヌーン ウェーチュ ディンデー ハン 

 余分なミルクを売ってあげる人たちもいます。 

(5) ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆ ਟੋਪੀਆ ਨੂੰ  ਦੇਿਖਆ ਂ ਂ । 

 bad̄ara ̄̃ ̃ ne raṅg-baraṅgiā ̄tọpiā ̄nū ̃ ̃ ̃ dekʰiā  

 バーンダラーン ネー ラングバランギーアーン トーピーアーン ヌーン デーキアー

 猿たちは色とりどりの帽子を見ました。 

(6) ਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਇਨਾਮ ਿਦੱਤਾ । 
 pitā jī ne āpṇe bacce nū ina ̄̃ m dittā  

 ピター ジー ネー アープネー バッチェー ヌーン イナーム ディッター 

 お父さんは自分の子供にご褒美を与えました。 

(7) ਉਹ ਫੱੁਲਾਂ ਨੂੰ  ਪਾਣੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ । 

 ó pʰulla ̄nū paṇ̄i ̄dindi ̄̃ ̃ e  

 オー プッラーン ヌーン パーニー ディンディー エー 

 彼女は花に水をやります。 
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 کجھ لوک وادھو ددھ نوں ویچ دندے نیں۔ (4)
 kúj lok wad̄ū dú́ dd nū ̃ wec dinde ne  

 クジュ ローク ワードゥー ドゥッド ヌーン ウェーチュ ディンデー ネー 

 余分なミルクを売ってあげる人たちもいます。 

 باندراں نے رنگ برنگیاں ٹوپیاں نوں دیکھیا۔ (5)
 bad̄ara ̄̃ ̃ ne raṅg-baraṅgiā ̄tọpiā ̄nū ̃ ̃ ̃ dekʰiā  

 バーンダラーン ネー ラングバランギーアーン トーピーアーン ヌーン デーキアー 

 猿たちは色とりどりの帽子を見ました。 

ٓجی نے اپڻے بچے نوں انعام دتا۔] پتا[ابا  (6)  

 abbā [pitā] jī ne āpṇe bacce nū ina ̄̃ m dittā  

 アッバー [ピター] ジー ネー アープネー バッチェー ヌーン イナーム ディッター

 お父さんは自分の子供にご褒美を与えました。 

 اوہ پھلاں نوں پاڻی دندی اے۔ (7)
 ó pʰulla ̄nū paṇ̄i ̄dindi ̄̃ ̃ e  

 オー プッラーン ヌーン パーニー ディンディー エー 

 彼女は花に水をやります。 
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【例文】 後置詞 ਨੂੰ    2)  

(1) ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ  ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹ ? 

 tū sá ̄̃ m nū ki ̄̃ kʰad̄a ̄e ̃̃  

 トゥーン シャーム ヌーン キー カーンダー エーン

 おまえは夕方何を食べるんだ？ 

(2) ਮ ਰਾਤ ਨੂੰ  ਜਾਗਦਾ ਿਰਹਾ । 

 mɛ ̃rat̄ nū jaḡda ̄riá ̄̃  

 マェーン ラート ヌーン ジャーグダー リアー 

 私は夜ずっと目を覚ましていました。 
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【例文】 後置詞 2   نوں)  

 ☊ DISC-2:Track04  

کیہہ کھاندا ایں؟توں شام نوں  (1)  

 tū sá ̄̃ m nū ki ̄̃ kʰad̄a ̄e ̃̃  

 トゥーン シャーム ヌーン キー カーンダー エーン

 おまえは夕方何を食べるんだ？ 

 میں رات نوں جاگدا رہیا۔ (2)
 mɛ ̃rat̄ nū jaḡda ̄riá ̄̃  

 マェーン ラート ヌーン ジャーグダー リアー 

 私は夜ずっと目を覚ましていました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ラホールの夜明け 
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(3) ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਤਰੀਕ ਨੂੰ  ਜਾਵਾਂਗੇ । 

 asi ̄pañ̃ j tarīk nū jaw̄a ̄̃ g̃e  

 アスィーン パンジュ タリーク ヌーン ジャーワーンゲー 

 私たちは５日に行くでしょう。 

(4) ਏਨੇ ਿਚਰ ਨੂੰ  ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਿਘਿਰਆ । 

 ene cir nū ̃ paccʰam wallõ kālā baddal kìriā  

 エーネー チル ヌーン パッチャム ワッローン カーラー バッダル キリアー

 その間に西の方から暗雲が立ち込めました。 

 
【例文】 後置詞 ਨੂੰ    3)  

(1) ਅੱਜ ਿਸ਼ਮਲੇ ਆ ਈ ਨੂੰ  ਚੌਥਾ ਿਦਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ । 
 ajj śimle aī ̄nū ̃ cɔtʰā din ho giā sī  

 アッジュ シムレー アーイー ヌーン チャォーター ディン ホー ギアー スィー

 今日でシムラーに来てから四日目になっていました。 
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 اسیں پنج تریخ نوں جاواں گے۔ (3)
 asi ̄pañ̃ j tarīk nū jaw̄a ̄̃ g̃e  

 アスィーン パンジュ タリーク ヌーン ジャーワーンゲー 

 私たちは５日に行くでしょう。 

ولوں کالا بدل گھریا۔] پچھم[اینے چر نوں لہندے  (4)  

 ene cir nū ̃ lɛ ̃d́e [paccʰam] wallõ kālā baddal kìriā  

 エーネー チル ヌーン ラェーンデー [パッチャム] ワッローン カーラー バッダル キリアー 

 その間に西の方から暗雲が立ち込めました。 

 
【例文】 後置詞 3   نوں)  

ٓاج شملے ائی نوں چوتھا دن ہو گیا سی۔ (1)  

 ajj śimle aī ̄nū ̃ cɔtʰā din ho giā sī  

 アッジュ シムレー アーイー ヌーン チャォーター ディン ホー ギアー スィー

 今日でシムラーに来てから四日目になっていました。 
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【例文】 後置詞 ਨੂੰ    4)  

(1) ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ  ਮੁੜ ਆਏ । 

 asi ̄ka ̀̃ r nū mur ̣a ̄̃ e  

 アスィーン カル ヌーン ムル アーエー

 私たちは家に戻って来ました。 

 
【例文】 後置詞 ਨੂੰ    5)  

(1) ਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਨੀਂਦ ਆ ਗ ਈ । 

 bacce nū ni ̄̃ d̃ ā gaī  

 バッチェー ヌーン ニーンド アー ガイー 

 男の子は眠くなりました。 

(2) ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ  ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਿਮੱਠਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । 

 sacci ̄sáŕda ̄nū hamesá ̄mitṭ ̣̃ ̃ ʰā pʰal laggadā e  

 サッチー シャルダー ヌーン ハメーシャーン ミッター パル ラッガダー エー

 誠の忠義には常に甘い実が生ります。 
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【例文】 後置詞 4   نوں)  

 ☊ DISC-2:Track05  

ٓاسیں گھر نوں مڑ ائے۔ (1)  

 asi ̄ka ̀̃ r nū mur ̣a ̄̃ e  

 アスィーン カル ヌーン ムル アーエー

 私たちは家に戻って来ました。 

 
【例文】 後置詞 5   نوں)  

ٓبچے نوں نیند ا گئی۔ (1)  

 bacce nū ni ̄̃ d̃ ā gaī  

 バッチェー ヌーン ニーンド アー ガイー 

 男の子は眠くなりました。 

 سچی شردھا نوں ہمیشاں مٹھا پھل لگدا اے۔ (2)

 sacci ̄sáŕda ̄nū hamesá ̄mitṭ ̣̃ ̃ ʰā pʰal laggadā e  

 サッチー シャルダー ヌーン ハメーシャーン ミッター パル ラッガダー エー

 誠の忠義には常に甘い実が生ります。 
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7.3. 後置詞 ਤ  
 後置詞 ਤ は，主に英語の前置詞の from 「…から」， than 「…より」に相

当します。その他にもいくつかの意味で用いられます。融合形の後にまとめて

示します。  
 先行する語に含まれて１語で表される形になります。代名詞のうち１人称・

２人称については，有気音化した ਥ の語形が加わった形になります。「 5.3. 人
称代名詞の変化」の「後置詞 ਤ との融合形（後置詞 ਥ との結合形）」に示し

てあります。名詞・後置詞・副詞に含まれる場合，母音の õ のみが語尾に加わ

った融合形となります。  
 
名詞 → 語尾に õ を付加します。  

ਮੁੱਢ ਤ múḍḍ tõ ムッドゥ トーン → ਮੁੱਢ múḍḍõ ムッドーンもとから，初めから 

ਘਰ ਤ kàr tõ  カル トーン →ਘਰ kàrõ  カローン 家から 

ਿਪੰਡ ਤ piṇḍ tõ  ピンド トーン → ਿਪੰਡ piṇḍõ ピンドーン 村から 

ਸ਼ਿਹਰ ਤ sɛ́ŕ tõ  シャェール トーン → ਸ਼ਿਹਰ sɛ́ŕõ  シャェローン 町から 

ਿਦੱਲੀ ਤ dillī tõ  ディッリー トーン → ਿਦੱਲੀਓਂ dillīõ ディッリーオーン デリーから 

 
後置詞 → 語尾に õ を付加します。  

ਿਵੱਚ ਤ wicc tõ ウィッチュ トーン → ਿਵੱਚ wiccõ ウィッチョーン …の中から 

ਕੋਲ ਤ kol tõ  コール トーン → ਕੋਲ kolõ コーローン …のそばから 

ਵੱਲ ਤ wall tõ ワッル トーン → ਵੱਲ wallõ ワッローン …の方から 
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7.3. 後置詞 توں  
 後置詞 توں は，主に英語の前置詞の from 「…から」， than 「…より」に

相当します。その他にもいくつかの意味で用いられます。融合形の後にまとめ

て示します。  
 先行する語に含まれて１語で表される形になることもあります。代名詞のう

ち１人称・２人称については，有気音化した تھوں の語形が加わった形になりま

す。「 5.3. 人称代名詞の変化」の「後置詞 توں との融合形（後置詞 تھوں との

結合形）」に示してあります。名詞・後置詞・副詞に含まれる場合，母音の õ の
みが語尾に加わった融合形となります。  

 ☊ DISC-2:Track06  

名詞 → 語尾に õ を付加します。  

→ múḍḍ tõ ムッドゥ トーン مڈھ توں مڈھوں múḍḍõ ムッドーン もとから，初めから 

→ kàr tõ  カル トーン گھر توں گھروں kàrõ  カローン 家から 

→ piṇḍ tõ  ピンド トーン پنڈ توں پنڈوں piṇḍõ ピンドーン 村から 

→ sɛ́ŕ tõ  シャェール トーン شہر توں شہروں sɛ́ŕõ  シャェーローン 町から 

→ dillī tõ  ディッリー トーン دلی توں دلیوں dillīõ ディッリーオーン デリーから 

 
後置詞 → 語尾に õ を付加します。  

→ wicc tõ ウィッチュ トーン وچ توں وچوں wiccõ ウィッチョーン …の中から 

→ kol tõ  コール トーン کول توں کولوں kolõ コーローン …のそばから 

→ wall tõ ワッル トーン ول توں ولوں wallõ ワッローン …の方から 
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副詞 → e 語尾の副詞の場合，語尾の e を õ に変化させます。  

ਇੱਥੇ ਤ ittʰe tõ  イッテー トーン → ਇੱਥ ittʰõ イットーン ここから 

ਉੱਥੇ ਤ uttʰe tõ  ウッテー トーン → ਉੱਥ uttʰõ ウットーン そこから 

ਿਕੱਥੇ ਤ kittʰe tõ キッテー トーン → ਿਕੱਥ kittʰõ キットーン どこから 

ਅੱਗੇ ਤ agge tõ  アッゲー トーン → ਅੱਗ aggõ アッゴーン この先，将来 

       正面から，前方に 

ਿਪੱਛੇ ਤ piccʰe tõ ピッチェー トーン → ਿਪੱਛ piccʰõ ピッチョーン 後ろから，後で 

       
（後置詞として）

…後に 

 
1) 空間・場所・相手などの起点「…から」 
2) 時間の起点「…から」「…以来」  
3) 継続する時間・期間の長さ「…間」「…の間ずっと」  
4) 差異・隔たり「…とは」「…から離れて」  
5) ਪੁੱਛਣਾ, ਡਰਨਾ, ਮੰਗਣਾ, ਬਚਣਾ など特定の動詞の「対象」「相手」》「…に」「…
を」  

6) 比較「…より」「…以上」《例文は「 13. 比較表現」にあります。》  
7) 受動表現における動作主「…によって」「…には」《例文は「 6.2.12. 受動

表現」にあります。》  
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 ☊ DISC-2:Track07  

副詞 → e 語尾の副詞の場合，語尾の e を õ に変化させます。  

→ ettʰe tõ  エーテー トーン ایتھے توں ایتھوں ettʰõ  エートーン ここから 

ottʰe tõ  オーッテー トーン اوتھے توں → اوتھوں ottʰõ  オーットーン そこから 

→ kittʰe tõ  キッテー トーン کتھے توں کتھوں kittʰõ  キットーン どこから 

→ agge tõ  アッゲー トーン اگے توں  aggõ  アッゴーン この先，将来 اگوں

       
正面から，前方

に 

piccʰe tõ  ピッチェー トーン پچھے توں → پچھوں piccʰõ ピッチョーン 後ろから，後で

       
（後置詞とし

て）…後に 

 
1) 空間・場所・相手などの起点「…から」  
2) 時間の起点「…から」「…以来」  
3) 継続する時間・期間の長さ「…間」「…の間ずっと」  
4) 差異・隔たり「…とは」「…から離れて」  
  など特定の動詞の「対象」「相手」》「…に」「…を」 بچڻا ,منگڻا ,ڈرنا ,پچھڻا (5
6) 比較「…より」「…以上」《例文は「 13. 比較表現」にあります。》  
7) 受動表現における動作主「…によって」「…には」《例文は「 6.2.12. 受動

表現」にあります。》  
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【例文】 後置詞 ਤ   1)  

(1) ਸਟੇਸ਼ਨ ਘਰ ਤ ਿਕੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ? 

 saṭeṣan kàr tõ kinnī dūr e  

 サテーシャン カル トーン キンニー ドゥール エー 

 駅は家からどのくらい遠いですか？ 

(2) ਹਸਪਤਾਲ ਠਾਣੇ ਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । 

 haspatāl ṭʰāṇe tõ koī bɔt́a ̄dūr naí ̄si ̄̃  

 ハスパタール ターネー トーン コーイー バォーター ドゥール ナイーン スィー

 病院は警察署からそれはど遠くありませんでした。 

(3) ਸੁਰਜੀਤ ਤ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਿਲਆ ਉਣੇ ਹਨ । 
 surjīt tõ kúj pɛse liāuṇe han  

 スルジート トーン クジュ パェーセー リアーウネー ハン 

 スルジートからいくらかお金を取って来なければなりません。 

 



 شاہ مکھی
 

 305

【例文】 後置詞 1   توں)  

 ☊ DISC-2:Track08  

 سٹیشن گھر توں کنی دور اے؟ (1)

 saṭeṣan kàr tõ kinnī dūr e  

 サテーシャン カル トーン キンニー ドゥール エー 

 駅は家からどのくらい遠いですか？ 

 ہسپتال تھاڻے توں کوئی بوہت دور نہیں سی۔ (2)
 haspatāl ṭʰāṇe tõ koī bɔt́a ̄dūr naí ̄si ̄̃  

 ハスパタール ターネー トーン コーイー バォーター ドゥール ナイーン スィー

 病院は警察署からそれはど遠くありませんでした。 

ے لیاؤڻے نیں۔سرجیت توں کجھ پیس (3)  

 surjīt tõ kúj pɛse liāuṇe ne  

 スルジート トーン クジュ パェーセー リアーウネー ネー 

 スルジートからいくらかお金を取って来なければなりません。 
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【例文】 後置詞 ਤ   2)  

(1) ਮ ਕੱਲ ਤ ਕਮੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਆਗਾ ਂ । 

 mɛ ̃kaĺl tõ kamm śurū kar diaḡa ̄̃  

 マェーン カッル トーン カンム シュルー カル ディアーンガー

 私は明日から仕事を始めます。 

 
【例文】 後置詞 ਤ   3)  

(1) ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕ ਈ ਸਾਲਾਂ ਤ ਰਿਹੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ । 

 asi ̃̄ittʰe kai ̄sal̄a ̄tõ ̃ rɛ ̃d́e āe a ̃̄ 

 アスィーン イッテー カイー サーラーン トーン ラェーンディー アーエー アーン 

 私たちはここに何年もの間住み続けてきています。 

(2) ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ  ਕਾਫ਼ੀ ਿਦਨਾਂ ਤ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ । 

 mɛ ̃tua ̄ḍ̀e par̀a ̄nū kaf̄i ̄dina ̄tõ jaṇ̄da ̄a ̄̃ ̃ ̃  

 マェーン トゥアーデー パラー ヌーン カーフィー ディナーン トーン ジャーンダー アーン 

 私はあなたのお兄さんをずいぶん長い間知っています。 
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【例文】 後置詞 2   توں)  

 میں کل توں کم شروع کر دیاں گا۔ (1)
 mɛ ̃kaĺl tõ kamm śurū kar diaḡa ̄̃  

 マェーン カッル トーン カンム シュルー カル ディアーンガー

 私は明日から仕事を始めます。 

 
【例文】 後置詞 3   توں)  

ٓاسیں ایتھے کئی سالاں توں رہندے ائے اں۔ (1) ٓ  

 asi ̃̄ettʰe kai ̄sal̄a ̄tõ ̃ rɛ ̃d́e āe a ̃̄ 

 アスィーン エーッテー カイー サーラーン トーン ラェーンデー アーエー アーン 

 私たちはここに何年もの間住み続けてきています。 

 میں تہاڈے بھرا نوں کافی دناں توں جاڻدا واں۔ (2)
 mɛ ̃tuaḍ̀̄e par̀a ̄nū kaf̄i ̄dina ̄tõ jaṇ̄da ̄wa ̄̃ ̃ ̃  

 マェーン トゥアーデー パラー ヌーン カーフィー ディナーン トーン ジャーンダー ワーン 

 私はあなたのお兄さんをずいぶん長い間知っています。 
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【例文】 後置詞 ਤ   4)  

(1) ਪਰ ਉਹ ਪਿਹਲੀਆ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਤ ਿਬਲਕੁਲ ਿਭੰਨ ਹੈ ਂ । 

 par ó pɛĺiā ̄kalpanaw̄a ̄tõ ̃ ̃ bilkul pìnn e  

 パル オー パェーラーン カルパナーワーン トーン ビルクル ピンヌ エー

 しかしそれは初めの想像とはまったく違っています。 

(2) ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆ ਸੋਚਾਂ ਤ ਮੁਕਤ ਹੈ ਂ । 

 huṇ ó puraṇ̄iā ̄soca ̄tõ ̃ ̃ mukat e  

 フン オー プラーニーアーン ソーチャーン トーン ムカト エー 

 今あの人は古い考えから解き放たれています。 

 
【例文】 後置詞 ਤ   5)  

(1) ਮ ਉਸ ਤ ਪੁੱਿਛਆ । 
 mɛ ̃us tõ puccʰiā  

 マェーン ウス トーン プッチアー 

 私は彼に尋ねました。 

(2) ਉਹ ਿਕਸੇ ਤ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ । 
 ó kise tõ naí ̄ḍarda ̄̃  

 オー キセー トーン ナイーン ダルダー 

 彼は何をも恐れません。 

(3) ਧੁੱਪ ਤ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

 tùpp tõ bacaṇa ̄caīd̄a ̄́ e  

 トゥップ トーン バチャナー チャーイーダー エー

 日差しを避けるべきです。 
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【例文】 後置詞 4   توں)  

 ☊ DISC-2:Track09  

اے۔] بھن[توں بالکل مختلف ] کلپناواں[پر اوہ پہلیاں خیالاں  (1)  

 par ó pɛĺiā ̄xayal̄a ̄̃ ̃ [kalpanaw̄a ̄]̃ tõ bilkul muxtalif [pìnn] e  

 パル オー パェーラーン カヤーラーン [カルパナーワーン] トーン ビルクル ムクタリフ [ピンヌ] エー

 しかしそれは初めの想像とはまったく違っています。 

اے۔] مکت[ہڻ اوہ پراڻیاں سوچاں توں فارغ  (2)  

 huṇ ó puraṇ̄iā ̄soca ̄tõ far̄aǧ ̃ ̃ [mukat] e  

 フン オー プラーニーアーン ソーチャーン トーン ファーラグ [ムカト] エー 

 今あの人は古い考えから解き放たれています。 

 
【例文】 後置詞 5   توں)  

 میں اوس توں پچھیا۔ (1)
 mɛ ̃os tõ puccʰiā  

 マェーン オース トーン プッチアー 

 私は彼に尋ねました。 

 اوہ کسے توں نہیں ڈردا۔ (2)
 ó kise tõ naí ̄ḍarda ̄̃  

 オー キセー トーン ナイーン ダルダー 

 彼は何をも恐れません。 

 دھپ توں بچڻا چاہیدا اے۔ (3)
 tùpp tõ bacaṇa ̄caīd̄a ̄́ e  

 トゥップ トーン バチャナー チャーイーダー エー

 日差しを避けるべきです。 
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【例文】 後置詞 ਤ との融合形  

(1) ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਿਚਆ । 

 cʰotạ ̄par̀a ̄sɛ́ŕõ xabar lɛ ke kàr pɔćia ̄ 

 チョーター パラー シャェーローン カバル ラェー ケー カル パォーンチアー 

 弟は町から知らせを持って家に着きました。 

(2) ਿਦੱਲੀਓ ਕੁਝ ਪਰਾਹੁਣੇ ਆਂ  ਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । 

 dillīõ kúj paraūṇ́ e āuṇ wāle han  

 ディッリーオーン クジュ パラーウネー アーウン ワーレー ハン 

 デリーから何人かの客がやって来る予定です。 

(3) ਿਬੱਲੀ ਟੱੁਟੇ ਬੂਟ ਿਵੱਚ ਿਨਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ । 
 billī ṭuṭṭe būṭ wiccõ nikal naí ̄si ̄sakdi ̄̃  

 ビッリー トゥッテー ブート ウィッチョーン ニカル ナイーン スィー サクディー 

 猫は破れた長靴の中から出られませんでした。 

(4) ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਿਵੱਚ ਖ਼ੂਨ ਵਗ ਿਰਹਾ ਸੀ । 

 ikk śarābī de mattʰe wiccõ xūn wag ríā sī  

 イック シャラービー デー マッテー ウィッチョーン クーン ワグ リアー スィー 

 １人の酔っ払いの額から血が流れていました。 

(5) ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸਾਿਰਆ ਨੂੰ  ਬਹੁਤਂ -ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ । 

 mere wallõ tuan̄ū sar̄ia ̄nū ̀ ̃ ̃ ̃ bɔt́-bɔt́ piār  

 メーレー ワッローン トゥアーヌーン サーリアーン ヌーン バォートバォート ピアール 

 私からあなたたち皆さんへ大いなる愛情を捧げます。 
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【例文】 後置詞 توں との融合形  

 ☊ DISC-2:Track10  

 چھوٹا بھرا شہروں خبر لے کے گھر پہنچیا۔ (1)

 cʰotạ ̄par̀a ̄sɛ́ŕõ xabar lɛ ke kàr pɔćia ̄ 

 チョーター パラー シャェーローン カバル ラェー ケー カル パォーンチアー 

 弟は町から知らせを持って家に着きました。 

ٓھ پراہڻے اؤڻ والے نیں۔دلیوں کج (2)  

 dillīõ kúj paraūṇ́ e āuṇ wāle ne  

 ディッリーオーン クジュ パラーウネー アーウン ワーレー ネー 

 デリーから何人かの客がやって来る予定です。 

 بلی ٹٹے بوٹ وچوں نکل نہیں سی سکدی۔ (3)
 billī ṭuṭṭe būṭ wiccõ nikal naí ̄si ̄sakdi ̄̃  

 ビッリー トゥッテー ブート ウィッチョーン ニカル ナイーン スィー サクディー 

 猫は破れた長靴の中から出られませんでした。 

 اک شرابی دے متھے وچوں خون وگ رہیا سی۔ (4)
 ikk śarābī de mattʰe wiccõ xūn wag ríā sī  

 イック シャラービー デー マッテー ウィッチョーン クーン ワグ リアー スィー 

 １人の酔っ払いの額から血が流れていました。 

 میرے ولوں تہانوں ساریاں نوں بوہت بوہت پیار۔ (5)
 mere wallõ tuan̄ū sar̄ia ̄nū ̀ ̃ ̃ ̃ bɔt́-bɔt́ piār  

 メーレー ワッローン トゥアーヌーン サーリアーン ヌーン バォートバォート ピアール 

 私からあなたたち皆さんへ大いなる愛情を捧げます。 
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(6) ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਥ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੈ । 

 merā kàr ittʰõ kāfī dūr e  

 メーラー カル イットーン カーフィー ドゥール エー 

 私の家はここからかなり遠いです。 

(7) ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਥ ਚਾਰ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ । 

 sɛ́ŕ uttʰõ cār kilomīṭar dūr sī  

 シャェール ウットーン チャール キローミータル ドゥール スィー 

 町はそこから４キロメートルの距離でした。 

(8) ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥ ਆਏ ਹੋ ? 

 tusi ̃̄kittʰõ āe o  

 トゥスィーン キットーン アーエー オー 

 あなたはどこから来たのですか？ 

(9) ਿਕਉ ਬੱਿਚਓਂ , ਅੱਗ ਮੇਰੀਆ ਗੱਲਾਂ ਅਨਸੁਾਰ ਂ ਚਲੋਗ ੇਨਾ ? 

 kiõ baccio aggõ meriā ̄galla ̄anusa ̄̃ ̃ r caloge nā  

 キオーン バッチオー アッゴーン メーリーアーン ガッラーン アヌサール チャローゲー ナー 

 ねえ子供たち，これからは私の言うことに従って進むでしょうね？ 

(10) ਅਜ਼ਾਦੀ ਿਪੱਛ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਿਗਆ । 

 azādī piccʰõ áddī sadī tõ wī ziādā sama ̄bi ̄̃ t giā  

 アザーディー ピッチョーン アッディー サディー トーン ウィー ズィアーダー サマーン ビート ギアー

 独立後半世紀以上もの時が過ぎました。 
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 میرا گھر ایتھوں کافی دور اے۔ (6)
 merā kàr ettʰõ kāfī dūr e  

 メーラー カル エーットーン カーフィー ドゥール エー 

 私の家はここからかなり遠いです。 

 شہر اوتھوں چار کلومیٹر دور سی۔ (7)

 sɛ́ŕ ottʰõ cār kilomīṭar dūr sī  

 シャェール オーットーン チャール キローミータル ドゥール スィー 

 町はそこから４キロメートルの距離でした。 

ٓتسیں کتھوں ائے او؟ (8)  

 tusi ̃̄kittʰõ āe o  

 トゥスィーン キットーン アーエー オー 

 あなたはどこから来たのですか？ 

چلو گے نا؟] انسار[کیوں بچیو، اگوں میریاں گلاں دے مطابق  (9)  

 kiõ baccio aggõ meriā ̄galla ̄̃ ̃ de mutābak [anusār] caloge nā  

 
キオーン バッチオー アッゴーン メーリーアーン ガッラーン  デー ムターバク ［アヌサール］ チャロー

ゲー ナー 

 ねえ子供たち，これからは私の言うことに従って進むでしょうね？ 

بیت گیا۔] سماں[ازادی پچھوں ادھی صدی توں وی زیادہ عرصہ  (10)  

 azādī piccʰõ áddī sadī tõ wī ziādā arsā [sama ̄]̃ bīt giā  

 
アザーディー ピッチョーン アッディー サディー トーン ウィー ズィアーダー アルサー [サマーン] ビー

ト ギアー 

 独立後半世紀以上もの時が過ぎました。 

 



ਗੁਰਮੁਖੀ 
 

 314

7.4. 後置詞 ਤਕ  
 後置詞 ਤਕ は， ਤੱਕ, ਤੀਕ, ਤੀਕਰ などの形にもなります。主に英語の前置詞

の till または to 「…まで」に相当します。  
1) 時間の幅の区切りや限度「…まで」  
2) 場所や程度の到達点「…まで」  
 
【例文】 後置詞 ਤਕ   1)  

(1) ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤਕ ਠਿਹਰੋਗੇ ? 

 tusi ̄kadõ ̃ tak ṭʰɛŕoge  

 トゥスィーン カドーン タク タェーローゲー 

 あなたはいつまで滞在しますか？ 

(2) ਦੇਰ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ । 

 der tak kamm karnā e  

 デール タク カンム カルナー エー 

 遅くまで働かなくてはなりません。 

(3) ਮ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਅਜੇ ਤਕ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇ । 
 mɛ ̃likʰiā e ki aje tak rupae naí ̃̄mile  

 マェーン リキアー エー キ アジェー タク ルパエー ナイーン ミレー

 まだお金が着いていないと私は書いたのです。 

(4) ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਰਦੀ ਰਹੀ । 

 ó śām tak rõdī ráī  

 オー シャーム タク ローンディー ライー 

 彼女は夕方まで泣き続けていました。 
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7.4. 後置詞 تک  
 後置詞 تک は， ّتک  などの形にもなります。主に英語の前置詞の تیکر ,تیک ,
till または to 「…まで」に相当します。  
1) 時間の幅の区切りや限度「…まで」  
2) 場所や程度の到達点「…まで」  
 
【例文】 後置詞 1   تک)  

 ☊ DISC-2:Track11  

 تسیں کدوں تک ٹھہرو گے؟ (1)
 tusi ̄kadõ ̃ tak ṭʰɛŕoge  

 トゥスィーン カドーン タク タェーローゲー 

 あなたはいつまで滞在しますか？ 

 دیر تک کم کرنا اے۔ (2)
 der tak kamm karnā e  

 デール タク カンム カルナー エー 

 遅くまで働かなくてはなりません。 

 میں لکھیا اے کہ اجے تک روپئے نہیں ملے۔ (3)
 mɛ ̃likʰiā e ki aje tak rupae naí ̃̄mile  

 マェーン リキアー エー キ アジェー タク ルパエー ナイーン ミレー

 まだお金が着いていないと私は書いたのです。 

 اوہ شام تک روندی رہی۔ (4)
 ó śām tak rõdī ráī  

 オー シャーム タク ローンディー ライー 

 彼女は夕方まで泣き続けていました。 
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【例文】 後置詞 ਤਕ   2)  

(1) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਸਾਮ ਤ ਲੈ ਕ ੇਮੱਕੇ ਤਕ ਪਦੈਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ । 

 gurū nānak dev jī ne asām tõ lɛ ke makke tak pɛdal safar kītā  

 
グルー ナーナク デーヴ ジー ネー アサーム トーン ラェー ケー マッケー タク パェーダル サファル 

キーター 

 グルー・ナーナク・デーヴ・ジーはアッサムからメッカまで歩いて旅をしました。 

(2) ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤਕ ਭੱੁਖ-ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ । 

 asi ̄ap̄ṇi ̄̃ mɔt tak pùkkʰ-haṛtāl jārī rakkʰa ̄g̃e  

 アスィーン アープニー マォート タク プックハルタール ジャーリー ラッカーンゲー 

 私たちは死ぬまでハンガー・ストライキを続けます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ルディーアーナー：新聞売り場 
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【例文】 後置詞 2   تک)  

 ☊ DISC-2:Track12  

 گرو نانک دیو جی نے اسام توں لے کے مکے تک پیدل سفر کیتا۔ (1)
 gurū nānak dev jī ne asām tõ lɛ ke makke tak pɛdal safar kītā  

 
グルー ナーナク デーヴ ジー ネー アサーム トーン ラェー ケー マッケー タク パェーダル サファル 

キーター 

 グルー・ナーナク・デーヴ・ジーはアッサムからメッカまで歩いて旅をしました。 

ٓاسیں اپڻی موت تک بھکھ ہڑتال جاری رکھاں گے۔ (2)  

 asi ̄ap̄ṇi ̄̃ mɔt tak pùkkʰ-haṛtāl jārī rakkʰa ̄g̃e  

 アスィーン アープニー マォート タク プックハルタール ジャーリー ラッカーンゲー 

 私たちは死ぬまでハンガー・ストライキを続けます。 
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7.5. 後置詞 ਿਵੱਚ  
ਿਵਚ の形にもなります。 ਿਵੱਚ または ਿਵਚ の ਿਵ とアダクの脱落した短縮形の 
ਚ も用いられます。その場合，短縮形であることを示すため，つづりの初めに

アポストロフィ ’を伴う表記の ' ਚ も用いられます。主に英語の前置詞の in 
「…の中に」「…に」に相当します。  
1) 内部・包囲などを表す副詞句を作ります。「…の中に」「…の中で」  
2) 場所を表す副詞句を作ります。「…に」「…で」  
3) 時を表す副詞句を作ります。「…に」「…の間に」「…以内に」「…の内に」  
4) 内部・場所・時以外の副詞句も作ります。  
 
【例文】 後置詞 ਿਵੱਚ   1)  

(1) ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਸੇ ਿਵੱਚ ਹੈ । 
 meri ̄kar̀ị ̄tuaḍ̀̄e bakse wicc e  

 メーリー カリー トゥアーデー バクセー ウィッチュ エー 

 私の時計はあなたの箱の中にあります。 

(2) ਤੋਤੇ ਿਪੰਜਰੇ ਿਵੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ । 
 tote piñjre wicc bol ráe han  

 トーテー ピンジュレー ウィッチュ ボール ラェー ハン 

 鸚鵡たちが鳥籠の中でしゃべっています。 

(3) ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਬੱਲੀ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕੀਆ ਂ ਂ । 

 hanere wicc billi ̄diā ̃̄akkʰa ̄camkiā ̄̃ ̃  

 ハネーレー ウィッチュ ビッリー ディーアーン アッカーン チャムキーアーン

 暗闇の中で猫の目が輝きました。 
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7.5. 後置詞 وچ  
も用 چ の脱落した短縮形の و の وچہ または وچ 。のつづりにもなります وچہ

いられます。主に英語の前置詞の in 「…の中に」「…に」に相当します。  
1) 内部・包囲などを表す副詞句を作ります。「…の中に」「…の中で」  
2) 場所を表す副詞句を作ります。「…に」「…で」  
3) 時を表す副詞句を作ります。「…に」「…の間に」「…以内に」「…の内に」  
4) 内部・場所・時以外の副詞句も作ります。  
 
【例文】 後置詞 1   وچ)  

 ☊ DISC-2:Track13  

 میری گھڑی تہاڈے بکسے وچ اے۔ (1)
 meri ̄kar̀ị ̄tuaḍ̀̄e bakse wicc e  

 メーリー カリー トゥアーデー バクセー ウィッチュ エー 

 私の時計はあなたの箱の中にあります。 

 طوطے پنجرے وچ بول رہے نیں۔ (2)
 tote piñjre wicc bol ráe ne  

 トーテー ピンジュレー ウィッチュ ボール ラェー ネー 

 鸚鵡たちが鳥籠の中でしゃべっています。 

 ہنیرے وچ بلی دیاں اکھاں چمکیاں۔ (3)
 hanere wicc billi ̄diā ̃̄akkʰa ̄camkiā ̄̃ ̃  

 ハネーレー ウィッチュ ビッリー ディーアーン アッカーン チャムキーアーン

 暗闇の中で猫の目が輝きました。 
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【例文】 後置詞 ਿਵੱਚ   2)  

(1) ਉਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਗਲੀ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਹੈ । 

 us dā daftar aglī galī wicc e  

 ウス ダー ダフタル アグリー ガリー ウィッチュ エー 

 彼の事務所は次の路地にあります。 

(2) ਮ ਲਹੌਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸਾਂ । 

 mɛ ̃lɔr̀ wicc rɛ ̃d́a ̄sa ̃̄ 

 マェーン ラォール ウィッチュ ラェーンダー サーン 

 私はラホールに住んでいました。 

(3) ਉਸ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਤਰਖਾਣ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ । 
 us piṇḍ wicc ikk ǧarīb tarkʰāṇ rɛ ̃d́a ̄si ̄ 

 ウス ピンド ウィッチュ イック ガリーブ タルカーン ラェーンダー スィー

 その村には１人の貧しい大工が住んでいました。 

 
【例文】 後置詞 ਿਵੱਚ   3)  

(1) ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਾਰਾਵਾਜ਼ੀਓ ਨੇ ਸਾਲ 1598 ਿਵੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । 
 é taswīr kārāwāzīo ne sāl pandra ̃̄sɔ aṭʰānwẽ wicc mukammal kītī sī  

 
エー タスウィール カーラーワーズィーオー ネー サール パンドラーン サォー アターンウェーン ウィッチュ

ムカンマル キーティー スィー 

 この絵をカラヴァッジョは１５９８年に完成しました。 

(2) ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਿਮੰਟ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

 merī kàṛī do kàṇṭe wicc do miṇṭ agge jad̄i ̄̃ e  

 メーリー カリー ドー カンテー ウィッチュ ドー ミント アッゲー ジャーンディー エー 

 私の時計は２時間の間に２分先に進んでしまいます。 
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【例文】 後置詞 2   وچ)  

 ☊ DISC-2:Track14  

 اوس دا دفتر اگلی گلی وچ اے۔ (1)
 os dā daftar aglī galī wicc e  

 オース ダー ダフタル アグリー ガリー ウィッチュ エー 

 彼の事務所は次の路地にあります。 

 میں لہور وچ رہندا ساں۔ (2)
 mɛ ̃lɔr̀ wicc rɛ ̃d́a ̄sa ̃̄ 

 マェーン ラォール ウィッチュ ラェーンダー サーン 

 私はラホールに住んでいました。 

 اوس پنڈ وچ اک غریب ترکھاڻ رہندا سی۔ (3)
 os piṇḍ wicc ikk ǧarīb tarkʰāṇ rɛ ̃d́a ̄si ̄ 

 オース ピンド ウィッチュ イック ガリーブ タルカーン ラェーンダー スィー

 その村には１人の貧しい大工が住んでいました。 

 
【例文】 後置詞 3   وچ)  

  وچ مکمل کیتی سی۔1598ایہہ تصویر کاراوازیو نے سال  (1)

 é taswīr kārāwāzīo ne sāl pandra ̃̄sɔ aṭʰānwẽ wicc mukammal kītī sī  

 
エー タスウィール カーラーワーズィーオー ネー サール パンドラーン サォー アターンウェーン ウィッチュ

ムカンマル キーティー スィー 

 この絵をカラヴァッジョは１５９８年に完成しました。 

 میری گھڑی دو گھنٹے وچ دو منٹ اگے جاندی اے۔ (2)
 merī kàṛī do kàṇṭe wicc do miṇṭ agge jad̄i ̄̃ e  

 メーリー カリー ドー カンテー ウィッチュ ドー ミント アッゲー ジャーンディー エー 

 私の時計は２時間の間に２分先に進んでしまいます。 
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(3) ਿਮੰਟਾਂ ਿਵੱਚ ਸਕੜੇ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ । 

 miṇtạ ̃̄wicc sɛk̃rẹ ādmī māre gae  

 ミンターン ウィッチュ サェーンクレー アードミー マーレー ガエー 

 数分の内に何百人もの人たちが殺されました。 

(4) ਪੰਦਰਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । 

 pandra ̄dina ̄̃ ̃ wicc pūre ḍéḍ sɔ rupae jaḿa ̃̄ho jāṇge  

 パンドラーン ディナーン ウィッチュ プーレー デード サォー ルパエー ジャマーン ホー ジャーンゲー

 １５日間でちょうど１５０ルピー貯まるでしょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ジャリアーン・ワーラー・バーグの井戸 
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ٓمنٹاں وچ سینکڑے ادمی مارے گئے۔ (3)  

 miṇtạ ̃̄wicc sɛk̃rẹ ādmī māre gae  

 ミンターン ウィッチュ サェーンクレー アードミー マーレー ガエー 

 数分の内に何百人もの人たちが殺されました。 

یڈھ سو رپئے جماں ہو جاڻ گے۔پندراں دناں وچ پورے ڈھ (4)  

 pandra ̄dina ̄̃ ̃ wicc pūre ḍéḍ sɔ rupae jaḿa ̃̄ho jāṇge  

 パンドラーン ディナーン ウィッチュ プーレー デード サォー ルパエー ジャマーン ホー ジャーンゲー

 １５日間でちょうど１５０ルピー貯まるでしょう。 
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【例文】 後置詞 ਿਵੱਚ   4)  

(1) ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਿਤਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ  ਭੱੁਲ ਗਏ ਹਾਂ । 

 asal wicc asi ̃̄nɛtik kadra ̄-̃kim̄ta ̄nū pù̃ ̃ ll gae a ̃̄ 

 アサル ウィッチュ アスィーン ナェーティク カドラ－ンキームターン ヌーン プッル ガエー アーン 

 本当に私たちは道徳上の価値観を忘れてしまっています。 

(2) ਜੁੱਤੀ ਿਕੰਨੇ ਰੁਪ ਇਆ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇਗੀ ਂ ? 

 juttī kinne rupaia ̃̄wicc milegī  

 ジュッティー キンネー ルパイアーン ウィッチュ ミレーギー 

 靴は何ルピーで手に入りますか？ 

(3) ਵਹੁਟੀ ਪਕਾਣ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ । 
 wɔt́ị ̄pakaṇ̄ wicc laggī ráī  

 ワォーティー パカーン ウィッチュ ラッギー ライー 

 妻は料理に勤しんでいました。 

(4) ਮ ਇਸ ਕਮੰ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ । 

 mɛ ̃is kamm wicc piccʰe naí ̃̄rɛṇ́a ̄caȭda ̄sa ̄́ ̃  

 マェーン イス カンム ウィッチュ ピッチェー ナイーン ラェーナー チャーオーンダー サーン 

 私はこの仕事で後れを取りたくありませんでした。 
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【例文】 後置詞 4   وچ)  

 ☊ DISC-2:Track15  

ٓقدراں قیمتاں نوں بھل گئے اں۔] نیتک[اصل وچ اسیں اخلاقی  (1)  

 asal wicc asi ̄axlak̄i ̄̃ [nɛtik] kadra ̄-̃kim̄ta ̄nū pù̃ ̃ ll gae a ̃̄ 

 
アサル ウィッチュ アスィーン アクラーキー ［ナェーティク］ カドラ－ンキームターン ヌーン プッル ガエ

ー アーン 

 本当に私たちは道徳上の価値観を忘れてしまっています。 

 جتی کنے روپیاں وچ ملے گی؟ (2)

 juttī kinne rupaia ̃̄wicc milegī  

 ジュッティー キンネー ルパイアーン ウィッチュ ミレーギー 

 靴は何ルピーで手に入りますか？ 

 ووہٹی پکاڻ وچ لگی رہی۔ (3)
 wɔt́ị ̄pakaṇ̄ wicc laggī ráī  

 ワォーティー パカーン ウィッチュ ラッギー ライー 

 妻は料理に勤しんでいました。 

 میں ایس کم وچ پچھے نہیں رہڻا چاہندا ساں۔ (4)
 mɛ ̃es kamm wicc piccʰe naí ̃̄rɛṇ́a ̄caȭda ̄sa ̄́ ̃  

 マェーン エース カンム ウィッチュ ピッチェー ナイーン ラェーナー チャーオーンダー サーン 

 私はこの仕事で後れを取りたくありませんでした。 
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7.6. 後置詞 ਉੱਤੇ, ਤੇ  
  ਉੱਤੇ の ਉ とアダクの脱落した短縮形 ਤੇ も用いられます。その場合，短縮

形であることを示すため，つづりの初めにアポストロフィ ’を伴う表記の ' ਤੇ も
用いられます。主に英語の前置詞の on 「…の上に」に相当します。  
 
1) 位置・場所「…の上に」「…に」「…（の上）を」  
2) 時・機会「…の時に」「…に際して」  
3) 情報源「…では」「…によると」  
4) 感情の対象「…に」「…を」「…に対して」  
5) 差し迫っている動作・状態「（今にも）…しようとして」「…するところで」

《不定詞の後置格形に続きます。》  
6) 動作の連続「…すると」「…したら」《不定詞の後置格形に続きます。》  
7) 分を伴う時刻「（…時…分）に」《例文は「 15. 時刻の表現」にあります。》  
 
【例文】 後置詞 ਉੱਤੇ, ਤੇ   1)  

(1) ਉਸ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ? 

 us mez te kī e  

 ウス メーズ テー キー エー 

 あのテーブルの上には何がありますか？ 

(2) ਉਹ ਿਜ਼ਮੀਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ । 

 ó zimi ̃̄te bɛṭʰā sī  

 オー ズィミーン テー バェーター スィー 

 彼は地面に座っていました。 

(3) ਆਿਡਆ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਂ ਂ  ਈ । 

 aḍ̄ia ̄di ̄tọkri ̄̃ ̃ sir utte rakkʰ laī  

 アーンディアーン ディー トークリー スィル ウッテー ラック ライー

 卵の籠を頭の上に置きました。 
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7.6. 後置詞 تے ,اتے  
 も用いられます。主に英語の前置詞の on تے の脱落した短縮形 ا の اتے  
「…の上に」に相当します。  
 
1) 位置・場所「…の上に」「…に」「…（の上）を」  
2) 時・機会「…の時に」「…に際して」  
3) 情報源「…では」「…によると」  
4) 感情の対象「…に」「…を」「…に対して」  
5) 差し迫っている動作・状態「（今にも）…しようとして」「…するところで」

《不定詞の後置格形に続きます。》  
6) 動作の連続「…すると」「…したら」《不定詞の後置格形に続きます。》  
7) 分を伴う時刻「（…時…分）に」《例文は「 15. 時刻の表現」にあります。》  
 
【例文】 後置詞 1   تے ,اتے)  

 ☊ DISC-2:Track16  

 اوس میز تے کیہہ اے؟ (1)
 os mez te kī e  

 オース メーズ テー キー エー 

 あのテーブルの上には何がありますか？ 

 اوہ زمیں تے بیٹھا سی۔ (2)
 ó zimi ̃̄te bɛṭʰā sī  

 オー ズィミーン テー バェーター スィー 

 彼は地面に座っていました。 

 ٓانڈیاں دی ٹوکری سر اتے رکھ لئی۔ (3)
 aḍ̄ia ̄di ̄tọkri ̄̃ ̃ sir utte rakkʰ laī  

 アーンディアーン ディー トークリー スィル ウッテー ラック ライー

 卵の籠を頭の上に置きました。 
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(4) ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਿਕਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ । 

 sam̄ṇ́ e ucci ̄par̄ị ̄̀ utte ikk kílā nazar ā ríā sī  

 サームネー ウッチー パーリー ウッテー イック キラー ナザル アー リアー スィー 

 正面の小高い山の上に１つの城が見えていました。 

(5) ਪਿਟਆਲੇ ਤ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੂੰ  ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਹੈ । 

 paṭiāle tõ rājpure nū jad̄i ̄sar ̣̃ ̃ ak utte pañjābī yūnīwarsiṭī e  

 
パティアーレー トーン ラージプレー ジャーンディー サラク ウッテー パンジャービー ユーニーワルスィティ

ー エー 

 パティアーラーからラージプラーに行く道路沿いにパンジャービー大学があります。 

 
【例文】 後置詞 ਉੱਤੇ, ਤੇ   2)  

(1) ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ  ਚੱਲਾਂਗੇ । 
 dīwālī te sārī jamāt nū ̃ lɛ ke darsána ̄nū calla ̄̃ ̃ g̃e  

 ディーワーリー テー サーリー ジャマート ヌーン ラェー ケー ダルシャナーン ヌーン チャッラーンゲー

 ディーワーリーの時にはクラス全員でお参りに行きましょう。 
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ٓے اک قلعہ نظر ا رہیا سی۔ساہمڻے اچی پہاڑی ات (4)  

 sam̄ṇ́ e ucci ̄par̄ị ̄̀ utte ikk kílā nazar ā ríā sī  

 サームネー ウッチー パーリー ウッテー イック キラー ナザル アー リアー スィー 

 正面の小高い山の上に１つの城が見えていました。 

 پٹیالے توں راج پورے جاندی سڑک اتے پنجابی یونیورسٹی اے۔ (5)
 paṭiāle tõ rājpure nū jad̄i ̄̃ ̃  sarạk utte pañjābī yūnīwarsiṭī e  

 
パティアーレー トーン ラージプレー ジャーンディー サラク ウッテー パンジャービー ユーニーワルスィティ

ー エー 

 パティアーラーからラージプラーに行く道路沿いにパンジャービー大学があります。 

 
【例文】 後置詞 2   تے ,اتے)  

 دیوالی تے ساری جمات نوں لے کے درشن نوں چلاں گے۔ (1)
 dīwālī te sārī jamāt nū ̃ lɛ ke darsána ̄nū calla ̄̃ ̃ g̃e  

 ディーワーリー テー サーリー ジャマート ヌーン ラェー ケー ダルシャナーン ヌーン チャッラーンゲー

 ディーワーリーの時にはクラス全員でお参りに行きましょう。 
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【例文】 後置詞 ਉੱਤੇ, ਤੇ   3)  

(1) ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਤੇ ਕੀ ਵਕਤ ਹੈ ? 

 tuaḍ̄i ̄kar̀ị ̄̀ te kī wakat e  

 トゥアーディー カリー テー キー ワカト エー

 あなたの時計では何時ですか？ 

 
【例文】 後置詞 ਉੱਤੇ, ਤੇ   4)  

(1) ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ । 

 sāḍe te kirpā karnī jī  

 サーデー テー キルパー カルニー ジー 

 私たちにご厚情をお寄せください。 

(2) ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ । 

 tere te koī itbār naí ̄riá ̄̃  

 テーレー テー コーイー イトバール ナイーン リアー

 おまえはまったく信用できなかった。 
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【例文】 後置詞 3   تے ,اتے)  

 ☊ DISC-2:Track17  

 تہاڈی گھڑی تے کیہہ وقت اے؟ (1)
 tuaḍ̄i ̄kar̀ị ̄̀ te kī wakat e  

 トゥアーディー カリー テー キー ワカト エー

 あなたの時計では何時ですか？ 

 
【例文】 後置詞 4   تے ,اتے)  

کرنی جی۔] کرپا[ساڈے تے مہربانی  (1)  

 sāḍe te mérbānī [kirpā] karnī jī  

 サーデー テー メールバーニー [キルパー] カルニー ジー

 私たちにご厚情をお寄せください。 

 تیرے تے کوئی اعتبار نہیں رہیا۔ (2)
 tere te koī etbār naí ̄riá ̄̃  

 テーレー テー コーイー エートバール ナイーン リアー

 おまえはまったく信用できなかった。 
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(3) ਤੇਰਾ ਿਕਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ? 

 terā kis te śakk e  

 テーラー キス テー シャック エー 

 おまえは誰を疑っているのだ？ 

(4) ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ । 

 ǧarib̄a ̃̄te taras kʰāo  

 ガリーバーン テー タラス カーオー 

 貧しい人たちに同情しなさい。 

 
【例文】 後置詞 ਉੱਤੇ, ਤੇ   5)  

(1) ਦੀਵਾਰ ਢਿਹਣ ਤੇ ਹੈ । 
 dīwār tɛ̣ṇ̀ te e  

 ディーワール ダェーン テー エー 

 壁は今にも崩れようとしています。

(2) ਉਹ ਮਰਨ ਤੇ ਹੈ । 
 ó maran te e  

 オー マラン テー エー 

 あの人は危篤です。 
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 تیرا کس تے شک اے؟ (3)
 terā kis te śakk e  

 テーラー キス テー シャック エー 

 おまえは誰を疑っているのだ？ 

 غریباں تے ترس کھاؤ۔ (4)
 ǧarib̄a ̃̄te taras kʰāo  

 ガリーバーン テー タラス カーオー 

 貧しい人たちに同情しなさい。 

 
【例文】 後置詞 5   تے ,اتے)  

 ☊ DISC-2:Track18  

ھیڻ تے اے۔دیوار ڈ (1)  

 dīwār tɛ̣ṇ̀ te e  

 ディーワール ダェーン テー エー 

 壁は今にも崩れようとしています。

 اوہ مرن تے اے۔ (2)
 ó maran te e  

 オー マラン テー エー 

 あの人は危篤です。 
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【例文】 後置詞 ਉੱਤੇ, ਤੇ   6)  

(1) ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜਾਗ ਿਪਆ । 

 mere jāṇ te ó jāg piā  

 メーレー ジャーン テー オー ジャーグ ピアー 

 私がそこに着くと，彼は目を覚ましました。 

(2) ਪੀਲੀ ਬੱਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਲ ਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣਗੇ । 

 pīlī battī hoṇ te é callaṇ laī tiār hoṇge  

 ピーリー バッティー ホーン テー エー チャッラン ライー ティアール ホーンゲー

 黄色の信号になると，この人たちは進む準備ができるでしょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
パティアーラー：自動車用品店の看板 
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【例文】 後置詞 6   تے ,اتے)  

 میرے جاڻ تے اوہ جاگ پیا۔ (1)
 mere jāṇ te ó jāg piā  

 メーレー ジャーン テー オー ジャーグ ピアー 

 私がそこに着くと，彼は目を覚ましました。 

 پیلی بتی ہوڻ تے ایہہ چلڻ لئی تیار ہوڻ گے۔ (2)
 pīlī battī hoṇ te é callaṇ laī tiār hoṇge  

 ピーリー バッティー ホーン テー エー チャッラン ライー ティアール ホーンゲー

 黄色の信号になると，この人たちは進む準備ができるでしょう。 
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7.7. 後置詞 ਨਾਲ  
 後置詞 ਨਾਲ は，主に英語の前置詞の with 「…と（ともに）」「…で」に相

当します。  
 
1) 同伴・相手・交際・携帯・所持「…と」「…と一緒に」「…とともに」「…
を持って」  
2) 道具・手段・材料「…で」「…を使って」「…によって」  
3) 対象・関連・関わり「…のことを」「…に対して」「…との間に」  
4) 原因・理由「…のために」「…が原因で」  
5) 接近・隣接・密着・依拠「…のすぐそばに」「…に接して」「…に密着して」

「…に沿って」  
6) 不定詞の後置格形に続きます。「…することで」「…することによって」  
7) 名詞の後に置いて，２語で副詞に相当する語句を形成します。  
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7.7. 後置詞 نال  
 後置詞 نال は，主に英語の前置詞の with 「…と（ともに）」「…で」に相

当します。  
 
1) 同伴・相手・交際・携帯・所持「…と」「…と一緒に」「…とともに」「…
を持って」  
2) 道具・手段・材料「…で」「…を使って」「…によって」  
3) 対象・関連・関わり「…のことを」「…に対して」「…との間に」  
4) 原因・理由「…のために」「…が原因で」  
5) 接近・隣接・密着・依拠「…のすぐそばに」「…に接して」「…に密着して」

「…に沿って」  
6) 不定詞の後置格形に続きます。「…することで」「…することによって」  
7) 名詞の後に置いて，２語で副詞に相当する語句を形成します。  
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【例文】 後置詞 ਨਾਲ   1)  

(1) ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ? 

 tuaḍ̄a ̄par̀a ̄wi ̄tuaḍ̄̀ ̀ e nāl e  

 トゥアーダー パラー ウィー トゥアーデー ナール エー 

 あなたの弟もあなたと一緒にいますか？ 

(2) ਕੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਗੀ ? 

 ki ̄tū wi ̄saḍ̄̃ e nāl calẽgī  

 キー トゥーン ウィー サーデー ナール チャレーンギー 

 おまえも私たちと一緒に行くかい？ 

(3) ਉਹ ਮੁੰਬ ਈ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਿਦੱਲੀ ਆ ਗ ਈ । 
 ó mumbaī cʰaḍḍ ke āpṇe patī nāl dillī ā gaī  

 オー ムンバイー チャッド ケー アープネー パティー ナール ディッリー アー ガイー 

 彼女はムンバイーを去って，夫と一緒にデリーに来ました。 

(4) ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਸੀ । 

 relwe paleṭfāram te kāfī samān nāl ikk ɔrat bɛṭʰī sī  

 
レールウェー パレートファーラム テー カーフィー サマーン ナール イック アォーラト バェーティー スィ

ー 

 駅のプラットホ－ムにたくさんの荷物を持って１人の女性が座っていました。 
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【例文】 後置詞 1   نال)  

 ☊ DISC-2:Track19  

 تہاڈا بھرا وی تہاڈے نال اے؟ (1)
 tuaḍ̄a ̄par̀a ̄wi ̄tuaḍ̄̀ ̀ e nāl e  

 トゥアーダー パラー ウィー トゥアーデー ナール エー 

 あなたの弟もあなたと一緒にいますか？ 

 کیہہ توں وی ساڈے نال چلیں گی؟ (2)
 ki ̄tū wi ̄saḍ̄̃ e nāl calẽgī  

 キー トゥーン ウィー サーデー ナール チャレーンギー 

 おまえも私たちと一緒に行くかい？ 

ٓنال دلی ا گئی۔] پتی[ٓاوہ ممبئی چھڈ کے اپڻے شوہر  (3)  

 ó mumbaī cʰaḍḍ ke āpṇe sɔ́ŕ [patī] nāl dillī ā gaī  

 オー ムンバイー チャッド ケー アープネー ショール ［パティー］ ナール ディッリー アー ガイー 

 彼女はムンバイーを去って，夫と一緒にデリーに来ました。 

 ریلوے پلیٹ فارم تے کافی سمان نال اک عورت بیٹھی سی۔ (4)
 relwe paleṭfāram te kāfī samān nāl ikk ɔrat bɛṭʰī sī  

 
レールウェー パレートファーラム テー カーフィー サマーン ナール イック アォーラト バェーティー スィ

ー 

 駅のプラットホ－ムにたくさんの荷物を持って１人の女性が座っていました。 
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【例文】 後置詞 ਨਾਲ   2)  

(1) ਮ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵੱਢਦਾ ਹਾਂ । 

 mɛ ̃cak̄ū nal̄ waḍ́ḍada ̄a ̃̄ 

 マェーン チャークー ナール ワッダダー アーン 

 私はナイフで切ります。 

(2) ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਿਪੰਸਲ ਘੜ ਲ ਓ । 

 cākū nāl pinsal kàṛ lao  

 チャークー ナール ピンサル カル ラオー 

 ナイフで鉛筆を削りなさい。 

(3) ਸਰਦੀਆ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਂ ਹਾਉਦੇ ਹਾਂ ਂ । 
 sardiā ̃̄wicc asi ̃̄garam pāṇī nāl naò̃̄de a ̃̄ 

 サルディーアーン ウィッチュ アスィーン ガラム パーニー ナール ナーオーンデー アーン 

 冬には私たちはお湯で沐浴します。 

(4) ਸੋਹਿਣਆ ਕਪਿੜਆ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਂ ਂ । 

 sóṇia ̄kaprịa ̄na ̄̃ ̃ l ādmī caṅgā lagdā e  

 ソーニアーン カプリアーン ナール アードミー チャンガー ラグダー エー 

 奇麗な衣服を着ると人は立派に見えます。 

(5) ਤੋਹਿਫ਼ਆ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਂ । 

 tófia ̄na ̄̃ l piār wáddā e  

 トーフィアーン ナール ピアール ワドダー エー 

 贈り物によって愛は増します。 

(6) ਇੱਕ ਫੱੁਲ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ । 

 ikk pʰull nāl mal̄a ̄naí ̄baṇdi ̄̃  

 イック プッル ナール マーラー ナイーン バンディー 

 １つの花で花輪はできない。 
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【例文】 後置詞 2   نال)  

 ☊ DISC-2:Track20  

 میں چاقو نال وڈھدا واں۔ (1)
 mɛ ̃cak̄ū nal̄ waḍ́ḍada ̄wa ̃̄ 

 マェーン チャークー ナール ワッダダー ワーン 

 私はナイフで切ります。 

 چاقو نال پنسل گھڑ لو۔ (2)

 cākū nāl pinsal kàṛ lao  

 チャークー ナール ピンサル カル ラオー 

 ナイフで鉛筆を削りなさい。 

ٓسردیاں وچ اسیں گرم پاڻی نال نہاؤندے اں۔ (3)  

 sardiā ̃̄wicc asi ̃̄garam pāṇī nāl naò̃̄de a ̃̄ 

 サルディーアーン ウィッチュ アスィーン ガラム パーニー ナール ナーオーンデー アーン 

 冬には私たちはお湯で沐浴します。 

ٓسوہڻیاں کپڑیاں نال ادمی چنگا لگدا اے۔ (4)  

 sóṇia ̄kaprịa ̄na ̄̃ ̃ l ādmī caṅgā lagdā e  

 ソーニアーン カプリアーン ナール アードミー チャンガー ラグダー エー 

 奇麗な衣服を着ると人は立派に見えます。 

 تحفیاں نال پیار ودھدا اے۔ (5)
 tófia ̄na ̄̃ l piār wáddā e  

 トーフィアーン ナール ピアール ワドダー エー 

 贈り物によって愛は増します。 

 اک پھل نال مالا نہیں بڻدی۔ (6)
 ikk pʰull nāl mal̄a ̄naí ̄baṇdi ̄̃  

 イック プッル ナール マーラー ナイーン バンディー 

 １つの花で花輪はできない。 
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【例文】 後置詞 ਨਾਲ   3)  

(1) ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ । 

 ó mere nāl narāz e  

 オー メーレー ナール ナラーズ エー 

 あの人は私のことを怒っています。

(2) ਮ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ । 

 mɛ ̃us nāl naí ̄bolda ̄̃  

 マェーン ウス ナール ナイーン ボールダー

 私はあの人とは話しません。 

 
【例文】 後置詞 ਨਾਲ   4)  

(1) ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪ ਈ । 
 tùpp nāl garmī hoṇ lagg paī  

 トゥップ ナール ガルミー ホーン ラッグ パイー 

 日差しのために暑くなり始めました。 

(2) ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚੜਦੇ ਤੇ ਲਿਹੰਦੇ ਦੋ ਿਹੱਿਸਆ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਂ
ਚੁਿਕਆ ਹੈ । 

 pākistān baṇan nāl huṇ pañjāb cáṛde te lɛ ̃d́e do hissia ̃̄wicc waṇḍiā jā cukiā e 

 パーキスターン バナン ナール フン パンジャーブ チャルデー テー ラェーンデー ドー ヒッスィアーン ウ

ィッチュ ワンディアー ジャー チュキアー エー 

 パーキスターンができたために，現在パンジャーブは東西２つの地域に分断されてしまって

います。 
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【例文】 後置詞 3   نال)  

 ☊ DISC-2:Track21  

اے۔اوہ میرے نال ناراض  (1)  

 ó mere nāl nārāz e  

 オー メーレー ナール ナーラーズ エー 

 あの人は私のことを怒っています。 

 میں اوس نال نہیں بولدا۔ (2)
 mɛ ̃os nāl naí ̄bolda ̄̃  

 マェーン オース ナール ナイーン ボールダー

 私はあの人とは話しません。 

 
【例文】 後置詞 4   نال)  

 دھپ نال گرمی ہوڻ لگ پئی۔ (1)
 tùpp nāl garmī hoṇ lagg paī  

 トゥップ ナール ガルミー ホーン ラッグ パイー 

 日差しのために暑くなり始めました。 

اے۔ پاکستان بڻن نال ہڻ پنجاب چڑھدے تے لہندے دو حصیاں وچ ونڈیا جا چکیا (2)
 pākistān baṇan nāl huṇ pañjāb cáṛde te lɛ ̃d́e do hissia ̃̄wicc waṇḍiā jā cukiā e 

 
パーキスターン バナン ナール フン パンジャーブ チャルデー テー ラェーンデー ドー ヒッスィアーン ウ

ィッチュ ワンディアー ジャー チュキアー エー 

 
パーキスターンができたために，現在パンジャーブは東西２つの地域に分断されてしまって

います。 
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【例文】 後置詞 ਨਾਲ   5)  

(1) ਮੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਪ ਈ ਹੈ । 

 mez de nāl hī kursī paī e  

 メーズ デー ナール ヒー クルスィー パイー エー 

 テーブルのすぐそばに椅子があります。 

(2) ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨ ਿਦੱਤੀ । 

 mālak ne ikk kàṇṭī kutte de gal nāl bánn dittī  

 マーラク ネー イック カンティー クッテー デー ガル ナール バンヌ ディッティー 

 飼い主は１つの鈴を犬の首に結び付けました。 

(3) ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾ । 
 dīwār de nāl-nāl calā jā  

 ディーワール デー ナールナール チャラー ジャー 

 壁にぴったり沿って行きなさい。 

 
【例文】 後置詞 ਨਾਲ   6)  

(1) ਟਾਫ਼ੀਆ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੰਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਂ । 
 tạf̄iā ̃̄kʰāṇ nāl dand xarāb ho ja ̄d̃e han  

 ターフィーアーン カーン ナール ダンド カラーブ ホー ジャーンデー ハン

 甘いキャンディを食べることで歯が悪くなってしまいます。 
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【例文】 後置詞 5   نال)  

 ☊ DISC-2:Track22  

  ہی کرسی پئی اے۔میز دے نال (1)

 mez de nāl hī kursī paī e  

 メーズ デー ナール ヒー クルスィー パイー エー 

 テーブルのすぐそばに椅子があります。 

 مالک نے اک گھنٹی کتے دے گل نال بنھ دتی۔ (2)
 mālak ne ikk kàṇṭī kutte de gal nāl bánn dittī  

 マーラク ネー イック カンティー クッテー デー ガル ナール バンヌ ディッティー 

 飼い主は１つの鈴を犬の首に結び付けました。 

 دیوار دے نال نال چلا جا۔ (3)
 dīwār de nāl-nāl calā jā  

 ディーワール デー ナールナール チャラー ジャー 

 壁にぴったり沿って行きなさい。 

 
【例文】 後置詞 6   نال)  

 ٹافیاں کھاڻ نال دند خراب ہو جاندے نیں۔ (1)
 tạf̄iā ̃̄kʰāṇ nāl dand xarāb ho ja ̄d̃e ne  

 ターフィーアーン カーン ナール ダンド カラーブ ホー ジャーンデー ネー

 甘いキャンディを食べることで歯が悪くなってしまいます。 
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【例文】 後置詞 ਨਾਲ   7)  

(1) ਉਹ ਗ਼ੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ । 

 ó ǧusse nāl boldī e  

 オー グッセー ナール ボールディー エー 

 彼女は怒って話します。 

(2) ਉਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆ ਇਆ ਸੀ । 

 ó der nāl āiā sī  

 オー デール ナール アーイアー スィー 

 彼は遅れて来ました。 

(3) ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਜੀ । 
 arām nāl bɛṭʰo jī  

 アラーム ナール バェートー ジー 

 楽にして座ってください。 

(4) ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ । 

 tusi ̃̄zor nāl bolo  

 トゥスィーン ゾール ナール ボーロー 

 あなたは大きな声で話してください。 

(5) ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਛੂਹਦੀ ਹੈ । 

 ma ̃̄bacce nū pia ̄̃ r nāl cʰūdi ̄́  e  

 マーン バッチェー ヌーン ピアール ナール チューディー エー

 母は子供を慈しみ深く撫でます。 
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【例文】 後置詞 7   نال)  

 ☊ DISC-2:Track23  

 اوہ غصے نال بولدی اے۔ (1)
 ó ǧusse nāl boldī e  

 オー グッセー ナール ボールディー エー 

 彼女は怒って話します。 

ٓاوہ دیر نال ایا سی۔ (2)  

 ó der nāl āiā sī  

 オー デール ナール アーイアー スィー 

 彼は遅れて来ました。 

 ارام نال بیٹھو جی۔ (3)
 arām nāl bɛṭʰo jī  

 アラーム ナール バェートー ジー 

 楽にして座ってください。 

 تسیں زور نال بولو۔ (4)
 tusi ̃̄zor nāl bolo  

 トゥスィーン ゾール ナール ボーロー 

 あなたは大きな声で話してください。 

 ماں بچے نوں پیار نال چھوہدی اے۔ (5)
 ma ̃̄bacce nū pia ̄̃ r nāl cʰūdi ̄́ e  

 マーン バッチェー ヌーン ピアール ナール チューディー エー

 母は子供を慈しみ深く撫でます。 
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7.8. 後置詞 ਲ ਈ  
 後置詞 ਲ ਈ は，主に英語の前置詞の for 「…のために」に相当します。 
  
1) 目的・意図「…のために」「…の目的で」  
2) 原因・理由「…ので」「…だから」「…のために」「…の理由で」  
3) 対象・関連・関わり「…にとって」「…に対して」「…に関して」  
4) 時間の幅や期間「…の間」「…の期間」  
 
【例文】 後置詞 ਲ ਈ   1)  

(1) ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲ ਈ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ । 

 cācā jī mere laī nārīal lɛ ke āe san  

 チャーチャー ジー メーレー ライー ナーリーアル ラェー ケー アーエー サン 

 叔父さんは私のためにココナツを持って来ました。 

(2) ਉਹ ਿਕਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਿਵਆਹ ਲ ਈ ਪੈਸਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ । 

 ó kise ǧrīb di ̄ti ̀̄de wia ́̄laī pɛsā dindā sī  

 オー キセー ガリーブ ディー ティー デー ウィアー ライー パェーセー ディンダー スィー 

 彼は誰か貧しい人の娘の結婚のためにお金を出していました。 

(3) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ ਲ ਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਣਾ ਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

 pa ̄r̀at ate pākistān nū sát̄i ̄lai ̄t ̣̃ ̃ ʰos yojnab̄andi ̄baṇaūṇi ̄caīd̄i ̄́  e  

 
パーラト アテー パーキスターン ヌーン シャーンティー ライー トース ヨージュナーバンディー バナーウニ

ー チャーイーディー エー 

 インドとパーキスターンは平和のために確固たる計画を立てるべきです。 

(4) ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲ ਈ ਘਰਾ ਂਨੂੰ  ਚਲੇ ਗਏ । 

 bacce roṭī kʰaṇ̄ lai ̄kar̀a ̄nū ̃ ̃ cale gae  

 バッチェー ローティー カーン ライー カラーン ヌーン チャレー ガエー 

 子供たちは食事をしに家に帰りました。 

 



 شاہ مکھی
 

 349

7.8. 後置詞 لئی  
 後置詞 لئی は，主に英語の前置詞の for 「…のために」に相当します。  
 
1) 目的・意図「…のために」「…の目的で」  
2) 原因・理由「…ので」「…だから」「…のために」「…の理由で」  
3) 対象・関連・関わり「…にとって」「…に対して」「…に関して」  
4) 時間の幅や期間「…の間」「…の期間」  
 
【例文】 後置詞 1   لئی)  

 ☊ DISC-2:Track24  

ئے سن۔ٓچاچا جی میرے لئی ناریل لے کے ا (1)  

 cācā jī mere laī nārīal lɛ ke āe san  

 チャーチャー ジー メーレー ライー ナーリーアル ラェー ケー アーエー サン 

 叔父さんは私のためにココナツを持って来ました。 

 اوہ کسے غریب دی دھی دے ویاہ لئی پیسہ دندا سی۔ (2)
 ó kise ǧrīb di ̄ti ̀̄de wia ̄lai ̄́ pɛsā dindā sī  

 オー キセー ガリーブ ディー ティー デー ウィアー ライー パェーセー ディンダー スィー 

 彼は誰か貧しい人の娘の結婚のためにお金を出していました。 

 بڻاؤڻی] یوجنا بندی[لئی ٹھوس منصوبہ بندی ] شانتی[بھارت اتے پاکستان نوں امن  (3)
 چاہیدی اے۔

 pa ̄r̀at ate pākistān nū ̃ aman [sát̄i ̄̃ ] laī ṭʰos mansūbabandī [yojnābandī] 
baṇaūṇi ̄caīd̄i ̄́  e  

 パーラト アテー パーキスターン ヌーン アマン [シャーンティー] ライー トース マンスーババンディー

[ヨージュナーバンディー] バナーウニー チャーイーディー エー 

 インドとパーキスターンは平和のために確固たる計画を立てるべきです。 

 بچے روٹی کھاڻ لئی گھراں نوں چلے گئے۔ (4)
 bacce roṭī kʰaṇ̄ lai ̄kar̀a ̄nū ̃ ̃ cale gae  

 バッチェー ローティー カーン ライー カラーン ヌーン チャレー ガエー 

 子供たちは食事をしに家に帰りました。 
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(5) ਅਸੀਂ ਆਗਰੇ ਤ ਫ਼ਿਤਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਵੇਖਣ ਲ ਈ ਗਏ । 

 asi ̄a ̄̃ gre tõ fátepur sīkrī wekʰaṇ laī gae  

 アスィーン アーグレー トーン ファテープル スィークリー ウェーカン ライー ガエー 

 私たちはアーグラーからファテープル・スィークリーを見に行きました。 

(6) ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਲ ਈ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ? 

 tusi ̃̄kis laī puccʰade o  

 トゥスィーン キス ライー プッチャデー オー 

 あなたはなぜ尋ねるのですか？ 

(7) ਮਠ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਕਸ ਲ ਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 

 maṭʰ dī satʰāpnā kis lai ̄kit̄i ̄jad̄i ̄̃ e  

 マト ディー サタープナー キス ライー キーティー ジャーンディー エー 

 僧院は何のために開設されるのですか？ 

 
【例文】 後置詞 ਲ ਈ   2)  

(1) ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਲ ਈ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਵੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । 
 muṇḍā is laī xuś e ki ó imtihān wccõ pās ho giā e  

 ムンダー イス ライー クシュ エー キ オー イムティハーン ウィッチョーン パース ホー ギアー 

 少年は試験に合格したので喜んでいます。 
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ٓاسیں اگرے توں فتحپور سیکری ویکھڻ لئی گئے۔ (5)  

 asi ̄a ̄̃ gre tõ fátepur sīkrī wekʰaṇ laī gae  

 アスィーン アーグレー トーン ファテープル スィークリー ウェーカン ライー ガエー 

 私たちはアーグラーからファテープル・スィークリーを見に行きました。 

 تسیں کس لئی پچھدے او؟ (6)
 tusi ̃̄kis laī puccʰade o  

 トゥスィーン キス ライー プッチャデー オー 

 あなたはなぜ尋ねるのですか？ 

 مٹھ دی ستھاپنا کس لئی کیتی جاندی اے۔ (7)
 maṭʰ dī satʰāpnā kis lai ̄kit̄i ̄jad̄i ̄̃ e  

 マト ディー サタープナー キス ライー キーティー ジャーンディー エー 

 僧院は何のために開設されるのですか？ 

 
【例文】 後置詞 2   لئی)  

 ☊ DISC-2:Track25  

 منڈا ایس لئی خوش اے کہ اوہ امتحان وچوں پاس ہو گیا اے۔ (1)
 muṇḍā es laī xuś e ki ó imtihān wccõ pās ho giā e  

 ムンダー エース ライー クシュ エー キ オー イムティハーン ウィッチョーン パース ホー ギアー 

 少年は試験に合格したので喜んでいます。 
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【例文】 後置詞 ਲ ਈ   3)  

(1) ਮੇਰੇ ਲ ਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ? 

 mere laī kī hukam e  

 メーレー ライー キー フカム エー 

 私に何の御用ですか？ 

 
【例文】 後置詞 ਲ ਈ   4)  

(1) ਇਹ ਆਿਫ਼ਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤ ੇਲ ਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ । 

 é āfis ikk hafte laī band raègā  

 エー アーフィス イック ハフテー ライー バンド ラエーガー

 この事務所は１週間閉まっているでしょう。 
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【例文】 後置詞 3   لئی)  

 میرے لئی کیہہ حکم اے؟ (1)
 mere laī kī hukam e  

 メーレー ライー キー フカム エー 

 私に何の御用ですか？ 

 
【例文】 後置詞 4   لئی)  

ٓایہہ افس اک ہفتے لئی بند رہے گا۔ (1)  

 é āfis ikk hafte laī band raègā  

 エー アーフィス イック ハフテー ライー バンド ラエーガー

 この事務所は１週間閉まっているでしょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
バハーワルプール：サラ－エキー語文学協会 
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7.9. 後置詞 ਵੱਲ  
 後置詞 ਵੱਲ は，英語の前置詞の toward 「…の方向へ」「…に向かって」に

相当します。 
  
【例文】 後置詞 ਵੱਲ  

(1) ਰਾਜਾ ਕੁਝ ਿਚਰ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਿਰਹਾ । 

 rājā kúj cir us búḍḍe wall wekʰdā ríā  

 ラージャー クジュ チル ウス ブッデー ワッル ウェークダー リアー 

 王はしばらくその老人を見ていました。 

(2) ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ । 

 ó waḍḍī saṛak wall jā ráe san  

 オー ワッディー サラク ワッル ジャー ラエー サン 

 彼らは大通りに向かって進んで行くところでした。 

(3) ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਮਕੱੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

 hājī lok makke wall ja ̄d̃e han  

 ハージー ローク マッケー ワッル ジャーンデー ハン 

 巡礼者たちはメッカに向かって行きます。 

(4) ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਂ । 

 ó pañjāb de loka ̄diā ̄samassiaw̄a ̄̃ ̃ ̃ de wall kaf̄i ̄tia ̄ǹ dinde han  

 
オー パンジャービー デー ローカーン ディーアーン サマッスィアーワーン デー カーフィー ティアーン デ

ィンデー ハン 

 あの方はパンジャーブの人々の問題に向けて大いに配慮をします。 
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7.9. 後置詞 ول  

 ☊ DISC-2:Track26  
 後置詞 ول は，英語の前置詞の toward 「…の方向へ」「…に向かって」に

相当します。  

 
【例文】 後置詞 ول  

 راجا کجھ چر اوس بڈھے ول ویکھدا رہیا۔ (1)
 rājā kúj cir os búḍḍe wall wekʰdā ríā  

 ラージャー クジュ チル オース ブッデー ワッル ウェークダー リアー 

 王はしばらくその老人を見ていました。 

 اوہ وڈی سڑک ول جا رہے سن۔ (2)
 ó waḍḍī saṛak wall jā ráe san  

 オー ワッディー サラク ワッル ジャー ラエー サン 

 彼らは大通りに向かって進んで行くところでした。 

 حاجی لوک مکے ول جاندے نیں۔ (3)

 hājī lok makke wall ja ̄d̃e ne  

 ハージー ローク マッケー ワッル ジャーンデー ネー 

 巡礼者たちはメッカに向かって行きます。 

نیں۔ دے ول کافی دھیان دندے] سمسیاواں[اوہ پنجاب دے لوکاں دیاں مسئلیاں  (4)
 ó pañjāb de loka ̄diā ̄masliya ̄̃ ̃ ̃ [samassiaw̄a ̄]̃ de wall kaf̄i ̄tia ̄ǹ dinde ne  

 
オー パンジャービー デー ローカーン ディーアーン マスリヤーン [サマッスィアーワーン] デー ワッル カ

ーフィー ティアーン ディンデー ネー 

 あの方はパンジャーブの人々の問題に向けて大いに配慮をします。 
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7.10. 後置詞 ਕੋਲ  
 後置詞 ਕੋਲ は，英語の前置詞の near 「…の近くに」「…のそばに」に相当

します。  
 後置詞 ਕੋਲ を用いた「（人）のそばに…がある」という文は「（人は）…を

持っている」という所有表現になります。その例文は「 6.1.6. 所有表現」にあ

ります。  
 
【例文】 後置詞 ਕੋਲ  

(1) ਿਬੱਲੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗ ਈ । 

 billī dādī jī kol ā gaī  

 ビッリー ダーディー ジー コール アー ガイー 

 猫はおばあちゃんのそばに来ました。 

(2) ਉਹ ਪਰਾਹੁਿਣਆ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਂ । 
 ó paraūṇia ̄́ ̃ kol bɛṭʰe san  

 オー パラーウニアーン コール バェーテー サン 

 彼らは来客たちのそばに座っていました。 

(3) ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਿਕਉ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਂ ? 

 tusi ̄sar̄a ̄̃ din óna ̃̄kol kiõ naí ̃̄rɛ ̃d́e  

 トゥスィーン サーラー ディン オーナーン コール キオーン ナイーン ラェーンデー

 あなたは終日あの方のそばになぜ居ないのですか？ 

(4) ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਪੜੇ ਸਾਂ । 

 asi ̄ba ̄̃ ŕ nikalaṇ wāle geṭ de kol appaṛe sa ̃̄ 

 アスィーン バール ニカラン ワーレー ゲート コール アッパレー サーン 

 私たちは出口の近くまでたどり着きました。 
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7.10. 後置詞 کول  

 ☊ DISC-2:Track27  
 後置詞 کول は，英語の前置詞の near 「…の近くに」「…のそばに」に相当

します。  
 後置詞 کول を用いた「（人）のそばに…がある」という文は「（人は）…を

持っている」という所有表現になります。その例文は「 6.1.6. 所有表現」にあ

ります。  

 
【例文】 後置詞 کول  

گئی۔ٓبلی دادی جی کول ا  (1)  

 billī dādī jī kol ā gaī  

 ビッリー ダーディー ジー コール アー ガイー 

 猫はおばあちゃんのそばに来ました。 

 اوہ پراہڻیاں کول بیٹھے سن۔ (2)
 ó paraūṇia ̄́ ̃ kol bɛṭʰe san  

 オー パラーウニアーン コール バェーテー サン 

 彼らは来客たちのそばに座っていました。 

 تسیں سارا دن اوہناں کول کیوں نہیں رہندے؟ (3)
 tusi ̃̄sar̄a ̄din óna ̃̄kol kiõ naí ̃̄rɛ ̃d́e  

 トゥスィーン サーラー ディン オーナーン コール キオーン ナイーン ラェーンデー

 あなたは終日あの方のそばになぜ居ないのですか？ 

 اسیں باہر نکلڻ والے گیٹ دے کول اپڑے ساں۔ (4)
 asi ̄ba ̄̃ ŕ nikalaṇ wāle geṭ de kol appaṛe sa ̃̄ 

 アスィーン バール ニカラン ワーレー ゲート コール アッパレー サーン 

 私たちは出口の近くまでたどり着きました。 
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7.11. その他の後置詞  
  ਦੇ, ਦੀ, ਤ などを前に伴って使われますが，省略されることも多いので，その

場合は（  ）で示してあります。表では，省略されないものも含めて ਦੇ, ਦੀ, ਤ 
の発音表記 de ［デー］ , dī ［ディー］ , tõ ［トーン］ は示しません。  
 

1) （ ਦੇ ） ਉੱਪਰ  uppar ウッパル …の上に 

2)   ਤ ਅੱਗੇ  agge アッゲー …の前に，…の先に 

 （ ਦੇ ）    

3) （ ਦੇ ） ਅੰਦਰ  andar アンダル …の中に 

4) （ ਦੇ ） ਅਨਸੁਾਰ anusār アヌサール …によれば 

5)   ਤ ਇਲਾਵਾ ilāwā イラーワー …以外に，…の他に，…に加えて 

6) （ ਦੇ ） ਸਾਹਮਣ ੇsam̄ṇ́ e サームネー …の前に，…の正面に 

7)   ਦੇ ਸਬੱਬ  sababb サバッブ …の理由で，…の原因で 

8)   ਦੇ ਿਸਵਾ  siwā スィワー …を除いて 

9) （ ਦੇ ） ਹੇਠ  heṭʰ ヘート …の下に 

10)  ਕਰਕੇ  karke カルケー …のために，…の理由で 

11) （ ਦੀ ） ਖ਼ਾਤਰ  xātar カータル …のために 

12) （ ਦੇ ） ਿਖ਼ਲਾਫ਼  xilāf キラーフ …に反対して 

13)   ਦੇ ਿਗਰਦ  gird ギルド …の周りに 

14) （ ਦੇ ） ਜ਼ਰੀਏ  zarīe ザリーエー …の手段で 

15) （ ਦੀ ） ਤਰਾਂ  taŕa ̃̄タラーン …のように 

16) （ ਦੇ ） ਥੱਲੇ  tʰalle タッレー …の下に 

17) （ ਦੀ ） ਥਾਂ  tʰa ̃̄ターン …に代わって 

18) （ ਤ ） ਿਬਨਾਂ  bina ̃̄ビナーン …なしで 
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7.11. その他の後置詞  

 ☊ DISC-2:Track28  
，などを前に伴って使われますが，省略されることも多いので توں ,دی ,دے  

その場合は（  ）で示してあります。表では，省略されないものも含めて دے, 
  。の発音表記 de ［デー］ , dī ［ディー］ , tõ ［トーン］ は示しません توں ,دی

 

 uppar ウッパル …の上に  (دے ) اپر (1

 agge アッゲー …の前に，…の先に  (توں ) اگے (2

   （ دے ）  

 andar アンダル …の中に  (دے ) اندر (3

anusār アヌサール  (دے ) انسار (4 …によれば 

 ilāwā イラーワー …以外に，…の他に，…に加えて  توں علاوہ (5

sam̄ṇ́  (دے ) ساہمڻے (6 e サームネー …の前に，…の正面に 

sababb サバッブ  دے سبب (7 …の理由で，…の原因で 

 siwā スィワー …を除いて  دے سوا (8

 heṭʰ ヘート …の下に  (دے ) ہیٹھ (9

 karke カルケー …のために，…の理由で  کر کے (10

 xātar カータル …のために  (دی ) خاطر (11

 xilāf キラーフ …に反対して  (دے ) خلاف (12

 gird ギルド …の周りに  دے گرد   (13

 zarīe ザリーエー …の手段で  (دے ) ذریعے (14

ںطرحا (15  taŕa ̃̄タラーン …のように  (دی ) 

 tʰalle タッレー …の下に  (دے ) تھلے (16

 tʰa ̃̄ターン …に代わって  (دی ) تھاں (17

 bina ̃̄ビナーン …なしで  (توں ) بناں (18
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19)   ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ  nazdīk ナズディーク …の近くに 

20)   ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਵੱਚ natīje wicc ナティージェー ウィッチュ …の結果 

21) （ ਦੇ ） ਨੇੜੇ  neṛe ネーレー …の近くに 

22) （ ਦੇ ） ਪਾਰ  pār パール …の向こうに 

23) （ ਦੇ ） ਿਪੱਛ ੇ  piccʰe ピッチェー …の後ろに 

24) （ ਦੇ ） ਬਗ਼ੈਰ  baǧɛr バガェール …なしで 

25) （ ਦੇ ） ਬਾ ਅਦ  bāad バーアド …の後に 

 （ ਤ ）    

26) （ ਦੇ ） ਬਾਹਰ  ba ̄ŕ バール …の外に 

27) （ ਦੇ ） ਬਾਰੇ  bāre バーレー …について 

28)   ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  bāwajūd バーワジュード …にもかかわらず 

29) （ ਦੇ ） ਮਗਰ  magrõ マグローン …の後に 

 （ ਤ ）    

30) （ ਦੇ ） ਮੁਤਾਬਕ  mutābak ムターバク …によれば 

29) （ ਦੇ ） ਮੁਤਾਿਲਕ  mutālik ムターリク …に関して 

31) （ ਦੇ ） ਲਾਗ ੇ  lāge ラーゲー …の近くに 

32)   ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ  wájā nāl ワジャー ナール …の原因で 

33) （ ਦੇ ） ਵਾਸਤੇ  wāste ワーステー …のために 

34) （ ਦੇ ） ਵਾਂਗ  wa ̄g̃ ワーング …のように 

35) （ ਦੇ ） ਿਵਚਕਾਰ  wickār ウィチュカール …の間に 
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 nazdīk ナズディーク …の近くに دے نزدیک (19

natīje wicc ナティージェー ウィッチュ  دے نتیجے وچ (20 …の結果 

 neṛe ネーレー …の近くに (دے ) نیڑے (21

 pār パール …の向こうに (دے ) پار (22

 piccʰe ピッチェー …の後ろに (دے ) پچھے (23

 baǧɛr バガェール …なしで (دے ) بغیر (24

 bāad バーアド …の後に (دے ) بعد (25

   （توں ） 

ba دے باہر (26 ̄ŕ バール …の外に 

 bāre バーレー …について (دے ) بارے (27

 bāwajūd バーワジュード …にもかかわらず دے باوجود (28

 magrõ マグローン …の後に (دے ) مگروں (29

   （توں ） 

بقمطا (30  mutābak ムターバク …によれば (دے ) 

 mutālik ムターリク …に関して (دے ) متعلق (29

 lāge ラーゲー …の近くに (دے ) لاگے (31

 wájā nāl ワジャー ナール …の原因で دی وجہ نال (32

 wāste ワーステー …のために (دے ) واسطے (33

wa (دے ) وانگ (34 ̄g̃ ワーング …のように 

 wickār ウィチュカール …の間に (دے ) وچکار (35
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8. 接続詞  
 いくつかの基本的な接続詞とその用例を見てみます。  

1) ਅਤੇ ate アテー , ਤੇ te テー …と… そして 

2) ਜਾਂ ja ̃̄ジャーン …か… …または… 

 ਜਾ ਂ… ਜਾ ਂ… …かまたは…か，…か…かどちらか

3) ਪਰ par パル , ਪਰੰਤੂ parantū パラントゥー しかし 

 ਮਗਰ magar マガル , ਲੇਕਨ lekan レーカン しかし 

4) ਤਾਂ ta ̃̄ターン それなら，そうすると 

5) ਜੇ je ジェー … ਤਾ ਂ… もし…なら 

 ਜੇਕਰ jekar ジェーカル … ਤਾਂ … もし…なら 

6) ਨਹੀਂ ਤਾਂ naí ̄ta ̄̃ ̃ ナイーン ターン さもないと 

7) ਨਾ nā ナー … ਨਾ … nā ナー …でもないし…でもない， 

  …も…も（両方とも）…ない 

8) ਭਾਵ … paw̄e ̃̀ パーウェーン たとえ…でも，たとえ…しようとも

 ਭਾਵ … ਭਾਵ … …であろうと…であろうと， 

  …にしても…にしても 

9) ਿਕ … ki キ , ਪ ਈ … paī パイー …ということ 

10) ਿਕਉਿਕਂ  … kiõki キオーンキ なぜなら…だから，…なので 

 ਿਕਉਜੋਂ  … kiõjo キオーンジョー なぜなら…だから，…なので 

 ਇਸ ਲ ਈ is laī イス ライー それで，だから，…なので 

 ਇਸ ਕਰਕੇ is karke イス カルケー それで，だから，…なので 

11) ਸਗ sagõ サゴーン むしろ，それどころか 

12) ਤਾਂਿਕ … ta ̄k̃i ターンキ …するために，…するように 
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8. 接続詞  

 ☊ DISC-2:Track29  
 いくつかの基本的な接続詞とその用例を見てみます。  

 te テー …と… そして تے , ate アテー اتے (1

 …ja ̃̄ジャーン …か… …または جاں (2

かまたは…か，…か…かどちらか…  جاں … جاں … 

 parantū パラントゥー しかし پرنتو , par パル پر (3

lekan レーカン لیکن , magar マガル مگر  しかし 

 ta ̃̄ターン それなら，そうすると تاں (4

 je ジェー もし…なら جے … تاں … (5

 jekar ジェーカル もし…なら جیکر … تاں … 

̃̄ naí ̄ta نہیں تاں (6 ̃ ナイーン ターン さもないと 

 ，nā ナー …でもないし…でもない نہ …nā ナー نہ … (7

  …も…も（両方とも）…ない 

̀̃ paw̄e بھاویں … (8 パーウェーン たとえ…でも，たとえ…しようとも

 ，であろうと…であろうと…  بھاویں …بھاویں … 

  …にしても…にしても 

ئیپ … , ki キ کہ … (9  paī パイー …ということ 

 kiõki キオーンキ なぜなら…だから，…なので کیونکہ … (10

 kiõjo キオーンジョー なぜなら…だから，…なので کیوں جو … 

 es laī エース ライー それで，だから，…なので ایس لئی 

 es karke エース カルケー それで，だから，…なので ایس کرکے 

 sagõ サゴーン むしろ，それどころか سگوں (11

ta … تانکہ (12 ̄k̃i ターンキ …するために，…するように 
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【例文】 接続詞  

(1) ਮਾਤਾ ਜੀ ਫੁਲਕੇ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਲੈ ਆਏ । 

 mātā jī pʰulke ate daí ̃̄lɛ āe  

 マーター ジー プルケー アテー ダイーン ラェー アーエー 

 お母さんはパンとヨーグルトを持って来ました。 

(2) ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਖ਼ਤ ਿਲਖੋ । 

 ja ̄tusi ̄ta ̄̃ ̃ r pèjo ja ̃̄xat likʰo  

 ジャーン トゥスィーン タール ページョー ジャーン カト リコー 

 電報を打つか手紙を書くかしてください。 

(3) ਉਹ ਅਨਪੜ (ਜਾਹਲ) ਸੀ ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ । 
 ó anpáṛ ( ja ̄ĺ ) sī par imāndār sī  

 オー アンパル（ジャール） スィー パル イマーンダール スィー 

 あの人は無知でしたが誠実でした。 

(4) ਜਦ ਮੀਂਹ ਹਿਟਆ ਤਾਂ ਿਚੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗ ਈ । 

 jadõ mi ̄hatịa ̄ta ̄cirị ̄ba ̄̃ ̃ ́́ r ā gaī  

 ジャドーン ミーン ハティアー ターン チリー バール アー ガイー

 雨が止むと雀は外に出て来ました。 

(5) ਜੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ । 

 je axbār páṛnā e ta ̃̄lɛ lao  

 ジェー アクバール パルナー エー ターン ラェー ラオー 

 新聞を読むのなら持って行きなさい。 

(6) ਛੇਤੀ ਕਰ,ੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਰ ਹੋਏਗੀ । 

 cʰetī karo naí ̄ta ̄̃ ̃ der hoegī  

 チェーティー カロー ナイーン ターン デール ホーエーギー 

 急いでください，さもないと遅れますよ。 
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【例文】 接続詞  

 ☊ DISC-2:Track30  

ٓجی پھلکے اتے دہیں لے ائے۔] ماتا[اماں  (1)  

 ammān [mātā] jī pʰulke ate daí ̃̄lɛ āe  

 アンマーン [マーター] ジー プルケー アテー ダイーン ラェー アーエー

 お母さんはパンとヨーグルトを持って来ました。 

تار بھیجو جاں خط لکھو۔جاں تسیں  (2)  

 ja ̄tusi ̄ta ̄̃ ̃ r pèjo ja ̃̄xat likʰo  

 ジャーン トゥスィーン タール ページョー ジャーン カト リコー 

 電報を打つか手紙を書くかしてください。 

سی پر اماندار سی۔] جاہل[اوہ ان پڑھ  (3)  

 ó anpáṛ ( ja ̄ĺ ) sī par imāndār sī  

 オー アンパル（ジャール） スィー パル イマーンダール スィー 

 あの人は無知でしたが誠実でした。 

ٓجدوں مینہ ہٹیا تاں چڑی باہرا گئی۔ (4)  

 jadõ mi ̄hatịa ̄ta ̄cirị ̄ba ̄̃ ̃ ́́ r ā gaī  

 ジャドーン ミーン ハティアー ターン チリー バール アー ガイー 

 雨が止むと雀は外に出て来ました。 

 جے اخبار پڑھنا اے تاں لے لو۔ (5)

 je axbār páṛnā e ta ̃̄lɛ lao  

 ジェー アクバール パルナー エー ターン ラェー ラオー 

 新聞を読むのなら持って行きなさい。 

 چھیتی کرو، نہیں تاں دیر ہووے گی۔ (6)

 cʰetī karo naí ̄ta ̄̃ ̃ der howegī  

 チェーティー カロー ナイーン ターン デール ホーウェーギー 

 急いでください，さもないと遅れますよ。 
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(7) ਨਾ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਮ । 

 nā ó āegā nā mɛ ̃  

 ナー オー アーエーガー ナー マェーン 

 彼も私も行きません。 

(8) ਭਾਵ ਰਹੋ ਭਾਵ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ । 

 paw̄e ̃ra ́̀ o paw̄e ̃ja ̄̀ o tuaḍ̄i ̄marzi ̄̀ e  

 パーウェーン ラオー パーウェーン ジャーオー トゥアーディー マルズィー エー 

 残ろうと行こうとあなたの勝手です。 

(9) ਰਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮ ਕੱਲ ਆਵਾਂਗਾ । 
 rām ne ākʰiā ki mɛ ̃kaĺl aw̄aḡa ̄̃  

 ラーム ネー アーキアー キ マェーン カッル アーワーンガー 

 ラームは明日来ると言いました。 

(10) ਿਕਉਜੋ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਸੀਂ , ਇਸ ਲ ਈ ਮ ਹਸਪਤਾਲ ਿਗਆ । 

 kiõjo sir wicc dard sī is laī mɛ ̃haspatal̄ giā  

 キオーンジョー スィル ウィッチュ ダルド スィー イス ライー マェーン ハスパタール ギアー 

 頭痛がしたので私は病院に行きました。 

(11) ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਗ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ । 

 sāḍā kālaj dūr naí ̄sagõ ner ̣̃ e hī e  

 サーダー カーラジ ドゥール ナイーン サゴーン ネーレー ヒー エー 

 私たちの大学は遠くでなく，むしろすぐ近くにあります。 
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 ☊ DISC-2:Track31  

ٓنہ اوہ ائے گا، نہ میں۔ (7)  

 nā ó āegā nā mɛ ̃  

 ナー オー アーエーガー ナー マェーン 

 彼も私も行きません。 

 بھاویں رہو بھاویں جاؤ، تہاڈی مرضی اے۔ (8)
 paw̄e ̃ra ́̀ o paw̄e ̃ja ̄̀ o tuaḍ̄i ̄marzi ̄̀ e  

 パーウェーン ラオー パーウェーン ジャーオー トゥアーディー マルズィー エー 

 残ろうと行こうとあなたの勝手です。 

ٓرام نے اکھیا کہ میں کل اواں گا۔ (9) ٓ  

 rām ne ākʰiā ki mɛ ̃kaĺl aw̄aḡa ̄̃  

 ラーム ネー アーキアー キ マェーン カッル アーワーンガー 

 ラームは明日来ると言いました。 

  وچ درد سی، ایس لئی میں ہسپتال گیا۔کیوں جو سر (10)

 kiõjo sir wicc dard sī es laī mɛ ̃haspatal̄ giā  

 キオーンジョー スィル ウィッチュ ダルド スィー エース ライー マェーン ハスパタール ギアー 

 頭痛がしたので私は病院に行きました。 

 ساڈا کالج دور نہیں، سگوں نیڑے ہی اے۔ (11)

 sāḍā kālaj dūr naí ̄sagõ ner ̣̃ e hī e  

 サーダー カーラジ ドゥール ナイーン サゴーン ネーレー ヒー エー 

 私たちの大学は遠くでなく，むしろすぐ近くにあります。 
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9. 副詞  
場所・方向などを表す副詞  

場所： ਇੱਥੇ ittʰe イッテー ここに ਉੱਥੇ uttʰe ウッテー そこに 

 ਿਕੱਥੇ kittʰe キッテー どこに ਿਜੱਥੇ jittʰe ジッテー （関係詞） 

 ਿਕਤੇ kite キテー どこかに ਿਕਧਰੇ kídare キダレー どちらかに，どこかに

方向： ਇੱਧਰ íddar イッダル こちらに ਉੱਧਰ úddar ウッダル あちらに 

 ਿਕੱਧਰ kíddar キッダル どちらに ਿਜੱਧਰ jíddar ジッダル （関係詞） 

 ਨੇੜੇ neṛe ネーレー 近くに ਅੱਗੇ agge アッゲー 前に 

 ਿਪੱਛੇ piccʰe ピッチェー 後ろに ਉੱਪਰ uppar ウッパル 上に 

 ਥੱਲੇ tʰalle タッレー 下に ਹੇਠਾਂ heṭʰa ̃̄ヘーターン 下に 

 ਅੰਦਰ andar アンダル 中に ਬਾਹਰ ba ̄ŕ バール 外に 

 ਸੱਜੇ sajje サッジェー 右に ਖੱਬੇ kʰabbe カッベー 左に 
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9. 副詞  
場所・方向などを表す副詞  

 ☊ DISC-2:Track32  

場所： ایتھے ettʰe エーッテー ここに اوتھے ottʰe オーッテー そこに 

 jittʰe ジッテー （関係詞） جتھے kittʰe キッテー どこに کتھے 

kite キテー どこかに کتے  kídare キダレー کدھرے どちらかに，どこ

かに 

方向： ایدھر éddar エーッダル こちらに  óddar オーッダル あちらに اودھر

kíddar キッダル どちらに کدھر   jíddar ジッダル （関係詞） جدھر

 agge アッゲー 前に اگے neṛe ネーレー 近くに نیڑے 

 uppar ウッパル 上に اپر piccʰe ピッチェー 後ろに پچھے 

 heṭʰa ̃̄ヘーターン 下に ہیٹھاں tʰalle タッレー 下に تھلے 

ba باہر andar アンダル 中に اندر  ̄ŕ バール 外に 

 kʰabbe カッベー 左に کھبے sajje サッジェー 右に سجے 
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時を表す副詞，副詞句  

ਹੁਣ huṇ フン 今 ਹੁਣੇ huṇe フネー たった今 

ਅੱਜ ajj アッジュ 今日 ਕੱਲ káll カッル 昨日，明日 

ਅੱਜਕਲ ajjkál アッジュカル 昨今 ਭਲਕੇ pàlke パルケー 明日（の朝）に 

ਪਰਸ parsõ パルソーン おととい，   

 あさって   

ਨਰਸ narsõ ナルソーン さきおととい，   

 しあさって   

ਕਦ kadõ カドーン いつ ਜਦ jadõ ジャドーン （関係詞） 

ਤਦ tadõ タドーン その時 ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਂ 時々 

  kadi ̄kadaī ̃̄  

  カディー カダーイーン  
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時を表す副詞，副詞句  

 ☊ DISC-2:Track33  

 huṇe フネー たった今 ہڻے huṇ フン 今 ہڻ

 káll カッル 昨日，明日 کل ajj アッジュ 今日 اج

pàlke パルケー بھلکے ajjkál アッジュカル 昨今 اجکل 明日（の朝）に 

   ，parsõ パルソーン おととい پرسوں

 あさって   

，narsõ ナルソーン さきおととい نرسوں   

 しあさって   

jadõ ジャドーン جدوں kadõ カドーン いつ کدوں （関係詞） 

 時々 کدی کدائیں tadõ タドーン その時 تدوں

  kadi ̄kadaī ̃̄  

  カディー カダーイーン  
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 名詞で「朝」は ਸੁਬਾ súbā ［スバー］ , ਸਵੇਰ saver ［サヴェール］ , 「昼」は ਦੁਪਿਹਰ 
dupɛŕ ［ドゥパェール］ , 「夕方」は ਸ਼ਾਮ śām ［シャーム］ , 「夜」は ਰਾਤ rāt ［ラート］ 
ですが，「夕方に」などという場合には後置詞の ਨੂੰ  を付けて副詞句を作ります。

月日（日付），曜日の場合も同じです。  

ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ  夕方に  ਰਾਤ ਨੂੰ  夜に 

śām nū ̃    rāt nū ̃   

シャーム ヌーン   ラート ヌーン  

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ  日曜日に  ਚੌਦਾਂ ਅਗਸਤ ਨੂੰ  ８月１４日に 

ɛtwār nū ̃    cɔda ̃̄agast nū ̃   

アェートワール ヌーン   チャォーダーン アガスト ヌーン  

また「夕方に」「夜に」という場合，それぞれの名詞に i ̃̄を付けた ਸ਼ਾਮੀਂ sám̄i ̃̄［シ

ャーミーン］ , ਰਾਤੀਂ rat̄i ̃̄［ラーティーン］ という副詞も用いられます。  
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 名詞で「朝」は صبح súbā ［スバー］ , سویر saver ［サヴェール］ , 「昼」は دوپہر dupɛŕ 
［ドゥパェール］ , 「夕方」は شام śām ［シャーム］ , 「夜」は رات rāt ［ラート］ ですが，

「夕方に」などという場合には後置詞の نوں を付けて副詞句を作ります。月日

（日付），曜日の場合も同じです。  

 ☊ DISC-2:Track34  

 夜に رات نوں  夕方に شام نوں

śām nū ̃    rāt nū ̃   

シャーム ヌーン   ラート ヌーン  

 ８月１４日に چوداں اگست نوں  日曜日に ایتوار نوں

ɛtwār nū ̃    cɔda ̃̄agast nū ̃   

アェートワール ヌーン   チャォーダーン アガスト ヌーン  

また「夕方に」「夜に」という場合，それぞれの名詞に i ̃̄を付けた شامیں sám̄i ̃̄［シ

ャーミーン］ , راتیں rat̄i ̃̄［ラーティーン］ という副詞も用いられます。  
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10. ਹੀ, ਤਾ,ਂ ਵੀ の用法  
  ਹੀ, ਤਾ,ਂ ਵੀ は副詞の一種ですが，単独で用いられることはなく常に他の語

（句）の後に接続して意味を加えるため，副助詞とも呼ばれます。  
 

1) 【Ａ ਹੀ 】 （他でなく）Ａこそ，まさにＡ，たったＡ，Ａだけ 

2) 【未完了分詞 ਹੀ 】 …するやいなや，…するとすぐ，…しているまま 

3) 【Ａ ਤਾ ਂ 】 （他は別にして）Ａは 

4) 【Ａ ਵੀ 】 （他もそうだが）Ａも 
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  の用法 وی ,تاں ,ہی .10
は副詞の一種ですが，単独で用いられることはなく常に他の語 وی تاں ہی  

（句）の後に接続して意味を加えるため，副助詞とも呼ばれます。  
 

1) 【Ａ ہی 】 （他でなく）Ａこそ，まさにＡ，たったＡ，Ａだけ 

2) 【未完了分詞 ہی 】 …するやいなや，…するとすぐ，…しているまま 

3) 【Ａ تاں 】 （他は別にして）Ａは 

4) 【Ａ وی 】 （他もそうだが）Ａも 
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【例文】  ਹੀ, ਤਾ,ਂ ਵੀ  
1) 【Ａ ਹੀ 】  

(1) ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ । 

 é kamm ajj hī karnā karnā hoegā  

 エー カンム アッジュ ヒー カルナー ホーエーガー 

 この仕事は今日こそしなければならないでしょう。 

(2) ਮ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਇਆ ਹਾਂ । 

 mɛ ̃huṇe hi ̄aīa ̄a ̃̄ 

 マェーン フネー ヒー アーイアー アーン 

 私はたった今来たところです。 

(3) ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ । 

 sāre insān pañj tatta ̃̄de hī baṇe han  

 サーレー インサーン パンジュ タッターン デー ヒー バネー ハン

 すべての人間は５つの元素だけでできています。 

(4) ਮ ਹੀ ਰਿਹ ਿਗਆ । 

 mɛ ̃hi ̄rɛ ́gia ̄ 

 マェーン ヒー ラェー ギアー 

 私だけが残りました。 
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【例文】  وی ,تاں ,ہی  
1) 【Ａ ہی 】  

 ☊ DISC-2:Track35  

 ایہہ کم اج ہی کرنا ہووے گا۔ (1)
 é kamm ajj hī karnā karnā howegā  

 エー カンム アッジュ ヒー カルナー ホーウェーガー 

 この仕事は今日こそしなければならないでしょう。 

ٓمیں ہڻے ہی ایا واں۔ (2)  

 mɛ ̃huṇe hi ̄aīa ̄wa ̃̄ 

 マェーン フネー ヒー アーイアー ワーン 

 私はたった今来たところです。 

دے ہی بڻے نیں۔] تتاں[سارے انسان پنج عناصر  (3)  

 sāre insān pañj anāsir [tatta ̄]̃ de hī baṇe ne  

 サーレー インサーン パンジュ アナースィル [タッターン] デー ヒー バネー ネー

 すべての人間は５つの元素だけでできています。 

 میں ہی رہ گیا۔ (4)
 mɛ ̃hi ̄rɛ ́gia ̄ 

 マェーン ヒー ラェー ギアー 

 私だけが残りました。 
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2) 【未完了分詞 ਹੀ 】  

(1) ਆਉਿਦਆ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਂ ਂ । 

 aȭdia ̄hi ̄̃ us ne astīfā de dittā  

 アーオーンディアーン ヒー ウス ネー アスティーファー デー ディッター 

 来るとすぐ，あの人は辞表を出しました。 

(2) ਆਉਿਦਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆ ਚਲਾਂ ਂ ਂ  ਉਣੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ ਂ ਂ । 

 aȭdia ̄hi ̄óna ̄̃ ̃ ne goliā ̄calaūṇiā ̄súrū ̃ ̃ kar dittiā ̃̄ 

 
アーオーンディアーン ヒー オーナーン ネー ゴーリーアーン チャラーウニーアーン シュルー カル ディッテ

ィーアーン 

 来るやいなや，彼らは発砲し始めました。 

(3) ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ  ਜੀਉਿਦਆ ਹੀ ਕੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਿਚਣਵਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਂ ਂ । 

 óna ̄mas̄ū̃ m puttara ̄nū jiȭ̃ ̃ dia ̄hi ̄kańda ̄̃ ̃ wicc ciṇwā dittā giā  

 
オーナーン マースーム プッタラーン ヌーン ジーオーンディアーン ヒー カンダーン ウィッチュ チンワー 

ディッター ギアー 

 その罪のない息子たちは生きたまま壁に埋め込まれてしまいました。 

 
3) 【Ａ ਤਾ ਂ 】  

(1) ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਜਰ ਨਹੀਂ । 
 ó ṭamāṭar ta ̃̄kʰad̄a ̄̃ e par gājar naí ̃̄ 

 オー タマータル ターン カーンダー エー パル ガージャル ナイーン

 彼はトマトは食べますが，ニンジンは食べません。 

(2) ਮ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਤਾ ਂਕੀਤੀ ਸੀ । 

 mɛ ̃kosís ́ta ̄kit̄i ̄si ̄̃  

 マェーン コーシシュ ターン キーティー スィー 

 私は努力はしました。 
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2) 【未完了分詞 ہی 】  

 ☊ DISC-2:Track36  

 ٓاؤندیاں ہی اوس نے استیفا دے دتا۔ (1)
 aȭdia ̄hi ̄̃ os ne astīfā de dittā  

 アーオーンディアーン ヒー オース ネー アスティーファー デー ディッター 

 来るとすぐ，あの人は辞表を出しました。 

 ٓاؤندیاں ہی اوہناں نے گولیاں چلاؤڻیاں شروع کر دتیاں۔ (2)
 aȭdia ̄hi ̄óna ̄̃ ̃ ne goliā ̄calaūṇiā ̄súrū ̃ ̃ kar dittiā ̃̄ 

 
アーオーンディアーン ヒー オーナーン ネー ゴーリーアーン チャラーウニーアーン シュルー カル ディッテ

ィーアーン 

 来るやいなや，彼らは発砲し始めました。 

 اوہناں معصوم پتراں نوں جیوندیاں ہی کندھاں وچ چڻوا دتا گیا۔ (3)
 óna ̄mas̄ū̃ m puttara ̄nū jiȭdia ̄hi ̄kańda ̄̃ ̃ ̃ ̃ wicc ciṇwā dittā giā  

 
オーナーン マースーム プッタラーン ヌーン ジーオーンディアーン ヒー カンダーン ウィッチュ チンワー 

ディッター ギアー 

 その罪のない息子たちは生きたまま壁に埋め込まれてしまいました。 

 
3) 【Ａ تاں 】  

 ☊ DISC-2:Track37  

 اوہ ٹماٹر تاں کھاندا اے پر گاجر نہیں۔ (1)
 ó ṭamāṭar ta ̃̄kʰad̄a ̄̃ e par gājar naí ̃̄ 

 オー タマータル ターン カーンダー エー パル ガージャル ナイーン

 彼はトマトは食べますが，ニンジンは食べません。 

 میں کوشش تاں کیتی سی۔ (2)
 mɛ ̃kosís ́ta ̄kit̄i ̄si ̄̃  

 マェーン コーシシュ ターン キーティー スィー 

 私は努力はしました。 
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(3) ਤੁਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ? 

 tusi ̄bima ̄̃ r ta ̄naí ̄̃ ̃  

 トゥスィーン ビマール ターン ナイーン 

 あなたは病気なのではないですか？ 

(4) ਹੁਣ ਤਾਂ ਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆ ਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ । 

 huṇ ta ̄wa ̄̃ r-wār pa ̄r̀at aūṇa ̄caȭdi ̄a ̄́ ̃  

 フン ターン マェーン ワールワール バーラト アーウナー チャーオーンディー アーン 

 今は私は何度もインドに来たいと思っています。 

 
4) 【Ａ ਵੀ 】  

(1) ਮ ਵੀ ਨਹਾਵਾਂਗਾ । 
 mɛ ̃wi ̄naw̄aḡa ̄̀ ̃  

 マェーン ウィー ナーワーンガー 

 私も沐浴します。 

(2) ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅਨਵੁਾਦ ਹੋਈਆ ਹਨ ਂ ਂ ਂ । 
 kúj kaṇ̄iā ̄̀  ̃ta ̄dūjiā ̄pas̄áw̄a ̄̃ ̃ ̀ ̃ wicc wī anuwād hoiā ̃̄han  

 
クジュ カーニーアーン ターン ドゥージーアーン パーシャーワーン ウィッチュ ウィー アヌワード ホーイー

アーン ハン 

 いくつかの短編小説は他の言語にも翻訳されています。 

(3) ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

 koī wī jā sakdā e  

 コーイー ウィー ジャー サクダー エー 

 誰でも行けます。 

 



 شاہ مکھی
 

 381

 
ں نہیں؟تسیں بیمار تا (3)  

 tusi ̄bim̄a ̄̃ r ta ̄naí ̄̃ ̃  

 トゥスィーン ビーマール ターン ナイーン 

 あなたは病気なのではないですか？ 

ٓہڻ تاں میں وار وار بھارت اؤڻا چاہندی اں۔ (4) ٓ  

 huṇ ta ̄wa ̄̃ r-wār pa ̄r̀at aūṇa ̄caȭdi ̄a ̄́ ̃  

 フン ターン マェーン ワールワール バーラト アーウナー チャーオーンディー アーン 

 今は私は何度もインドに来たいと思っています。 

 
4) 【Ａ وی 】  

 ☊ DISC-2:Track38  

 میں وی نہاواں گا۔ (1)
 mɛ ̃wi ̄naw̄aḡa ̄̀ ̃  

 マェーン ウィー ナーワーンガー 

 私も沐浴します。 

] ہوئیاں انواد[وچ وی ترجمے ہوئے ] بھاشاواں[دوجیاں زباناں ] تاں[کجھ کہاڻیاں دے  (2)
 نیں۔

 kúj kaṇ̄iā ̄̀ ̃ de [ta ̄]̃ dūjiā ̄zaban̄a ̄̃ ̃ [pas̄áw̄a ̄̀ ]̃ wicc wī tarjume hoe [anuwād hoiā ̄]̃ 
ne  

 クジュ カーニーアーン デー [ターン] ドゥージーアーン ザバーナーン [パーシャーワーン] ウィッチュ ウィ

ー タルジュメー ホーエー [アヌワード ホーイーアーン] ネー 

 いくつかの短編小説は他の言語にも翻訳されています。 

 کوئی وی جا سکدا اے۔ (3)
 koī wī jā sakdā e  

 コーイー ウィー ジャー サクダー エー 

 誰でも行けます。 
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11. ਵਾਲਾ の用法  
 
1) ਵਾਲਾ は名詞や動詞の後に付いて，「…に関わりのある人（…屋）」「…する

人」を表す名詞句として用いられます。名詞は後置格形，動詞は不定詞の後

置格形となります。 ਵਾਲਾ は ā 語尾の男性名詞，女性形の ਵਾਲੀ は ī 語尾の

女性名詞となり，それぞれ名詞変化します。  
2) ਵਾਲਾ は名詞・副詞・動詞の後に付いて，「…を身にまとった」「…に携わる」

「…にある」「…する」という意味を持つ形容詞句としても用いられます。

名詞は後置格形，動詞は不定詞の後置格形となります。この場合， ਵਾਲਾ は
修飾する名詞の性・数・格に応じて ā 語尾の形容詞と同じ変化をします。  

3) 【不定詞の後置格形＋ ਵਾਲਾ 】は近い未来に「…するところだ」「…しよう

としている」「…する予定である」という意味でも使われます。この場合， ਵਾਲਾ 
は主語の性・数に応じて ā 語尾の形容詞と同じ変化をします。  

 
【例文】 ਵਾਲਾ  

(1) ਜ਼ਰਾ ਫਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ  ਬੁਲਾਣਾ । 
 zarā pʰal wāle nū bulaṇ̄a ̄̃  

 ザラー パルワーレー ヌーン ブラーナー 

 ちょっと果物屋を呼んでくれ。 

(2) ਕਾਲੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ? 

 kālī ṭopī wāle da ̄ki ̄na ̃̄e  

 カーリー トーピー ワーレー ダー キー ナーン エー 

 黒い帽子をかぶった人の名前は何ですか？ 

(3) ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਿਕਧਰੇ ਬਾਹਰ ਗ ਈ ਹੋਈ ਹੈ । 

 us dī kàr wālī kídre ba ̄ŕ gaī hoī e  

 ウス ディー カル ワーリー キドレー バール ガイー ホーイー エー

 彼の奥さんはどこかに出かけてしまっています。 
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  の用法 والا .11

 ☊ DISC-2:Track39  

 
は名詞や動詞の後に付いて，「…に関わりのある人（…屋）」「…する والا (1

人」を表す名詞句として用いられます。名詞は後置格形，動詞は不定詞の後

置格形となります。 والا は ā 語尾の男性名詞，女性形の والی は ī 語尾の女性

名詞となり，それぞれ名詞変化します。  
は名詞・副詞・動詞の後に付いて，「…を身にまとった」「…に携わる」 والا (2

「…にある」「…する」という意味を持つ形容詞句としても用いられます。

名詞は後置格形，動詞は不定詞の後置格形となります。この場合， والا は修

飾する名詞の性・数・格に応じて ā 語尾の形容詞と同じ変化をします。  
3) 【不定詞の後置格形＋ والا 】は近い未来に「…するところだ」「…しようと

している」「…する予定である」という意味でも使われます。この場合， والا 
は主語の性・数に応じて ā 語尾の形容詞と同じ変化をします。  

 
【例文】 والا  

وں بلاڻا۔ذرا پھل والے ن (1)  

 zarā pʰal wāle nū bulaṇ̄a ̄̃  

 ザラー パルワーレー ヌーン ブラーナー 

 ちょっと果物屋を呼んでくれ。 

 کالی ٹوپی والے دا کیہہ ناں اے؟ (2)
 kālī ṭopī wāle da ̄ki ̄na ̃̄e  

 カーリー トーピー ワーレー ダー キー ナーン エー 

 黒い帽子をかぶった人の名前は何ですか？ 

 اوس دی گھر والی کدھرے باہر گئی ہوئی اے۔ (3)
 os dī kàr wālī kídre ba ̄ŕ gaī hoī e  

 オース ディー カル ワーリー キドレー バール ガイー ホーイー エー

 彼の奥さんはどこかに出かけてしまっています。 
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(4) ਇੱਕ ਕੇਲੇ ਵਚੇਣ ਵਾਲਾ ਡੱਬੇ ਿਵੱਚ ਆ ਇਆ । 

 ikk kele wecaṇ wālā ḍabbe wicc āiā  

 イック ケーレー ウェーチャン ワーラー ダッベー ウィッチュ アーイアー 

 １人のバナナ売りの男が車室に入って来ました。 

(5) ਇਸ ਦਾ ਮਰਨ ਵਾਿਲਆ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬਧੰ ਸੀ ਂ ? 

 isa dā maran wal̄ia ̄na ̄̃ l kī sambánd sī  

 イス ダー マラン ワーリアーン ナール キー サンバンド スィー 

 この人は死者たちとどんな関係だったのですか？ 

(6) 
ਮੋਬਾ ਇਲ ਫ਼ਨੋ ਵਰਤਣ ਵਾਿਲਆ ਿਵੱਚ ਿਦਮਾਗ਼ੀ ਰਸੌਲੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਂ
ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ । 

 
mobāil fon wartaṇ wal̄ia ̃̄wicc dimāǧī rasɔlī baṇan di ̄sambaw̄na ̄a ̄̀ m manukkʰ 
nālõ ziādā e  

 
モーバーイル フォーン ワルタン ワーリアーン ウィッチュ ディマーギー ラサォーリー バナン ディー サン

バーウナー アーム マヌック ナーローン ズィアーダー エー 

 
携帯電話を使用する人たちの中では脳腫瘍になる可能性は通常の人より３０パーセント大

きい。 

(7) ਿਵਆਹ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਸਭ ਛੇਤੀ ਜਾਗ ਪਏ । 

 wia ̄wa ̄́ le din sáb cʰetī jāg pae  

 ウィアー ワーレー ディン サブ チェーティー ジャーグ パエー 

 結婚式の日は皆早く起きました。 

(8) ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ । 
 corī wālā mukaddamā ajj peś hoegā  

 チョーリー ワーラー ムカッダマー アッジュ ペーシュ ホーエーガー 

 窃盗に関する訴訟事件が今日審理されるでしょう。 
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ٓاک کیلے ویچڻ والا ڈبے وچ ایا۔ (4)  

 ikk kele wecaṇ wālā ḍabbe wicc āiā  

 イック ケーレー ウェーチャン ワーラー ダッベー ウィッチュ アーイアー 

 １人のバナナ売りの男が車室に入って来ました。 

سی؟] سمبندھ[ایس دا مرن والیاں نال کیہہ رشتہ  (5)  

 es dā maran wal̄ia ̄na ̄̃ l kī riśtā [sambánd] sī  

 エース ダー マラン ワーリアーン ナール キー リシュター ［サンバンド］ スィー 

 この人は死者たちとどんな関係だったのですか？ 

عام ] دی سمبھونا[موبائل فون ورتڻ والیاں وچ دماغی رسولی بڻن دا امکان  (6)
 نالوں زیادہ اے۔] منکھ[ ٓادمیاں

 mobāil fon wartaṇ wal̄ia ̃̄wicc dimāǧī rasɔlī baṇan dā imkān [di ̄sambaw̄na ̄̀ ] 
ām ad̄miā ̃̄[manukkʰ] nālõ ziādā e  

 モーバーイル フォーン ワルタン ワーリアーン ウィッチュ ディマーギー ラサォーリー バナン ダー イムカ

ーン [ディー サンバーウナー] アーム アードミーアーン ［マヌック］ナーローン ズィアーダー エー 

 携帯電話を使用する人たちの中では脳腫瘍になる可能性は通常の人より３０パーセント大

きい。 

 ویاہ والے دن سبھ چھیتی جاگ پئے۔ (7)
 wia ̄wa ̄́ le din sáb cʰetī jāg pae  

 ウィアー ワーレー ディン サブ チェーティー ジャーグ パエー 

 結婚式の日は皆早く起きました。 

 چوری والا مقدمہ اج پیش ہووے گا۔ (8)

 corī wālā mukaddamā ajj peś howegā  

 チョーリー ワーラー ムカッダマー アッジュ ペーシュ ホーウェーガー 

 窃盗に関する訴訟事件が今日審理されるでしょう。 
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(9) ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ । 

 samān ta ̄sam̄ṇ̃ ́ e wālī dukān tõ lɛ ke āo  

 サマーン ターン サームネー ワーリー ドゥカーン トーン ラェー ケー アーオー 

 品物は正面にある店で買って来なさい。 

(10) ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । 

 é kʰāṇ wālī cīz naí ̃̄e  

 エー カーン ワーリー チーズ ナイーン エー 

 これは食べる物ではありません。 

(11) ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਦੇ । 
 páṛan wāle munḍe satt kàṇṭe tõ ziad̄a ̄naí ̃̄sɔd̃e  

 パラン ワーレー ムンデー サット カンテー トーン ズィアーダー ナイーン サォーンデー 

 勉強する少年たちは７時間以上は眠りません。 

(12) ਗੱਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । 

 gaḍḍī jāṇ wālī e  

 ガッディー ジャーン ワーリー エー 

 列車が発車するところです。 

(13) ਿਕਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ? 

 kéṛā saṭeśan āuṇ wālā e  

 ケーラー サテーシャン アーウン ワーラー エー 

 何という駅に着くところですか？ 
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 ☊ DISC-2:Track40  

ٓسمان تاں ساہمڻے والی دکان توں لے کے اؤ۔ (9)  

 samān ta ̄sam̄ṇ̃ ́ e wālī dukān tõ lɛ ke āo  

 サマーン ターン サームネー ワーリー ドゥカーン トーン ラェー ケー アーオー 

 品物は正面にある店で買って来なさい。 

 ایہہ کھاڻ والی چیز نہیں اے۔ (10)
 é kʰāṇ wālī cīz naí ̃̄e  

 エー カーン ワーリー チーズ ナイーン エー 

 これは食べる物ではありません。 

 پڑھن والے منڈے ست گھنٹے توں زیادہ نہیں سوندے۔ (11)
 páṛan wāle munḍe satt kàṇṭe tõ ziad̄a ̄naí ̃̄sɔd̃e  

 パラン ワーレー ムンデー サット カンテー トーン ズィアーダー ナイーン サォーンデー 

 勉強する少年たちは７時間以上は眠りません。 

 گڈی جاڻ والی اے۔ (12)
 gaḍḍī jāṇ wālī e  

 ガッディー ジャーン ワーリー エー 

 列車が発車するところです。 

ٓکیہڑا سٹیشن اؤڻ والا اے؟ (13)  

 kéṛā saṭeśan āuṇ wālā e  

 ケーラー サテーシャン アーウン ワーラー エー 

 何という駅に着くところですか？ 
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12. ਿਜਹਾ の用法  
  ਿਜਹਾ は，もともと ā 語尾の形容詞で，先行する語と併せてさまざまな形容

詞句や副詞句を作ります。語形変化は，語幹の変わらない ā 語尾の形容詞と同

じ規則変化と，それとは少しだけ異なり， ਕਿਹਣਾ や ਰਿਹਣਾ の完了分詞の変化

と同じ不規則変化のどちらも用いられます。主格形だけ次に示します。  
 
規則変化  

性  単数  複数 

男性  ਿਜਹਾ = íā  ਿਜਹੇ = íe  

  jíā   jíe  

  ジアー  ジエー 

女性  ਿਜਹੀ = íī   ਿਜਹੀਆ ਂ = iíā ̃̄

  jíī   jiíā ̃̄ 

  ジイー  ジイーアーン 

不規則変化  

性  単数  複数 

男性  ਿਜਹਾ = íā  ਜਹੇ = áe  

  jíā   jáe  

  ジアー  ジャエー 

女性  ਜਹੀ = áī   ਜਹੀਆ ਂ = aíā ̃̄

  jáī   jaíā ̃̄ 

  ジャイー  ジャイーアーン 

 



 شاہ مکھی
 

 389

  の用法 جیہا .12

 ☊ DISC-2:Track41  
は，もともと ā 語尾の形容詞で，先行する語と併せてさまざまな形容詞 جیہا  

句や副詞句を作ります。語形変化は，語幹の変わらない ā 語尾の形容詞と同じ

規則変化と，それとは少しだけ異なり， کہڻا や رہڻا の完了分詞の変化と同じ不

規則変化のどちらも用いられます。主格形だけ次に示します。  

 
規則変化  

性  単数  複数 

男性  جیہا = íā   جیہے = íe  

  jíā   jíe  

  ジアー  ジエー 

女性  جیہی = íī  جیہیاں = iíā ̃̄

  jíī   jiíā ̃̄ 

  ジイー  ジイーアーン 

不規則変化  

性  単数 複数 

男性  جیہا = íā  جیہے = áe 

  jíā  jáe  

  ジアー ジャエー 

女性  جیہی = áī جیہیاں = aíā ̃̄

  jáī  jaíā ̃̄ 

  ジャイー ジャイーアーン 
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1) 名詞や形容詞の後に付け，全体として類似・比喩・婉曲などの意味を含む形

容詞句を作ります。「…のような」「…らしい」「…と似ている」「…と同

様の」「…と同じ」「…っぽい」「…じみた」「…げな」  
2) 名詞や形容詞の後に付け，全体として「具体的な量を明示するのを避ける」

意味を含む形容詞句・副詞句を作ります。「…ばかり（の）」「…くらい（の）」  
3) ਿਤਹਾ とともに名詞や形容詞の前に付け，対句を作ります。「…のような」「…

と同じく」  
4) 例示した語の後に付けます。「例えば…のような」  
5) ਿਕਹਾ の変化形 ਿਕਹੋ の後に ਿਜਹਾ が続き ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ の形で用います。「どの

ような」「どんな」「どのように」「どう」「いかが」  
6) ਇਹ の変化形 ਇਹੋ の後に ਿਜਹਾ が続き ਇਹੋ ਿਜਹਾ の形で用います。「この

ような」「こんな」「このように」「こう」  
7) ਉਹ の変化形 ਉਹੋ の後に ਿਜਹਾ が続き ਉਹੋ ਿਜਹਾ の形で用います。「あのよ

うな」「そのような」「あんな」「そんな」「あのように」「そのように」

「ああ」  
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1) 名詞や形容詞の後に付け，全体として類似・比喩・婉曲などの意味を含む形

容詞句を作ります。「…のような」「…らしい」「…と似ている」「…と同

様の」「…と同じ」「…っぽい」「…じみた」「…げな」  
2) 名詞や形容詞の後に付け，全体として「具体的な量を明示するのを避ける」

意味を含む形容詞句・副詞句を作ります。「…ばかり（の）」「…くらい（の）」  
…」とともに名詞や形容詞の前に付け，対句を作ります。「…のような」 تیہا (3
と同じく」  

4) 例示した語の後に付けます。「例えば…のような」  
の形で用います。「どの کیہو جیہا が続き جیہا の後に کیہو の変化形 کیہا (5

ような」「どんな」「どのように」「どう」「いかが」  
の形で用います。「このよう ایہو جیہا が続き جیہا の後に ایہو の変化形 ایہہ (6

な」「こんな」「このように」「こう」  
の形で用います。「あのよう اوہو جیہا が続き جیہا の後に اوہو の変化形 اوہ (7

な」「そのような」「あんな」「そんな」「あのように」「そのように」「あ

あ」  
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【例文】 ਿਜਹਾ  

(1) ਬੁੱਢੇ ਿਕਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ । 

 búḍḍe kisān ne āpṇī kamzor jíī awāz wicc kíā  

 ブッデー キサーン ネー アープニー カムゾール ジイー アワーズ ウィッチュ キアー 

 年老いた農夫はその弱々しげな声で言いました。 

(2) ਭੈਣ ਜੀ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ । 

 pɛṇ̀ ji ̄tʰoṛā jíā cupp ráe  

 パェーン ジー トーラー ジアー チュップ ラエー 

 お姉さんは少しばかり黙っていました。 

(3) ਿਜਹਾ ਿਪਓ ਿਤਹਾ ਪੁੱਤ । 
 jíā pio tíā putt  

 ジアー ピオー ティアー プット 

 父が父なら息子も息子。 
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【例文】 جیہا  

 ☊ DISC-2:Track42  

ٓبڈھے کسان نے اپڻی کمزور جیہی اواز وچ کہیا۔ (1)  

 búḍḍe kisān ne āpṇī kamzor jíī awāz wicc kíā  

 ブッデー キサーン ネー アープニー カムゾール ジイー アワーズ ウィッチュ キアー 

 年老いた農夫はその弱々しげな声で言いました。 

 بھیڻ جی تھوڑا جیہا چپ رہے۔ (2)
 pɛṇ̀ ji ̄tʰoṛā jíā cupp ráe  

 パェーン ジー トーラー ジアー チュップ ラエー 

 お姉さんは少しばかり黙っていました。 

 جیہا پیو تیہا پت۔ (3)

 jíā pio tíā putt  

 ジアー ピオー ティアー プット 

 父が父なら息子も息子。 
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(4) ਿਜਹਾ ਦੇਸ ਿਤਹਾ ਭੇਸ । 

 jíā des tíā pès  

 ジアー デース ティアー ペース 

 郷に入っては郷に従え。 

(5) ਿਦਵਾਲੀ, ਲਹੋੜੀ, ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਈਦ ਿਜਹੇ ਕ ਈ ਿਤਉਹਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

 diwālī lóṛī holī ate īd jíe kaī tiuhār sāre des wicc manāe ja ̄d̃e han  

 
ディワーリー ローリー ホーリー アテー イード ジエー カイー ティウハール サーレー デース ウィッチュ

マナーエー ジャーンデー ハン 

 
ディワーリー、ローリー、ホーリーそしてイードのようないくつもの祭りが国中で祝われて

います。 

(6) ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਹੈ ? 

 tuaḍ̄i ̄nū ki ́̀ ̃́ o jíī e  

 トゥアーディー ヌーン キオー ジイー エー 

 あなたの息子の妻はいかがですか？ 

(7) ਮੇਰਾ ਕੁੜਤਾ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ? 

 merā kuṛtā kío jíā laggadā e  

 メーラー クルター キオー ジアー ラッガダー エー 

 私のクルターをどう思いますか？ 

(8) ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਿਮਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ । 

 éo jíī misāl pa ̄r̀at de itihās wicc hor kite wi ̄naí ̄mildi ̄̃  

 
エーオー ジイー ミサール パーラト デー イティハース ウィッチュ ホール キテー ウィー ナイーン ミル

ディー 

 このような例はインドの歴史において他のどこにも見当たりません。 

(9) ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਿਖਆ । 

 óo jíā dukʰa ̄t̃ kade naí ̄si ̄̃ dekʰiā  

 オーオー ジアー ドゥカーント カデー ナイーン デーキアー 

 そのような悲しい結末を一度も見たことはありませんでした。 
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  بھیس۔جیہا دیس تیہا (4)

 jíā des tíā pès  

 ジアー デース ティアー ペース 

 郷に入っては郷に従え。 

نیں۔ دیوالی ، لوہڑی ، ہولی اتے عید جیہے کئی تیوہار سارے دیس وچ منائے جاندے (5)
 diwālī lóṛī holī ate īd jíe kaī tiuhār sāre des wicc manāe ja ̄d̃e ne  

 
ディワーリー ローリー ホーリー アテー イード ジエー カイー ティウハール サーレー デース ウィッチュ

マナーエー ジャーンデー ネー 

 
ディワーリー、ローリー、ホーリーそしてイードのようないくつもの祭りが国中で祝われて

います。 

 تہاڈی نونہہ کیہو جیہی اے؟ (6)
 tuaḍ̄i ̄nū ki ́̀ ̃́ o jíī e  

 トゥアーディー ヌーン キオー ジイー エー 

 あなたの息子の妻はいかがですか？ 

 میرا کڑتا کیہو جیہا لگدا اے؟ (7)
 merā kuṛtā kío jíā laggadā e  

 メーラー クルター キオー ジアー ラッガダー エー 

 私のクルターをどう思いますか？ 

وچ ہور کتے وی نہیں ملدی۔] دے اتہاس[ایہو جیہی مثال بھارت دی تریخ  (8)  

 éo jíī misāl pa ̄r̀at dī tarīx [de itihās] wicc hor kite wi ̄naí ̄mildi ̄̃  

 
エーオー ジイー ミサール パーラト ディー タリーク [デー イティハース] ウィッチュ ホール キテー ウ

ィー ナイーン ミルディー 

 このような例はインドの歴史において他のどこにも見当たりません。 

کدے نہیں سی دیکھیا۔] دکھانت[اوہو جیہا المیہ  (9)  

 óo jíā alamīyā [dukʰa ̄t̃] kade naí ̄si ̄̃ dekʰiā  

 オーオー ジアー アラミーヤー ［ドゥカーント］ カデー ナイーン デーキアー 

 そのような悲しい結末を一度も見たことはありませんでした。 
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13. 比較表現  
 比較表現では，形容詞自体は変化しません。  
 
1) 二者を比較して「ＡはＢより…」という表現では，後置詞 ਤ または（ ਦੇ ） 
ਨਾਲ を形容詞の前に置きます。 ਨਾਲ は ਨਾਲ ਤ の融合形です。  【Ａ Ｂ 
ਤ ＋形容詞】 【Ａ Ｂ（ ਦੇ ） ਨਾਲ ＋形容詞】 「ＡはＢより…」  

2) 他者と比較して「最も…」「一番…」という表現では， ਸਭ 「すべて（のも

の・人）」＋ ਤ 「より」を形容詞の前に置きます。  【 ਸਭ ਤ ＋形容詞】 

「最も…」「一番…」  
 
【例文】 比較表現  1)  

(1) ਉਹ ਮੈਥ ਲੰਮਾ ਹੈ । 
 ó mɛtʰõ lammā e  

 オー マェートーン ランマー エー 

 彼は私より背が高い。 

(2) ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਉਸ ਰੇਡੀਓ ਤ ਚੰਗਾ ਹੈ । 
 é reḍīo us reḍīo tõ caṅgā e  

 エー レーディーオー ウス レーディーオー トーン チャンガー エー 

 このラジオはあのラジオより良い。 

(3) ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੋਰਾ ਹੈ । 

 is dā raṅg ta ̃̄mere nālõ gorā e  

 イス ダー ラング ターン メーレー ナーローン ゴーラー エー 

 この人の肌の色は私より白い。 

(4) ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਭੱੁਲ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤ ਚੰਗਾ ਹੈ । 

 māf karnā caṅgā e te pùll jāṇā us tõ caṅgā e  

 マーフ カルナー チャンガー エー テー プッル ジャーナー ウス トーン チャンガー エー 

 赦すことは良く，そして忘れることはそれ以上に良い。 
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13. 比較表現  
 比較表現では，形容詞自体は変化しません。  
 
1) 二者を比較して「ＡはＢより…」という表現では，後置詞 توں または نالوں
 の融合形です。  【Ａ نال توں は نالوں 。を形容詞の前に置きます （ دے ）

Ｂ توں ＋形容詞】 【Ａ Ｂ دے )نالوں ） ＋形容詞】 「ＡはＢより…」  
2) 他者と比較して「最も…」「一番…」という表現では， سبھ 「すべて（の

もの・人）」＋ توں 「より」を形容詞の前に置きます。  【 سبھ توں ＋形

容詞】 「最も…」「一番…」  
 
【例文】 比較表現 1)  

 ☊ DISC-2:Track43  

 اوہ میتھوں لما اے۔ (1)
 ó mɛtʰõ lammā e  

 オー マェートーン ランマー エー 

 彼は私より背が高い。 

 ایہہ ریڈیو اوس ریڈیو توں چنگا اے۔ (2)
 é reḍīo os reḍīo tõ caṅgā e  

 エー レーディーオー オース レーディーオー トーン チャンガー エー 

 このラジオはあのラジオより良い。 

 ایس دا رنگ تاں میرے نالوں گورا اے۔ (3)
 es dā raṅg ta ̃̄mere nālõ gorā e  

 エース ダー ラング ターン メーレー ナーローン ゴーラー エー 

 この人の肌の色は私より白い。 

 معاف کرنا چنگا اے، تے بھل جاڻا اوس توں چنگا اے۔ (4)
 māf karnā caṅgā e te pùll jāṇā os tõ caṅgā e  

 マーフ カルナー チャンガー エー テー プッル ジャーナー オース トーン チャンガー エー 

 赦すことは良く，そして忘れることはそれ以上に良い。 



ਗੁਰਮੁਖੀ 
 

 398

 
(5) ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰਿਹਮਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ । 

 óna ̄desá ̄̃ ̃ wicc sūraj dī rɛḿat pa ̄r̀at nālō bɔt́ kàṭṭ e  

 
オーナーン デーシャーン ウィッチュ スーラジュ ディー ラェーマト パーラト ナーローン バォート カット

エー 

 
それらの国々では太陽の恵みがインドよりずっと少ない。 

 

【例文】 比較表現  2)  

(1) ਇਹ ਸਭ ਤ ਸੋਹਣਾ ਫੱੁਲ ਹੈ । 

 é sáb tõ sóṇā pʰull e  

 エー サブ トーン ソーナー プッル エー 

 これは一番美しい花です。 

(2) ਮੇਰੇ ਲ ਈ ਇਹ ਸਭ ਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ । 
 mere laī é sáb tõ kīmtī cīz e  

 メーレー ライー エー サブ トーン キームティー チーズ エー 

 私にとってこれは最も価値のある物です。 

(3) ਸਭ ਤ ਛੋਟੀ ਉਗਲੀ ਨੂੰ  ਚੀਚੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਂ । 

 sáb tõ cʰotị ̄uṇgali ̄nū cic̄i ̄a ̄̃ kʰde han  

 サブ トーン チョーティー ウンガリー ヌーン チーチー アークデー ハン 

 一番小さな指を小指と言います。 

(4) ਇਸ ਵੇਲੇ ਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤ ਸੁਖੀ ਆਦਮੀ ਹਾਂ । 

 is wele mɛ ̃duniā ̄da ̄sa ́̃ b tõ sukʰi ̄ad̄mi ̄a ̃̄ 

 イス ウェーレー マェーン ドゥニーアーン ダー サブ トーン スキー アードミー アーン 

 今私は世界で一番幸せな男です。 

(5) ਅੰਿਮਰ੍ਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ । 

 ammritsar pūrbī pañjāb dā sáb tõ waḍḍā te prasídd sɛ́ŕ e  

 アンムリトサル プールビー パンジャーブ ダー サブ トーン ワッダー テー プラスィッド シャェール エー

 アムリトサルは東部パンジャーブの最も大きくて有名な都市です。 
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وچ سورج دی رحمت بھارت نالوں بوہت گھٹ اے۔] دیشاں[اوہناں ملکاں  (5)  

 óna ̄mulka ̄̃ ̃ [desá ̄]̃ wicc sūraj dī rɛḿat pa ̄r̀at nālō bɔt́ kàṭṭ e  

 
オーナーン ムルカーン ［デーシャーン］ウィッチュ スーラジュ ディー ラェーマト パーラト ナーローン バ

ォート カット エー 

 それらの国々では太陽の恵みがインドよりずっと少ない。 
 
【例文】 比較表現 2)  
 ☊ DISC-2:Track44  

 ایہہ سبھ توں سوہڻا پھل اے۔ (1)
 é sáb tõ sóṇā pʰull e  

 エー サブ トーン ソーナー プッル エー 

 これは一番美しい花です。 

ی ایہہ سبھ توں قیمتی چیز اے۔میرے لئ (2)  

 mere laī é sáb tõ kīmtī cīz e  

 メーレー ライー エー サブ トーン キームティー チーズ エー 

 私にとってこれは最も価値のある物です。 

ٓسبھ توں چھوٹی انگلی نوں چیچی اکھدے نیں۔ (3)  

 sáb tõ cʰotị ̄uṇgali ̄nū cic̄i ̄a ̄̃ kʰde ne  

 サブ トーン チョーティー ウンガリー ヌーン チーチー アークデー ネー 

 一番小さな指を小指と言います。 

ٓایس ویلے میں دنیاں دا سبھ توں سکھی ادمی اں۔ (4) ٓ  

 es wele mɛ ̃duniā ̄da ̄sa ́̃ b tõ sukʰi ̄ad̄mi ̄a ̃̄ 

 エース ウェーレー マェーン ドゥニーアーン ダー サブ トーン スキー アードミー アーン 

 今私は世界で一番幸せな男です。 

شہر اے۔] پرسدھ[اب دا سبھ توں وڈا تے مشہور پنج] پوربی[امرتسر مشرقی  (5)  

 ammritsar maśrikī [pūrbī] pañjāb dā sáb tõ waḍḍā te maśhūr [prasídd] sɛ́ŕ e 

 
アンムリトサル マシュリキー [プールビー] パンジャーブ ダー サブ トーン ワッダー テー マシュフール 

[プラスィッド] シャェール エー 

 アムリトサルは東部パンジャーブの最も大きくて有名な都市です。 

 



ਗੁਰਮੁਖੀ 
 

 400

14. 関係詞を用いる複文  
 それぞれの意味と品詞に対応する関係詞の種類と関係代名詞 ਜ ੋ の変化は

「 5.4. 疑問詞，近称詞，遠称詞，関係詞」に示してあります。  
 ここでは関係形容詞 ਿਜਹੜਾ の変化を示します。 ā 語尾の形容詞と同じ変化で

す。  
 
主格  

性  単数 複数 

男性  ਿਜਹੜਾ = ā ਿਜਹੜੇ = e  

  jéṛā  jéṛe  

  ジェーラー ジェーレー 

女性  ਿਜਹੜੀ = ī  ਿਜਹੜੀਆ ਂ = iā ̃̄

  jéṛī  jeŕịā ̃̄ 

  ジェーリー ジェーリーアーン 

 
後置格  

性  単数  複数 

男性  ਿਜਹੜੇ = e  ਿਜਹਿੜਆ ਂ = ia ̃̄

  jéṛe   jeŕịa ̃̄ 

  ジェーレー  ジェーリアーン 

女性  ਿਜਹੜੀ = ī  ਿਜਹੜੀਆ ਂ = iā ̃̄

  jéṛī   jeŕịā ̃̄ 

  ジェーリー  ジェーリーアーン 
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14. 関係詞を用いる複文  

 ☊ DISC-2:Track45  
 それぞれの意味と品詞に対応する関係詞の種類と関係代名詞 جو の変化は

「 5.4. 疑問詞，近称詞，遠称詞，関係詞」に示してあります。  
 ここでは関係形容詞 جیہڑا の変化を示します。 ā 語尾の形容詞と同じ変化で

す。  

 
主格  

性  単数 複数 

男性  جیہڑا = ā  جیہڑے = e 

  jéṛā  jéṛe  

  ジェーラー ジェーレー 

女性  جیہڑی = ī جیہڑیاں = iā ̃̄

  jéṛī  jeŕịā ̃̄ 

  ジェーリー ジェーリーアーン 

 
後置格  

性  単数 複数 

男性  جیہڑے = e جیہڑیاں = ia ̃̄

  jéṛe  jeŕịa ̃̄ 

  ジェーレー ジェーリアーン 

女性  جیہڑی = ī جیہڑیاں = iā ̃̄

  jéṛī  jeŕịā ̃̄ 

  ジェーリー ジェーリーアーン 
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1) 関係代名詞・関係形容詞が示したものや人を主節では ਉਹ 「その人（たち）」

「それ（それら）」でうけるのが普通です。ただし ਉਹ は主節内部の関係に

よって変化します。  
2) 「 12. ਿਜਹਾ の用法」に示した ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ , ਇਹੋ ਿਜਹਾ , ਉਹੋ ਿਜਹਾ などに対応

する関係形容詞は ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ です。この関係形容詞が示したもの・人を主節

では ਉਹੋ ਿਜਹਾ でうけます。関係副詞としても用いられます。  
3) 関係副詞  

1. ਜਦ （時を示す関係副詞）主節では ਤਦ , ਓਦ , ਉਦ , ਤਾਂ などでうけます。  
2. ਿਜੱਥੇ （場所を示す関係副詞）主節では ਉੱਥੇ , ਓਥੇ などでうけます。  
3. ਿਜੱਧਰ （方向を示す関係副詞）主節では ਉੱਧਰ , ਓਧਰ などでうけます。  
4. ਿਜੰਨਾ （程度・量を示す関係副詞）主節では ਓਨਾ , ਉੱਨਾ などでうけます。  
5. ਿਜਵ （方法・質を示す関係副詞）主節では ਿਤਵ , ਓਵ , ਉਵ などでうけます。  
 関係形容詞としても用いられます。  
6. ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ （性質を示す関係副詞）主節では ਉਹੋ ਿਜਹਾ でうけます。  

 
2) と 3) の 6. に示した ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ における主節では ਇਹੋ ਿਜਹਾ でうける場合

もあります。  
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1) 関係代名詞・関係形容詞が示したものや人を主節では اوہ 「その人（たち）」

「それ（それら）」でうけるのが普通です。ただし اوہ は主節内部の関係に

よって変化します。  
جیہا ایہو ,کیہو جیہا に示した「の用法 جیہا .12 」 (2 などに対応する اوہو جیہا ,

関係形容詞は جیہو جیہا です。この関係形容詞が示したもの・人を主節では 
  。でうけます。関係副詞としても用いられます اوہو جیہا

3) 関係副詞  
وںجد .1  （時を示す関係副詞）主節では تاں ,اودوں ,ادوں ,تدوں などでうけま

す。  
  。などでうけます اوتھے ,اتھے 主節では（場所を示す関係副詞） جتھے .2
  。などでうけます اودھر ,ادھر 主節では（方向を示す関係副詞） جدھر .3
  。などでうけます انا ,اونا 主節では（程度・量を示す関係副詞） جنا .4
などでうけま اویں ,اوویں ,تویں 主節では（方法・質を示す関係副詞） جویں .5

す。  
 関係形容詞としても用いられます。  
  。でうけます اوہو جیہا 主節では（性質を示す関係副詞） جیہو جیہا .6

 
2) と 3) の 6. に示した جیہو جیہا における主節では ایہو جیہا でうける場合

もあります。  
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【例文】 関係詞を用いる複文  

(1) ਜੋ ਮ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਚੱੀ ਗੱਲ ਹੈ । 

 jo mɛ ̃kɛ ̃d́a ̄a ̄ó sacci ̄̃ gall e  

 ジョー マェーン カェーンダー アーン オー サッチー ガッル エー 

 私が言うことは本当のことです。 

(2) ਿਜਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕੱਲ ਿਮਿਲਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਮਾਤੀ ਸੀ । 

 jéṛā muṇḍā káll miliā sī ó merā jamātī sī  

 ジェーラー ムンダー カッル ミリアー スィー オー メーラー ジャマーティー スィー 

 昨日会った少年は私の同級生でした。 

(3) ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ, ਉਹ ਿਸਰ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਲਦੇ ਹਨ । 
 jéṛe lok pagg naí ̄ba ́̃ nnade ó sir te rumāl bánn lɛd̃e han  

 ジェーレー ローク パッグ ナイーン バンナデー オー スィル テー ルマール バンヌ ラェーンデー ハン 

 ターバンを巻いていない人たちは頭にスカーフを被って縛りつけます。 

(4) ਿਜਸ ਸਕਲੂ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ । 

 jis sakūl wicc asi ̄par ̣̃ de sa ̄ó ̃ bɔt́ purāṇā e  

 ジス サクール ウィッチュ アスィーン パルデー サーン オー バォート プラーナー エー 

 私たちが学んでいた学校は大変古い学校です。 

(5) ਿਜਸ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ ਮੱਕੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ । 

 jis kʰet wicc pɛĺa ̃makki ̄si ̄use wicc asi ̄kaṇ̃ ak bīj ráe a ̃̄ 

 
ジス ケート ウィッチュ パェーラーン マッキー スィー ウセー ウィッチュ アスィーン カナク ビージュ 

ラエー アーン 

 以前トウモロコシがあった畑に私たちは小麦の種を蒔いています。 
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【例文】 関係詞を用いる複文  

 ☊ DISC-2:Track46  

 جو میں کہندا واں، اوہ سچی گل اے۔ (1)

 jo mɛ ̃kɛ ̃d́a ̄wa ̄ó sacci ̄̃ gall e  

 ジョー マェーン カェーンダー ワーン オー サッチー ガッル エー 

 私が言うことは本当のことです。 

سی، ایہہ میرا جماتی سی۔جیہڑا منڈا کل ملیا  (2)  

 jéṛā muṇḍā káll miliā sī ó merā jamātī sī  

 ジェーラー ムンダー カッル ミリアー スィー オー メーラー ジャマーティー スィー 

 昨日会った少年は私の同級生でした。 

 جیہڑے لوک پگ نہیں بنھدے، اوہ سر تے رمال بنھ لیندے نیں۔ (3)

 jéṛe lok pagg naí ̄ba ́̃ nnade ó sir te rumāl bánn lɛd̃e ne  

 ジェーレー ローク パッグ ナイーン バンナデー オー スィル テー ルマール バンヌ ラェーンデー ネー 

 ターバンを巻いていない人たちは頭にスカーフを被って縛りつけます。 

 جس سکول وچ اسیں پڑھدے سن، اوہ بوہت پراڻا اے۔ (4)

 jis sakūl wicc asi ̄par ̣̃ de sa ̄ó ̃ bɔt́ purāṇā e  

 ジス サクール ウィッチュ アスィーン パルデー サーン オー バォート プラーナー エー 

 私たちが学んでいた学校は大変古い学校です。 

ٓجس کھیت وچ پہلاں مکی سی، اوسے وچ اسیں کڻک بیج رہے اں۔ (5)  

 jis kʰet wicc pɛĺa ̃makki ̄si ̄ose wicc asi ̄kaṇ̃ ak bīj ráe a ̃̄ 

 
ジス ケート ウィッチュ パェーラーン マッキー スィー オーセー ウィッチュ アスィーン カナク ビージュ

ラエー アーン 

 以前トウモロコシがあった畑に私たちは小麦の種を蒔いています。 
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(6) ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ । 

 jadõ tusi ̄a ̄̃ oge tadõ asi ̄tuaḍ̄̃ ̀ e nāl gall kar lawa ̄g̃e  

 
ジャドーン トゥスィーン アーオーゲー タドーン アスィーン トゥアーデー ナール ガッル カル ラワーン

ガー 

 あなたが来た時に私たちはあなたと話しましょう。 

(7) ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । 

 jittʰe asi ̃̄rɛ ̃d́e a ̃̄uttʰe sāḍā koī jāṇan wal̄a ̄naí ̃̄e  

 
ジッテー アスィーン ラェーンデー アーン ウッテー サーダー コーイー ジャーナン ワーラー ナイーン 

エー 

 私たちが住んでいる所には私たちの知人は誰もいません。 

(8) ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਿਗਆ, ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਤਰਨਾ ਸੀ । 

 ó saṭeśan ā giā jittʰe asi ̄utarna ̄si ̄̃  

 オー サテーシャン アー ギアー ジッテー アスィーン ウタルナー スィー 

 私たちが降りる駅に着きました。 

(9) ਿਜੱਧਰ ਗ ਈਆ ਬੇੜੀਆਂ ਂ, ਉੱਧਰ ਗਏ ਮਲਾਹ । 
 jíddar gaiā ̄berịā ̄ú̃ ̃ ddar gae mala ́̄ 

 ジッダル ガイーアーン ベーリーアーン ウッダル ガエー マラー 

 小舟が行った方向に船頭も行きました。 

(10) ਤੁਸੀਂ ਿਜੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗ,ੇ ਓਨਾ ਕਮਾਓਗੇ । 

 tusi ̄jinna ̄̃ kamm karoge onā kamāoge  

 トゥスィーン ジンナー カンム カローゲー オーナー カマーオーゲー 

 あなたは働けば働くほど稼げるでしょう。 
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 ☊ DISC-2:Track47  

ٓجدوں تسیں اؤ گے، تدوں اسیں تہاڈے نال گل کر لواں گے۔ (6)  

 jadõ tusi ̄a ̄̃ oge tadõ asi ̄tuaḍ̄̃ ̀ e nāl gall kar lawa ̄g̃e  

 
ジャドーン トゥスィーン アーオーゲー タドーン アスィーン トゥアーデー ナール ガッル カル ラワーン

ゲー 

 あなたが来た時に私たちはあなたと話しましょう。 

ٓجتھے اسیں رہندے اں، اوتھے ساڈا کوئی جاڻن والا نہیں اے۔ (7)  

 jittʰe asi ̃̄rɛ ̃d́e a ̃̄ottʰe sāḍā koī jāṇan wal̄a ̄naí ̃̄e  

 
ジッテー アスィーン ラェーンデー アーン オーッテー サーダー コーイー ジャーナン ワーラー ナイーン

エー 

 私たちが住んでいる所には私たちの知人は誰もいません。 

ٓاوہ سٹیشن ا گیا، جتھے اسیں اترنا سی۔ (8)  

 ó saṭeśan ā giā jittʰe asi ̄utarna ̄si ̄̃  

 オー サテーシャン アー ギアー ジッテー アスィーン ウタルナー スィー 

 私たちが降りる駅に着きました。 

 جدھر گئیاں بیڑیاں اودھر گئے ملاح۔ (9)

 jíddar gaiā ̄berịā ̄̃  ̃óddar gae mala ́̄ 

 ジッダル ガイーアーン ベーリーアーン オーッダル ガエー マラー 

 小舟が行った方向に船頭も行きました。 

 تسیں جنا کم کرو گے، اونا کماؤ گے۔ (10)
 tusi ̄jinna ̄̃ kamm karoge onā kamāoge  

 トゥスィーン ジンナー カンム カローゲー オーナー カマーオーゲー 

 あなたは働けば働くほど稼げるでしょう。 
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(11) ਿਜਵ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਿਤਵ ਕਰੋ । 

 jiwe ̃tusi ̄caṅga ̄sa ́̃ majade ho tiwẽ karo  

 ジウェーン トゥスィーン チャンガー サマジャデー オー ティウェーン カロー 

 あなたが良いと思うようにしなさい。 

(12) ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋ ਿਗਆ । 

 jío jíā us ne ākʰiā sī óo jíā ho giā  

 ジオー ジアー ウス ネー アーキアー スィー オーオー ジアー ホー ギアー 

 彼が言っていた通りになりました。 

(13) ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਲੋਹਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਖਾਣਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਨਕਲਦਾ । 
 jío jiá ̄lóa ̄asi ̃̄wartade a ̄ó̃ o jíā kʰaṇ̄a ̄wiccõ naí ̄nikalda ̄̃ ̃  

 
ジオー ジアー ローアー アスィーン ワルタデー アーン オーオー ジアー カーナーン ウィッチョーン ナ

イーン ニカルダー 

 私たちが使っているような鉄が，そのような形で鉱山から出てくるわけではありません。

(14) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ ਲਗ ਭਗ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸੀ, ਿਜਹੋ ਿਜਹੀ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 
ਸੀ । 

 pañjāb dī rājnītak awastʰā lag pàg éo jíī sī jío jií ̄bak̄i ̄pa ̄r̀at dī sī  

 
パンジャーブ ディー ラージニータク アワスター ラグ パグ エーオー ジイー スィー ジオー ジイー バ

ーキー パーラト ディー スィー 

 パンジャーブの政治情勢はインドの他の地方とほぼ似たようなものでした。 
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 ☊ DISC-2:Track48  

 جویں تسیں چنگا سمجھدے او، تویں کرو۔ (11)

 jiwe ̃tusi ̄caṅga ̄sa ́̃ majade o tiwẽ karo  

 ジウェーン トゥスィーン チャンガー サマジャデー オー ティウェーン カロー 

 あなたが良いと思うようにしなさい。 

ی، اوہو جیہا ہو گیا۔ٓجیہو جیہا اوس نے اکھیا س (12)  

 jío jíā os ne ākʰiā sī óo jíā ho giā  

 ジオー ジアー オース ネー アーキアー スィー オーオー ジアー ホー ギアー 

 彼が言っていた通りになりました。 

ٓجیہو جیہا لوہا اسیں ورتدے اں، اوہو جیہا کھاڻاں وچوں نہیں نکلدا۔ (13)  

 jío jiá ̄lóa ̄asi ̃̄wartade a ̄ó̃ o jíā kʰaṇ̄a ̄wiccõ naí ̄nikalda ̄̃ ̃  

 ジオー ジアー ローアー アスィーン ワルタデー アーン オーオー ジアー カーナーン ウィッチョーン ナ

イーン ニカルダー 

 私たちが使っているような鉄が，そのような形で鉱山から出てくるわけではありません。

لگ بھگ ایہو جیہی سی، جیہو جیہی ] راجنیتک اوستھا[پنجاب دی سیاسی حالت  (14)
 بھارت دی سی۔ باقی

 pañjāb dī siyāsī hālat [rājnītak awastʰā] lag pàg éo jíī sī jío jií ̄bak̄i ̄pa ̄r̀at dī 
sī  

 パンジャーブ ディー スィヤースィー ハーラト [ラージニータク アワスター] ラグ パグ エーオー ジイー

スィー ジオー ジイー バーキー パーラト ディー スィー 

 パンジャーブの政治情勢はインドの他の地方とほぼ似たようなものでした。 
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15. 時刻の表現  
 時刻を最も簡単に表現するには，「…時…分」の「…」にあたる数詞だけを

並べます。例えば ਸੱਤ ਚਾਲੀ と言えば「７時４０分」になります。  
 「…時」にあたる部分は動詞 ਵੱਜਣਾ 「鳴る」の完了分詞 ਵੱਿਜਆ を用います。

２時以上の場合は ਵੱਜ ੇ になります。… ਵੱਜ ੇ の語形はそのまま「…時に」という

副詞句にもなります。副詞句では２時未満も ਵੱਜ ੇ になります。  
分数詞を用いた表現  
 以下に示す特定の分数詞は，時刻についてもよく用いられます。「…時」に

あたる部分の前に分数詞を付け，１５分または３０分きざみの特別な表現にな

ります。  
 
1) ਸਵਾ 「＋４分の１の」は ā 語尾の形容詞ですが不変化です。  
2) ਪੌਣਾ 「－４分の１の」は２時以上の場合は複数形の ਪੌਣੇ に変化します。単数

形 ਪੌਣਾ は１時にしか付かないため ਇੱਕ は省略され， ਪੌਣਾ ਵੱਿਜਆ で「１

時１５分前」「１２時４５分」となります。  
3) ਸਾਢੇ 「＋２分の１の」は３時以上に用います。  
4) 「１時半」と「２時半」は ਡੇਢ 「１と２分の１の」と ਢਾ ਈ 「２と２分の

１の」を用います。  
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15. 時刻の表現  
 時刻を最も簡単に表現するには，「…時…分」の「…」にあたる数詞だけを

並べます。例えば ست چالی と言えば「７時４０分」になります。  
 「…時」にあたる部分は動詞 وجڻا 「鳴る」の完了分詞 وجیا を用います。２

時以上の場合は وجے になります。… وجے の語形はそのまま「…時に」という

副詞句にもなります。副詞句では２時未満も وجے になります。  
分数詞を用いた表現  
 以下に示す特定の分数詞は，時刻についてもよく用いられます。「…時」に

あたる部分の前に分数詞を付け，１５分または３０分きざみの特別な表現にな

ります。  
 
  。は ā 語尾の形容詞ですが不変化です「４分の１の＋」 سوا (1
に変化します。単数 پوڻے は２時以上の場合は複数形の「４分の１の－」 پوڻا (2

形 پوڻا は１時にしか付かないため اک は省略され， پوڻا وجیا で「１時１５分

前」「１２時４５分」となります。  
  。は３時以上に用います「２分の１の＋」 ساڈھے (3
4) 「１時半」と「２時半」は ڈھیڈھ 「１と２分の１の」と ２」 ڈھائیと２分

の１の」を用います。  
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1) ਸਵਾ  ਸਵਾ ਇੱਕ ਵੱਿਜਆ １時１５分 ਸਵਾ ਚਾਰ ਵੱਜ ੇ ４時１５分 

 sawā   sawā ikk wajjiā   sawā cār wajje   

 サワー  サワー イック ワッジアー  サワー チャール ワッジェー  

2) ਪੌਣਾ  ਪੌਣਾ ਵੱਿਜਆ 
１時１５分

前 
ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵੱਜ ੇ

５時１５分

前 

 pɔṇā   pɔṇā wajjiā   pɔṇe pañj wajje   

 
パォーナ

ー 
 パォーナー ワッジアー  

パォーネー パンジュ ワッジェ

ー 
 

3) ਸਾਢੇ  ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਵੱਜ ੇ ３時半 ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਵੱਜ ੇ ８時半 

 saḍ́̄e   saḍ́̄e tinn wajje   saḍ́̄e aṭṭʰ wajje   

 サーデー  
サーデー ティンヌ ワッジェ

ー 
 サーデー アット ワッジェー  

4) ਡੇਢ  ਡੇਢ ਵੱਿਜਆ １時半   

 ḍéḍ   ḍéḍ wajjiā     

 デード  デード ワッジアー    

 ਢਾ ਈ  ਢਾ ਈ ਵੱਜੇ ２時半   

 tạī ̄̀   tạī ̄̀ wajje     

 ターイー  ターイー ワッジェー    
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 ☊ DISC-2:Track49  

 ４時１５分 سوا چار وجے １時１５分 سوا اک وجیا  سوا (1

 sawā   sawā ikk wajjiā   sawā cār wajje   

 サワー  サワー イック ワッジアー  サワー チャール ワッジェー  

 پوڻا وجیا  پوڻا (2
１時１５分

前 
 پوڻے پنج وجے

５時１５分

前 

 pɔṇā   pɔṇā wajjiā   pɔṇe pañj wajje   

 
パォーナ

ー 
 パォーナー ワッジアー  

パォーネー パンジュ ワッジェ

ー 
 

 ８時半 ساڈھے اٹھ وجے ３時半 ساڈھے تن وجے  ساڈھے (3

 saḍ́̄e   saḍ́̄e tinn wajje   saḍ́̄e aṭṭʰ wajje   

 サーデー  
サーデー ティンヌ ワッジェ

ー 
 サーデー アット ワッジェー  

   １時半 ڈیڈھ وجیا  ڈیڈھ (4

 ḍéḍ   ḍéḍ wajjiā     

 デード  デード ワッジアー    

   ２時半 ڈھائی وجے  ڈھائی 

 tạī ̄̀   tạī ̄̀ wajje     

 ターイー  ターイー ワッジェー    
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ਿਮੰਟ 「分（複数）」を用いた表現  
1) 【… ਵੱਜਣ ਿਵੱਚ … ਿਮੰਟ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ 】  
 「…時…分前です〈…時が鳴るのに…分残っています〉」  
2) 【… ਵੱਜ ਕ ੇ… ਿਮੰਟ ਹੋਏ ਹਨ 】  
 「…時…分過ぎです〈…時が鳴ってから…分過ぎました〉」  
  ਿਮੰਟ の後に後置詞 ਤੇ を付けると「…時…分前に」「…時…分過ぎに」とい

う副詞句になります。  
 数詞を疑問詞 ਿਕੰਨੇ に代えて ਿਕੰਨੇ ਵੱਜ ੇ とすると「何時」「何時に」と時刻を

尋ねる表現になります。  
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  を用いた表現「分（複数）」 منٹ
  【 منٹ رہندے نیں … وجڻ وچوں …】 (1
 「…時…分前です〈…時が鳴るのに…分残っています〉」  
  【 منٹ ہوئے نیں … وج کے …】 (2
 「…時…分過ぎです〈…時が鳴ってから…分過ぎました〉」  
を付けると「…時…分前に」「…時…分過ぎに」とい تے の後に後置詞 منٹ  

う副詞句になります。  
 数詞を疑問詞 کنے に代えて کنے وجے とすると「何時」「何時に」と時刻を

尋ねる表現になります。  
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【例文】 時刻の表現  

(1) ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਵੱਿਜਆ ਹੈ । 

 is wakat ikk wajjiā e  

 イス ワカト イック ワッジアー エー 

 今１時です。 

(2) ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਵਾ ਪੰਜ ਵੱਜੇ ਸਨ । 

 śām de sawā pañj wajje san  

 シャーム デー サワー パンジュ ワッジェー サン 

 夕方の５時１５分でした。 

(3) ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਵੱਜੇ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । 
 karīb ḍéḍ wajje us ne fon kītā sī  

 カリーブ デード ワッジェー ウス ネー フォーン キーター スィー

 １時半頃にあの人は電話しました。 

(4) ਦੁਪਿਹਰ ਢਾ ਈ ਵੱਜੇ ਆਓ ਜੀ । 

 dupɛŕ tạī ̄̀ wajje āo jī  

 ドゥパェール ターイー ワッジェー アーオー ジー 

 昼２時半に来てください。 

(5) ਇਹ ਮੀਿਟੰਗ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵੱਜੇ ਹੋਈ । 

 é mīṭiṅg saḍ́̄e das wajje hoī  

 エー ミーティング サーデー ダス ワッジェー ホーイー 

 この会議は１０時半に行われました。 
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【例文】 時刻の表現  

 ☊ DISC-2:Track50  

 ایس وقت اک وجیا اے۔ (1)
 es wakat ikk wajjiā e  

 エース ワカト イック ワッジアー エー 

 今１時です。 

 شام دے سوا پنج وجے سن۔ (2)

 śām de sawā pañj wajje san  

 シャーム デー サワー パンジュ ワッジェー サン 

 夕方の５時１５分でした。 

 قریب ڈیڈھ وجے اوس نے فون کیتا سی۔ (3)
 karīb ḍéḍ wajje os ne fon kītā sī  

 カリーブ デード ワッジェー オース ネー フォーン キーター スィー

 １時半頃にあの人は電話しました。 

ٓدوپہر ڈھائی وجے اؤ جی۔ (4)  

 dupɛŕ tạī ̄̀ wajje āo jī  

 ドゥパェール ターイー ワッジェー アーオー ジー 

 昼２時半に来てください。 

 ایہہ میٹنگ ساڈھے دس وجے ہوئی۔ (5)
 é mīṭiṅg saḍ́̄e das wajje hoī  

 エー ミーティング サーデー ダス ワッジェー ホーイー 

 この会議は１０時半に行われました。 
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(6) ਅੱਠ ਵੱਜਣ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਿਮਟੰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ । 

 aṭṭʰ wajjaṇ wiccõ pañj miṇṭ rɛ ̃d́e han  

 アット ワッジャン ウィッチョーン パンジュ ミント ラェーンデー ハン 

 ８時５分前です。 

(7) ਇਸ ਘੜੀ ਤੇ ਨ ਵੱਜ ਕੇ ਵੀਹ ਿਮੰਟ ਹੋਏ ਹਨ । 

 is kàṛī te nɔ ̃wajj ke wi ̄miṇt ̣́ hoe han  

 イス カリー テー ナォーン ワッジュ ケー ウィー ミント ホーエー ハン 

 この時計では９時２０分過ぎです。 

(8) ਅਸੀਂ ਿਤੰਨ ਵੱਜ ਕੇ ਵੀਹ ਿਮੰਟ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ । 
 asi ̃̄tinn wajj ke wi ̄miṇt ̣́ te calla ̄g̃e  

 アスィーン ティンヌ ワッジュ ケー ウィー ミント テー チャッラーンゲー 

 私たちは３時２０分に行くでしょう。 

(9) ਗੱਡੀ ਦਸ ਵੱਜ ਕੇ ਪੰਜ ਿਮਟੰ ਤੇ ਆਉਦੀ ਹੈ ਂ । 

 gaḍḍī das wajj ke pañj miṇṭ te āõdī e  

 ガッディー ダス ワッジュ ケー パンジュ ミント テー アーオーンディー エー

 列車は１０時５分に来ます。 

(10) ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਵੱਜੇ ਪੁੱਜ ਜਾਓਗੇ ? 

 tusi ̃̄kinne wajje pujj jāoge  

 トゥスィーン キンネー ワッジェー プッジュ ジャーオーゲー 

 あなたは何時に着くでしょうか？ 
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 ☊ DISC-2:Track51  

 اٹھ وجڻ وچوں پنج منٹ رہندے نیں۔ (6)
 aṭṭʰ wajjaṇ wiccõ pañj miṇṭ rɛ ̃d́e ne  

 アット ワッジャン ウィッチョーン パンジュ ミント ラェーンデー ネー 

 ８時５分前です。 

 ایس گھڑی تے نوں وج کے ویہہ منٹ ہوئے نیں۔ (7)
 es kàṛī te nɔ ̃wajj ke wi ̄miṇt ̣́ hoe ne  

 エース カリー テー ナォーン ワッジュ ケー ウィー ミント ホーエー ネー 

 この時計では９時２０分過ぎです。 

ج کے ویہہ منٹ تے چلاں گے۔اسیں تن و (8)  

 asi ̃̄tinn wajj ke wi ̄miṇt ̣́ te calla ̄g̃e  

 アスィーン ティンヌ ワッジュ ケー ウィー ミント テー チャッラーンゲー 

 私たちは３時２０分に行くでしょう。 

ٓگڈی دس وج کے پنج منٹ تے اؤندی اے۔ (9)  

 gaḍḍī das wajj ke pañj miṇṭ te āõdī e  

 ガッディー ダス ワッジュ ケー パンジュ ミント テー アーオーンディー エー

 列車は１０時５分に来ます。 

 تسیں کنے وجے پج جاؤ گے؟ (10)
 tusi ̃̄kinne wajje pujj jāoge  

 トゥスィーン キンネー ワッジェー プッジュ ジャーオーゲー 

 あなたは何時に着くでしょうか？ 
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16. 数詞  
 
16.1. 数字  
インド国内のパンジャービー語では，アラビア数字とグルムキー数字の両方が

使われます。  
 

アラビア数字  グルムキー数字 読み方   

0  ੦ ਿਸਫ਼ਰ sifar スィファル

0  ੦ ਸੁੰਨ sunn スンヌ 

1  ੧ ਇੱਕ ikk イック 

2  ੨ ਦੋ do ドー 

3  ੩ ਿਤੰਨ tinn ティンヌ 

4  ੪ ਚਾਰ cār チャール 

5  ੫ ਪੰਜ pañj パンジュ 

6  ੬ ਛ ੇ cʰe チェー 

7  ੭ ਸੱਤ satt サット 

8  ੮ ਅੱਠ aṭṭʰ アット 

9  ੯ ਨ nɔ ̃ ナォーン 
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16. 数詞  
 
16.1. 数字  
パーキスターン国内のパンジャービー語では，アラビア数字とシャームキー数

字の両方が使われます。  

 ☊ DISC-2:Track52  

アラビア数字  シャームキー数字 読み方   

sifar スィファル صفر ٠  0

 sunn スンヌ سن ٠  0

 ikk イック اک ١  1

 do ドー دو ٢  2

 tinn ティンヌ تن ٣  3

 cār チャール چار ۴  4

 pañj パンジュ پنج ۵  5

 cʰe チェー چھے ۶  6

 satt サット ست ٧  7

 aṭṭʰ アット اٹھ ٨  8

̃ nɔ نوں ٩  9 ナォーン 
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16.2. 基数詞  
11 から 99 までの基数詞は，原則として，一の位を表す部分に十の位を表す部

分を足した形で表します。ただし，多くの場合，一の位も十の位も少し音が変

化します。  

ਇੱਕ （１）＋ ਤੀਹ （３０）→ਇਕੱਤੀ （３１）

ikk  ti ́̄ ikattī  

イック ティー イカッティー 

ਅੱਠ （８）＋ ਸੱਤਰ （７０）→ਅਠੱਤਰ （７８）

aṭṭʰ  sattar  aṭʰattar  

アット サッタル アタッタル 

 
一の位が 9 の基数詞は「ー１」を表す ਉਨ un または ਉਣ uṇ に十の位を表す

部分を足した形で表します。  

ਉਨ （－１）＋ ਵੀਹ （２０）→ ਉੱਨੀ （１９）

un  wi ́̄ unnī  

ウン ウィー ウッニー 

ਉਨ （－１）＋ ਚਾਲੀ （４０）→ ਉਨਤਾਲੀ （３９）

un  cālī  untālī  

ウン チャーリー ウンターリー 
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16.2. 基数詞  
11 から 99 までの基数詞は，原則として，一の位を表す部分に十の位を表す部

分を足した形で表します。ただし，多くの場合，一の位も十の位も少し音が変

化します。  

（３１） اکتی →（３０） تی ＋（１） اک

ikk  ti ́̄ ikattī  

イック ティー イカッティー 

（７８） اٹھتر →（７０） ستر ＋（８） اٹھ

aṭṭʰ  sattar  aṭʰattar  

アット サッタル アタッタル 

 
一の位が 9 の基数詞は「ー１」を表す ان un または اڻ uṇ に十の位を表す部

分を足した形で表します。  

→（２０） ویہہ ＋（１－） ان （１９） انی

un  wi ́̄ unnī  

ウン ウィー ウッニー 

→（４０） چالی ＋（１－） ان （３９） انتالی

un  cālī  untālī  

ウン チャーリー ウンターリー 
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基数詞（－ 1 ～ ＋ 3 ）  

 －1 0 ＋1 ＋2 ＋3 

  ਿਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਦੋ ਿਤੰਨ 

＋10 ਨ ਦਸ ਿਗਆਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਤੇਰਾਂ 

＋20 ਉੱਨੀ ਵੀਹ ਇੱਕੀ ਬਾ ਈ ਤੇਈ 

＋30 ਉਣੱਤੀ ਤੀਹ ਇਕੱਤੀ ਬੱਤੀ ਤੇਤੀ 

＋40 ਉਨਤਾਲੀ ਚਾਲੀ ਇਕਤਾਲੀ ਬਤਾਲੀ ਤਰਤਾਲੀ 

＋50 ਉਣੰਜਾ ਪੰਜਾਹ ਇਕਵੰਜਾ ਬਵੰਜਾ ਤਰਵੰਜਾ 

＋60 ਉਣਾਹਠ ਸੱਠ ਇਕਾਹਠ ਬਾਹਠ ਤਰੇਹਠ 

＋70 ਉਣੱਤਰ ਸੱਤਰ ਇਕੱਤਰ ਬਹੱਤਰ ਿਤਹੱਤਰ 

＋80 ਉਣਾਸੀ ਅੱਸੀ ਇਕਾਸੀ ਿਬਆਸੀ ਤਿਰਆਸੀ

＋90 ਉਣਾਨਵ ਨੱਬੇ ਇਕਾਨਵ ਬਾਨਵ ਤਿਰਆਨਵ

＋100 ਨਿੜਨਵ     
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基数詞（－ 1 ～ ＋ 3 ）  

 －1 0 ＋1 ＋2 ＋3 

صفر    تن دو اک
دس نوں 10＋  تیراں باراں گیاراں
ویہہ انی 20＋  ترئی بائی اکی
 تیتی بتی اکتی تی انتی 30＋
چالی انتالی 40＋  ترتالی بتالی اکتالی
پنجاہ اڻونجا 50＋ ترونجا بونجا اکونجا
سٹھ اںاہٹھ 60＋  تریٹھ باٹھ اکاٹھ
 تہتر بہتر اکہتر ستر اڻہتر 70＋
اسی اڻاسی 80＋ بیاسی اکاسی تریاسی
بانویں اکانویں نبے اڻانویں 90＋ تریانویں
     نڑیہنویں 100＋
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基数詞（＋ 4 ～ ＋ 8 ）  

 ＋4 ＋5 ＋6 ＋7 ＋8 

 ਚਾਰ ਪੰਜ ਛ ੇ ਸੱਤ ਅੱਠ 

＋10 ਚੌਦਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸੋਲਾਂ ਸਤਾਰਾਂ ਅਠਾਰਾਂ 

＋20 ਚੌਵੀ ਪੰਝੀ ਛੱਬੀ ਸਤਾ ਈ ਅਠਾ ਈ 

＋30 ਚੌਤੀ ਪਤੀ ਛੱਤੀ ਸਤੀ ਅਠੱਤੀ 

＋40 ਚੁਤਾਲੀ ਪੰਜਤਾਲੀ ਛਤਾਲੀ ਸੰਤਾਲੀ ਅਠਤਾਲੀ

＋50 ਚੁਰੰਜਾ ਪਚਵੰਜਾ ਛਵੰਜਾ ਸਤਵੰਜਾ ਅਠਵੰਜਾ

＋60 ਚਹਠ ਪਹਠ ਛੇਆਹਠ ਸਤਾਹਠ ਅਠਾਹਠ

＋70 ਚੁਹੱਤਰ ਪੰਝੱਤਰ ਛੇਹੱਤਰ ਸਤੱਤਰ ਅਠੱਤਰ 

＋80 ਚੁਰਾਸੀ ਪੰਜਾਸੀ ਿਛਆਸੀ ਸਤਾਸੀ ਅਠਾਸੀ 

＋90 ਚੁਰਾਨਵ ਪਚਾਨਵ ਛੇਆਨਵ ਸਤਾਨਵ ਅਠਾਨਵ

＋100      
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基数詞（＋ 4 ～ ＋ 8 ）  

 ＋4 ＋5 ＋6 ＋7 ＋8 

 اٹھ ست چھے پنج چار 
ستاراں سولاں پندراں چوداں 10＋ اٹھاراں
ستائی چھبی پنجی چوی 20＋  اٹھائی
سینتی چھتی پینتی چوتی 30＋  اٹھتی
سنتالی چھتالی پنجتالی چتالی 40＋ اٹھتالی
ستونجا چھونجا پچونجا چرنجا 50＋ اٹھونجا
ستاہٹھ چھیاٹھ پینٹھ چونٹھ 60＋ اٹھاہٹھ
 اٹھتر ستتر چھہتر پنجتر چوہتر 70＋
ستاسی چھیاسی پنجاسی چوراسی 80＋ اٹھاسی
َستنویں چھیانویں پچانویں چورانویں 90＋ اٹھانویں
＋100      
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基数詞 1 ～ 20  

数字      

1 ਇੱਕ  ikk   イック 

2 ਦੋ  do   ドー 

3 ਿਤੰਨ  tinn   ティンヌ 

4 ਚਾਰ  cār   チャール 

5 ਪੰਜ  pañj   パンジュ 

6 ਛ ੇ  cʰe   チェー 

7 ਸੱਤ  satt   サット 

8 ਅੱਠ  aṭṭʰ   アット 

9 ਨ  nɔ ̃   ナォーン 

10 ਦਸ  das   ダス 

11 ਿਗਆਰਾਂ  giar̄a ̃̄  ギアーラーン 

 ਯਾਰਾਂ  yar̄a ̃̄  ヤーラーン 

12 ਬਾਰਾਂ  bar̄a ̃̄  バーラーン 

13 ਤੇਰਾਂ  tera ̃̄  テーラーン 

14 ਚੌਦਾਂ  cɔda ̃̄  チャォーダーン

15 ਪੰਦਰਾਂ  pandra ̃̄ パンドラーン 

16 ਸੋਲਾਂ  sola ̃̄  ソーラーン 

17 ਸਤਾਰਾਂ  satar̄a ̃̄  サターラーン 

18 ਅਠਾਰਾਂ  aṭʰar̄a ̃̄  アターラーン 

19 ਉੱਨੀ  unnī   ウッニー 

20 ਵੀਹ  wi ́̄  ウィー 
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基数詞 1 ～ 20  

 ☊ DISC-2:Track53  

数字      

 ikk   イック  اک 1

 do   ドー  دو 2

 tinn   ティンヌ  تن 3

 cār   チャール  چار 4

 pañj   パンジュ  پنج 5

 cʰe   チェー  چھے 6

 satt   サット  ست 7

 aṭṭʰ   アット  اٹھ 8

̃ nɔ  نوں 9   ナォーン 

 das   ダス  دس 10

̄̃ giar̄a  گیاراں 11  ギアーラーン 

 yar̄a ̃̄  ヤーラーン  یاراں 

 bar̄a ̃̄  バーラーン  باراں 12

 tera ̃̄  テーラーン  تیراں 13

 cɔda ̃̄  チャォーダーン  چوداں 14

 pandra ̃̄ パンドラーン  پندراں 15

 sola ̃̄  ソーラーン  سولاں 16

̄̃ satar̄a  ستاراں 17  サターラーン 

̄̃ aṭʰar̄a  اٹھاراں 18  アターラーン 

 unnī   ウッニー  انی 19

 wi ́̄  ウィー  ویہہ 20
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基数詞 21 ～ 40  

数字      

21 ਇੱਕੀ  ikkī   イッキー 

22 ਬਾ ਈ  bāī   バーイー 

23 ਤੇਈ  teī   テーイー 

24 ਚੌਵੀ  cɔwī   チャォーウィー

25 ਪੰਝੀ  páñjī   パンジー 

26 ਛੱਬੀ  cʰabbī  チャッビー 

27 ਸਤਾ ਈ  satāī   サターイー 

28 ਅਠਾ ਈ  aṭʰāī   アターイー 

29 ਉਣੱਤੀ  uṇattī  ウナッティー 

 ਉਨੱਤੀ  unattī  ウナッティー 

30 ਤੀਹ  ti ́̄  ティー 

31 ਇਕੱਤੀ  ikattī   イカッティー 

32 ਬੱਤੀ  battī   バッティー 

33 ਤੇਤੀ  tetī   テーティー 

34 ਚੌਤੀ  cɔtī   チャォーティー

35 ਪਤੀ  pɛt̃i ̄  パェーンティー

36 ਛੱਤੀ  cʰattī   チャッティー 

37 ਸਤੀ  sɛt̃i ̄  サェーンティー

38 ਅਠੱਤੀ  aṭʰattī  アタッティー 

39 ਉਨਤਾਲੀ  untālī   ウンターリー 

 ਉਣਤਾਲੀ  uṇtālī   ウンターリー 

40 ਚਾਲੀ  cālī   チャーリー 
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基数詞 21 ～ 40  

 ☊ DISC-2:Track54  

数字     

 ikkī  イッキー  اکی 21

 bāī  バーイー  بائی 22

 treī  トゥレイー  ترئی 23

 cɔwī  チャォーウィー  چوی 24

 páñjī パンジー  پنجی 25

 cʰabbī チャッビー  چھبی 26

 satāī  サターイー  ستائی 27

 aṭʰāī  アターイー  اٹھائی 28

 uṇattī ウナッティー  اڻتی 29

 unattī ウナッティー  انتی 

 ti ́̄ ティー  تی 30

 ikattī イカッティー  اکتی 31

 battī  バッティー  بتی 32

 tetī  テーティー  تیتی 33

 cɔtī  チャォーティー  چوتی 34

 pɛt̃i ̄ パェーンティー  پینتی 35

 cʰattī チャッティー  چھتی 36

 sɛt̃i ̄ サェーンティー  سینتی 37

 aṭʰattī アタッティー  اٹھتی 38

 untālī ウンターリー  انتالی 39

 uṇtālī ウンターリー  اڻتالی 

 cālī  チャーリー  چالی 40
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基数詞 41 ～ 60  

数字      

41 ਇਕਤਾਲੀ  iktālī   イクターリー 

42 ਬਤਾਲੀ  batālī   バターリー 

43 ਤਰਤਾਲੀ  tartālī   タルターリー 

44 ਚੁਤਾਲੀ  cutālī   チュターリー 

45 ਪੰਜਤਾਲੀ  pañjtālī   パンジュターリー

46 ਛਤਾਲੀ  cʰatālī   チャターリー 

47 ਸੰਤਾਲੀ  santālī   サンターリー 

48 ਅਠਤਾਲੀ  aṭʰtālī   アトターリー 

49 ਉਣੰਜਾ  uṇañjā   ウナンジャー 

49 ਉਨੰਜਾ  unañjā   ウナンジャー 

 ਉਣਵੰਜਾ  uNwañjā   ウンワンジャー 

50 ਪੰਜਾਹ  pañja ́̄  パンジャー 

51 ਇਕਵੰਜਾ  ikwañjā   イクワンジャー 

52 ਬਵੰਜਾ  bawañjā   バワンジャー 

53 ਤਰਵੰਜਾ  tarwañjā   タルワンジャー 

54 ਚੁਰੰਜਾ  curañjā   チュランジャー 

55 ਪਚਵੰਜਾ  pacwañjā  パチュワンジャー

56 ਛਵੰਜਾ  cʰawañjā   チャワンジャー 

 ਛਪੰਜਾ  cʰapañjā   チャパンジャー 

57 ਸਤਵੰਜਾ  satwañjā   サトワンジャー 

58 ਅਠਵੰਜਾ  aṭʰwañjā   アトワンジャー 

59 ਉਣਾਹਠ  uṇat̄ ̣́ ʰ   ウナート 

60 ਸੱਠ  saṭṭʰ   サット 
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基数詞 41 ～ 60  

 ☊ DISC-2:Track55  

数字      

 iktālī   イクターリー  اکتالی 41

 batālī   バターリー  بتالی 42

 tartālī   タルターリー  ترتالی 43

 cutālī   チュターリー  چتالی 44

pañjtālī   パンジュターリー  پنجتالی 45

 cʰatālī   チャターリー  چھتالی 46

 santālī   サンターリー  سنتالی 47

 aṭʰtālī   アトターリー  اٹھتالی 48

 uṇañjā   ウナンジャー  اڻنجا 49

 unañjā   ウナンジャー  اننجا 49

 uNwañjā   ウンワンジャー  اڻونجا 

 pañja ́̄  パンジャー  پنجاہ 50

 ikwañjā   イクワンジャー  اکونجا 51

 bawañjā   バワンジャー  بونجا 52

 tarwañjā   タルワンジャー  ترونجا 53

 curañjā   チュランジャー  چرنجا 54

pacwañjā  パチュワンジャー  پچونجا 55

 cʰawañjā   チャワンジャー  چھونجا 56

 cʰapañjā   チャパンジャー  چھپنجا 

 satwañjā   サトワンジャー  ستونجا 57

 aṭʰwañjā   アトワンジャー  اٹھونجا 58

uṇat̄  اڻاہٹھ 59 ̣́ ʰ   ウナート 

 saṭṭʰ   サット  سٹھ 60
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基数詞 61 ～ 80  

数字      

61 ਇਕਾਹਠ  ikat̄ ̣́ ʰ   イカート 

62 ਬਾਹਠ  bat̄ ̣́ ʰ   バート 

63 ਤਰੇਹਠ  taréṭʰ   タレート 

64 ਚਹਠ  cɔt́ ̣h    チャォーント 

65 ਪਹਠ  pɛt́ ̣h    パェーント 

66 ਛੇਆਹਠ  cʰeat̄ ̣́ ʰ   チェーアート 

67 ਸਤਾਹਠ  satat̄ ̣́ ʰ   サタート 

68 ਅਠਾਹਠ  aṭʰat̄ ̣́ ʰ   アタート 

69 ਉਣੱਤਰ  uṇattar   ウナッタル 

 ਉਨੱਤਰ  unattar   ウナッタル 

70 ਸੱਤਰ  sattar   サッタル 

71 ਇਕੱਤਰ  ikattar   イカッタル 

 ਇਕਹੱਤਰ  ikàttar   イカッタル 

72 ਬਹੱਤਰ  bàttar   バッタル 

73 ਿਤਹੱਤਰ  tiàttar   ティアッタル 

74 ਚੁਹੱਤਰ  cuàttar   チュアッタル 

75 ਪੰਝੱਤਰ  pañjàttar  パンジャッタル

76 ਛੇਹੱਤਰ  cʰeàttar   チェーアッタル

77 ਸਤੱਤਰ  satattar   サタッタル 

78 ਅਠੱਤਰ  aṭʰattar   アタッタル 

79 ਉਣਾਸੀ  uṇāsī   ウナースィー 

 ਉਨਾਸੀ  unāsī   ウナースィー 

80 ਅੱਸੀ  assī   アッスィー 
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基数詞 61 ～ 80  

 ☊ DISC-2:Track56  

数字      

ikat̄  اکاٹھ 61 ̣́ ʰ   イカート 

bat̄  باٹھ 62 ̣́ ʰ   バート 

 taréṭʰ   タレート  تریٹھ 63

cɔt́  چونٹھ 64 ̣h    チャォーント 

pɛt́  پینٹھ 65 ̣h    パェーント 

cʰeat̄  چھیاٹھ 66 ̣́ ʰ   チェーアート 

satat̄  ستاہٹھ 67 ̣́ ʰ   サタート 

aṭʰat̄  اٹھاہٹھ 68 ̣́ ʰ   アタート 

 uṇattar   ウナッタル  اڻہتر 69

 unattar   ウナッタル  انتر 

 sattar   サッタル  ستر 70

 ikattar   イカッタル  اکتر 71

 ikàttar   イカッタル  اکہتر 

 bàttar   バッタル  بہتر 72

 tiàttar   ティアッタル  تہتر 73

 cuàttar   チュアッタル  چوہتر 74

pañjàttar  パンジャッタル  پنجتر 75

cʰeàttar   チェーアッタル  چھہتر 76

 satattar   サタッタル  ستتر 77

 aṭʰattar   アタッタル  اٹھتر 78

 uṇāsī   ウナースィー  اڻاسی 79

 unāsī   ウナースィー  اناسی 

 assī   アッスィー  اسی 80
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基数詞 81 ～ 100  

数字      

81 ਇਕਾਸੀ  ikāsī   イカースィー 

82 ਿਬਆਸੀ  biāsī   ビアースィー 

83 ਤਿਰਆਸੀ  tariāsī   タリアースィー 

84 ਚੁਰਾਸੀ  curāsī   チュラースィー 

 ਚੌਰਾਸੀ  cɔrāsī   チャォーラースィー 

85 ਪੰਜਾਸੀ  pañjāsī   パンジャースィー 

86 ਿਛਆਸੀ  cʰiāsī   チアースィー 

87 ਸਤਾਸੀ  satāsī   サタースィー 

88 ਅਠਾਸੀ  aṭʰāsī   アタースィー 

89 ਉਣਾਨਵ  uṇānwẽ   ウナーンウェーン 

 ਉਨਾਨਵ  unānwẽ   ウナーンウェーン 

90 ਨੱਬੇ  nabbe   ナッベー 

91 ਇਕਾਨਵ  ikānwẽ   イカーンウェーン 

92 ਬਾਨਵ  bānawẽ   バーナウェーン 

93 ਤਿਰਆਨਵ  tariānawẽ  タリアーナウェーン 

 ਿਤਿਰਆਨਵ  tiriānawẽ   ティリアーナウェーン 

94 ਚੁਰਾਨਵ  curānwẽ   チュラーンウェーン 

 ਚੌਰਾਨਵ  cɔrānwẽ   チャォーラーンウェーン

95 ਪਚਾਨਵ  pacānawẽ  パチャーナウェーン 

96 ਿਛਆਨਵ  cʰeānwẽ   チェーアーンウェーン 

97 ਸਤਾਨਵੇ  satānwẽ   サターンウェーン 

98 ਅਠਾਨਵ  aṭʰānwẽ   アターンウェーン 

99 ਨਿੜਨਵ  naṛìnawẽ   ナリナウェーン 

100 ਸ ੌ  sɔ   サォー 
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基数詞 81 ～ 100  

 ☊ DISC-2:Track57  

数字      

 ikāsī   イカースィー  اکاسی 81

 biāsī   ビアースィー  بیاسی 82

 tariāsī   タリアースィー  تریاسی 83

 curāsī   チュラースィー  چراسی 84

 cɔrāsī   チャォーラースィー  چوراسی 

 pañjāsī   パンジャースィー  پنجاسی 85

 cʰiāsī   チアースィー  چھیاسی 86

 satāsī   サタースィー  ستاسی 87

 aṭʰāsī   アタースィー  اٹھاسی 88

 uṇānwẽ   ウナーンウェーン  اڻانویں 89

 unānwẽ   ウナーンウェーン  انانویں 

 nabbe   ナッベー  نبے 90

 ikānwẽ   イカーンウェーン  اکانویں 91

 bānawẽ   バーナウェーン  بانویں 92

ِتریانویں 93 َ   tariānawẽ  タリアーナウェーン 

ِتریانویں  ِ   tiriānawẽ   ティリアーナウェーン 

 curānwẽ   チュラーンウェーン  ُچرانویں 94

cɔrānwẽ   チャォーラーンウェーン  چورانویں 

 pacānawẽ  パチャーナウェーン  پچانویں 95

 cʰeānwẽ   チェーアーンウェーン  چھیانویں 96

 satānwẽ   サターンウェーン  ستانویں 97

 aṭʰānwẽ   アターンウェーン  اٹھانویں 98

 naṛìnawẽ   ナリナウェーン  نڑینہویں 99

 sɔ   サォー  سو 100
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16.3. 位取り，桁  
百，千，十万，千万，十億を表す語があります。  

百  ਸ ੌ  sɔ  サォー 

千  ਹਜ਼ਾਰ  hazār ハザール 

十万  ਲੱਖ  lakkʰ ラック 

千万  ਕਰੋੜ  karoṛ カロール 

十億  ਅਰਬ  arab アラブ 

 
「一万」「百万」「一億」は，それぞれ「千」「十万」「千万」の前に ਦਸ das 
[ダス] を置いて，「１０の…」というふうに表します。  

一万  ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ  das hazār  ダス ハザール

百万  ਦਸ ਲੱਖ  das lakkʰ  ダス ラック 

一億  ਦਸ ਕਰੋੜ  das karoṛ  ダス カロール
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16.3. 位取り，桁  

 ☊ DISC-2:Track58  

百，千，十万，千万，十億を表す語があります。  

百  سو  sɔ  サォー 

千  ہزار  hazār ハザール 

十万  لکھ  lakkʰ ラック 

千万  کروڑ  karoṛ カロール 

十億  ارب  arab  アラブ 

 
「一万」「百万」「一億」は，それぞれ「千」「十万」「千万」の前に دس das 
[ダス] を置いて，「１０の…」というふうに表します。  

一万  دس ہزار  das hazār  ダス ハザール

百万  دس لکھ  das lakkʰ  ダス ラック 

一億  دس کروڑ  das karoṛ  ダス カロール
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16.4. 序数詞  
序数詞は ā , a ̃̄語尾の形容詞と同じ変化をします。  

１番目の ਪਿਹਲਾ  pɛĺa ̄  パェーラー 

２番目の ਦੂਜਾ  dūjā   ドゥージャー 

３番目の ਤੀਜਾ  tījā   ティージャー 

４番目の ਚੌਥਾ  cɔtʰā   チャォーター 

５番目の ਪੰਜਵਾਂ  pañjawa ̄ ̃ パンジャワーン

６番目の ਛੇਵਾਂ  cʰewa ̃̄  チェーワーン 

７番目の ਸਤਵਾਂ  satwa ̃̄  サトワーン 

８番目の ਅਠਵਾਂ  aṭʰwa ̃̄  アトワーン 

９番目の ਨੌਵਾਂ  nɔwa ̃̄  ナォーワーン 

 ਨਾਵਾ ਂ  naw̄a ̃̄  ナーワーン 

１０番目の ਦਸਵਾਂ  daswa ̃̄  ダスワーン 

 
７と８の序数詞では ਸੱਤਵਾਂ sattwa ̃̄[サットワーン] 「７番目の」 , ਅੱਠਵਾਂ aṭṭʰwa ̃̄[アット

ワーン] 「８番目の」の形も用いられます。  
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16.4. 序数詞  

 ☊ DISC-2:Track59  
序数詞は ā , a ̃̄語尾の形容詞と同じ変化をします。  

１番目の پہلا pɛĺa ̄  パェーラー 

２番目の دوجا dūjā   ドゥージャー 

３番目の تیجا tījā   ティージャー 

４番目の چوتھا cɔtʰā   チャォーター 

５番目の پنجواں pañjawa ̃̄ パンジャワーン

６番目の چھیواں cʰewa ̃̄  チェーワーン 

７番目の ستواں satwa ̃̄  サトワーン 

８番目の اٹھواں aṭʰwa ̃̄  アトワーン 

９番目の نوواں nɔwa ̃̄  ナォーワーン 

 naw̄a ̃̄  ナーワーン ناواں 

１０番目の دسواں daswa ̃̄  ダスワーン 

 
７と８の序数詞では ستواں sattwa ̃̄[サットワーン] 「７番目の」 , اٹھواں aṭṭʰwa ̃̄[アットワ

ーン] 「８番目の」の形も用いられます。 
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17. 動詞の変化のまとめ  
 これまでの動詞の変化を，各動詞について次の (1) から (7) までの一覧にま

とめます。目次とは順番が異なります。 

表に示す変化形  

(1) 不定詞     

 男性単数 男性複数 女性単数 女性複数 後置格形 

(2) 未完了分詞       

 男性単数   男性複数 女性単数 女性複数 ia ̃̄語尾形 

(3) 完了分詞     

 男性単数 男性複数 女性単数 女性複数 ia ̃̄語尾形 

(4) 不確定未来形     

 １人称単数   １人称複数 ２人称単数 ２人称複数  

 ３人称単数 ３人称複数    

(5) 未来形     

 １人称男性    
単数 

１人称女性 
単数 

１人称男性 
複数 

１人称女性 
複数 

 

 ２人称男性 
単数 

２人称女性 
単数 

２人称男性 
複数 

２人称女性 
複数 

 

 ３人称男性 
単数 

３人称女性 
単数 

３人称男性 
複数 

３人称女性 
複数 

 

(6) 命令形     

 ２人称単数 ２人称複数    

(7) 依頼形     

 ２人称単数 ２人称複数    
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語尾変化のパタ－ン  

 ほとんどの動詞変化は，下のＡ，Ｂ，Ｃ，３つの語尾変化のパタ－ンの１つ

を語幹に付ければ得られます。Ａ，Ｂ，Ｃ，３つの語尾変化のパタ－ンは，基

本的には同一のものです。ＢはＡの鼻子音 ਣ が ਨ に置き換わったもの。Ｃは

語幹が一定の種類の長母音のとき，Ａに ਉ , ਉ ਂ, ਵ などのつづりが，一部の変

化形においてわたり音として加わったものです。３つの語尾変化のパタ－ンの

１つを語幹に付けたとき，すべての変化形において語幹は変化することのない

動詞を規則変化動詞とします。これに対して，３つの語尾変化のパタ－ンの１

つを語幹に付けたとき，一部の変化形において語幹や変化語尾が特別な形をと

る動詞があります。これらの動詞を不規則変化動詞とします。巻末の基本動詞

一覧表ではＡ，Ｂ，Ｃの後に〈不規則〉と記してあります。各語尾の発音表記

に付いている = は語幹と変化語尾の境目を表します。語幹に続く変化語尾を

表にした３つのパタ－ンを次の項に発音表記で示します。空白の所は，語幹の

形ままで語尾変化がないことを示します。  
 動詞の変化形に限らず，パンジャービー語では同じ語の表記に様々な異なる

つづりが実際には使われています。本書では， 1970 から 80 年代にかけて行

われたインドのパンジャーブ州のパンジャービー語正書法審議会の成果に基づ

いてパティアーラーのパンジャービー大学が出版した『パンジャービー語 語形

変化正書法辞典』〔 ਡਾ. ਹਰਕੀਰਤ ਿਸੰਘ (ਸੰਪਾਦਕ) , ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ ਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ 
ਕੋਸ਼, ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ , ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ , 1988 〕を参照し，そのつづ

りを採用しました。  
 使用頻度の高い基本動詞を３つの語尾変化のパタ－ンに分類したグルムキー

文字表記による基本動詞一覧表を巻末に付けます。不規則変化動詞については

各動詞の変化表に不規則なものを示します。  
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17.1. 語尾変化のパタ－ンＡ  
〈語幹が母音で終わるもの〉 この場合の母音は ā （ ਆ , ◌ਾ ）以外のもので

す。ただし ਜਾਣਾ と ਖਾਣਾ だけはこのパターンに属します。 
  

(1) 不定詞     

 男性単数 男性複数 女性単数 女性複数 後置格形

 = ṇā  = ṇe  = ṇī  = ṇiā ̃̄ = ṇ  

(2) 未完了分詞     

 男性単数 男性複数 女性単数 女性複数 ia ̃̄語尾形

 ~ = dā  ~ = de  ~ = dī  ~ = diā ̃̄ ~ = dia ̃̄

(3) 完了分詞     

 男性単数 男性複数 女性単数 女性複数 ia ̃̄語尾形

 = iā  = e  = ī  = iā ̃̄ = ia ̃̄ 

(4) 不確定未来形     

 １人称単数 １人称複数 ２人称単数２人称複数  

 = wa ̃̄ = īe  = ẽ  = o   

    = wo   

 ３人称単数 ３人称複数    

 = e  = ṇ     
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(5) 未来形    

 １人称男性単数 １人称女性単数１人称男性複数１人称女性複数 

 = waḡa ̄̃  = waḡi ̄̃  = wa ̄g̃e  = waḡiā ̄̃ ̃  

 ２人称男性単数 ２人称女性単数２人称男性複数２人称女性複数 

 = ẽgā  = ẽgī  = oge  = ogiā ̃̄ 

   = woge  = wogiā ̃̄ 

 ３人称男性単数 ３人称女性単数３人称男性複数３人称女性複数 

 = egā  = egī  = ṇge  = ṇgiā ̃̄ 

(6) 命令形    

 ２人称単数 ２人称複数   

 = = o    

  = wo    

(7) 依頼形    

 ２人称単数 ２人称複数   

 = i ̃̄ = io    
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〈語幹が子音で終わるもの〉 この場合の子音は ਣ , ਰ , ੜ の文字が表す子音 ṇ , 
r , ṛ 以外のものです。 
  

(1) 不定詞     

 男性単数 男性複数 女性単数 女性複数 後置格形

 = ṇā  = ṇe  = ṇī  = ṇiā ̃̄ = aṇ  

 = aṇā  = aṇe  = aṇī  = aṇiā ̃̄ = aṇ  

(2) 未完了分詞     

 男性単数 男性複数 女性単数 女性複数 ia ̃̄語尾形

 = dā  = de  = dī  = diā ̃̄ = dia ̃̄ 

 = adā  = ade  = adī  = adiā ̃̄ = adia ̃̄ 

(3) 完了分詞     

 男性単数 男性複数 女性単数 女性複数 ia ̃̄語尾形

 = iā  = e  = ī  = iā ̄ ̃  = ia ̃̄ 

(4) 不確定未来形     

 １人称単数 １人称複数 ２人称単数２人称複数  

 = a ̃̄ = īe  = ẽ  = o   

 ３人称単数 ３人称複数    

 = e  = aṇ     
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(5) 未来形    

 １人称男性単数 １人称女性単数１人称男性複数１人称女性複数 

 = aḡa ̄̃  = aḡi ̄̃  = a ̄g̃e  = aḡiā ̄̃ ̃  

 ２人称男性単数 ２人称女性単数２人称男性複数２人称女性複数 

 = ẽgā  = ẽgī  = oge  = ogiā ̃̄ 

 ３人称男性単数 ３人称女性単数３人称男性複数３人称女性複数 

 = egā  = egī  = aṇge  = aṇgiā ̃̄ 

(6) 命令形    

 ２人称単数 ２人称複数   

 = = o    

(7) 依頼形    

 ２人称単数 ２人称複数   

 = i ̃̄ = io    
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17.2. 語尾変化のパタ－ンＢ  
〈語幹が ਣ , ਰ , ੜ の文字が表す子音 ṇ , r , ṛ で終わるもの〉  
 

(1) 不定詞     

 男性単数 男性複数 女性単数 女性複数 後置格形

 = nā  = ne  = nī  = niā ̃̄ = an  

(2) 未完了分詞     

 男性単数 男性複数 女性単数 女性複数 ia ̃̄語尾形

 = dā  = de  = dī  = diā ̃̄ = dia ̃̄ 

(3) 完了分詞     

 男性単数 男性複数 女性単数 女性複数 ia ̃̄語尾形

 = iā  = e  = ī  = iā ̃̄ = ia ̃̄ 

(4) 不確定未来形     

 １人称単数 １人称複数 ２人称単数２人称複数  

 = a ̃̄ = īe  = ẽ  = o   

 ３人称単数 ３人称複数    

 = e  = an     
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(5) 未来形    

 １人称男性単数 １人称女性単数１人称男性複数１人称女性複数 

 = aḡa ̄̃  = aḡi ̄̃  = a ̄g̃e  = aḡiā ̄̃ ̃  

 ２人称男性単数 ２人称女性単数２人称男性複数２人称女性複数 

 = ẽgā  = ẽgī  = oge  = ogiā ̃̄ 

 ３人称男性単数 ３人称女性単数３人称男性複数３人称女性複数 

 = egā  = egī  = ange  = angiā ̃̄ 

(6) 命令形    

 ２人称単数 ２人称複数   

 = = o    

(7) 依頼形    

 ２人称単数 ２人称複数   

 = i ̃̄ = io    
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17.3. 語尾変化のパタ－ンＣ  
〈語幹が母音 ā （ ਆ , ◌ਾ ）で終わるもの〉 例外として ਜਾਣਾ と ਖਾਣਾ はパ

ターンＡに属します。高声調の場合は ਹ のつづりを伴います。 
  

(1) 不定詞     

 男性単数 男性複数 女性単数 女性複数 後置格形 

 = uṇā  = uṇe  = uṇī  = uṇiā ̃̄ = uṇ  

(2) 未完了分詞     

 男性単数 男性複数 女性単数 女性複数 ia ̃̄語尾形 

 = õdā  = õde  = õdī  = õdiā ̃̄ = õdia ̃̄ 

(3) 完了分詞     

 男性単数 男性複数 女性単数 女性複数 ia ̃̄語尾形 

 = iā  = e  = ī  = iā ̃̄ = ia ̃̄ 

(4) 不確定未来形      

 １人称単数 １人称複数 ２人称単数２人称複数   

 = wa ̃̄ = īe  = ẽ  = o    

 ３人称単数 ３人称複数     

 = e  = uṇ      

 



 453

 

(5) 未来形    

 １人称男性単数 １人称女性単数１人称男性複数１人称女性複数 

 = waḡa ̄̃  = waḡi ̄̃  = wa ̄g̃e  = waḡiā ̄̃ ̃  

 ２人称男性単数 ２人称女性単数２人称男性複数２人称女性複数 

 = ẽgā  = ẽgī  = oge  = ogiā ̃̄ 

 ３人称男性単数 ３人称女性単数３人称男性複数３人称女性複数 

 = egā  = egī  = uṇge  = uṇgiā ̃̄ 

(6) 命令形    

 ２人称単数 ２人称複数   

 = = o    

(7) 依頼形    

 ２人称単数 ２人称複数   

 = i ̃̄ = io    
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18. 基本動詞一覧表  
 後のページに変化形を示す基本動詞１７５語の一覧を，グルムキー文字表記

の辞書の見出し語順に次に示します。各動詞は，語幹ではなく見出し語となっ

ている不定詞［男性単数］の語形です。Ａ，Ｂ，Ｃは後のページに示す語尾変

化の３つの基本パタ－ンを表し，後に〈不規則〉と記してあるのは不規則変化

動詞です。不規則変化動詞の変化の特徴については基本動詞１７５語の変化形

の各番号の後に説明を加えてあります。  
 

 見出し語   パターン  

1 ਉੱਠਣਾ uṭṭʰaṇā  ウッタナー Ａ 昇る，起きる 

2 ਉੱਡਣਾ uḍḍaṇā  ウッダナー Ａ 飛ぶ，舞い上がる 

3 ਉਡੀਕਣਾ uḍīkaṇā  ウディーカナー Ａ 待つ，待ち望む 

4 ਉਣਨਾ uṇnā  ウンナー Ｂ 編む，織る 

5 ਉੱਤਰਨਾ uttarnā  ウッタルナー Ｂ 降りる，下がる 

6 ਉਪਜਾ ਉਣਾ upjāuṇā  ウプジャーウナー Ｃ 産む，生産する 

7 ਉੱਪੜਨਾ uppaṛnā  ウッパルナー Ｂ 着く，届く 

8 ਉਬੱਕਣਾ ubakkaṇā ウバッカナー Ａ 吐く，もどす 

9 ਅੱਕਣਾ akkaṇā  アッカナー Ａ 退屈する，うんざりする 

10 ਅਕਾ ਉਣਾ akāuṇā  アカーウナー Ｃ 退屈させる，うんざりさせる 

11 ਅਟਕਣਾ aṭakṇā  アタクナー Ａ 止まる，つかえる 

12 ਅਟਕਾ ਉਣਾ aṭkāuṇā  アトカーウナー Ｃ 止める，妨げる 

13 ਆ ਉਣਾ āuṇā  アーウナー Ｃ 来る，登場する 

14 ਆਖਣਾ ākʰṇā  アークナー Ａ 言う，告げる 

15 ਸੜਨਾ saṛnā  サルナー Ｂ 燃える，焼ける，焦げる 
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 見出し語   パターン  

16 ਸਾੜਨਾ sāṛnā  サールナー Ｂ 燃やす，焼く，焦がす 

17 ਿਸੱਖਣਾ sikkʰaṇā スィッカナー Ａ 学ぶ，習得する 

18 ਿਸਖਾ ਉਣਾ sikʰāuṇā スィカーウナー Ｃ 教える，訓練する 

19 ਸੁਆ ਉਣਾ suāuṇā  スアーウナー Ｃ 眠らせる，寝かしつける 

20 ਸੁੰਘਣਾ súṅgaṇā  スンガナー Ａ （匂いを）かぐ 

21 ਸੁੱਟਣਾ suṭṭaṇā  スッタナー Ａ 投げる，捨てる 

22 ਸੁਣਨਾ suṇanā  スナナー Ｂ 聞く 

23 ਸਣਾ sɔṇ̃a ̄ サォーナー Ａ〈不規則〉眠る 

24 ਹੱਸਣਾ hassaṇā  ハッサナー Ａ 笑う 

25 ਹਟਣਾ haṭaṇā  ハタナー Ａ 退く，どく，止む 

26 ਹਾਰਨਾ hārnā  ハールナー Ｂ 負ける 

27 ਿਹੱਲਣਾ hillaṇā  ヒッラナー Ａ 動く，揺れる 

28 ਿਹਲਾ ਉਣਾ hilāuṇā  ヒラーウナー Ｃ 動かす，揺らす 

29 ਹੋਣਾ hoṇā  ホーナー Ａ〈不規則〉ある，いる，…である，…になる

30 ਕਿਹਣਾ kɛṇ́a ̄ カェーナー Ａ〈不規則〉言う，話す 

31 ਕੱਟਣਾ kaṭṭaṇā  カッタナー Ａ 切る，削除する 

32 ਕੱਢਣਾ káḍḍaṇā カッダナー Ａ 引き出す，見つける 

33 ਕਰਨਾ karnā  カルナー Ｂ〈不規則〉する，行う 

34 ਕਰਾ ਉਣਾ karāuṇā  カラーウナー Ｃ させる，行わせる 

35 ਖ਼ਰੀਦਣਾ xarīdaṇā カリーダナー Ａ 買う，購入する 
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 見出し語   パターン  

36 ਖਲੋਣਾ kʰaloṇā  カローナー Ａ〈不規則〉立つ 

37 ਖਾਣਾ kʰāṇā  カーナー Ａ〈不規則〉食べる 

38 ਿਖੱਚਣਾ kʰiccaṇā  キッチャナー Ａ 引く，（写真を）撮る 

39 ਖੁੱਲਣਾ kʰúllaṇā  クッラナー Ａ〈不規則〉開く（あく） 

40 ਖੇਡਣਾ kʰeḍaṇā  ケーダナー Ａ 遊ぶ 

41 ਖੋਲਣਾ kʰólaṇā  コーラナー Ａ 開ける（あける） 

42 ਗਾ ਉਣਾ gāuṇā  ガーウナー Ｃ 歌う 

43 ਿਗਣਨਾ giṇanā  ギナナー Ｂ 数える 

44 ਘਬਰਾ ਉਣਾ kàbrāuṇā  カブラーウナー Ｃ 当惑する 

45 ਘੜਨਾ kàṛnā  カルナー Ｂ 作る，創作する 

46 ਘੁੰਮਣਾ kùmmaṇā クンマナー Ａ 回る，散策する 

47 ਘੁਮਾ ਉਣਾ kumaūṇa ̄̀  クマーウナー Ｃ 回す，散策させる 

48 ਚੱਖਣਾ cakkʰaṇā  チャッカナー Ａ 味わう 

49 ਚੱਲਣਾ callaṇā  チャッラナー Ａ 行く，動く 

50 ਚੜਨਾ cáṛnā  チャルナー Ｂ のぼる，乗る 

51 ਚਾਹੁਣਾ caūṇa ̄́  チャーウナー Ｃ〈不規則〉望む，欲する 

52 ਿਚਪਕਣਾ cipakṇā  チパクナー Ａ くっつく 

53 ਚੀਕਣਾ cīkṇā  チークナー Ａ 叫ぶ，悲鳴をあげる 

54 ਚੁੱਕਣਾ cukkaṇā  チュッカナー Ａ 持ち上げる 

55 ਚੁਣਨਾ cuṇnā  チュンナー Ｂ 選ぶ 
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 見出し語   パターン  

56 ਚੂਸਣਾ cūsaṇā  チューサナー Ａ 吸う，しゃぶる 

57 ਛੱਡਣਾ cʰaḍḍaṇā チャッダナー Ａ すてる，残す 

58 ਛੂਹਣਾ cʰūṇa ̄́  チューナー Ａ〈不規則〉さわる，触れる 

59 ਛੇੜਨਾ cʰeṛnā  チェールナー Ｂ いじる，からかう 

60 ਜਪਣਾ japaṇā  ジャパナー Ａ くり返し唱える 

61 ਜੰਮਣਾ jammaṇā ジャンマナー Ａ うまれる 

62 ਜਾਗਣਾ jāgaṇā  ジャーガナー Ａ 目を覚ます 

63 ਜਾਣਨਾ jāṇnā  ジャーンナー Ｂ 知っている 

64 ਜਾਣਾ jāṇā  ジャーナー Ａ〈不規則〉行く 

65 ਿਜਊਣਾਂ  jiūṇa ̄̃  ジウーンナー Ａ〈不規則〉生きる 

66 ਿਜੱਤਣਾ jittaṇā  ジッタナー Ａ 勝つ 

67 ਝੁਕਣਾ cùkṇā  チュクナー Ａ かがむ，うつむく 

68 ਝੂਲਣਾ cūlaṇa ̄̀  チューラナー Ａ 揺れ動く 

69 ਿਟਕਣਾ ṭikaṇā  ティカナー Ａ 留まる，安定する 

70 ਟੇਕਣਾ ṭekaṇā  テーカナー Ａ 支える，つける 

71 ਠਿਹਰਨਾ ṭʰɛŕna ̄ タェールナー Ｂ とまる，留まる 

72 ਡਰਨਾ ḍarnā  ダルナー Ｂ 恐れる 

73 ਡਾਟਣਾ ḍāṭṇā  ダートナー Ａ 叱る 

74 ਿਡਗਣਾ ḍigṇā  ディグナー Ａ 落ちる 

75 ਡੁੱਬਣਾ ḍubbaṇā  ドゥッバナー Ａ 沈む，溺れる 

 



 458

 

 見出し語   パターン  

76 ਢਕਣਾ ṭàkaṇā  タカナー Ａ 被う，隠す 

77 ਢੰੂਡਣਾ tụ̄ḍṇa ̄̃̀  トゥーンドナー Ａ さがす 

78 ਤੱਕਣਾ takkaṇā  タッカナー Ａ 見つめる 

79 ਤਣਨਾ taṇnā  タンナー Ｂ ぴんと張る 

80 ਤਰਨਾ tarnā  タルナー Ｂ 泳ぐ 

81 ਤੁਰਨਾ turnā  トゥルナー Ｂ 歩く，進む 

82 ਤੋਲਣਾ tolaṇā  トーラナー Ａ 量る，比べる

83 ਤੋੜਨਾ toṛnā  トールナー Ｂ 壊す，折る 

84 ਥੱਕਣਾ tʰakkaṇā タッカナー Ａ 疲れる 

85 ਿਥੜਕਣਾ tʰiṛkaṇā  ティールカナー Ａ つまづく 

86 ਦੱਸਣਾ dassaṇā  ダッサナー Ａ 言う，告げる

87 ਦਬਾ ਉਣਾ dabāuṇā ダバーウナー Ｃ 押す，圧する

88 ਿਦਸਣਾ disaṇā  ディサナー Ａ 見える 

89 ਿਦਖਾ ਉਣਾ dikʰāuṇā ディカーウナー Ｃ 見せる 

90 ਦੇਖਣਾ dekʰaṇā  デーカナー Ａ 見る 

91 ਦੇਣਾ deṇā  デーナー Ａ〈不規則〉与える 

92 ਦੌੜਨਾ dɔṛnā  ダォールナー Ｂ 走る 

93 ਧਰਨਾ tàrnā  タルナー Ｂ 置く，据える

94 ਧਾਰਨਾ tar̄na ̄̀  タールナー Ｂ 持つ，携える

95 ਧੋਣਾ tòṇā  トーナー Ａ〈不規則〉洗う 

 



 459

 

 見出し語   パターン  

96 ਨੱਸਣਾ nassaṇā  ナッサナー Ａ 逃げる 

97 ਨਹਾ ਉਣਾ naūṇa ̄̀  ナーウナー Ｃ 水浴びをする 

98 ਨੱਚਣਾ naccaṇā  ナッチャナー Ａ 踊る，舞う 

99 ਨੱਠਣਾ naṭṭʰaṇā  ナッタナー Ａ 走る，逃げる 

100 ਨਾਪਣਾ nāpaṇā  ナーパナー Ａ はかる，計測する 

101 ਿਨਭਾ ਉਣਾ nibaūṇa ̄̀  ニバーウナー Ｃ 果たす，遂行する 

102 ਪਿਹਨਣਾ pɛńaṇa ̄ パェーナナー Ａ 身に着ける 

103 ਪਹੁੰਚਣਾ pɔćṇa ̄ パォーンチュナー Ａ 着く，達する 

104 ਪਕੜਨਾ pakaṛnā  パカルナー Ｂ つかむ，捕まえる 

105 ਪਕਾ ਉਣਾ pakāuṇā  パカーウナー Ｃ 調理する 

106 ਪਛਤਾ ਉਣਾ pacʰtāuṇā パチュターウナー Ｃ 悔やむ 

107 ਪਛਾਣਨਾ pacʰāṇnā  パチャーンナー Ｂ 見分ける，識別する 

108 ਪਰਤਣਾ partaṇā  パルタナー Ａ 戻る 

109 ਪਰਤਾ ਉਣਾ partāuṇā  パルターウナー Ｃ 戻す 

110 ਪੜਨਾ páṛnā  パルナー Ｂ 読む，学ぶ 

111 ਪੜਾ ਉਣਾ parạ ̄ùṇa ̄ パラーウナー Ｃ 教える 

112 ਪਾ ਉਣਾ pāuṇā  パーウナー Ｃ 得る 

113 ਪੀਣਾ pīṇā  ピーナー Ａ〈不規則〉飲む 

114 ਪੁੱਛਣਾ puccʰaṇā  プッチャナー Ａ 尋ねる 

115 ਪੁੱਜਣਾ pujjaṇā  プッジャナー Ａ 着く，達する 
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 見出し語   パターン  

116 ਪੁੱਟਣਾ puṭṭaṇā  プッタナー Ａ 掘る 

117 ਪੂੰਝਣਾ pūjaṇa ̄̃́  プーンジャナー Ａ ぬぐう，拭く 

118 ਪੈਣਾ pɛṇā  パェーナー Ａ〈不規則〉落ちる，横になる 

119 ਫਸਣਾ pʰasṇā  パスナー Ａ はまる 

120 ਫੜਨਾ pʰaṛnā  パルナー Ｂ つかむ，捕まえる 

121 ਿਫਰਨਾ pʰirnā  ピルナー Ｂ 回る，巡回する 

122 ਫੇਰਨਾ pʰernā  ペールナー Ｂ 回す 

123 ਬਚਣਾ bacaṇā  バチャナー Ａ 救われる，残る 

124 ਬਚਾ ਉਣਾ bacāuṇā バチャーウナー Ｃ 救う，守る 

125 ਬੱਝਣਾ bájjaṇā  バッジャナー Ａ〈不規則〉縛られる 

126 ਬਣਨਾ baṇnā  バンナー Ｂ 作られる，…になる 

127 ਬਣਾ ਉਣਾ baṇāuṇā バナーウナー Ｃ 作る，…にする 

128 ਬੰਨਣਾ bánnaṇā バンナナー Ａ〈不規則〉縛る，結ぶ 

129 ਬੀਜਣਾ bījaṇā  ビージャナー Ａ 種を蒔く 

130 ਬੁੱਝਣਾ bújjaṇā  ブッジャナー Ａ わかる，解く 

131 ਬੁਝਾ ਉਣਾ bujaūṇa ̄̀  ブジャーウナー Ｃ わからせる，解かせる 

132 ਬੁਣਨਾ buṇnā  ブンナー Ｂ 織る，編む 

133 ਬੁਲਾ ਉਣਾ bulāuṇā  ブラーウナー Ｃ 呼ぶ，招く 

134 ਬੈਠਣਾ bɛṭʰaṇā  バェータナー Ａ〈不規則〉座る 

135 ਬੋਲਣਾ bolaṇā  ボーラナー Ａ 話す，しゃべる 
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 見出し語   パターン  

136 ਭੱਜਣਾ pàjjaṇā  パッジャナー Ａ〈不規則〉壊れる，走る 

137 ਭਰਨਾ pàrnā  パルナー Ｂ 満ちる，満たす 

138 ਿਭੱਜਣਾ pìjjaṇā  ピッジャナー Ａ〈不規則〉濡れる 

139 ਭੱੁਲਣਾ pùllaṇā  プッラナー Ａ〈不規則〉忘れる 

140 ਭੇਜਣਾ pèjaṇā  ページャナー Ａ 送る 

141 ਮੰਨਣਾ mannaṇā  マンナナー Ａ 認める，同意する 

142 ਮਰਨਾ marnā  マルナー Ｂ〈不規則〉死ぬ 

143 ਮਾਂਜਣਾ maj̄aṇa ̄̃  マーンジャナー Ａ こする，磨く 

144 ਮਾਰਨਾ mārnā  マールナー Ｂ 打つ，殺す 

145 ਮੁਸਕਰਾ ਉਣਾ muskarāuṇā ムスカラーウナー Ｃ ほほえむ 

146 ਮੁੜਨਾ muṛnā  ムルナー Ｂ 曲がる 

147 ਮੋੜਨਾ moṛnā  モールナー Ｂ 曲げる 

148 ਯਰਕਾ ਉਣਾ yarkāuṇā  ヤルカーウナー Ｃ 怖がらせる，脅す 

149 ਰਿਹਣਾ rɛṇ́a ̄ ラェーナー Ａ〈不規則〉住む，留まっている 

150 ਰੱਖਣਾ rakkʰaṇā  ラッカナー Ａ 置く，保つ 

151 ਰੱਜਣਾ rajjaṇā  ラッジャナー Ａ〈不規則〉満足する 

152 ਰੁਕਣਾ rukaṇā  ルカナー Ａ 止まる 

153 ਰੁੱਝਣਾ rújjaṇā  ルッジャナー Ａ〈不規則〉かかりきりになる 

154 ਰੋਕਣਾ rokaṇā  ローカナー Ａ 止める 

155 ਰੋਣਾ roṇā  ローナー Ａ 泣く 
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 見出し語   パターン  

156 ਲਿਹਣਾ lɛṇ́a ̄ ラェーナー Ａ〈不規則〉降りる，沈む 

157 ਲੱਗਣਾ laggaṇā  ラッガナー Ａ〈不規則〉付く，かかる，感じられる 

158 ਲਗਾ ਉਣਾ lagāuṇā  ラガーウナー Ｃ 付ける 

159 ਲੰਘਣਾ láṅgaṇā  ランガナー Ａ 通り抜ける 

160 ਲੱਭਣਾ lábbaṇā  ラッバナー Ａ〈不規則〉見つける，さがす 

161 ਲੜਨਾ laṛnā  ラルナー Ｂ 戦う，争う 

162 ਿਲਆ ਉਣਾ liāuṇā  リアーウナー Ｃ 持って来る 

163 ਿਲਖਣਾ likʰṇā  リクナー Ａ 書く 

164 ਲੈਣਾ lɛṇā  ラェーナー Ａ〈不規則〉取る 

165 ਵੱਸਣਾ wassaṇā  ワッサナー Ａ 住む 

166 ਵੱਜਣਾ wajjaṇā  ワッジャナー Ａ 鳴る 

167 ਵਜਾ ਉਣਾ wajāuṇā  ワジャーウナー Ｃ 鳴らす，演奏する 

168 ਵੰਡਣਾ waṇḍaṇā ワンダナー Ａ 分ける 

169 ਵਧਣਾ wádṇā  ワドナー Ａ 増える 

170 ਵਰਤਣਾ wartaṇā  ワルタナー Ａ 使う 

171 ਵੜਨਾ waṛnā  ワルナー Ｂ 入る 

172 ਵਾਹੁਣਾ waūṇa ̄́  ワーウナー Ｃ〈不規則〉耕す 

173 ਿਵਖਾ ਉਣਾ wikʰāuṇā ウィカーウナー Ｃ 見せる 

174 ਵੇਖਣਾ wekʰṇā  ウェークナー Ａ 見る 

175 ਵੇਚਣਾ wecaṇā  ウェーチャナー Ａ 売る 
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基本動詞１７５語の変化形  

使用頻度の高い基本動詞１７５語の変化形を「 17. 動詞の変化のまとめ」の

項に示した (1) から (7) の分類順に並べ，文法上の名称を付けずに示します。

各変化形がどれにあたるかは，並べられた順番の位置と，「 17. 動詞の変化の

まとめ」の項に示したＡ，Ｂ，Ｃ，３つの語尾変化のパタ－ンを見れば確認で

きます。  

1  Ａ  
(1) ਉੱਠਣਾ ਉੱਠਣੇ ਉੱਠਣੀ ਉੱਠਣੀਆਂ ਉੱਠਣ (2) ਉੱਠਦਾ ਉੱਠਦੇ ਉੱਠਦੀ ਉੱਠਦੀਆ ਂ
ਉੱਠਿਦਆ ਂ (3) ਉੱਿਠਆ ਉੱਠੇ ਉੱਠੀ ਉੱਠੀਆ ਉੱਿਠਆ ਂ ਂ (4) ਉੱਠਾਂ ਉੱਠੀਏ ਉੱਠ ਉੱਠੋ 
ਉੱਠੇ ਉੱਠਣ (5) ਉੱਠਾਂਗਾ ਉੱਠਾਂਗੀ ਉੱਠਾਂਗੇ ਉੱਠਾਂਗੀਆ ਉੱਠਗਾਂ  ਉੱਠਗੀ ਉੱਠੋਗੇ 
ਉੱਠੋਗੀਆ ਉੱਠੇਗਾ ਉੱਠੇਗੀ ਉੱਠਣਗੇ ਉੱਠਣਗੀਆ ਂ ਂ (6) ਉੱਠ ਉੱਠੋ (7) ਉੱਠੀਂ ਉੱਿਠਓ  
 

2  Ａ  
(1) ਉੱਡਣਾ ਉੱਡਣੇ ਉੱਡਣੀ ਉੱਡਣੀਆ ਉੱਡਣ ਂ (2) ਉੱਡਦਾ ਉੱਡਦੇ ਉੱਡਦੀ ਉੱਡਦੀਆ ਂ
ਉੱਡਿਦਆ ਂ (3) ਉੱਿਡਆ ਉੱਡੇ ਉੱਡੀ ਉੱਡੀਆਂ ਉੱਿਡਆ ਂ (4) ਉੱਡਾਂ ਉੱਡੀਏ ਉੱਡ ਉੱਡੋ 
ਉੱਡੇ ਉੱਡਣ (5) ਉੱਡਾਂਗਾ ਉੱਡਾਂਗੀ ਉੱਡਾਂਗੇ ਉੱਡਾਂਗੀਆ ਉੱਡਗਾ ਉੱਡਗੀ ਉੱਡੋਗੇ ਂ
ਉੱਡੋਗੀਆ ਉੱਡੇਗਾ ਉੱਡੇਗੀ ਉੱਡਣਗੇ ਉੱਡਣਗੀਆ ਂ ਂ (6) ਉੱਡ ਉੱਡੋ (7) ਉੱਡੀਂ ਉੱਿਡਓ  
 

3  Ａ  
(1) ਉਡੀਕਣਾ ਉਡੀਕਣੇ ਉਡੀਕਣੀ ਉਡੀਕਣੀਆ ਉਡੀਕਣ ਂ (2) ਉਡੀਕਦਾ ਉਡੀਕਦੇ ਉਡੀਕਦੀ 
ਉਡੀਕਦੀਆ ਉਡੀਕਿਦਆਂ ਂ (3) ਉਡੀਿਕਆ ਉਡੀਕੇ ਉਡੀਕੀ ਉਡੀਕੀਆ ਉਡੀਿਕਆ ਂ ਂ (4) 
ਉਡੀਕਾਂ ਉਡੀਕੀਏ ਉਡੀਕ ਉਡੀਕੋ ਉਡੀਕ ੇਉਡੀਕਣ (5) ਉਡੀਕਾਂਗਾ ਉਡੀਕਾਂਗੀ ਉਡੀਕਾਂਗੇ 
ਉਡੀਕਾਂਗੀਆ ਉਡੀਕਗਾ ਉਡੀਕਗੀ ਉਡੀਕੋਗੇਂ  ਉਡੀਕੋਗੀਆ ਉਡੀਕੇਗਾ ਉਡੀਕੇਗੀ ਉਡੀਕਣਗੇ ਂ
ਉਡੀਕਣਗੀਆ ਂ (6) ਉਡੀਕ ਉਡੀਕੋ (7) ਉਡੀਕੀਂ ਉਡੀਿਕਓ  
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4  Ｂ  
(1) ਉਣਨਾ ਉਣਨੇ ਉਣਨੀ ਉਣਨੀਆ ਉਣਨਂ  (2) ਉਣਦਾ ਉਣਦੇ ਉਣਦੀ ਉਣਦੀਆ ਉਣਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਉਿਣਆ ਉਣੇ ਉਣੀ ਉਣੀਆ ਉਿਣਆ ਂ ਂ (4) ਉਣਾਂ ਉਣੀਏ ਉਣ ਉਣੋ ਉਣੇ ਉਣਨ (5) 
ਉਣਾਂਗਾ ਉਣਾਂਗੀ ਉਣਾਂਗੇ ਉਣਾਂਗੀਆ ਉਣਗਾ ਉਣਗੀ ਉਣੋਗੇ ਉਣੋਗੀਆ ਉਣੇਗਾਂ ਂ  ਉਣੇਗੀ 
ਉਣਨਗੇ ਉਣਨਗੀਆ ਂ (6) ਉਣ ਉਣੋ (7) ਉਣੀਂ ਉਿਣਓ  
 
5  Ｂ  
(1) ਉੱਤਰਨਾ ਉੱਤਰਨੇ ਉੱਤਰਨੀ ਉੱਤਰਨੀਆ ਉੱਤਰਨ ਂ (2) ਉੱਤਰਦਾ ਉੱਤਰਦੇ ਉੱਤਰਦੀ 
ਉੱਤਰਦੀਆ ਉੱਤਰਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਉੱਤਿਰਆ ਉੱਤਰੇ ਉੱਤਰੀ ਉੱਤਰੀਆ ਉੱਤਿਰਆ ਂ ਂ (4) 
ਉੱਤਰਾਂ ਉੱਤਰੀਏ ਉੱਤਰ ਉੱਤਰੋ ਉੱਤਰੇ ਉੱਤਰਨ (5) ਉੱਤਰਾਂਗਾ ਉੱਤਰਾਂਗੀ ਉੱਤਰਾਂਗੇ 
ਉੱਤਰਾਂਗੀਆਂ ਉੱਤਰਗਾ ਉੱਤਰਗੀ ਉੱਤਰੋਗੇ ਉੱਤਰੋਗੀਆ ਉੱਤਰੇਗਾ ਉੱਤਰੇਗੀ ਉੱਤਰਨਗੇ ਂ
ਉੱਤਰਨਗੀਆ ਂ (6) ਉੱਤਰ ਉੱਤਰੋ (7) ਉੱਤਰੀਂ ਉੱਤਿਰਓ  
 
6  Ｃ  
(1) ਉਪਜਾ ਉਣਾ ਉਪਜਾ ਉਣੇ ਉਪਜਾ ਉਣੀ ਉਪਜਾ ਉਣੀਆ ਉਪਜਾਂ  ਉਣ (2) ਉਪਜਾਉਦਾ ਂ
ਉਪਜਾਉਦੇ ਉਪਜਾਉਦੀਂ ਂ  ਉਪਜਾਉਦੀਆ ਉਪਜਾਉਿਦਆ ਂ ਂਂ ਂ (3) ਉਪਜਾ ਇਆ ਉਪਜਾਏ ਉਪਜਾ ਈ 
ਉਪਜਾ ਈਆ ਉਪਜਾਂ  ਇਆ ਂ (4) ਉਪਜਾਵਾਂ ਉਪਜਾ ਈਏ ਉਪਜਾਏ ਉਪਜਾਓ ਉਪਜਾਏ ਉਪਜਾਂ  ਉਣ 
(5) ਉਪਜਾਵਾਂਗਾ ਉਪਜਾਵਾਂਗੀ ਉਪਜਾਵਾਂਗੇ ਉਪਜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਉਪਜਾਏਗਾ ਉਪਜਾਂ ਏਗੀ ਂ
ਉਪਜਾਓਗੇ ਉਪਜਾਓਗੀਆ ਉਪਜਾਏਗਾ ਉਪਜਾਏਗੀ ਉਪਜਾਂ  ਉਣਗੇ ਉਪਜਾ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) 
ਉਪਜਾ ਉਪਜਾਓ (7) ਉਪਜਾਈ ਉਪਜਾਂ  ਇਓ  
 
7  Ｂ  
(1) ਉੱਪੜਨਾ ਉੱਪੜਨੇ ਉੱਪੜਨੀ ਉੱਪੜਨੀਆ ਉੱਪੜਨ ਂ (2) ਉੱਪੜਦਾ ਉੱਪੜਦੇ ਉੱਪੜਦੀ 
ਉੱਪੜਦੀਆਂ ਉੱਪੜਿਦਆ ਂ (3) ਉੱਪਿੜਆ ਉੱਪੜੇ ਉੱਪੜੀ ਉੱਪੜੀਆ ਉੱਪਿੜਆ ਂ ਂ (4) 
ਉੱਪੜਾਂ ਉੱਪੜੀਏ ਉੱਪੜ ਉੱਪੜੋ ਉੱਪੜੇ ਉੱਪੜਨ (5) ਉੱਪੜਾਂਗਾ ਉੱਪੜਾਂਗੀ ਉੱਪੜਾਂਗੇ 
ਉੱਪੜਾਂਗੀਆ ਉੱਪੜਗਾ ਉੱਪੜਗੀ ਉੱਪੜੋਗੇਂ  ਉੱਪੜੋਗੀਆ ਉੱਪੜੇਗਾ ਉੱਪੜੇਗੀ ਉੱਪੜਨਗੇ ਂ
ਉੱਪੜਨਗੀਆ ਂ (6) ਉੱਪੜ ਉੱਪੜੋ (7) ਉੱਪੜੀਂ ਉੱਪਿੜਓ  
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8  Ａ  
(1) ਉਬੱਕਣਾ ਉਬੱਕਣੇ ਉਬਕੱਣੀ ਉਬੱਕਣੀਆ ਉਬੱਕਣ ਂ (2) ਉਬੱਕਦਾ ਉਬੱਕਦੇ ਉਬੱਕਦੀ 
ਉਬੱਕਦੀਆ ਉਬੱਕਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਉਬੱਿਕਆ ਉਬੱਕੇ ਉਬੱਕੀ ਉਬੱਕੀਆ ਉਬੱਿਕਆ ਂ ਂ (4) ਉਬੱਕਾਂ 
ਉਬੱਕੀਏ ਉਬੱਕ ਉਬੱਕੋ ਉਬਕੱੇ ਉਬੱਕਣ (5) ਉਬੱਕਾਂਗਾ ਉਬੱਕਾਂਗੀ ਉਬੱਕਾਂਗੇ ਉਬੱਕਾਂਗੀਆ ਂ
ਉਬੱਕਗਾ ਉਬੱਕਗੀ ਉਬੱਕੋਗੇ ਉਬੱਕੋਗੀਆ ਉਬੱਕੇਗਾ ਉਬੱਕੇਗੀ ਉਬੱਕਣਗੇਂ  ਉਬੱਕਣਗੀਆ ਂ (6) 
ਉਬੱਕ ਉਬੱਕੋ (7) ਉਬੱਕੀਂ ਉਬੱਿਕਓ  
 
9  Ａ  
(1) ਅੱਕਣਾ ਅੱਕਣੇ ਅੱਕਣੀ ਅੱਕਣੀਆ ਅੱਕਣ ਂ (2) ਅੱਕਦਾ ਅੱਕਦੇ ਅੱਕਦੀ ਅੱਕਦੀਆ ਂ
ਅੱਕਿਦਆ ਂ (3) ਅੱਿਕਆ ਅੱਕੇ ਅੱਕੀ ਅੱਕੀਆ ਅੱਿਕਆ ਂ ਂ (4) ਅੱਕਾਂ ਅੱਕੀਏ ਅੱਕ ਅੱਕੋ ਅੱਕੇ 
ਅੱਕਣ (5) ਅੱਕਾਂਗਾ ਅੱਕਾਂਗੀ ਅੱਕਾਂਗੇ ਅੱਕਾਂਗੀਆ ਅੱਕਗਾ ਅੱਕਗੀ ਅੱਕੋਗੇ ਅੱਕੋਗੀਆਂ ਂ ਅੱਕੇਗਾ 
ਅੱਕੇਗੀ ਅੱਕਣਗੇ ਅੱਕਣਗੀਆ ਂ (6) ਅੱਕ ਅੱਕੋ (7) ਅੱਕੀਂ ਅੱਿਕਓ  
 
10  Ｃ  
(1) ਅਕਾ ਉਣਾ ਅਕਾ ਉਣੇ ਅਕਾ ਉਣੀ ਅਕਾ ਉਣੀਆਂ ਅਕਾ ਉਣ (2) ਅਕਾਉਦਾ ਅਕਾਉਦੇ ਂ ਂ
ਅਕਾਉਦੀ ਅਕਾਉਦੀਆ ਅਕਾਉਿਦਆ ਂ ਂ ਂਂ ਂ (3) ਅਕਾ ਇਆ ਅਕਾਏ ਅਕਾ ਈ ਅਕਾ ਈਆ ਂ
ਅਕਾ ਇਆ ਂ (4) ਅਕਾਵਾਂ ਅਕਾ ਈਏ ਅਕਾਏ ਅਕਾਓ ਅਕਾਏ ਅਕਾਂ  ਉਣ (5) ਅਕਾਵਾਂਗਾ 
ਅਕਾਵਾਂਗੀ ਅਕਾਵਾਂਗੇ ਅਕਾਵਾਂਗੀਆ ਅਕਾਏਗਾ ਅਕਾਏਗੀ ਅਕਾਓਗੇ ਅਕਾਓਗੀਆ ਂ ਂਂ ਂ
ਅਕਾਏਗਾ ਅਕਾਏਗੀ ਅਕਾ ਉਣਗ ੇਅਕਾ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) ਅਕਾ ਅਕਾਓ (7) ਅਕਾਈ ਅਕਾਂ  ਇਓ  
 
11  Ａ  
(1) ਅਟਕਣਾ ਅਟਕਣੇ ਅਟਕਣੀ ਅਟਕਣੀਆ ਅਟਕਣ ਂ (2) ਅਟਕਦਾ ਅਟਕਦੇ ਅਟਕਦੀ 
ਅਟਕਦੀਆ ਅਟਕਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਅਟਿਕਆ ਅਟਕੇ ਅਟਕੀ ਅਟਕੀਆ ਅਟਿਕਆ ਂ ਂ (4) ਅਟਕਾਂ 
ਅਟਕੀਏ ਅਟਕ ਅਟਕ ੋਅਟਕੇ ਅਟਕਣ (5) ਅਟਕਾਂਗਾ ਅਟਕਾਂਗੀ ਅਟਕਾਂਗੇ ਅਟਕਾਂਗੀਆ ਂ
ਅਟਕਗਾ ਅਟਕਗੀ ਅਟਕੋਗੇ ਅਟਕੋਗੀਆਂ ਅਟਕੇਗਾ ਅਟਕੇਗੀ ਅਟਕਣਗੇ ਅਟਕਣਗੀਆ ਂ (6) 
ਅਟਕ ਅਟਕੋ (7) ਅਟਕੀਂ ਅਟਿਕਓ  
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12  Ｃ  
(1) ਅਟਕਾ ਉਣਾ ਅਟਕਾ ਉਣ ੇਅਟਕਾ ਉਣੀ ਅਟਕਾ ਉਣੀਆ ਅਟਕਾਂ  ਉਣ (2) ਅਟਕਾਉਦਾ ਂ
ਅਟਕਾਉਦੇ ਅਟਕਾਉਦੀ ਅਟਕਾਉਦੀਆ ਅਟਕਾਉਿਦਆਂ ਂ ਂ ਂਂ ਂ (3) ਅਟਕਾ ਇਆ ਅਟਕਾਏ ਅਟਕਾ ਈ 
ਅਟਕਾ ਈਆ ਅਟਕਾਂ  ਇਆ ਂ (4) ਅਟਕਾਵਾਂ ਅਟਕਾ ਈਏ ਅਟਕਾਏ ਅਟਕਾਓਂ  ਅਟਕਾਏ 
ਅਟਕਾ ਉਣ (5) ਅਟਕਾਵਾਂਗਾ ਅਟਕਾਵਾਂਗੀ ਅਟਕਾਵਾਂਗੇ ਅਟਕਾਵਾਂਗੀਆ ਅਟਕਾਏਗਾ ਂ ਂ
ਅਟਕਾਏਗੀਂ  ਅਟਕਾਓਗੇ ਅਟਕਾਓਗੀਆ ਅਟਕਾਏਗਾ ਅਟਕਾਏਗੀ ਅਟਕਾਂ  ਉਣਗੇ 
ਅਟਕਾ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) ਅਟਕਾ ਅਟਕਾਓ (7) ਅਟਕਾਈ ਅਟਕਾਂ  ਇਓ  
 
13  Ｃ  
(1) ਆ ਉਣਾ ਆ ਉਣੇ ਆ ਉਣੀ ਆ ਉਣੀਆ ਆਂ  ਉਣ (2) ਆਉਦਾ ਆਉਦੇ ਆਉਦੀ ਆਉਦੀਆ ਂ ਂ ਂ ਂ ਂ
ਆਉਿਂਦਆ ਂ (3) ਆ ਇਆ ਆਏ ਆ ਈ ਆ ਈਆ ਆਂ  ਇਆ ਂ (4) ਆਵਾਂ ਆ ਈਏ ਆਏ ਆਓ ਂ
ਆਏ ਆ ਉਣ (5) ਆਵਾਂਗਾ ਆਵਾਂਗੀ ਆਵਾਂਗੇ ਆਵਾਂਗੀਆ ਆਏਗਾਂ ਂ  ਆਏਗੀ ਆਓਗੇ ਂ
ਆਓਗੀਆ ਆਏਗਾ ਆਏਗੀ ਆਂ  ਉਣਗੇ ਆ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) ਆ ਆਓ (7) ਆਈ ਆਂ  ਇਓ  
 
14  Ａ  
(1) ਆਖਣਾ ਆਖਣੇ ਆਖਣੀ ਆਖਣੀਆ ਆਖਣ ਂ (2) ਆਖਦਾ ਆਖਦੇ ਆਖਦੀ ਆਖਦੀਆ ਂ
ਆਖਿਦਆ ਂ (3) ਆਿਖਆ ਆਖੇ ਆਖੀ ਆਖੀਆ ਆਿਖਆ ਂ ਂ (4) ਆਖਾਂ ਆਖੀਏ ਆਖ ਆਖੋ 
ਆਖੇ ਆਖਣ (5) ਆਖਾਂਗਾ ਆਖਾਂਗੀ ਆਖਾਂਗੇ ਆਖਾਂਗੀਆ ਆਖਗਾ ਆਖਗੀ ਆਖੋਗੇ ਂ
ਆਖੋਗੀਆ ਆਖੇਗਾ ਆਖੇਗੀਂ  ਆਖਣਗੇ ਆਖਣਗੀਆ ਂ (6) ਆਖ ਆਖੋ (7) ਆਖੀਂ ਆਿਖਓ  
 
15  Ｂ  
(1) ਸੜਨਾ ਸੜਨੇ ਸੜਨੀ ਸੜਨੀਆ ਸੜਨ ਂ (2) ਸੜਦਾ ਸੜਦੇ ਸੜਦੀ ਸੜਦੀਆਂ ਸੜਿਦਆ ਂ
(3) ਸਿੜਆ ਸੜੇ ਸੜੀ ਸੜੀਆ ਸਿੜਂ ਆ ਂ (4) ਸੜਾਂ ਸੜੀਏ ਸੜ ਸੜੋ ਸੜੇ ਸੜਨ (5) ਸੜਾਂਗਾ 
ਸੜਾਂਗੀ ਸੜਾਂਗੇ ਸੜਾਂਗੀਆ ਸੜਗਾ ਸੜਗੀ ਸੜੋਗੇ ਸੜੋਗੀਆ ਸੜੇਗਾ ਸੜੇਗੀ ਸੜਨਗੇ ਂ ਂ
ਸੜਨਗੀਆ ਂ (6) ਸੜ ਸੜੋ (7) ਸੜੀਂ ਸਿੜਓ  
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16  Ｂ  
(1) ਸਾੜਨਾ ਸਾੜਨੇ ਸਾੜਨੀ ਸਾੜਨੀਆਂ ਸਾੜਨ (2) ਸਾੜਦਾ ਸਾੜਦੇ ਸਾੜਦੀ ਸਾੜਦੀਆ ਂ
ਸਾੜਿਦਆ ਂ (3) ਸਾਿੜਆ ਸਾੜੇ ਸਾੜੀ ਸਾੜੀਆਂ ਸਾਿੜਆ ਂ (4) ਸਾੜਾਂ ਸਾੜੀਏ ਸਾੜ ਸਾੜੋ 
ਸਾੜੇ ਸਾੜਨ (5) ਸਾੜਾਂਗਾ ਸਾੜਾਂਗੀ ਸਾੜਾਂਗੇ ਸਾੜਾਂਗੀਆ ਸਾੜਗਾਂ  ਸਾੜਗੀ ਸਾੜੋਗੇ 
ਸਾੜੋਗੀਆ ਸਾੜੇਗਾ ਸਾੜੇਗੀ ਸਾੜਨਗੇ ਸਾੜਨਗੀਆ ਂ ਂ (6) ਸਾੜ ਸਾੜੋ (7) ਸਾੜੀਂ ਸਾਿੜਓ  
 

17  Ａ  
(1) ਿਸੱਖਣਾ ਿਸੱਖਣ ੇਿਸੱਖਣੀ ਿਸੱਖਣੀਆ ਿਸੱਖਣ ਂ (2) ਿਸੱਖਦਾ ਿਸੱਖਦੇ ਿਸੱਖਦੀ ਿਸੱਖਦੀਆਂ 
ਿਸੱਖਿਦਆ ਂ (3) ਿਸੱਿਖਆ ਿਸੱਖੇ ਿਸੱਖੀ ਿਸੱਖੀਆ ਿਸੱਿਖਆ ਂ ਂ (4) ਿਸੱਖਾਂ ਿਸੱਖੀਏ ਿਸੱਖ ਿਸੱਖੋ ਿਸੱਖੇ 
ਿਸੱਖਣ (5) ਿਸੱਖਾਂਗਾ ਿਸੱਖਾਂਗੀ ਿਸੱਖਾਂਗੇ ਿਸੱਖਾਂਗੀਆ ਿਸੱਖਗਾ ਿਸੱਖਗੀ ਿਸੱਖੋਗੇ ਿਸੱਖੋਗੀਆਂ ਂ 
ਿਸੱਖੇਗਾ ਿਸੱਖੇਗੀ ਿਸੱਖਣਗੇ ਿਸੱਖਣਗੀਆ ਂ (6) ਿਸੱਖ ਿਸੱਖੋ (7) ਿਸੱਖੀਂ ਿਸੱਿਖਓ  
 

18  Ｃ  
(1) ਿਸਖਾ ਉਣਾ ਿਸਖਾ ਉਣੇ ਿਸਖਾ ਉਣੀ ਿਸਖਾ ਉਣੀਆਂ ਿਸਖਾ ਉਣ (2) ਿਸਖਾਉਦਾ ਿਸਖਾਉਦੇ ਂ ਂ
ਿਸਖਾਉਦੀ ਿਸਖਾਉਦੀਆ ਿਸਖਾਉਿਦਆ ਂ ਂ ਂਂ ਂ (3) ਿਸਖਾ ਇਆ ਿਸਖਾਏ ਿਸਖਾ ਈ ਿਸਖਾ ਈਆ ਂ
ਿਸਖਾ ਇਆ ਂ (4) ਿਸਖਾਵਾਂ ਿਸਖਾ ਈਏ ਿਸਖਾਏ ਿਸਖਾਓ ਿਸਖਾਏ ਿਸਖਾਂ  ਉਣ (5) ਿਸਖਾਵਾਂਗਾ 
ਿਸਖਾਵਾਂਗੀ ਿਸਖਾਵਾਂਗੇ ਿਸਖਾਵਾਂਗੀਆ ਿਸਖਾਏਗਾ ਿਸਖਾਏਗੀ ਿਸਖਾਓਗੇ ਿਸਂ ਂ ਂ ਖਾਓਗੀਆਂ 
ਿਸਖਾਏਗਾ ਿਸਖਾਏਗੀ ਿਸਖਾ ਉਣਗੇ ਿਸਖਾ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) ਿਸਖਾ ਿਸਖਾਓ (7) ਿਸਖਾਈ ਂ
ਿਸਖਾ ਇਓ  
 

19  Ｃ  
(1) ਸੁਆ ਉਣਾ ਸੁਆ ਉਣੇ ਸੁਆ ਉਣੀ ਸੁਆ ਉਣੀਆ ਸੁਆਂ  ਉਣ (2) ਸੁਆਉਦਾ ਸੁਆਉਦੇ ਂ ਂ
ਸੁਆਉਦੀ ਸੁਆਉਦੀਆ ਸੁਆਉਿਦਆ ਂ ਂ ਂਂ ਂ (3) ਸੁਆ ਇਆ ਸੁਆਏ ਸੁਆ ਈ ਸੁਆ ਈਆ ਂ
ਸੁਆ ਇਆ ਂ (4) ਸੁਆਵਾਂ ਸੁਆ ਈਏ ਸਆੁਏ ਸੁਆਓ ਸੁਆਏ ਸੁਂ ਆ ਉਣ (5) ਸੁਆਵਾਂਗਾ 
ਸੁਆਵਾਂਗੀ ਸੁਆਵਾਂਗੇ ਸਆੁਵਾਂਗੀਆ ਸੁਆਏਗਾ ਸੁਆਏਗੀ ਸੁਆਓਗੇ ਸੁਆਓਗੀਆ ਂ ਂਂ ਂ
ਸੁਆਏਗਾ ਸੁਆਏਗੀ ਸੁਆ ਉਣਗੇ ਸਆੁ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) ਸਆੁ ਸੁਆਓ (7) ਸੁਆਈ ਸੁਆਂ  ਇਓ  
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20  Ａ  
(1) ਸੁੰਘਣਾ ਸੁੰਘਣੇ ਸੁਘੰਣੀ ਸੁੰਘਣੀਆ ਸੁੰਘਣ ਂ (2) ਸੁੰਘਦਾ ਸੁੰਘਦੇ ਸੁੰਘਦੀ ਸੁਘੰਦੀਆ ਂ
ਸੁੰਘਿਦਆ ਂ (3) ਸੁੰਿਘਆ ਸੁੰਘੇ ਸੁਘੰੀ ਸੁੰਘੀਆ ਸੁੰਿਘਆ ਂ ਂ (4) ਸੁੰਘਾਂ ਸੁੰਘੀਏ ਸੁੰਘ ਸੁੰਘੋ ਸੁੰਘੇ 
ਸੁੰਘਣ (5) ਸੁੰਘਾਂਗਾ ਸੁੰਘਾਂਗੀ ਸੁੰਘਾਂਗੇ ਸੁੰਘਾਂਗੀਆ ਸੁੰਘਗਾ ਸੁੰਘਗੀ ਸੁੰਘੋਗੇ ਸੁਘੰੋਗੀਆ ਸੁੰਘੇਗਾ ਂ ਂ
ਸੁੰਘੇਗੀ ਸੁੰਘਣਗ ੇਸੁੰਘਣਗੀਆ ਂ (6) ਸੁੰਘ ਸੁੰਘੋ (7) ਸੁੰਘੀਂ ਸੁੰਿਘਓ  
 

21  Ａ  
(1) ਸੁੱਟਣਾ ਸੁੱਟਣੇ ਸੁੱਟਣੀ ਸੁੱਟਣੀਆ ਸੁੱਟਣ ਂ (2) ਸੁੱਟਦਾ ਸੁੱਟਦ ੇਸੁਟੱਦੀ ਸੁੱਟਦੀਆ ਸੁੱਟਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਸੁੱਿਟਆ ਸੁੱਟੇ ਸੁੱਟੀ ਸੁੱਟੀਆ ਸੁੱਿਟਆ ਂ ਂ (4) ਸੁੱਟਾ ਂਸੁੱਟੀਏ ਸੁੱਟ ਸੁੱਟੋ ਸੁੱਟੇ ਸੁੱਟਣ (5) ਸੁੱਟਾਂਗਾ 
ਸੁੱਟਾਂਗੀ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਸੁੱਟਾਂਗੀਆਂ ਸੁੱਟਗਾ ਸੁੱਟਗੀ ਸੁੱਟੋਗੇ ਸੁੱਟੋਗੀਆ ਸੁੱਟੇਗਾ ਸੁੱਟੇਗੀ ਸੁੱਟਣਗੇ ਂ
ਸੁੱਟਣਗੀਆ ਂ (6) ਸੁੱਟ ਸੁੱਟੋ (7) ਸੁੱਟੀਂ ਸੁੱਿਟਓ  
 

22  Ｂ  
(1) ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਨੇ ਸਣੁਨੀ ਸੁਣਨੀਆ ਸੁਣਨ ਂ (2) ਸਣੁਦਾ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੀ ਸੁਣਦੀਆ ਸੁਣਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਸੁਿਣਆ ਸੁਣੇ ਸੁਣੀ ਸਣੁੀਆ ਸੁਿਣਆ ਂ ਂ (4) ਸੁਣਾਂ ਸੁਣੀਏ ਸੁਣ ਸੁਣੋ ਸੁਣੇ ਸਣੁਨ (5) ਸੁਣਾਂਗਾ 
ਸੁਣਾਂਗੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸੁਣਾਂਗੀਆ ਸੁਣਗਾ ਸੁਣਗੀ ਸੁਣਗੋੇ ਸੁਣੋਗੀਆ ਸੁਣੇਗਾ ਸੁਣਗੇੀ ਸੁਣਨਗੇਂ ਂ  
ਸੁਣਨਗੀਆਂ (6) ਸੁਣ ਸੁਣ ੋ(7) ਸੁਣੀਂ ਸੁਿਣਓ  
 

23  Ａ〈不規則〉  
完了分詞は ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤੇ ਸੁਤੱੀ ਸੁੱਤੀਆ ਸੁੱਿਤਆਂ ਂ となります。  
(1) ਸਣਾ ਸਣੇ ਸਣੀ ਸਣੀਆ ਸਣ ਂ (2) ਸਦਾ ਸਦੇ ਸਦੀ ਸਦੀਆ ਸਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤੇ ਸੁਤੱੀ 
ਸੁੱਤੀਆ ਸੁੱਿਤਆ ਂ ਂ (4) ਸਵਾਂ ਸਈਏ ਸ ਏ ਸਵੋ ਸਏ ਸਣ ਂ (5) ਸਵਾਂਗਾ ਸਵਾਂਗੀ ਸਵਾਂਗੇ 
ਸਵਾਂਗੀਆ ਸਂ  ਏਗਾ ਸਂ  ਏਗੀ ਸਵੋਗੇ ਸਵਗੋੀਆ ਸਏਗਾ ਸਏਗੀਂ ਂ  ਸਣਗੇ ਸਣਗੀਆ ਂ (6) ਸ ਸਵੋ 
(7) ਸ ਈ ਸਂ  ਇਓ  
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24  Ａ  
(1) ਹੱਸਣਾ ਹਸੱਣੇ ਹੱਸਣੀ ਹੱਸਣੀਆਂ ਹੱਸਣ (2) ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੀ ਹੱਸਦੀਆ ਹੱਸਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਹੱਿਸਆ ਹੱਸੇ ਹੱਸੀ ਹਸੱੀਆ ਹੱਿਸਆ ਂ ਂ (4) ਹੱਸਾਂ ਹੱਸੀਏ ਹੱਸ ਹੱਸੋ ਹੱਸੇ ਹਸੱਣ (5) ਹੱਸਾਂਗਾ 
ਹੱਸਾਂਗੀ ਹੱਸਾਂਗੇ ਹੱਸਾਂਗੀਆ ਹੱਸਗਾਂ  ਹੱਸਗੀ ਹੱਸੋਗੇ ਹੱਸੋਗੀਆ ਹੱਸੇਗਾ ਹੱਸੇਗੀ ਹੱਸਣਗੇ ਂ
ਹੱਸਣਗੀਆ ਂ (6) ਹੱਸ ਹੱਸ ੋ(7) ਹੱਸੀਂ ਹੱਿਸਓ  
 

25  Ａ  
(1) ਹਟਣਾ ਹਟਣੇ ਹਟਣੀ ਹਟਣੀਆ ਹਟਣ ਂ (2) ਹਟਦਾ ਹਟਦੇ ਹਟਦੀ ਹਟਦੀਆ ਹਟਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਹਿਟਆ ਹਟੇ ਹਟੀ ਹਟੀਆ ਹਿਟਆ ਂ ਂ (4) ਹਟਾਂ ਹਟੀਏ ਹਟ ਹਟੋ ਹਟੇ ਹਟਣ (5) ਹਟਾਂਗਾ ਹਟਾਂਗੀ 
ਹਟਾਂਗੇ ਹਟਾਂਗੀਆ ਹਟਗਾ ਹਟਗੀ ਹਟੋਗੇਂ  ਹਟੋਗੀਆ ਹਟੇਗਾ ਹਟੇਗੀ ਹਟਣਗੇ ਹਟਣਗੀਆ ਂ ਂ (6) 
ਹਟ ਹਟੋ (7) ਹਟੀਂ ਹਿਟਓ  
 

26  Ｂ  
(1) ਹਾਰਨਾ ਹਾਰਨੇ ਹਾਰਨੀ ਹਾਰਨੀਆ ਹਾਰਨ ਂ (2) ਹਾਰਦਾ ਹਾਰਦੇ ਹਾਰਦੀ ਹਾਰਦੀਆ ਂ
ਹਾਰਿਦਆ ਂ (3) ਹਾਿਰਆ ਹਾਰੇ ਹਾਰੀ ਹਾਰੀਆ ਹਾਿਰਆ ਂ ਂ (4) ਹਾਰਾਂ ਹਾਰੀਏ ਹਾਰ ਹਾਰੋ ਹਾਰੇ 
ਹਾਰਨ (5) ਹਾਰਾਂਗਾ ਹਾਰਾਂਗੀ ਹਾਰਾਂਗੇ ਹਾਰਾਂਗੀਆ ਹਾਰਗਾ ਹਾਰਗੀਂ  ਹਾਰੋਗੇ ਹਾਰੋਗੀਆ ਹਾਰੇਗਾ ਂ
ਹਾਰੇਗੀ ਹਾਰਨਗੇ ਹਾਰਨਗੀਆ ਂ (6) ਹਾਰ ਹਾਰੋ (7) ਹਾਰੀਂ ਹਾਿਰਓ  
 

27  Ａ  
(1) ਿਹੱਲਣਾ ਿਹੱਲਣੇ ਿਹੱਲਣੀ ਿਹੱਲਣੀਆ ਿਹੱਲਣ ਂ (2) ਿਹੱਲਦਾ ਿਹੱਲਦੇ ਿਹੱਲਦੀ ਿਹੱਲਦੀਆ ਂ
ਿਹੱਲਿਦਆ ਂ (3) ਿਹੱਿਲਆ ਿਹੱਲੇ ਿਹੱਲੀ ਿਹੱਲੀਆ ਿਹੱਿਲਆ ਂ ਂ (4) ਿਹੱਲਾਂ ਿਹੱਲੀਏ ਿਹੱਲ ਿਹੱਲੋ ਿਹੱਲੇ 
ਿਹੱਲਣ (5) ਿਹੱਲਾਂਗਾ ਿਹੱਲਾਂਗੀ ਿਹੱਲਾਂਗੇ ਿਹੱਲਾਂਗੀਆ ਿਹੱਲਗਾ ਿਹੱਲਗੀ ਿਹੱਲੋਗੇ ਿਹੱਲੋਗੀਆ ਂ ਂ
ਿਹੱਲੇਗਾ ਿਹੱਲੇਗੀ ਿਹੱਲਣਗ ੇਿਹੱਲਣਗੀਆ ਂ (6) ਿਹੱਲ ਿਹੱਲੋ (7) ਿਹੱਲੀਂ ਿਹੱਿਲਓ  
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28  Ｃ  
(1) ਿਹਲਾ ਉਣਾ ਿਹਲਾ ਉਣ ੇਿਹਲਾ ਉਣੀ ਿਹਲਾ ਉਣੀਆ ਿਹਲਾਂ  ਉਣ (2) ਿਹਲਾਉਦਾ ਿਹਲਾਉਦੇ ਂ ਂ
ਿਹਲਾਉਦੀ ਿਹਲਾਉਦੀਆ ਿਹਲਾਉਿਦਆਂ ਂ ਂਂ ਂ (3) ਿਹਲਾ ਇਆ ਿਹਲਾਏ ਿਹਲਾ ਈ ਿਹਲਾ ਈਆ ਂ
ਿਹਲਾ ਇਆ ਂ (4) ਿਹਲਾਵਾਂ ਿਹਲਾ ਈਏ ਿਹਲਾਏ ਿਹਲਾਓਂ  ਿਹਲਾਏ ਿਹਲਾ ਉਣ (5) ਿਹਲਾਵਾਂਗਾ 
ਿਹਲਾਵਾਂਗੀ ਿਹਲਾਵਾਂਗੇ ਿਹਲਾਵਾਂਗੀਆ ਿਹਲਾਏਗਾ ਿਹਲਾਏਗੀਂ ਂ ਂ  ਿਹਲਾਓਗੇ ਿਹਲਾਓਗੀਆ ਂ
ਿਹਲਾਏਗਾ ਿਹਲਾਏਗੀ ਿਹਲਾ ਉਣਗੇ ਿਹਲਾ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) ਿਹਲਾ ਿਹਲਾਓ (7) ਿਹਲਾਈ ਂ
ਿਹਲਾ ਇਓ  
 

29  Ａ〈不規則〉  
未完了分詞では語幹が ਹੁੰ または ਹ に変化します。  
(1) ਹੋਣਾ ਹੋਣੇ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀਆ ਹੋਣ ਂ (2) ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀਆ ਹੁੰਿਦਆ ਂ ਂ (2) ਹਦਾ ਹਦੇ ਹਦੀ 
ਹਦੀਆ ਹਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਹੋਈ ਹੋਈਆ ਹੋਂ  ਇਆ ਂ (4) ਹੋਵਾਂ ਹੋਈਏ ਹੋਏ ਹੋਵੋ ਹੋਏ ਹੋਣਂ  
(5) ਹੋਵਾਂਗਾ ਹੋਵਾਂਗੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੋਵਾਂਗੀਆ ਹੋਏਗਾ ਹੋਏਗੀ ਹੋਵੋਗੇ ਹੋਵੋਗੀਆ ਹੋਏਗਾ ਹੋਏਗੀਂ ਂਂ ਂ  ਹੋਣਗੇ 
ਹੋਣਗੀਆ ਂ (6) ਹੋ ਹੋਵੋ (7) ਹੋਈ ਹੋਂ  ਇਓ  
 

30  Ａ〈不規則〉  
完了分詞は ਿਕਹਾ ਕਹ ੇਕਹੀ ਕਹੀਆ ਕਿਹਆਂ ਂ となります。不定詞・未完了分詞・完

了分詞・３人称複数の不確定未来形と未来形・２人称単数の命令形以外は，す

べて語幹の ਕਿਹ が ਕਹ に変化します。２人称単数の命令形は ਕਿਹ と ਕਹੁ ど
ちらも用いられます。  
(1) ਕਿਹਣਾ ਕਿਹਣੇ ਕਿਹਣੀ ਕਿਹਣੀਆ ਕਿਹਣ ਂ (2) ਕਿਹੰਦਾ ਕਿਹੰਦੇ ਕਿਹੰਦੀ ਕਿਹੰਦੀਆ ਂ
ਕਿਹੰਿਦਆ ਂ (3) ਿਕਹਾ ਕਹੇ ਕਹੀ ਕਹੀਆਂ ਕਿਹਆ ਂ (4) ਕਹਾਂ ਕਹੀਏ ਕਹ ਕਹੋ ਕਹੇ ਕਿਹਣ (5) 
ਕਹਾਂਗਾ ਕਹਾਂਗੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਹਾਂਗੀਆ ਕਹਗਾਂ  ਕਹਗੀ ਕਹੋਗੇ ਕਹੋਗੀਆ ਕਹੇਗਾ ਕਹੇਗੀ ਕਿਹਣਗੇ ਂ
ਕਿਹਣਗੀਆ ਂ (6) ਕਿਹ ਕਹੁ ਕਹੋ (7) ਕਹੀਂ ਕਿਹਓ  
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31  Ａ  
(1) ਕੱਟਣਾ ਕਟੱਣੇ ਕੱਟਣੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਕੱਟਣ (2) ਕੱਟਦਾ ਕੱਟਦੇ ਕੱਟਦੀ ਕੱਟਦੀਆ ਕੱਟਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਕੱਿਟਆ ਕੱਟੇ ਕੱਟੀ ਕੱਟੀਆ ਕੱਿਟਆ ਂ ਂ (4) ਕੱਟਾਂ ਕੱਟੀਏ ਕੱਟ ਕੱਟੋ ਕੱਟੇ ਕੱਟਣ (5) ਕੱਟਾਂਗਾ ਕੱਟਾਂਗੀ 
ਕੱਟਾਂਗੇ ਕੱਟਾਂਗੀਆ ਕੱਟਗਾਂ  ਕੱਟਗੀ ਕੱਟੋਗੇ ਕੱਟੋਗੀਆ ਕੱਟੇਗਾ ਕੱਟੇਗੀ ਕੱਟਣਗੇ ਕੱਟਣਗੀਆ ਂ ਂ (6) 
ਕੱਟ ਕੱਟੋ (7) ਕੱਟੀਂ ਕੱਿਟਓ  
 

32  Ａ  
(1) ਕੱਢਣਾ ਕੱਢਣੇ ਕੱਢਣੀ ਕੱਢਣੀਆ ਕੱਢਣ ਂ (2) ਕੱਢਦਾ ਕੱਢਦੇ ਕੱਢਦੀ ਕੱਢਦੀਆ ਕੱਢਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਕੱਿਢਆ ਕੱਢੇ ਕੱਢੀ ਕੱਢੀਆਂ ਕੱਿਢਆ ਂ (4) ਕੱਢਾਂ ਕੱਢੀਏ ਕੱਢ ਕੱਢੋ ਕੱਢੇ ਕੱਢਣ (5) ਕੱਢਾਂਗਾ 
ਕੱਢਾਂਗੀ ਕੱਢਾਂਗ ੇਕੱਢਾਂਗੀਆ ਕੱਢਗਾ ਕੱਢਗੀ ਕੱਢੋਗੇ ਕੱਢੋਗੀਆ ਕੱਢੇਗਾ ਕੱਢੇਗੀ ਕੱਢਣਗੇ ਂ ਂ
ਕੱਢਣਗੀਆ ਂ (6) ਕੱਢ ਕੱਢੋ (7) ਕੱਢੀਂ ਕੱਿਢਓ  
 

33  Ｂ〈不規則〉  
未完了分詞は ਕੀਤਾ ਕੀਤੇ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀਆ ਕੀਿਤਆਂ ਂ となります。  
(1) ਕਰਨਾ ਕਰਨੇ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀਆ ਕਰਨਂ  (2) ਕਰਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀਆ ਕਰਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਕੀਤਾ ਕੀਤੇ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀਆ ਕੀਿਤਆ ਂ ਂ (4) ਕਰਾਂ ਕਰੀਏ ਕਰ ਕਰੋ ਕਰੇ ਕਰਨ (5) ਕਰਾਂਗਾ 
ਕਰਾਂਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੀਆ ਕਰਗਾ ਕਰਗੀ ਕਰੋਗੇ ਕਰੋਗੀਆਂ ਂ ਕਰੇਗਾ ਕਰੇਗੀ ਕਰਨਗੇ 
ਕਰਨਗੀਆ ਂ (6) ਕਰ ਕਰੋ (7) ਕਰੀਂ ਕਿਰਓ  
 

34  Ｃ  
(1) ਕਰਾ ਉਣਾ ਕਰਾ ਉਣੇ ਕਰਾ ਉਣੀ ਕਰਾ ਉਣੀਆਂ ਕਰਾ ਉਣ (2) ਕਰਾਉਦਾ ਕਰਾਉਦੇ ਕਰਾਉਦੀ ਂ ਂ ਂ
ਕਰਾਉਦੀਆ ਕਰਾਂ ਂ ਉਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਕਰਾ ਇਆ ਕਰਾਏ ਕਰਾ ਈ ਕਰਾ ਈਆ ਕਰਾਂ  ਇਆ ਂ (4) ਕਰਾਵਾਂ 
ਕਰਾ ਈਏ ਕਰਾਏ ਕਰਾਓ ਕਰਾਏ ਕਰਾਂ  ਉਣ (5) ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਰਾਵਾਂਗੀਆ ਂ
ਕਰਾਏਗਾ ਕਰਾਏਗੀ ਕਰਾਓਗੇ ਕਰਾਓਗੀਆ ਕਰਾਏਗਾ ਕਰਾਏਗੀ ਕਰਾਂ ਂ ਂ  ਉਣਗੇ ਕਰਾ ਉਣਗੀਆ ਂ
(6) ਕਰਾ ਕਰਾਓ (7) ਕਰਾਈ ਕਰਾਂ  ਇਓ  
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35  Ａ  
(1) ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆ ਖ਼ਰੀਦਣ ਂ (2) ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦੀ 
ਖ਼ਰੀਦਦੀਆ ਖ਼ਰੀਦਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਖ਼ਰੀਿਦਆ ਖ਼ਰੀਦੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਖ਼ਰੀਦੀਆ ਖ਼ਰੀਿਦਆ ਂ ਂ (4) 
ਖ਼ਰੀਦਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਏ ਖ਼ਰੀਦ ਖ਼ਰੀਦੋ ਖ਼ਰੀਦੇ ਖ਼ਰੀਦਣ (5) ਖ਼ਰੀਦਾਂਗਾ ਖ਼ਰੀਦਾਂਗੀ ਖ਼ਰੀਦਾਂਗੇ 
ਖ਼ਰੀਦਾਂਗੀਆ ਖ਼ਰੀਦਗਾ ਖ਼ਰੀਦਗੀਂ  ਖ਼ਰੀਦੋਗੇ ਖ਼ਰੀਦੋਗੀਆ ਖ਼ਰੀਦੇਂ ਗਾ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ 
ਖ਼ਰੀਦਣਗੀਆ ਂ (6) ਖ਼ਰੀਦ ਖ਼ਰੀਦੋ (7) ਖ਼ਰੀਦੀਂ ਖ਼ਰੀਿਦਓ  
 

36  Ａ〈不規則〉  
完了分詞は ਖਲੋਤਾ ਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੀ ਖਲੋਤੀਆ ਖਲੋਿਤਆਂ ਂ となります。  
(1) ਖਲੋਣਾ ਖਲੋਣੇ ਖਲੋਣੀ ਖਲੋਣੀਆ ਖਲੋਣਂ  (2) ਖਲਦਾ ਖਲਦੇ ਖਲਦੀ ਖਲਦੀਆ ਖਲਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਖਲੋਤਾ ਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੀ ਖਲੋਤੀਆ ਖਲੋਿਤਆਂ ਂ (4) ਖਲੋਵਾਂ ਖਲਈੋਏ ਖਲੋਏ ਖਲੋਵੋ ਖਲੋਏ ਂ
ਖਲੋਣ (5) ਖਲੋਵਾਂਗਾ ਖਲੋਵਾਂਗੀ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਖਲੋਵਾਂਗੀਆਂ ਖਲੋਏਗਾ ਖਲੋਏਗੀ ਖਲੋਵੋਗੇ ਂ ਂ
ਖਲੋਵੋਗੀਆ ਖਲੋਏਗਾ ਖਲੋਏਗੀ ਖਲੋਣਗੇ ਖਲੋਣਗੀਆ ਂ ਂ (6) ਖਲੋ ਖਲੋਵ ੋ(7) ਖਲੋਈ ਖਲੋਂ  ਇਓ  
 

37  Ａ〈不規則〉  
完了分詞は ਖਾਧਾ ਖਾਧੇ ਖਾਧੀ ਖਾਧੀਆ ਖਾਿਧਆਂ ਂ となります。  
(1) ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਖਾਣੀ ਖਾਣੀਆ ਖਾਣ ਂ (2) ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੀ ਖਾਂਦੀਆ ਖਾਂਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਖਾਧਾ 
ਖਾਧੇ ਖਾਧੀ ਖਾਧੀਆ ਖਾਿਧਆ ਂ ਂ (4) ਖਾਵਾਂ ਖਾ ਈਏ ਖਾਏ ਖਾਓ ਖਾਏ ਖਾਣ ਂ (5) ਖਾਵਾਂਗਾ 
ਖਾਵਾਂਗੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਖਾਵਾਂਗੀਆ ਖਾਏਗਾ ਖਾਏਗੀ ਖਾਓਗੇਂ ਂ ਂ  ਖਾਓਗੀਆ ਖਾਏਗਾ ਖਾਏਗੀ ਖਾਣਗੇ ਂ
ਖਾਣਗੀਆ ਂ (6) ਖਾ ਖਾਓ (7) ਖਾਈ ਖਾਂ  ਇਓ  
 

38  Ａ  
(1) ਿਖੱਚਣਾ ਿਖੱਚਣੇ ਿਖੱਚਣੀ ਿਖੱਚਣੀਆ ਿਖੱਚਣਂ  (2) ਿਖੱਚਦਾ ਿਖੱਚਦੇ ਿਖੱਚਦੀ ਿਖੱਚਦੀਆ ਂ
ਿਖੱਚਿਦਆ ਂ (3) ਿਖੱਿਚਆ ਿਖੱਚੇ ਿਖੱਚੀ ਿਖੱਚੀਆਂ ਿਖੱਿਚਆ ਂ (4) ਿਖੱਚਾਂ ਿਖੱਚੀਏ ਿਖੱਚ ਿਖੱਚੋ ਿਖੱਚੇ 
ਿਖੱਚਣ (5) ਿਖੱਚਾਂਗਾ ਿਖੱਚਾਂਗੀ ਿਖੱਚਾਂਗੇ ਿਖੱਚਾਂਗੀਆ ਿਖੱਚਗਾ ਿਖੱਚਗੀ ਿਖੱਚੋਗੇ ਿਖੱਚੋਗੀਆ ਂ ਂ
ਿਖੱਚੇਗਾ ਿਖੱਚੇਗੀ ਿਖੱਚਣਗੇ ਿਖੱਚਣਗੀਆ ਂ (6) ਿਖੱਚ ਿਖੱਚੋ (7) ਿਖੱਚੀਂ ਿਖੱਿਚਓ  
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39  Ａ〈不規則〉  
完了分詞の男性単数形が ਖੁੱਿਲਆ でなく ਖੁੱਲਾ となります。  
(1) ਖੁੱਲਣਾ ਖੁੱਲਣ ੇਖੁੱਲਣੀ ਖੁੱਲਣੀਆ ਖੁੱਲਣ ਂ (2) ਖੁੱਲਦਾ ਖੁੱਲਦੇ ਖੁੱਲਦੀ ਖੁੱਲਦੀਆ ਖੁੱਲਿਦਆਂ ਂ 
(3) ਖੁੱਲਾ ਖੁਲੱੇ ਖੁੱਲੀ ਖੁੱਲੀਆ ਖੁੱਿਲਆ ਂ ਂ (4) ਖੁੱਲਾਂ ਖੁੱਲੀਏ ਖੁੱਲ ਖੁੱਲੋ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲਣ (5) ਖੁੱਲਾਂਗਾ 
ਖੁੱਲਾਂਗੀ ਖੁੱਲਾਂਗੇ ਖੁੱਲਾਂਗੀਆਂ ਖੁੱਲਗਾ ਖੁੱਲਗੀ ਖੁੱਲਗੋੇ ਖੁੱਲੋਗੀਆ ਖੁੱਲੇਗਾ ਖੁੱਲਗੇੀ ਖੁੱਲਣਗੇਂ  
ਖੁੱਲਣਗੀਆ ਂ (6) ਖੁੱਲ ਖੁੱਲੋ (7) ਖੁੱਲੀਂ ਖੁੱਿਲਓ  
 

40  Ａ  
(1) ਖੇਡਣਾ ਖਡੇਣੇ ਖੇਡਣੀ ਖੇਡਣੀਆ ਖੇਡਣ ਂ (2) ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੀ ਖੇਡਦੀਆ ਖੇਡਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਖੇਿਡਆ ਖੇਡੇ ਖੇਡੀ ਖਡੇੀਆ ਖੇਿਡਆ ਂ ਂ (4) ਖੇਡਾ ਂਖੇਡੀਏ ਖੇਡ ਖੇਡੋ ਖੇਡੇ ਖਡੇਣ (5) ਖੇਡਾਂਗਾ 
ਖੇਡਾਂਗੀ ਖੇਡਾਂਗੇ ਖੇਡਾਂਗੀਆ ਖੇਡਗਾ ਖੇਡਗੀਂ  ਖੇਡੋਗੇ ਖੇਡੋਗੀਆ ਖੇਡੇਗਾ ਖੇਡੇਗੀ ਖੇਡਣਗੇ ਂ
ਖੇਡਣਗੀਆ ਂ (6) ਖੇਡ ਖੇਡ ੋ(7) ਖੇਡੀਂ ਖੇਿਡਓ  
 

41  Ａ  
(1) ਖੋਲਣਾ ਖੋਲਣੇ ਖੋਲਣੀ ਖੋਲਣੀਆ ਖੋਲਣ ਂ (2) ਖੋਲਦਾ ਖੋਲਦੇ ਖੋਲਦੀ ਖੋਲਦੀਆ ਖੋਲਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਖੋਿਲਆ ਖੋਲੇ ਖੋਲੀ ਖਲੋੀਆ ਖੋਿਲਆ ਂ ਂ (4) ਖੋਲਾਂ ਖੋਲੀਏ ਖੋਲ ਖੋਲੋ ਖੋਲੇ ਖਲੋਣ (5) ਖੋਲਾਂਗਾ 
ਖੋਲਾਂਗੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਖੋਲਾਂਗੀਆ ਖੋਲਗਾ ਖੋਲਗੀ ਖੋਲਗੋੇਂ  ਖੋਲੋਗੀਆ ਖੋਲੇਗਾ ਖੋਲਗੇੀ ਖੋਲਣਗੇ ਂ
ਖੋਲਣਗੀਆ ਂ (6) ਖੋਲ ਖੋਲੋ (7) ਖੋਲੀਂ ਖੋਿਲਓ  
 

42  Ｃ  
(1) ਗਾ ਉਣਾ ਗਾ ਉਣ ੇਗਾ ਉਣੀ ਗਾ ਉਣੀਆ ਗਾਂ  ਉਣ (2) ਗਾਉਦਾ ਗਾਉਦੇ ਗਾਉਦੀ ਗਾਉਦੀਆ ਂ ਂ ਂ ਂ ਂ
ਗਾਉਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਗਾ ਇਆ ਗਾਏ ਗਾ ਈ ਗਾ ਈਆ ਗਾਂ  ਇਆ ਂ (4) ਗਾਵਾਂ ਗਾ ਈਏ ਗਾਏ ਗਾਓ ਂ
ਗਾਏ ਗਾ ਉਣ (5) ਗਾਵਾਂਗਾ ਗਾਵਾਂਗੀ ਗਾਵਾਂਗੇ ਗਾਵਾਂਗੀਆ ਗਾਏਗਾ ਗਾਏਗੀ ਗਾਓਗੇ ਂ ਂ ਂ
ਗਾਓਗੀਆ ਗਾਏਗਾ ਗਾਏਗੀ ਗਾਂ  ਉਣਗੇ ਗਾ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) ਗਾ ਗਾਓ (7) ਗਾਈ ਗਾਂ  ਇਓ  

 



 474

43  Ｂ  
(1) ਿਗਣਨਾ ਿਗਣਨੇ ਿਗਣਨੀ ਿਗਣਨੀਆਂ ਿਗਣਨ (2) ਿਗਣਦਾ ਿਗਣਦੇ ਿਗਣਦੀ ਿਗਣਦੀਆ ਂ
ਿਗਣਿਦਆ ਂ (3) ਿਗਿਣਆ ਿਗਣੇ ਿਗਣੀ ਿਗਣੀਆ ਿਗਿਣਆ ਂ ਂ (4) ਿਗਣਾਂ ਿਗਣੀਏ ਿਗਣ ਿਗਣੋ 
ਿਗਣੇ ਿਗਣਨ (5) ਿਗਣਾਂਗਾ ਿਗਣਾਂਗੀ ਿਗਣਾਂਗੇ ਿਗਣਾਂਗੀਆ ਿਗਣਗਾਂ  ਿਗਣਗੀ ਿਗਣੋਗੇ 
ਿਗਣੋਗੀਆ ਿਗਣੇਗਾ ਿਗਣੇਗੀ ਿਗਣਨਗੇ ਿਗਣਨਗੀਆ ਂ ਂ (6) ਿਗਣ ਿਗਣੋ (7) ਿਗਣੀਂ ਿਗਿਣਓ  
 

44  Ｃ  
(1) ਘਬਰਾ ਉਣਾ ਘਬਰਾ ਉਣ ੇਘਬਰਾ ਉਣੀ ਘਬਰਾ ਉਣੀਆ ਘਬਰਾਂ  ਉਣ (2) ਘਬਰਾਉਦਾ ਂ
ਘਬਰਾਉਦੇ ਘਬਰਾਉਦੀ ਘਬਰਾਉਦੀਆ ਘਬਰਾਉਿਦਆਂ ਂ ਂ ਂਂ ਂ (3) ਘਬਰਾ ਇਆ ਘਬਰਾਏ ਘਬਰਾ ਈ 
ਘਬਰਾ ਈਆ ਘਬਰਾਂ  ਇਆ ਂ (4) ਘਬਰਾਵਾਂ ਘਬਰਾ ਈਏ ਘਬਰਾਏ ਘਬਰਾਓਂ  ਘਬਰਾਏ ਘਬਰਾ ਉਣ 
(5) ਘਬਰਾਵਾਂਗਾ ਘਬਰਾਵਾਂਗੀ ਘਬਰਾਵਾਂਗੇ ਘਬਰਾਵਾਂਗੀਆ ਘਬਰਾਏਗਾ ਘਬਰਾਏਗੀਂ ਂ ਂ  
ਘਬਰਾਓਗੇ ਘਬਰਾਓਗੀਆ ਘਬਰਾਏਗਾ ਘਬਰਾਏਗੀ ਘਬਰਾਂ  ਉਣਗੇ ਘਬਰਾ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) 
ਘਬਰਾ ਘਬਰਾਓ (7) ਘਬਰਾਈ ਘਬਰਾਂ  ਇਓ  
 

45  Ｂ  
(1) ਘੜਨਾ ਘੜਨੇ ਘੜਨੀ ਘੜਨੀਆ ਘੜਨ ਂ (2) ਘੜਦਾ ਘੜਦੇ ਘੜਦੀ ਘੜਦੀਆ ਂ
ਘੜਿਦਆ ਂ (3) ਘਿੜਆ ਘੜੇ ਘੜੀ ਘੜੀਆ ਘਿੜਆਂ ਂ (4) ਘੜਾਂ ਘੜੀਏ ਘੜ ਘੜੋ ਘੜੇ 
ਘੜਨ (5) ਘੜਾਂਗਾ ਘੜਾਂਗੀ ਘੜਾਂਗੇ ਘੜਾਂਗੀਆ ਘੜਗਾ ਘੜਗੀਂ  ਘੜੋਗੇ ਘੜੋਗੀਆ ਘੜੇਗਾ ਂ
ਘੜੇਗੀ ਘੜਨਗੇ ਘੜਨਗੀਆ ਂ (6) ਘੜ ਘੜੋ (7) ਘੜੀਂ ਘਿੜਓ  
 

46  Ａ  
(1) ਘੁੰਮਣਾ ਘੁੰਮਣੇ ਘੁੰਮਣੀ ਘੁੰਮਣੀਆ ਘੁੰਮਣਂ  (2) ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੀ ਘੁੰਮਦੀਆ ਂ
ਘੁੰਮਿਦਆ ਂ (3) ਘੁੰਿਮਆ ਘੁੰਮੇ ਘੁੰਮੀ ਘੁਮੰੀਆਂ ਘੁੰਿਮਆ ਂ (4) ਘੁੰਮਾਂ ਘੁੰਮੀਏ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮੋ ਘੁੰਮੇ 
ਘੁੰਮਣ (5) ਘੁੰਮਾਂਗਾ ਘੁੰਮਾਂਗੀ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਘੁੰਮਾਂਗੀਆ ਘੁੰਮਗਾ ਘੁੰਮਗੀ ਘੁੰਮੋਗੇ ਘੁਮੰੋਗੀਆ ਘੁੰਮੇਗਾ ਂ ਂ
ਘੁੰਮੇਗੀ ਘੁੰਮਣਗੇ ਘੁੰਮਣਗੀਆ ਂ (6) ਘੁੰਮ ਘੁੰਮੋ (7) ਘੁੰਮੀਂ ਘੁੰਿਮਓ  
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47  Ｃ  
(1) ਘੁਮਾ ਉਣਾ ਘੁਮਾ ਉਣੇ ਘੁਮਾ ਉਣੀ ਘੁਮਾ ਉਣੀਆ ਘੁਮਾਂ  ਉਣ (2) ਘੁਮਾਉਦਾ ਘੁਮਾਉਦੇ ਂ ਂ
ਘੁਮਾਉਦੀ ਘੁਮਾਉਦੀਆ ਘੁਮਾਉਿਦਆਂ ਂ ਂਂ ਂ (3) ਘੁਮਾ ਇਆ ਘੁਮਾਏ ਘੁਮਾ ਈ ਘੁਮਾ ਈਆ ਂ
ਘੁਮਾ ਇਆ ਂ (4) ਘੁਮਾਵਾਂ ਘੁਮਾ ਈਏ ਘਮੁਾਏ ਘੁਮਾਓਂ  ਘੁਮਾਏ ਘੁਮਾ ਉਣ (5) ਘੁਮਾਵਾਂਗਾ 
ਘੁਮਾਵਾਂਗੀ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਘੁਮਾਵਾਂਗੀਆ ਘੁਮਾਏਗਾ ਘੁਮਾਏਗੀਂ ਂ ਂ  ਘੁਮਾਓਗੇ ਘੁਮਾਓਗੀਆ ਘੁਮਾਏਗਾ ਂ
ਘੁਮਾਏਗੀ ਘੁਮਾ ਉਣਗੇ ਘਮੁਾ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) ਘੁਮਾ ਘੁਮਾਓ (7) ਘੁਮਾਈ ਘੁਮਾਂ  ਇਓ  
 

48  Ａ 

(1) ਚੱਖਣਾ ਚੱਖਣੇ ਚੱਖਣੀ ਚੱਖਣੀਆ ਚੱਖਣ ਂ (2) ਚੱਖਦਾ ਚੱਖਦੇ ਚੱਖਦੀ ਚੱਖਦੀਆ ਚੱਖਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਚੱਿਖਆ ਚੱਖ ੇਚੱਖੀ ਚੱਖੀਆ ਚੱਿਖਆ ਂ ਂ (4) ਚੱਖਾਂ ਚੱਖੀਏ ਚੱਖ ਚੱਖੋ ਚੱਖੇ ਚਖੱਣ (5) ਚੱਖਾਂਗਾ 
ਚੱਖਾਂਗੀ ਚੱਖਾਂਗੇ ਚੱਖਾਂਗੀਆ ਚੱਖਗਾ ਚੱਖਗੀ ਚੱਖਗੋੇ ਚੱਖੋਗੀਆ ਚੱਖੇਗਾ ਚੱਖਗੇੀ ਚੱਖਣਗੇ ਂ ਂ
ਚੱਖਣਗੀਆਂ (6) ਚੱਖ ਚਖੱੋ (7) ਚੱਖੀਂ ਚੱਿਖਓ  
 

49  Ａ  
(1) ਚੱਲਣਾ ਚੱਲਣੇ ਚੱਲਣੀ ਚੱਲਣੀਆ ਚੱਲਣ ਂ (2) ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀਆ ਚੱਲਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਚੱਿਲਆ ਚੱਲੇ ਚੱਲੀ ਚਲੱੀਆ ਚੱਿਲਆ ਂ ਂ (4) ਚੱਲਾਂ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ ਚੱਲੋ ਚੱਲੇ ਚਲੱਣ (5) 
ਚੱਲਾਂਗਾ ਚੱਲਾਂਗੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਚੱਲਾਂਗੀਆ ਚੱਲਗਾ ਚੱਲਗੀ ਚੱਲੋਗੇ ਚਲੱੋਗੀਆ ਚੱਲੇਗਾ ਚੱਲੇਗੀ ਂ ਂ
ਚੱਲਣਗ ੇਚੱਲਣਗੀਆ ਂ (6) ਚੱਲ ਚੱਲੋ (7) ਚੱਲੀਂ ਚੱਿਲਓ  
 

50  Ｂ  
(1) ਚੜਨਾ ਚੜਨੇ ਚੜਨੀ ਚੜਨੀਆ ਚੜਨ ਂ (2) ਚੜਦਾ ਚੜਦੇ ਚੜਦੀ ਚੜਦੀਆ ਚੜਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਚਿੜਆ ਚੜੇ ਚੜੀ ਚੜੀਆ ਚਿੜਆ ਂ ਂ (4) ਚੜਾਂ ਚੜੀਏ ਚੜ ਚੜੋ ਚੜੇ ਚੜਨ (5) ਚੜਾਂਗਾ 
ਚੜਾਂਗੀ ਚੜਾਂਗੇ ਚੜਾਂਗੀਆਂ ਚੜਗਾ ਚੜਗੀ ਚੜੋਗੇ ਚੜੋਗੀਆ ਚੜੇਗਾ ਚੜੇਗੀ ਚੜਨਗੇ ਂ
ਚੜਨਗੀਆ ਂ (6) ਚੜ ਚੜੋ (7) ਚੜੀਂ ਚਿੜਓ  
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51  Ｃ〈不規則〉  
不確定未来形と未来形の活用語尾はすべて ਵ を含まない形となります。  
(1) ਚਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁਣੇ ਚਾਹੁਣੀ ਚਾਹੁਣੀਆ ਚਾਹੁਣ ਂ (2) ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆ ਂ
ਚਾਹੁੰਿਦਆ ਂ (3) ਚਾਿਹਆ ਚਾਹੇ ਚਾਹੀ ਚਾਹੀਆ ਚਾਿਹਆਂ ਂ (4) ਚਾਹਾਂ ਚਾਹੀਏ ਚਾਹ ਚਾਹੋ ਚਾਹੇ 
ਚਾਹੁਣ (5) ਚਾਹਾਂਗਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਚਾਹਾਂਗੀਆਂ ਚਾਹਗਾ ਚਾਹਗੀ ਚਾਹੋਗੇ ਚਾਹੋਗੀਆ ਂ
ਚਾਹੇਗਾ ਚਾਹੇਗੀ ਚਾਹੁਣਗੇ ਚਾਹੁਣਗੀਆ ਂ (6) ਚਾਹ ਚਾਹੋ (7) ਚਾਹੀਂ ਚਾਿਹਓ  
 

52  Ａ  
(1) ਿਚਪਕਣਾ ਿਚਪਕਣੇ ਿਚਪਕਣੀ ਿਚਪਕਣੀਆ ਿਚਪਕਣ ਂ (2) ਿਚਪਕਦਾ ਿਚਪਕਦੇ ਿਚਪਕਦੀ 
ਿਚਪਕਦੀਆ ਿਚਪਕਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਿਚਪਿਕਆ ਿਚਪਕੇ ਿਚਪਕੀ ਿਚਪਕੀਆ ਿਚਪਿਕਆ ਂ ਂ (4) 
ਿਚਪਕਾਂ ਿਚਪਕੀਏ ਿਚਪਕ ਿਚਪਕੋ ਿਚਪਕੇ ਿਚਪਕਣ (5) ਿਚਪਕਾਂਗਾ ਿਚਪਕਾਂਗੀ ਿਚਪਕਾਂਗੇ 
ਿਚਪਕਾਂਗੀਆ ਿਚਪਕਗਾ ਿਚਪਕਗੀ ਿਚਪਕੋਗੇ ਿਚਪਕੋਗੀਆਂ ਂ ਿਚਪਕੇਗਾ ਿਚਪਕੇਗੀ ਿਚਪਕਣਗੇ 
ਿਚਪਕਣਗੀਆ ਂ (6) ਿਚਪਕ ਿਚਪਕੋ (7) ਿਚਪਕੀਂ ਿਚਪਿਕਓ  
 

53  Ａ  
(1) ਚੀਕਣਾ ਚੀਕਣੇ ਚੀਕਣੀ ਚੀਕਣੀਆ ਚੀਕਣ ਂ (2) ਚੀਕਦਾ ਚੀਕਦੇ ਚੀਕਦੀ ਚੀਕਦੀਆ ਂ
ਚੀਕਿਦਆ ਂ (3) ਚੀਿਕਆ ਚੀਕੇ ਚੀਕੀ ਚੀਕੀਆ ਚੀਿਕਆ ਂ ਂ (4) ਚੀਕਾ ਂਚੀਕੀਏ ਚੀਕ ਚੀਕੋ ਚੀਕੇ 
ਚੀਕਣ (5) ਚੀਕਾਂਗਾ ਚੀਕਾਂਗੀ ਚੀਕਾਂਗੇ ਚੀਕਾਂਗੀਆ ਚੀਕਗਾ ਚੀਕਗੀਂ  ਚੀਕਗੋੇ ਚੀਕੋਗੀਆ ਂ
ਚੀਕੇਗਾ ਚੀਕੇਗੀ ਚੀਕਣਗੇ ਚੀਕਣਗੀਆ ਂ (6) ਚੀਕ ਚੀਕੋ (7) ਚੀਕੀਂ ਚੀਿਕਓ  
 

54  Ａ  
(1) ਚੁੱਕਣਾ ਚੁੱਕਣੇ ਚੁੱਕਣੀ ਚੁੱਕਣੀਆ ਚੁਕੱਣ ਂ (2) ਚੁੱਕਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਚੁੱਕਦੀ ਚੁੱਕਦੀਆ ਚੁੱਕਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਚੁੱਿਕਆ ਚੁੱਕੇ ਚੁੱਕੀ ਚੁਕੱੀਆ ਚੁੱਿਕਆ ਂ ਂ (4) ਚੁੱਕਾਂ ਚੁੱਕੀਏ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੋ ਚੁੱਕੇ ਚੁਕੱਣ (5) ਚੁੱਕਾਂਗਾ 
ਚੁੱਕਾਂਗੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਚੁੱਕਾਂਗੀਆ ਚੁੱਕਗਾ ਚੁੱਕਗੀ ਚੁੱਕਗੋੇ ਚੁੱਕੋਗੀਆ ਚੁੱਕੇਗਾ ਚੁੱਕਗੇੀ ਚੁੱਕਣਗੇਂ ਂ  
ਚੁੱਕਣਗੀਆ ਂ (6) ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ੋ(7) ਚੁੱਕੀਂ ਚੁੱਿਕਓ  
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55  Ｂ  
(1) ਚੁਣਨਾ ਚੁਣਨੇ ਚੁਣਨੀ ਚੁਣਨੀਆਂ ਚੁਣਨ (2) ਚੁਣਦਾ ਚੁਣਦੇ ਚੁਣਦੀ ਚੁਣਦੀਆ ਚੁਣਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਚੁਿਣਆ ਚੁਣੇ ਚੁਣੀ ਚਣੁੀਆ ਚੁਿਣਆ ਂ ਂ (4) ਚੁਣਾਂ ਚੁਣੀਏ ਚੁਣ ਚੁਣੋ ਚੁਣੇ ਚਣੁਨ (5) ਚੁਣਾਂਗਾ 
ਚੁਣਾਂਗੀ ਚੁਣਾਂਗੇ ਚੁਣਾਂਗੀਆ ਚੁਣਗਾਂ  ਚੁਣਗੀ ਚੁਣਗੋੇ ਚੁਣੋਗੀਆ ਚੁਣੇਗਾ ਚੁਣਗੇੀ ਚੁਣਨਗੇ ਂ
ਚੁਣਨਗੀਆ ਂ (6) ਚੁਣ ਚੁਣੋ (7) ਚੁਣੀਂ ਚੁਿਣਓ  
 

56  Ａ  
(1) ਚੂਸਣਾ ਚੂਸਣੇ ਚਸੂਣੀ ਚੂਸਣੀਆ ਚੂਸਣ ਂ (2) ਚਸੂਦਾ ਚੂਸਦੇ ਚੂਸਦੀ ਚੂਸਦੀਆ ਚੂਸਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਚੂਿਸਆ ਚੂਸੇ ਚਸੂੀ ਚੂਸੀਆਂ ਚੂਿਸਆ ਂ (4) ਚੂਸਾਂ ਚੂਸੀਏ ਚੂਸ ਚੂਸੋ ਚਸੂੇ ਚਸੂਣ (5) ਚੂਸਾਂਗਾ 
ਚੂਸਾਂਗੀ ਚੂਸਾਂਗੇ ਚੂਸਾਂਗੀਆ ਚੂਸਗਾ ਚੂਸਗੀ ਚੂਸਗੋੇ ਚੂਸੋਗੀਆ ਚੂਸੇਗਾ ਚੂਸਗੇੀ ਚੂਸਣਗੇ ਂ ਂ
ਚੂਸਣਗੀਆ ਂ (6) ਚੂਸ ਚੂਸੋ (7) ਚੂਸੀਂ ਚੂਿਸਓ  
 

57  Ａ  
(1) ਛੱਡਣਾ ਛੱਡਣੇ ਛੱਡਣੀ ਛੱਡਣੀਆ ਛੱਡਣ ਂ (2) ਛੱਡਦਾ ਛੱਡਦੇ ਛੱਡਦੀ ਛੱਡਦੀਆ ਛੱਡਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਛੱਿਡਆ ਛੱਡੇ ਛੱਡੀ ਛੱਡੀਆ ਛੱਿਡਆ ਂ ਂ (4) ਛੱਡਾਂ ਛੱਡੀਏ ਛੱਡ ਛੱਡੋ ਛੱਡੇ ਛੱਡਣ (5) ਛੱਡਾਂਗਾ 
ਛੱਡਾਂਗੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਛੱਡਾਂਗੀਆ ਛੱਡਗਾ ਛੱਡਗੀ ਛੱਡੋਗੇ ਛੱਡੋਗੀਆ ਛੱਡੇਗਾ ਛੱਂ ਂ ਡੇਗੀ ਛੱਡਣਗੇ 
ਛੱਡਣਗੀਆਂ (6) ਛੱਡ ਛੱਡ ੋ(7) ਛੱਡੀਂ ਛੱਿਡਓ  
 

58  Ａ〈不規則〉  
不確定未来形と未来形の活用語尾はすべて ਵ を含まない形となります。  
(1) ਛੂਹਣਾ ਛੂਹਣੇ ਛੂਹਣੀ ਛੂਹਣੀਆ ਛੂਹਣ ਂ (2) ਛੂੰਹਦਾ ਛੂੰਹਦੇ ਛੂੰਹਦੀ ਛੂੰਹਦੀਆ ਛੂੰਹਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਛੂਿਹਆ ਛੂਹੇ ਛੂਹੀ ਛੂਹੀਆ ਛੂਿਹਆ ਂ ਂ (4) ਛੂਹਾਂ ਛੂਹੀਏ ਛੂਹ ਛੂਹੋ ਛੂਹੇ ਛੂਹਣ (5) ਛੂਹਾਂਗਾ 
ਛੂਹਾਂਗੀ ਛੂਹਾਂਗੇ ਛੂਹਾਂਗੀਆ ਛੂਹਗਾ ਛੂਹਗੀਂ  ਛੂਹੋਗੇ ਛੂਹੋਗੀਆ ਛੂਹੇਗਾ ਛੂਹੇਗੀ ਛੂਹਣਗੇ ਂ
ਛੂਹਣਗੀਆ ਂ (6) ਛੂਹ ਛੂਹੋ (7) ਛੂਹੀਂ ਛੂਿਹਓ  
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59  Ｂ  
(1) ਛੇੜਨਾ ਛੇੜਨੇ ਛੇੜਨੀ ਛੇੜਨੀਆਂ ਛੇੜਨ (2) ਛੇੜਦਾ ਛੇੜਦੇ ਛੇੜਦੀ ਛੇੜਦੀਆ ਛੇੜਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਛੇਿੜਆ ਛੇੜੇ ਛੇੜੀ ਛੇੜੀਆ ਛੇਿੜਆ ਂ ਂ (4) ਛੇੜਾਂ ਛੇੜੀਏ ਛੇੜ ਛੇੜੋ ਛੇੜੇ ਛੇੜਨ (5) 
ਛੇੜਾਂਗਾ ਛੇੜਾਂਗੀ ਛੇੜਾਂਗੇ ਛੇੜਾਂਗੀਆ ਛੇੜਗਾਂ  ਛੇੜਗੀ ਛੇੜੋਗੇ ਛੇੜੋਗੀਆ ਛੇੜੇਗਾ ਛੇੜੇਗੀ ਂ
ਛੇੜਨਗੇ ਛੇੜਨਗੀਆ ਂ (6) ਛੇੜ ਛੇੜੋ (7) ਛੇੜੀਂ ਛੇਿੜਓ  
 

60  Ａ  
(1) ਜਪਣਾ ਜਪਣੇ ਜਪਣੀ ਜਪਣੀਆ ਜਪਣ ਂ (2) ਜਪਦਾ ਜਪਦੇ ਜਪਦੀ ਜਪਦੀਆ ਜਪਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਜਿਪਆ ਜਪੇ ਜਪੀ ਜਪੀਆ ਜਿਪਆ ਂ ਂ (4) ਜਪਾਂ ਜਪੀਏ ਜਪ ਜਪੋ ਜਪ ੇਜਪਣ (5) ਜਪਾਂਗਾ 
ਜਪਾਂਗੀ ਜਪਾਂਗੇ ਜਪਾਂਗੀਆ ਜਪਗਾ ਜਪਗੀ ਜਪੋਗੇਂ  ਜਪੋਗੀਆ ਜਪੇਗਾ ਜਪੇਗੀ ਜਪਣਗੇ ਂ
ਜਪਣਗੀਆ ਂ (6) ਜਪ ਜਪ ੋ(7) ਜਪੀਂ ਜਿਪਓ  
 

61  Ａ  
(1) ਜੰਮਣਾ ਜੰਮਣੇ ਜਮੰਣੀ ਜੰਮਣੀਆ ਜੰਮਣ ਂ (2) ਜਮੰਦਾ ਜੰਮਦੇ ਜੰਮਦੀ ਜੰਮਦੀਆ ਜੰਮਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਜੰਿਮਆ ਜੰਮੇ ਜੰਮੀ ਜਮੰੀਆ ਜੰਿਮਆ ਂ ਂ (4) ਜੰਮਾਂ ਜੰਮੀਏ ਜੰਮ ਜੰਮੋ ਜੰਮੇ ਜਮੰਣ (5) ਜੰਮਾਂਗਾ 
ਜੰਮਾਂਗੀ ਜੰਮਾਂਗੇ ਜੰਮਾਂਗੀਆ ਜੰਮਗਾ ਜੰਮਗੀਂ  ਜੰਮਗੋੇ ਜੰਮੋਗੀਆ ਜੰਮੇਗਾ ਜੰਮਗੇੀ ਜੰਮਣਗੇ ਂ
ਜੰਮਣਗੀਆ ਂ (6) ਜੰਮ ਜੰਮ ੋ(7) ਜੰਮੀਂ ਜੰਿਮਓ  
 

62  Ａ  
(1) ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਣੇ ਜਾਗਣੀ ਜਾਗਣੀਆ ਜਾਗਣ ਂ (2) ਜਾਗਦਾ ਜਾਗਦੇ ਜਾਗਦੀ ਜਾਗਦੀਆ ਂ
ਜਾਗਿਦਆ ਂ (3) ਜਾਿਗਆ ਜਾਗੇ ਜਾਗੀ ਜਾਗੀਆਂ ਜਾਿਗਆ ਂ (4) ਜਾਗਾਂ ਜਾਗੀਏ ਜਾਗ ਜਾਗੋ 
ਜਾਗੇ ਜਾਗਣ (5) ਜਾਗਾਂਗਾ ਜਾਗਾਂਗੀ ਜਾਗਾਂਗੇ ਜਾਗਾਂਗੀਆ ਜਾਗਗਾ ਜਾਗਗੀ ਜਾਗੋਗੇ ਂ
ਜਾਗੋਗੀਆ ਜਾਗੇਗਾ ਜਾਗੇਗੀ ਜਾਗਣਗੇ ਜਾਗਣਗੀਆ ਂ ਂ (6) ਜਾਗ ਜਾਗੋ (7) ਜਾਗੀਂ ਜਾਿਗਓ  
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63  Ｂ  
(1) ਜਾਣਨਾ ਜਾਣਨੇ ਜਾਣਨੀ ਜਾਣਨੀਆਂ ਜਾਣਨ (2) ਜਾਣਦਾ ਜਾਣਦੇ ਜਾਣਦੀ ਜਾਣਦੀਆ ਂ
ਜਾਣਿਦਆ ਂ (3) ਜਾਿਣਆ ਜਾਣੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀਆ ਜਾਿਣਆ ਂ ਂ (4) ਜਾਣਾਂ ਜਾਣੀਏ ਜਾਣ ਜਾਣੋ ਜਾਣੇ 
ਜਾਣਨ (5) ਜਾਣਾਂਗਾ ਜਾਣਾਂਗੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜਾਣਾਂਗੀਆ ਜਾਣਗਾਂ  ਜਾਣਗੀ ਜਾਣੋਗੇ ਜਾਣੋਗੀਆ ਂ
ਜਾਣੇਗਾ ਜਾਣੇਗੀ ਜਾਣਨਗੇ ਜਾਣਨਗੀਆ ਂ (6) ਜਾਣ ਜਾਣੋ (7) ਜਾਣੀਂ ਜਾਿਣਓ  
 

64  Ａ〈不規則〉  
完了分詞は ਿਗਆ ਗਏ ਗ ਈ ਗ ਈਆ ਿਗਂ ਆਂ となります。  
(1) ਜਾਣਾ ਜਾਣੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀਆ ਜਾਣ ਂ (2) ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀਆ ਜਾਂਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਿਗਆ 
ਗਏ ਗ ਈ ਗ ਈਆ ਿਗਆ ਂ ਂ (4) ਜਾਵਾਂ ਜਾ ਈਏ ਜਾਏ ਂਜਾਓ ਜਾਏ ਜਾਣ (5) ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਵਾਂਗੀ 
ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਵਾਂਗੀਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਏਗੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਓਗੀਆਂ ਂਂ ਂ  ਜਾਏਗਾ ਜਾਏਗੀ ਜਾਣਗੇ ਜਾਣਗੀਆ ਂ
(6) ਜਾ ਜਾਓ (7) ਜਾਈ ਜਾਂ  ਇਓ  
 

65  Ａ〈不規則〉  
完了分詞では語幹の ਿਜਊ ਂ が ਜੀਵ となり，完了分詞は ਜੀਿਵਆ ਜੀਵੇ ਜੀਵੀ 
ਜੀਵੀਆ ਜੀਿਵਆਂ ਂ と変化します。不確定未来形では，１人称複数・３人称複数以

外すべて ਵ が挿入されます。未来形では，３人称複数以外すべて ਵ が挿入さ

れます。命令形では２人称複数で ਵ が挿入されます。依頼形では２人称単数で 
ਵ が挿入されます。  
(1) ਿਜਊਣਾ ਿਜਊਣੇ ਿਜਊਣੀ ਿਜਊਣੀਆ ਿਜਊਣ ਂ ਂ ਂ ਂ ਂਂ (2) ਿਜਊਦਾਂ  ਿਜਊਦੇ ਿਜਊਦੀ ਂ ਂ ਿਜਊਦੀਆ ਂ ਂ
ਿਜਊਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਜੀਿਵਆ ਜੀਵੇ ਜੀਵੀ ਜੀਵੀਆ ਜੀਿਵਆ ਂ ਂ (4) ਿਜਊਵਾਂਂ  ਿਜਊਈਏ ਿਜਊਵ ਂ ਂ
ਿਜਊਵੋ ਿਜਊਵੇ ਿਜਊਣ ਂ ਂ ਂ (5) ਿਜਊਵਾਂਗਾ ਿਜਊਵਾਂਗੀ ਿਜਊਵਾਂਗੇ ਿਜਊਵਾਂਗੀਆਂ ਂ ਂ ਂ ਂ ਿਜਊਵਗਾ ਂ
ਿਜਊਵਗੀ ਿਜਊਵੋਗੇ ਿਜਊਵਗੋੀਆ ਿਜਊਵੇਗਾ ਿਜਊਵੇਗੀ ਿਜਊਣਗੇ ਿਜਊਣਗੀਆ ਂ ਂ ਂ ਂ ਂ ਂ ਂਂ ਂ (6) ਿਜਊ ਂ
ਿਜਊਵੋ ਂ (7) ਿਜਊਵੀਂ ਿਜਊਇਂ ਂ  ਓ  
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66  Ａ  
(1) ਿਜੱਤਣਾ ਿਜੱਤਣੇ ਿਜੱਤਣੀ ਿਜੱਤਣੀਆ ਿਜੱਤਣ ਂ (2) ਿਜੱਤਦਾ ਿਜੱਤਦੇ ਿਜੱਤਦੀ ਿਜੱਤਦੀਆ ਂ
ਿਜੱਤਿਦਆ ਂ (3) ਿਜੱਿਤਆ ਿਜੱਤੇ ਿਜੱਤੀ ਿਜੱਤੀਆ ਿਜੱਿਤਆ ਂ ਂ (4) ਿਜੱਤਾਂ ਿਜੱਤੀਏ ਿਜੱਤ ਿਜੱਤੋ ਿਜੱਤੇ 
ਿਜੱਤਣ (5) ਿਜੱਤਾਂਗਾ ਿਜੱਤਾਂਗੀ ਿਜੱਤਾਂਗੇ ਿਜੱਤਾਂਗੀਆ ਿਜੱਤਗਾ ਿਜੱਤਗੀ ਿਜੱਤੋਗੇ ਿਜੱਤੋਗੀਆ ਂ ਂ
ਿਜੱਤੇਗਾ ਿਜੱਤੇਗੀ ਿਜੱਤਣਗ ੇਿਜੱਤਣਗੀਆ ਂ (6) ਿਜੱਤ ਿਜੱਤੋ (7) ਿਜੱਤੀਂ ਿਜੱਿਤਓ  
 

67  Ａ  
(1) ਝੁਕਣਾ ਝਕੁਣੇ ਝੁਕਣੀ ਝੁਕਣੀਆ ਝਕੁਣ ਂ (2) ਝੁਕਦਾ ਝੁਕਦੇ ਝਕੁਦੀ ਝੁਕਦੀਆ ਝੁਕਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਝੁਿਕਆ ਝੁਕੇ ਝੁਕੀ ਝੁਕੀਆ ਝੁਿਕਆ ਂ ਂ (4) ਝੁਕਾਂ ਝੁਕੀਏ ਝੁਕ ਝੁਕ ੋਝੁਕੇ ਝੁਕਣ (5) ਝਕੁਾਂਗਾ ਝੁਕਾਂਗੀ 
ਝੁਕਾਂਗੇ ਝੁਕਾਂਗੀਆ ਂ ਝੁਕਗਾ ਝੁਕਗੀ ਝੁਕਗੋੇ ਝੁਕੋਗੀਆਂ ਝੁਕੇਗਾ ਝਕੁਗੇੀ ਝੁਕਣਗੇ ਝੁਕਣਗੀਆ ਂ (6) 
ਝੁਕ ਝੁਕੋ (7) ਝੁਕੀਂ ਝੁਿਕਓ  
 

68  Ａ  
(1) ਝੂਲਣਾ ਝਲੂਣੇ ਝੂਲਣੀ ਝੂਲਣੀਆ ਝਲੂਣ ਂ (2) ਝੂਲਦਾ ਝੂਲਦੇ ਝੂਲਦੀ ਝੂਲਦੀਆ ਝੂਲਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਝੂਿਲਆ ਝੂਲੇ ਝੂਲੀ ਝਲੂੀਆ ਝੂਿਲਆ ਂ ਂ (4) ਝੂਲਾਂ ਝੂਲੀਏ ਝੂਲ ਝੂਲੋ ਝੂਲੇ ਝਲੂਣ (5) ਝੂਲਾਂਗਾ 
ਝੂਲਾਂਗੀ ਝੂਲਾਂਗੇ ਝੂਲਾਂਗੀਆ ਝੂਲਗਾ ਝਲੂਗੀਂ  ਝੂਲੋਗੇ ਝੂਲੋਗੀਆ ਝਲੂੇਗਾ ਝੂਲੇਗੀ ਝੂਲਣਗੇ ਂ
ਝੂਲਣਗੀਆ ਂ (6) ਝੂਲ ਝੂਲ ੋ(7) ਝੂਲੀਂ ਝੂਿਲਓ  
 

69  Ａ  
(1) ਿਟਕਣਾ ਿਟਕਣੇ ਿਟਕਣੀ ਿਟਕਣੀਆ ਿਟਕਣ ਂ (2) ਿਟਕਦਾ ਿਟਕਦੇ ਿਟਕਦੀ ਿਟਕਦੀਆ ਂ
ਿਟਕਿਦਆ ਂ (3) ਿਟਿਕਆ ਿਟਕੇ ਿਟਕੀ ਿਟਕੀਆਂ ਿਟਿਕਆ ਂ (4) ਿਟਕਾਂ ਿਟਕੀਏ ਿਟਕ ਿਟਕੋ ਿਟਕੇ 
ਿਟਕਣ (5) ਿਟਕਾਂਗਾ ਿਟਕਾਂਗੀ ਿਟਕਾਂਗੇ ਿਟਕਾਂਗੀਆ ਿਟਕਗਾ ਿਟਕਗੀ ਿਟਕੋਗੇ ਿਟਕੋਗੀਆ ਂ ਂ
ਿਟਕੇਗਾ ਿਟਕੇਗੀ ਿਟਕਣਗੇ ਿਟਕਣਗੀਆ ਂ (6) ਿਟਕ ਿਟਕੋ (7) ਿਟਕੀਂ ਿਟਿਕਓ  
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70  Ａ  
(1) ਟੇਕਣਾ ਟੇਕਣੇ ਟੇਕਣੀ ਟੇਕਣੀਆਂ ਟੇਕਣ (2) ਟੇਕਦਾ ਟੇਕਦੇ ਟੇਕਦੀ ਟੇਕਦੀਆ ਟੇਕਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਟੇਿਕਆ ਟੇਕੇ ਟੇਕੀ ਟੇਕੀਆ ਟੇਿਕਆ ਂ ਂ (4) ਟੇਕਾਂ ਟੇਕੀਏ ਟੇਕ ਟੇਕੋ ਟੇਕੇ ਟੇਕਣ (5) ਟੇਕਾਂਗਾ ਟੇਕਾਂਗੀ 
ਟੇਕਾਂਗੇ ਟੇਕਾਂਗੀਆ ਟੇਕਗਾਂ  ਟੇਕਗੀ ਟੇਕੋਗੇ ਟੇਕੋਗੀਆ ਟੇਕੇਗਾ ਟੇਕੇਗੀ ਟੇਕਣਗੇ ਟੇਕਣਗੀਆ ਂ ਂ (6) 
ਟੇਕ ਟੇਕੋ (7) ਟੇਕੀਂ ਟੇਿਕਓ  
 

71  Ｂ  
(1) ਠਿਹਰਨਾ ਠਿਹਰਨ ੇਠਿਹਰਨੀ ਠਿਹਰਨੀਆ ਠਿਹਰਨ ਂ (2) ਠਿਹਰਦਾ ਠਿਹਰਦੇ ਠਿਹਰਦੀ 
ਠਿਹਰਦੀਆ ਠਿਹਰਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਠਿਹਿਰਆ ਠਿਹਰੇ ਠਿਹਰੀ ਠਿਹਰੀਆ ਠਿਹਿਰਆ ਂ ਂ (4) ਠਿਹਰਾਂ 
ਠਿਹਰੀਏ ਠਿਹਰ ਠਿਹਰੋ ਠਿਹਰੇ ਠਿਹਰਨ (5) ਠਿਹਰਾਂਗਾ ਠਿਹਰਾਂਗੀ ਠਿਹਰਾਂਗੇ ਠਿਹਰਾਂਗੀਆ ਂ
ਠਿਹਰਗਾ ਠਿਹਰਗੀ ਠਿਹਰੋਗੇ ਠਿਹਰੋਗੀਆਂ ਠਿਹਰੇਗਾ ਠਿਹਰੇਗੀ ਠਿਹਰਨਗੇ ਠਿਹਰਨਗੀਆ ਂ (6) 
ਠਿਹਰ ਠਿਹਰੋ (7) ਠਿਹਰੀਂ ਠਿਹਿਰਓ  
 

72  Ｂ  
(1) ਡਰਨਾ ਡਰਨੇ ਡਰਨੀ ਡਰਨੀਆ ਡਰਨ ਂ (2) ਡਰਦਾ ਡਰਦੇ ਡਰਦੀ ਡਰਦੀਆ ਡਰਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਡਿਰਆ ਡਰੇ ਡਰੀ ਡਰੀਆ ਡਿਰਆ ਂ ਂ (4) ਡਰਾਂ ਡਰੀਏ ਡਰ ਡਰੋ ਡਰ ੇਡਰਨ (5) ਡਰਾਂਗਾ ਡਰਾਂਗੀ 
ਡਰਾਂਗੇ ਡਰਾਂਗੀਆ ਡਰਗਾ ਡਰਗੀ ਡਰੋਗੇ ਡਰੋਗੀਆ ਡਰੇਗਾ ਡਰੇਗੀਂ ਂ  ਡਰਨਗੇ ਡਰਨਗੀਆ ਂ (6) 
ਡਰ ਡਰੋ (7) ਡਰੀਂ ਡਿਰਓ  
 

73  Ａ  
(1) ਡਾਟਣਾ ਡਾਟਣੇ ਡਾਟਣੀ ਡਾਟਣੀਆ ਡਾਟਣ ਂ (2) ਡਾਟਦਾ ਡਾਟਦੇ ਡਾਟਦੀ ਡਾਟਦੀਆ ਂ
ਡਾਟਿਦਆ ਂ (3) ਡਾਿਟਆ ਡਾਟੇ ਡਾਟੀ ਡਾਟੀਆ ਡਾਿਟਆ ਂ ਂ (4) ਡਾਟਾਂ ਡਾਟੀਏ ਡਾਟ ਡਾਟੋ ਡਾਟੇ 
ਡਾਟਣ (5) ਡਾਟਾਂਗਾ ਡਾਟਾਂਗੀ ਡਾਟਾਂਗੇ ਡਾਟਾਂਗੀਆ ਡਾਟਗਾ ਡਾਟਗੀ ਡਾਟੋਗੇ ਡਾਟੋਗੀਆਂ ਂ 
ਡਾਟੇਗਾ ਡਾਟੇਗੀ ਡਾਟਣਗੇ ਡਾਟਣਗੀਆ ਂ (6) ਡਾਟ ਡਾਟੋ (7) ਡਾਟੀਂ ਡਾਿਟਓ  
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74  Ａ  
(1) ਿਡਗਣਾ ਿਡਗਣੇ ਿਡਗਣੀ ਿਡਗਣੀਆਂ ਿਡਗਣ (2) ਿਡਗਦਾ ਿਡਗਦੇ ਿਡਗਦੀ ਿਡਗਦੀਆ ਂ
ਿਡਗਿਦਆ ਂ (3) ਿਡਿਗਆ ਿਡਗੇ ਿਡਗੀ ਿਡਗੀਆ ਿਡਿਗਆ ਂ ਂ (4) ਿਡਗਾਂ ਿਡਗੀਏ ਿਡਗ ਿਡਗੋ 
ਿਡਗੇ ਿਡਗਣ (5) ਿਡਗਾਂਗਾ ਿਡਗਾਂਗੀ ਿਡਗਾਂਗੇ ਿਡਗਾਂਗੀਆ ਿਡਗਗਾਂ  ਿਡਗਗੀ ਿਡਗੋਗੇ 
ਿਡਗੋਗੀਆ ਿਡਗੇਗਾ ਿਡਗੇਗੀ ਂ ਿਡਗਣਗੇ ਿਡਗਣਗੀਆ ਂ (6) ਿਡਗ ਿਡਗੋ (7) ਿਡਗੀਂ ਿਡਿਗਓ  
 

75  Ａ  
(1) ਡੁੱਬਣਾ ਡੁਬੱਣ ੇਡੁੱਬਣੀ ਡੁੱਬਣੀਆ ਡੁੱਬਣ ਂ (2) ਡੁੱਬਦਾ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬਦੀ ਡੁੱਬਦੀਆ ਡੁੱਬਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਡੁੱਿਬਆ ਡੁੱਬੇ ਡੁੱਬੀ ਡੁਬੱੀਆ ਡੁੱਿਬਆ ਂ ਂ (4) ਡੁੱਬਾਂ ਡੁੱਬੀਏ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬੋ ਡੁੱਬੇ ਡੁੱਬਣ (5) ਡੁੱਬਾਂਗਾ 
ਡੁੱਬਾਂਗੀ ਡੁੱਬਾਂਗੇ ਡੁੱਬਾਂਗੀਆ ਡੁੱਬਗਾ ਡੁੱਬਗੀ ਡੁੱਬੋਗੇ ਡੁੱਬੋਗੀਆਂ ਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਡੁੱਬੇਗੀ ਡੁੱਬਣਗੇ 
ਡੁੱਬਣਗੀਆ ਂ (6) ਡੁੱਬ ਡੁੱਬੋ (7) ਡੁੱਬੀਂ ਡੁੱਿਬਓ  
 

76  Ａ  
(1) ਢਕਣਾ ਢਕਣੇ ਢਕਣੀ ਢਕਣੀਆ ਢਕਣ ਂ (2) ਢਕਦਾ ਢਕਦੇ ਢਕਦੀ ਢਕਦੀਆ ਢਕਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਢਿਕਆ ਢਕੇ ਢਕੀ ਢਕੀਆ ਢਿਕਆ ਂ ਂ (4) ਢਕਾਂ ਢਕੀਏ ਢਕ ਢਕੋ ਢਕੇ ਢਕਣ (5) ਢਕਾਂਗਾ 
ਢਕਾਂਗੀ ਢਕਾਂਗੇ ਢਕਾਂਗੀਆ ਢਕਗਾ ਢਕਗੀ ਢਕੋਗੇ ਢਕੋਗੀਆ ਢਕੇਗਾ ਢਕੇਗੀਂ ਂ  ਢਕਣਗੇ 
ਢਕਣਗੀਆ ਂ (6) ਢਕ ਢਕੋ (7) ਢਕੀਂ ਢਿਕਓ  
 

77  Ａ  
(1) ਢੰੂਡਣਾ ਢੰੂਡਣੇ ਢੰੂਡਣੀ ਢੰੂਡਣੀਆ ਢੰੂਡਣ ਂ (2) ਢੰੂਡਦਾ ਢੰੂਡਦ ੇਢੰੂਡਦੀ ਢੰੂਡਦੀਆ ਢੰੂਡਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਢੰੂਿਡਆ ਢੰੂਡੇ ਢੰੂਡੀ ਢੰੂਡੀਆ ਢੰੂਿਡਆ ਂ ਂ (4) ਢੰੂਡਾ ਂਢੰੂਡੀਏ ਢੰੂਡ ਢੰੂਡੋ ਢੰੂਡੇ ਢੰੂਡਣ (5) ਢੰੂਡਾਂਗਾ 
ਢੰੂਡਾਂਗੀ ਢੰੂਡਾਂਗੇ ਢੰੂਡਾਂਗੀਆਂ ਢੰੂਡਗਾ ਢੰੂਡਗੀ ਢੰੂਡੋਗੇ ਢੰੂਡੋਗੀਆ ਢੰੂਡੇਗਾ ਢੰੂਡੇਗੀ ਢੰੂਡਣਗੇ ਂ
ਢੰੂਡਣਗੀਆ ਂ (6) ਢੰੂਡ ਢੰੂਡੋ (7) ਢੰੂਡੀਂ ਢੰੂਿਡਓ  
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78  Ａ  
(1) ਤੱਕਣਾ ਤੱਕਣੇ ਤੱਕਣੀ ਤੱਕਣੀਆਂ ਤੱਕਣ (2) ਤੱਕਦਾ ਤੱਕਦੇ ਤੱਕਦੀ ਤੱਕਦੀਆ ਤੱਕਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਤੱਿਕਆ ਤੱਕੇ ਤੱਕੀ ਤੱਕੀਆ ਤੱਿਕਆ ਂ ਂ (4) ਤੱਕਾਂ ਤੱਕੀਏ ਤੱਕ ਤੱਕੋ ਤੱਕੇ ਤੱਕਣ (5) ਤੱਕਾਂਗਾ 
ਤੱਕਾਂਗੀ ਤੱਕਾਂਗੇ ਤੱਕਾਂਗੀਆ ਤੱਕਗਾਂ  ਤੱਕਗੀ ਤੱਕੋਗੇ ਤੱਕੋਗੀਆ ਤੱਕੇਗਾ ਤੱਕੇਗੀ ਤੱਕਣਗੇ ਂ
ਤੱਕਣਗੀਆ ਂ (6) ਤੱਕ ਤੱਕੋ (7) ਤੱਕੀਂ ਤੱਿਕਓ  
 

79  Ｂ  
(1) ਤਣਨਾ ਤਣਨੇ ਤਣਨੀ ਤਣਨੀਆ ਤਣਨ ਂ (2) ਤਣਦਾ ਤਣਦੇ ਤਣਦੀ ਤਣਦੀਆ ਤਣਿਦਂ ਆ ਂ
(3) ਤਿਣਆ ਤਣੇ ਤਣੀ ਤਣੀਆ ਤਿਣਆ ਂ ਂ (4) ਤਣਾਂ ਤਣੀਏ ਤਣ ਤਣੋ ਤਣੇ ਤਣਨ (5) ਤਣਾਂਗਾ 
ਤਣਾਂਗੀ ਤਣਾਂਗੇ ਤਣਾਂਗੀਆ ਤਣਗਾ ਤਣਗੀ ਤਣੋਗੇਂ  ਤਣੋਗੀਆ ਤਣੇਗਾ ਤਣੇਗੀ ਤਣਨਗੇ ਂ
ਤਣਨਗੀਆ ਂ (6) ਤਣ ਤਣੋ (7) ਤਣੀਂ ਤਿਣਓ  
 

80  Ｂ  
(1) ਤਰਨਾ ਤਰਨੇ ਤਰਨੀ ਤਰਨੀਆ ਤਰਨ ਂ (2) ਤਰਦਾ ਤਰਦੇ ਤਰਦੀ ਤਰਦੀਆ ਤਰਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਤਿਰਆ ਤਰੇ ਤਰੀ ਤਰੀਆ ਤਿਰਆ ਂ ਂ (4) ਤਰਾਂ ਤਰੀਏ ਤਰ ਤਰੋ ਤਰੇ ਤਰਨ (5) ਤਰਾਂਗਾ ਤਰਾਂਗੀ 
ਤਰਾਂਗੇ ਤਰਾਂਗੀਆ ਤਰਗਾ ਤਰਗੀ ਤਰੋਗੇ ਤਰੋਗੀਆ ਤਰੇਗਾ ਤਰੇਗੀਂ ਂ  ਤਰਨਗੇ ਤਰਨਗੀਆ ਂ (6) 
ਤਰ ਤਰੋ (7) ਤਰੀਂ ਤਿਰਓ  
 

81  Ｂ  
(1) ਤੁਰਨਾ ਤੁਰਨੇ ਤੁਰਨੀ ਤੁਰਨੀਆ ਤੁਰਨ ਂ (2) ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀਆ ਤੁਰਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਤੁਿਰਆ ਤੁਰੇ ਤੁਰੀ ਤੁਰੀਆ ਤੁਿਰਆ ਂ ਂ (4) ਤੁਰਾਂ ਤੁਰੀਏ ਤੁਰ ਤੁਰੋ ਤੁਰੇ ਤੁਰਨ (5) ਤੁਰਾਂਗਾ ਤੁਰਾਂਗੀ 
ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੁਰਾਂਗੀਆ ਤੁਰਗਾ ਤੁਰਗੀ ਤੁਰੋਗੇ ਤੁਰੋਗੀਆਂ ਂ ਤੁਰੇਗਾ ਤੁਰੇਗੀ ਤੁਰਨਗੇ ਤੁਰਨਗੀਆ ਂ (6) 
ਤੁਰ ਤੁਰੋ (7) ਤੁਰੀਂ ਤੁਿਰਓ  
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82  Ａ  
(1) ਤੋਲਣਾ ਤੋਲਣੇ ਤੋਲਣੀ ਤੋਲਣੀਆਂ ਤੋਲਣ (2) ਤੋਲਦਾ ਤੋਲਦੇ ਤੋਲਦੀ ਤੋਲਦੀਆ ਤੋਲਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਤੋਿਲਆ ਤੋਲੇ ਤੋਲੀ ਤੋਲੀਆ ਤੋਿਲਆ ਂ ਂ (4) ਤੋਲਾਂ ਤੋਲੀਏ ਤੋਲ ਤੋਲੋ ਤੋਲੇ ਤੋਲਣ (5) ਤੋਲਾਂਗਾ 
ਤੋਲਾਂਗੀ ਤੋਲਾਂਗੇ ਤੋਲਾਂਗੀਆ ਤੋਲਗਾਂ  ਤੋਲਗੀ ਤੋਲੋਗੇ ਤੋਲੋਗੀਆ ਤੋਲੇਗਾ ਤੋਲੇਗੀ ਤੋਲਣਗੇ ਂ
ਤੋਲਣਗੀਆ ਂ (6) ਤੋਲ ਤੋਲੋ (7) ਤੋਲੀਂ ਤੋਿਲਓ  
 

83  Ｂ  
(1) ਤੋੜਨਾ ਤੋੜਨੇ ਤੋੜਨੀ ਤੋੜਨੀਆਂ ਤੋੜਨ (2) ਤੋੜਦਾ ਤੋੜਦੇ ਤੋੜਦੀ ਤੋੜਦੀਆ ਤੋੜਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਤੋਿੜਆ ਤੋੜੇ ਤੋੜੀ ਤੋੜੀਆਂ ਤੋਿੜਆ ਂ (4) ਤੋੜਾਂ ਤੋੜੀਏ ਤੋੜ ਤੋੜੋ ਤੋੜੇ ਤੋੜਨ (5) ਤੋੜਾਂਗਾ 
ਤੋੜਾਂਗੀ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤੋੜਾਂਗੀਆ ਤੋੜਗਾ ਤੋੜਗੀ ਤੋੜੋਗੇ ਤੋੜੋਗੀਆ ਤੋੜੇਗਾ ਤੋੜੇਗੀ ਤੋੜਨਗੇ ਂ ਂ
ਤੋੜਨਗੀਆ ਂ (6) ਤੋੜ ਤੋੜੋ (7) ਤੋੜੀਂ ਤੋਿੜਓ  
 

84  Ａ  
(1) ਥੱਕਣਾ ਥਕੱਣੇ ਥੱਕਣੀ ਥੱਕਣੀਆ ਥੱਕਣ ਂ (2) ਥੱਕਦਾ ਥੱਕਦੇ ਥੱਕਦੀ ਥੱਕਦੀਆ ਥੱਕਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਥੱਿਕਆ ਥੱਕੇ ਥੱਕੀ ਥਕੱੀਆ ਥੱਿਕਆ ਂ ਂ (4) ਥੱਕਾਂ ਥੱਕੀਏ ਥੱਕ ਥੱਕੋ ਥੱਕੇ ਥੱਕਣ (5) ਥੱਕਾਂਗਾ 
ਥੱਕਾਂਗੀ ਥੱਕਾਂਗੇ ਥੱਕਾਂਗੀਆ ਥੱਕਗਾ ਥੱਕਗੀ ਥੱਕੋਗੇ ਥੱਕੋਗੀਆ ਥੱਕੇਗਾ ਥੱਕੇਗੀ ਥੱਕਣਗੇ ਂ ਂ
ਥੱਕਣਗੀਆਂ (6) ਥੱਕ ਥੱਕੋ (7) ਥੱਕੀਂ ਥੱਿਕਓ  
 

85  Ａ  
(1) ਿਥੜਕਣਾ ਿਥੜਕਣੇ ਿਥੜਕਣੀ ਿਥੜਕਣੀਆ ਿਥੜਕਣ ਂ (2) ਿਥੜਕਦਾ ਿਥੜਕਦੇ ਿਥੜਕਦੀ 
ਿਥੜਕਦੀਆਂ ਿਥੜਕਿਦਆ ਂ (3) ਿਥੜਿਕਆ ਿਥੜਕੇ ਿਥੜਕੀ ਿਥੜਕੀਆ ਿਥੜਿਕਆ ਂ ਂ (4) 
ਿਥੜਕਾਂ ਿਥੜਕੀਏ ਿਥੜਕ ਿਥੜਕੋ ਿਥੜਕੇ ਿਥੜਕਣ (5) ਿਥੜਕਾਂਗਾ ਿਥੜਕਾਂਗੀ ਿਥੜਕਾਂਗੇ 
ਿਥੜਕਾਂਗੀਆ ਿਥੜਕਗਾ ਿਥੜਕਗੀ ਿਥੜਕੋਗੇਂ  ਿਥੜਕੋਗੀਆ ਿਥੜਕੇਗਾ ਿਥੜਕੇਗੀ ਿਥੜਕਣਗੇ ਂ
ਿਥੜਕਣਗੀਆ ਂ (6) ਿਥੜਕ ਿਥੜਕੋ (7) ਿਥੜਕੀਂ ਿਥੜਿਕਓ  
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86  Ａ  
(1) ਦੱਸਣਾ ਦੱਸਣੇ ਦੱਸਣੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਦੱਸਣ (2) ਦੱਸਦਾ ਦੱਸਦੇ ਦੱਸਦੀ ਦੱਸਦੀਆ ਦੱਸਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਦੱਿਸਆ ਦੱਸੇ ਦੱਸੀ ਦੱਸੀਆ ਦੱਿਸਆ ਂ ਂ (4) ਦੱਸਾਂ ਦੱਸੀਏ ਦੱਸ ਦੱਸੋ ਦੱਸੇ ਦੱਸਣ (5) ਦੱਸਾਂਗਾ 
ਦੱਸਾਂਗੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦੱਸਾਂਗੀਆ ਦੱਸਗਾਂ  ਦੱਸਗੀ ਦੱਸੋਗੇ ਦੱਸੋਗੀਆ ਦੱਸੇਗਾ ਦੱਸੇਗੀ ਦੱਸਣਗੇ ਂ
ਦੱਸਣਗੀਆ ਂ (6) ਦੱਸ ਦੱਸੋ (7) ਦੱਸੀਂ ਦੱਿਸਓ  
 

87  Ｃ  
(1) ਦਬਾ ਉਣਾ ਦਬਾ ਉਣੇ ਦਬਾ ਉਣੀ ਦਬਾ ਉਣੀਆ ਦਬਾਂ  ਉਣ (2) ਦਬਾਉਦਾ ਦਬਾਉਦੇ ਦਬਾਉਦੀ ਂ ਂ ਂ
ਦਬਾਉਦੀਆ ਦਬਾਉਿਦਆ ਂ ਂਂ ਂ (3) ਦਬਾ ਇਆ ਦਬਾਏ ਦਬਾ ਈ ਦਬਾ ਈਆ ਦਬਾਂ  ਇਆ ਂ (4) 
ਦਬਾਵਾਂ ਦਬਾ ਈਏ ਦਬਾਏ ਦਬਾਓ ਦਬਾਏ ਦਬਾਂ  ਉਣ (5) ਦਬਾਵਾਂਗਾ ਦਬਾਵਾਂਗੀ ਦਬਾਵਾਂਗੇ 
ਦਬਾਵਾਂਗੀਆ ਦਬਾਏਗਾ ਦਬਾਏਗੀ ਦਬਾਓਗੇ ਦਬਾਓਗੀਆ ਦਬਾਏਗਾਂ ਂਂ ਂ  ਦਬਾਏਗੀ ਦਬਾ ਉਣਗੇ 
ਦਬਾ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) ਦਬਾ ਦਬਾਓ (7) ਦਬਾਈ ਦਬਾਂ  ਇਓ 
 

88  Ａ  
(1) ਿਦਸਣਾ ਿਦਸਣੇ ਿਦਸਣੀ ਿਦਸਣੀਆ ਿਦਸਣ ਂ (2) ਿਦਸਦਾ ਿਦਸਦੇ ਿਦਸਦੀ ਿਦਸਦੀਆ ਂ
ਿਦਸਿਦਆ ਂ (3) ਿਦਿਸਆ ਿਦਸੇ ਿਦਸੀ ਿਦਸੀਆ ਿਦਿਸਆ ਂ ਂ (4) ਿਦਸਾਂ ਿਦਸੀਏ ਿਦਸ ਿਦਸੋ 
ਿਦਸੇ ਿਦਸਣ (5) ਿਦਸਾਂਗਾ ਿਦਸਾਂਗੀ ਿਦਸਾਂਗੇ ਿਦਸਾਂਗੀਆ ਿਦਸਗਾ ਿਦਸਗੀਂ  ਿਦਸੋਗੇ 
ਿਦਸੋਗੀਆ ਿਦਸੇਗਾ ਿਦਸੇਗੀ ਿਦਸਣਗੇ ਿਦਸਣਗੀਆ ਂ ਂ (6) ਿਦਸ ਿਦਸੋ (7) ਿਦਸੀਂ ਿਦਿਸਓ  
 

89  Ｃ  
(1) ਿਦਖਾ ਉਣਾ ਿਦਖਾ ਉਣ ੇਿਦਖਾ ਉਣੀ ਿਦਖਾ ਉਣੀਆ ਿਦਖਾਂ  ਉਣ (2) ਿਦਖਾਉਦਾ ਿਦਖਾਉਦੇ ਂ ਂ
ਿਦਖਾਉਦੀ ਿਦਖਾਉਦੀਆ ਿਦਖਾਉਿਦਆਂ ਂ ਂਂ ਂ (3) ਿਦਖਾ ਇਆ ਿਦਖਾਏ ਿਦਖਾ ਈ ਿਦਖਾ ਈਆ ਂ
ਿਦਖਾ ਇਆ ਂ (4) ਿਦਖਾਵਾਂ ਿਦਖਾ ਈਏ ਿਦਖਾਏ ਿਦਖਾਓਂ  ਿਦਖਾਏ ਿਦਖਾ ਉਣ (5) ਿਦਖਾਵਾਂਗਾ 
ਿਦਖਾਵਾਂਗੀ ਿਦਖਾਵਾਂਗੇ ਿਦਖਾਵਾਂਗੀਆ ਿਦਖਾਏਗਾ ਿਦਖਾਏਗੀਂ ਂ ਂ  ਿਦਖਾਓਗੇ ਿਦਖਾਓਗੀਆ ਂ
ਿਦਖਾਏਗਾ ਿਦਖਾਏਗੀ ਿਦਖਾ ਉਣਗੇ ਿਦਖਾ ਉਣਗੀਆਂ (6) ਿਦਖਾ ਿਦਖਾਓ (7) ਿਦਖਾਈ ਂ
ਿਦਖਾ ਇਓ  
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90  Ａ  
(1) ਦੇਖਣਾ ਦੇਖਣੇ ਦੇਖਣੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਦੇਖਣ (2) ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੀ ਦੇਖਦੀਆ ਦੇਖਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਦੇਿਖਆ ਦੇਖੇ ਦੇਖੀ ਦੇਖੀਆ ਦੇਿਖਆ ਂ ਂ (4) ਦੇਖਾਂ ਦੇਖੀਏ ਦੇਖ ਦੇਖੋ ਦੇਖੇ ਦੇਖਣ (5) ਦੇਖਾਂਗਾ 
ਦੇਖਾਂਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂਗੀਆ ਦੇਖਗਾਂ  ਦੇਖਗੀ ਦੇਖੋਗੇ ਦੇਖੋਗੀਆ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਖੇਗੀ ਦੇਖਣਗੇ ਂ
ਦੇਖਣਗੀਆ ਂ (6) ਦੇਖ ਦੇਖੋ (7) ਦੇਖੀਂ ਦੇਿਖਓ  
 

91  Ａ〈不規則〉  
未完了分詞は ਿਦੰਦਾ ਿਦੰਦੇ ਿਦੰਦੀ ਿਦੰਦੀਆ ਿਦੰਿਦਆਂ ਂ と ਦਦਾ ਦਦੇ ਦਦੀ ਦਦੀਆ ਦਿਦਆਂ ਂ 
どちらも用いられます。完了分詞は ਿਦੱਤਾ ਿਦੱਤੇ ਿਦੱਤੀ ਿਦੱਤੀਆਂ ਿਦੱਿਤਆਂ となりま

す。不確定未来形・未来形・命令形では語幹の ਦੇ が ਿਦ に変化するものがあり

ます。２人称複数の命令形では ਦੇਓ と ਿਦਓ どちらも用いられます。  
(1) ਦੇਣਾ ਦੇਣੇ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀਆ ਦੇਣ ਂ (2) ਿਦੰਦਾ ਿਦੰਦੇ ਿਦੰਦੀ ਿਦੰਦੀਆ ਿਦੰਿਦਆ ਂ ਂ (2) ਦਦਾ ਦਦੇ 
ਦਦੀ ਦਦੀਆ ਦਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਿਦੱਤਾ ਿਦੱਤੇ ਿਦੱਤੀ ਿਦੱਤੀਆ ਿਦੱਿਤਆ ਂ ਂ (4) ਿਦਆ ਦੇਈਏ ਦੇਵਂ  
ਿਦਓ ਦੇਵੇ ਦੇਣ (5) ਿਦਆਗਾ ਿਦਆਗੀ ਿਦਆਗੇ ਿਦਆਗੀਆ ਦੇਵਗਾ ਦੇਵਗੀਂ ਂ ਂ ਂ ਂ  ਿਦਓਗੇ 
ਿਦਓਗੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ ਦੇਵੇਗੀ ਦੇਣਗੇ ਦੇਣਗੀਆ ਂ (6) ਦੇ ਦੇਓ ਿਦਓ (7) ਦੇਈ ਦੇਂ  ਇਓ  
 

92  Ｂ  
(1) ਦੌੜਨਾ ਦੌੜਨੇ ਦੌੜਨੀ ਦੌੜਨੀਆ ਦੌੜਨ ਂ (2) ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੀ ਦੌੜਦੀਆ ਦੌੜਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਦੌਿੜਆ ਦੌੜੇ ਦੌੜੀ ਦੌੜੀਆ ਦੌਿੜਆ ਂ ਂ (4) ਦੌੜਾ ਂਦੌੜੀਏ ਦੌੜ ਦੌੜੋ ਦੌੜੇ ਦੌੜਨ (5) ਦੌੜਾਂਗਾ 
ਦੌੜਾਂਗੀ ਦੌੜਾਂਗੇ ਦੌੜਾਂਗੀਆ ਦੌੜਗਾ ਦੌੜਗੀਂ  ਦੌੜੋਗੇ ਦੌੜੋਗੀਆ ਦੌੜੇਗਾ ਦੌੜੇਗੀ ਦੌੜਨਗੇ ਂ
ਦੌੜਨਗੀਆ ਂ (6) ਦੌੜ ਦੌੜੋ (7) ਦੌੜੀਂ ਦੌਿੜਓ  
 

93  Ｂ  
(1) ਧਰਨਾ ਧਰਨੇ ਧਰਨੀ ਧਰਨੀਆਂ ਧਰਨ (2) ਧਰਦਾ ਧਰਦੇ ਧਰਦੀ ਧਰਦੀਆ ਧਰਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਧਿਰਆ ਧਰੇ ਧਰੀ ਧਰੀਆ ਧਿਰਆ ਂ ਂ (4) ਧਰਾਂ ਧਰੀਏ ਧਰ ਧਰੋ ਧਰੇ ਧਰਨ (5) ਧਰਾਂਗਾ ਧਰਾਂਗੀ 
ਧਰਾਂਗੇ ਧਰਾਂਗੀਆ ਧਰਗਾ ਧਰਗੀ ਧਰੋਗੇ ਧਰੋਗੀਆਂ ਂ ਧਰੇਗਾ ਧਰੇਗੀ ਧਰਨਗੇ ਧਰਨਗੀਆ ਂ (6) 
ਧਰ ਧਰੋ (7) ਧਰੀਂ ਧਿਰਓ  
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94  Ｂ  
(1) ਧਾਰਨਾ ਧਾਰਨੇ ਧਾਰਨੀ ਧਾਰਨੀਆਂ ਧਾਰਨ (2) ਧਾਰਦਾ ਧਾਰਦੇ ਧਾਰਦੀ ਧਾਰਦੀਆ ਂ
ਧਾਰਿਦਆ ਂ (3) ਧਾਿਰਆ ਧਾਰੇ ਧਾਰੀ ਧਾਰੀਆ ਧਾਿਰਆ ਂ ਂ (4) ਧਾਰਾਂ ਧਾਰੀਏ ਧਾਰ ਧਾਰੋ ਧਾਰੇ 
ਧਾਰਨ (5) ਧਾਰਾਂਗਾ ਧਾਰਾਂਗੀ ਧਾਰਾਂਗੇ ਧਾਰਾਂਗੀਆ ਧਾਰਗਾਂ  ਧਾਰਗੀ ਧਾਰੋਗੇ ਧਾਰੋਗੀਆ ਧਾਰੇਗਾ ਂ
ਧਾਰੇਗੀ ਧਾਰਨਗੇ ਧਾਰਨਗੀਆ ਂ (6) ਧਾਰ ਧਾਰੋ (7) ਧਾਰੀਂ ਧਾਿਰਓ  
 

95  Ａ〈不規則〉  
完了分詞は ਧੋਤਾ ਧੋਤੇ ਧੋਤੀ ਧੋਤੀਆ ਧੋਿਤਆਂ ਂ となります。  
(1) ਧੋਣਾ ਧੋਣ ੇਧੋਣੀ ਧੋਣੀਆ ਧੋਣ ਂ (2) ਧਦਾ ਧਦੇ ਧਦੀ ਧਦੀਆ ਧਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਧੋਤਾ ਧੋਤੇ ਧੋਤੀ 
ਧੋਤੀਆ ਧੋਿਤਆ ਂ ਂ (4) ਧੋਵਾਂ ਧੋਈਏ ਧੋਏ ਧੋਵੋ ਧੋਏ ਧੋਣ ਂ (5) ਧੋਵਾਂਗਾ ਧੋਵਾਂਗੀ ਧੋਵਾਂਗੇ ਧੋਵਾਂਗੀਆ ਂ
ਧੋਏਗਾ ਧੋਏਗੀਂ ਂ  ਧੋਵੋਗੇ ਧੋਵੋਗੀਆ ਧੋਏਗਾ ਧੋਏਗੀ ਧੋਣਗੇ ਧੋਣਗੀਆ ਂ ਂ (6) ਧੋ ਧੋਵੋ (7) ਧੋਈ ਧੋਂ  ਇਓ  
 

96  Ａ  
(1) ਨੱਸਣਾ ਨੱਸਣੇ ਨਸੱਣੀ ਨੱਸਣੀਆ ਨਸੱਣਂ  (2) ਨੱਸਦਾ ਨੱਸਦੇ ਨਸੱਦੀ ਨੱਸਦੀਆ ਨੱਸਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਨੱਿਸਆ ਨੱਸੇ ਨਸੱੀ ਨਸੱੀਆ ਨੱਿਸਆ ਂ ਂ (4) ਨੱਸਾਂ ਨੱਸੀਏ ਨੱਸ ਨੱਸੋ ਨਸੱੇ ਨਸੱਣ (5) ਨੱਸਾਂਗਾ 
ਨੱਸਾਂਗੀ ਨੱਸਾਂਗੇ ਨੱਸਾਂਗੀਆ ਨੱਸਗਾਂ  ਨੱਸਗੀ ਨੱਸਗੋੇ ਨੱਸੋਗੀਆ ਨੱਸੇਗਾ ਨੱਸਗੇੀ ਨੱਸਣਗੇ ਂ
ਨੱਸਣਗੀਆ ਂ (6) ਨੱਸ ਨੱਸ ੋ(7) ਨੱਸੀਂ ਨਿੱਸਓ  
 

97  Ｃ  
(1) ਨਹਾ ਉਣਾ ਨਹਾ ਉਣ ੇਨਹਾ ਉਣੀ ਨਹਾ ਉਣੀਆ ਨਹਾਂ  ਉਣ (2) ਨਹਾਉਦਾ ਨਹਾਉਦੇ ਨਹਾਉਦੀ ਂ ਂ ਂ
ਨਹਾਉਦੀਆ ਨਹਾਉਿਦਆ ਂ ਂਂ ਂ (3) ਨਹਾ ਇਆ ਨਹਾਏ ਨਹਾ ਈ ਨਹਾ ਈਆ ਨਹਾਂ  ਇਆ ਂ (4) ਨਹਾਵਾਂ 
ਨਹਾ ਈਏ ਨਹਾਏ ਨਹਾਓ ਨਹਾਏ ਨਹਾਂ  ਉਣ (5) ਨਹਾਵਾਂਗਾ ਨਹਾਵਾਂਗੀ ਨਹਾਵਾਂਗੇ ਨਹਾਵਾਂਗੀਆ ਂ
ਨਹਾਏਗਾ ਨਹਾਏਗੀ ਨਹਾਓਗੇ ਨਹਾਓਗੀਆ ਨਹਾਏਗਾਂ ਂ ਂ  ਨਹਾਏਗੀ ਨਹਾ ਉਣਗੇ ਨਹਾ ਉਣਗੀਆ ਂ
(6) ਨਹਾ ਨਹਾਓ (7) ਨਹਾਈ ਨਹਾਂ  ਇਓ  
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98  Ａ  
(1) ਨੱਚਣਾ ਨਚੱਣੇ ਨੱਚਣੀ ਨੱਚਣੀਆਂ ਨੱਚਣ (2) ਨੱਚਦਾ ਨੱਚਦੇ ਨੱਚਦੀ ਨੱਚਦੀਆ ਨੱਚਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਨੱਿਚਆ ਨੱਚੇ ਨੱਚੀ ਨਚੱੀਆ ਨੱਿਚਆ ਂ ਂ (4) ਨੱਚਾਂ ਨੱਚੀਏ ਨੱਚ ਨੱਚੋ ਨੱਚੇ ਨੱਚਣ (5) ਨੱਚਾਂਗਾ 
ਨੱਚਾਂਗੀ ਨੱਚਾਂਗੇ ਨੱਚਾਂਗੀਆ ਨੱਚਗਾਂ  ਨੱਚਗੀ ਨੱਚੋਗੇ ਨੱਚੋਗੀਆ ਨੱਚੇਗਾ ਨੱਚੇਗੀ ਨੱਚਣਗੇ ਂ
ਨੱਚਣਗੀਆ ਂ (6) ਨੱਚ ਨੱਚ ੋ(7) ਨੱਚੀਂ ਨੱਿਚਓ  
 

99  Ａ  
(1) ਨੱਠਣਾ ਨਠੱਣੇ ਨੱਠਣੀ ਨੱਠਣੀਆ ਨਠੱਣ ਂ (2) ਨੱਠਦਾ ਨੱਠਦੇ ਨੱਠਦੀ ਨੱਠਦੀਆ ਨੱਠਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਨੱਿਠਆ ਨੱਠੇ ਨੱਠੀ ਨਠੱੀਆਂ ਨੱਿਠਆ ਂ (4) ਨੱਠਾਂ ਨੱਠੀਏ ਨੱਠ ਨੱਠੋ ਨੱਠੇ ਨੱਠਣ (5) ਨੱਠਾਂਗਾ 
ਨੱਠਾਂਗੀ ਨੱਠਾਂਗੇ ਨੱਠਾਂਗੀਆ ਨੱਠਗਾ ਨਠੱਗੀ ਨੱਠੋਗੇ ਨੱਠੋਗੀਆ ਨੱਂ ਂ ਠੇਗਾ ਨੱਠੇਗੀ ਨੱਠਣਗੇ 
ਨੱਠਣਗੀਆ ਂ (6) ਨੱਠ ਨੱਠੋ (7) ਨੱਠੀਂ ਨੱਿਠਓ  
 

100  Ａ  
(1) ਨਾਪਣਾ ਨਾਪਣੇ ਨਾਪਣੀ ਨਾਪਣੀਆ ਨਾਪਣ ਂ (2) ਨਾਪਦਾ ਨਾਪਦੇ ਨਾਪਦੀ ਨਾਪਦੀਆ ਂ
ਨਾਪਿਦਆ ਂ (3) ਨਾਿਪਆ ਨਾਪੇ ਨਾਪੀ ਨਾਪੀਆ ਨਾਿਪਆ ਂ ਂ (4) ਨਾਪਾਂ ਨਾਪੀਏ ਨਾਪ ਨਾਪੋ ਨਾਪੇ 
ਨਾਪਣ (5) ਨਾਪਾਂਗਾ ਨਾਪਾਂਗੀ ਨਾਪਾਂਗੇ ਨਾਪਾਂਗੀਆ ਨਾਪਗਾਂ  ਨਾਪਗੀ ਨਾਪੋਗੇ ਨਾਪੋਗੀਆ ਂ
ਨਾਪੇਗਾ ਨਾਪੇਗੀ ਨਾਪਣਗੇ ਨਾਪਣਗੀਆਂ (6) ਨਾਪ ਨਾਪੋ (7) ਨਾਪੀਂ ਨਾਿਪਓ  
 

101  Ｃ  
(1) ਿਨਭਾ ਉਣਾ ਿਨਭਾ ਉਣੇ ਿਨਭਾ ਉਣੀ ਿਨਭਾ ਉਣੀਆ ਿਨਭਾਂ  ਉਣ (2) ਿਨਭਾਉਦਾ ਿਨਭਾਉਦੇਂ ਂ  
ਿਨਭਾਉਦੀ ਿਨਭਾਉਦੀਆ ਿਨਭਾਉਿਦਆ ਂ ਂ ਂਂ ਂ (3) ਿਨਭਾ ਇਆ ਿਨਭਾਏ ਿਨਭਾ ਈ ਿਨਭਾ ਈਆ ਂ
ਿਨਭਾ ਇਆ ਂ (4) ਿਨਭਾਵਾਂ ਿਨਭਾ ਈਏ ਿਨਭਾਏ ਿਨਭਾਓ ਿਨਭਾਏ ਿਨਭਾਂ  ਉਣ (5) ਿਨਭਾਵਾਂਗਾ 
ਿਨਭਾਵਾਂਗੀ ਿਨਭਾਵਾਂਗੇ ਿਨਭਾਵਾਂਗੀਆ ਿਨਭਾਏਗਾ ਿਨਭਾਏਗੀ ਿਨਭਾਓਗੇ ਿਨਭਾਓਗੀਆ ਂ ਂਂ ਂ
ਿਨਭਾਏਗਾ ਿਨਭਾਏਗੀ ਿਨਭਾ ਉਣਗੇ ਿਨਭਾ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) ਿਨਭਾ ਿਨਭਾਓ (7) ਿਨਭਾਈ ਿਨਭਾਂ  ਇਓ  
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102  Ａ  
(1) ਪਿਹਨਣਾ ਪਿਹਨਣੇ ਪਿਹਨਣੀ ਪਿਹਨਣੀਆ ਪਿਹਨਣ ਂ (2) ਪਿਹਨਦਾ ਪਿਹਨਦੇ ਪਿਹਨਦੀ 
ਪਿਹਨਦੀਆ ਪਿਹਨਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਪਿਹਿਨਆ ਪਿਹਨੇ ਪਿਹਨੀ ਪਿਹਨੀਆ ਪਿਹਿਨਆ ਂ ਂ (4) ਪਿਹਨਾਂ 
ਪਿਹਨੀਏ ਪਿਹਨ ਪਿਹਨੋ ਪਿਹਨੇ ਪਿਹਨਣ (5) ਪਿਹਨਾਂਗਾ ਪਿਹਨਾਂਗੀ ਪਿਹਨਾਂਗੇ ਪਿਹਨਾਂਗੀਆ ਂ
ਪਿਹਨਗਾ ਪਿਹਨਗੀ ਪਿਹਨੋਗੇ ਪਿਹਨੋਗੀਆ ਪਿਹਨੇਗਾ ਪਿਹਨੇਗੀ ਪਿਹਨਣਗੇਂ  ਪਿਹਨਣਗੀਆ ਂ
(6) ਪਿਹਨ ਪਿਹਨੋ (7) ਪਿਹਨੀਂ ਪਿਹਿਨਓ  
 

103  Ａ  
(1) ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਹੁੰਚਣੇ ਪਹੁਚੰਣੀ ਪਹੁੰਚਣੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਂ (2) ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁਚੰਦੀ 
ਪਹੁੰਚਦੀਆ ਪਹੁੰਚਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਪਹੁੰਿਚਆ ਪਹੁੰਚੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪਹੁੰਚੀਆ ਪਹੁੰਿਚਆਂ ਂ (4) ਪਹੁੰਚਾਂ 
ਪਹੁੰਚੀਏ ਪਹੁੰਚ ਪਹੁੰਚੋ ਪਹੁਚੰੇ ਪਹੁੰਚਣ (5) ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਪਹੁੰਚਾਂਗੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੀਆ ਪਹੁੰਚਗਾ ਂ
ਪਹੁੰਚਗੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਪਹੁੰਚੋਗੀਆ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀਂ  ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆ ਂ (6) ਪਹੁੰਚ ਪਹੁੰਚੋ 
(7) ਪਹੁੰਚੀਂ ਪਹੁੰਿਚਓ  
 

104  Ｂ  
(1) ਪਕੜਨਾ ਪਕੜਨੇ ਪਕੜਨੀ ਪਕੜਨੀਆ ਪਕੜਨ ਂ (2) ਪਕੜਦਾ ਪਕੜਦੇ ਪਕੜਦੀ 
ਪਕੜਦੀਆ ਪਕੜਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਪਕਿੜਆ ਪਕੜੇ ਪਕੜੀ ਪਕੜੀਆ ਪਕਿੜਆ ਂ ਂ (4) ਪਕੜਾਂ 
ਪਕੜੀਏ ਪਕੜ ਪਕੜੋ ਪਕੜੇ ਪਕੜਨ (5) ਪਕੜਾਂਗਾ ਪਕੜਾਂਗੀ ਪਕੜਾਂਗੇ ਪਕੜਾਂਗੀਆ ਂ
ਪਕੜਗਾ ਪਕੜਗੀ ਪਕੜੋਗੇ ਪਕੜੋਗੀਆ ਪਕੜੇਗਾ ਪਕੜੇਗੀ ਪਕੜਨਗੇ ਪਕੜਨਗੀਆ ਂ ਂ (6) 
ਪਕੜ ਪਕੜੋ (7) ਪਕੜੀਂ ਪਕਿੜਓ  
 

105  Ｃ  
(1) ਪਕਾ ਉਣਾ ਪਕਾ ਉਣੇ ਪਕਾ ਉਣੀ ਪਕਾ ਉਣੀਆ ਪਕਾਂ  ਉਣ (2) ਪਕਾਉਦਾ ਪਕਾਉਦੇ ਪਕਾਉਦੀ ਂ ਂ ਂ
ਪਕਾਉਦੀਆ ਪਕਾਉਿਦਆ ਂ ਂਂ ਂ (3) ਪਕਾ ਇਆ ਪਕਾਏ ਪਕਾ ਈ ਪਕਾ ਈਆ ਂ ਪਕਾ ਇਆ ਂ (4) ਪਕਾਵਾਂ 
ਪਕਾ ਈਏ ਪਕਾਏ ਪਕਾਓ ਪਕਾਏ ਪਕਾਂ  ਉਣ (5) ਪਕਾਵਾਂਗਾ ਪਕਾਵਾਂਗੀ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਪਕਾਵਾਂਗੀਆ ਂ
ਪਕਾਏਗਾ ਪਕਾਏਗੀ ਪਕਾਓਗੇ ਪਕਾਓਗੀਆ ਪਕਾਏਗਾ ਪਕਾਏਗੀਂ ਂ ਂ  ਪਕਾ ਉਣਗੇ ਪਕਾ ਉਣਗੀਆ ਂ
(6) ਪਕਾ ਪਕਾਓ (7) ਪਕਾਈ ਪਕਾਂ  ਇਓ  
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106  Ｃ  
(1) ਪਛਤਾ ਉਣਾ ਪਛਤਾ ਉਣ ੇਪਛਤਾ ਉਣੀ ਪਛਤਾ ਉਣੀਆ ਪਛਤਾਂ  ਉਣ (2) ਪਛਤਾਉਦਾ ਂ
ਪਛਤਾਉਦੇ ਪਛਤਾਉਦੀ ਪਛਤਾਉਦੀਆ ਪਛਤਾਉਿਦਆਂ ਂ ਂ ਂਂ ਂ (3) ਪਛਤਾ ਇਆ ਪਛਤਾਏ ਪਛਤਾ ਈ 
ਪਛਤਾ ਈਆ ਪਛਤਾਂ  ਇਆ ਂ (4) ਪਛਤਾਵਾਂ ਪਛਤਾ ਈਏ ਪਛਤਾਏ ਪਛਤਾਓਂ  ਪਛਤਾਏ ਪਛਤਾ ਉਣ 
(5) ਪਛਤਾਵਾਂਗਾ ਪਛਤਾਵਾਂਗੀ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ ਪਛਤਾਵਾਂਗੀਆ ਪਛਤਾਏਗਾ ਪਛਤਾਏਗੀਂ ਂ ਂ  
ਪਛਤਾਓਗੇ ਪਛਤਾਓਗੀਆ ਪਛਤਾਏਗਾ ਪਛਤਾਏਗੀ ਪਛਤਾਂ  ਉਣਗੇ ਪਛਤਾ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) 
ਪਛਤਾ ਪਛਤਾਓ (7) ਪਛਤਾਈ ਪਛਤਾਂ  ਇਓ  
 

107  Ｂ  
(1) ਪਛਾਣਨਾ ਪਛਾਣਨੇ ਪਛਾਣਨੀ ਪਛਾਣਨੀਆ ਪਛਾਣਨ ਂ (2) ਪਛਾਣਦਾ ਪਛਾਣਦੇ ਪਛਾਣਦੀ 
ਪਛਾਣਦੀਆ ਪਛਾਣਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਪਛਾਿਣਆ ਪਛਾਣੇ ਪਛਾਣੀ ਪਛਾਣੀਆ ਪਛਾਿਣਆ ਂ ਂ (4) 
ਪਛਾਣਾਂ ਪਛਾਣੀਏ ਪਛਾਣ ਪਛਾਣੋ ਪਛਾਣੇ ਪਛਾਣਨ (5) ਪਛਾਣਾਂਗਾ ਪਛਾਣਾਂਗੀ ਪਛਾਣਾਂਗੇ 
ਪਛਾਣਾਂਗੀਆ ਪਛਾਣਂ ਗਾ ਪਛਾਣਗੀ ਪਛਾਣੋਗੇ ਪਛਾਣੋਗੀਆਂ ਪਛਾਣੇਗਾ ਪਛਾਣੇਗੀ ਪਛਾਣਨਗੇ 
ਪਛਾਣਨਗੀਆ ਂ (6) ਪਛਾਣ ਪਛਾਣੋ (7) ਪਛਾਣੀਂ ਪਛਾਿਣਓ  
 

108  Ａ  
(1) ਪਰਤਣਾ ਪਰਤਣੇ ਪਰਤਣੀ ਪਰਤਣੀਆ ਪਰਤਣ ਂ (2) ਪਰਤਦਾ ਪਰਤਦੇ ਪਰਤਦੀ ਪਰਤਦੀਆ ਂ
ਪਰਤਿਦਆ ਂ (3) ਪਰਿਤਆ ਪਰਤੇ ਪਰਤੀ ਪਰਤੀਆ ਪਰਿਤਆ ਂ ਂ (4) ਪਰਤਾਂ ਪਰਤੀਏ ਪਰਤ ਪਰਤੋ 
ਪਰਤੇ ਪਰਤਣ (5) ਪਰਤਾਂਗਾ ਪਰਤਾਂਗੀ ਪਰਤਾਂਗੇ ਪਰਤਾਂਗੀਆ ਪਰਤਗਾ ਪਰਤਗੀਂ  ਪਰਤੋਗੇ 
ਪਰਤੋਗੀਆ ਪਰਤੇਗਾ ਪਰਤੇਗੀ ਪਰਤਣਗੇ ਪਰਤਣਗੀਆ ਂ ਂ (6) ਪਰਤ ਪਰਤੋ (7) ਪਰਤੀਂ ਪਰਿਤਓ  
 

109  Ｃ  
(1) ਪਰਤਾ ਉਣਾ ਪਰਤਾ ਉਣੇ ਪਰਤਾ ਉਣੀ ਪਰਤਾ ਉਣੀਆ ਪਰਤਾਂ  ਉਣ (2) ਪਰਤਾਉਦਾ ਪਰਤਾਉਦੇ ਂ ਂ
ਪਰਤਾਉਦੀ ਪਰਤਾਉਦੀਆ ਪਰਤਾਉਿਦਆਂ ਂ ਂਂ ਂ (3) ਪਰਤਾ ਇਆ ਪਰਤਾਏ ਪਰਤਾ ਈ ਪਰਤਾ ਈਆ ਂ
ਪਰਤਾ ਇਆ ਂ (4) ਪਰਤਾਵਾਂ ਪਰਤਾ ਈਏ ਪਰਤਾਏ ਪਰਤਾਓਂ  ਪਰਤਾਏ ਪਰਤਾ ਉਣ (5) ਪਰਤਾਵਾਂਗਾ 
ਪਰਤਾਵਾਂਗੀ ਪਰਤਾਵਾਂਗੇ ਪਰਤਾਵਾਂਗੀਆ ਪਰਤਾਏਗਾ ਪਰਤਾਏਗੀਂ ਂ ਂ  ਪਰਤਾਓਗੇ ਪਰਤਾਓਗੀਆ ਂ
ਪਰਤਾਏਗਾ ਪਰਤਾਏਗੀ ਪਰਤਾ ਉਣਗੇ ਪਰਤਾ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) ਪਰਤਾ ਪਰਤਾਓ (7) ਪਰਤਾਈ ਂ
ਪਰਤਾ ਇਓ  
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110  Ｂ  
(1) ਪੜਨਾ ਪੜਨੇ ਪੜਨੀ ਪੜਨੀਆ ਪੜਨ ਂ (2) ਪੜਦਾ ਪੜਦੇ ਪੜਦੀ ਪੜਦੀਆ ਪੜਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਪਿੜਆ ਪੜੇ ਪੜੀ ਪੜੀਆ ਪਿੜਆ ਂ ਂ (4) ਪੜਾਂ ਪੜੀਏ ਪੜ ਪੜੋ ਪੜੇ ਪੜਨ (5) ਪੜਾਂਗਾ 
ਪੜਾਂਗੀ ਪੜਾਂਗੇ ਪੜਾਂਗੀਆ ਪੜਗਾ ਪੜਗੀ ਪੜੋਗੇ ਪੜੋਗੀਆ ਪੜੇਗਾ ਪੜੇਗੀ ਪੜਨਗੇਂ ਂ  
ਪੜਨਗੀਆਂ (6) ਪੜ ਪੜੋ (7) ਪੜੀਂ ਪਿੜਓ  
 

111  Ｃ  
(1) ਪੜਾ ਉਣਾ ਪੜਾ ਉਣੇ ਪੜਾ ਉਣੀ ਪੜਾ ਉਣੀਆ ਪੜਾਂ  ਉਣ (2) ਪੜਾਉਦਾ ਪੜਾਉਦੇ ਪੜਾਉਦੀ ਂ ਂ ਂ
ਪੜਾਉਦੀਆ ਪੜਾਉਿਦਆ ਂ ਂਂ ਂ (3) ਪੜਾ ਇਆ ਪੜਾਏ ਪੜਾ ਈ ਪੜਾ ਈਆ ਪੜਾਂ  ਇਆ ਂ (4) 
ਪੜਾਵਾਂ ਪੜਾ ਈਏ ਪੜਾਏ ਪੜਾਓ ਪੜਾਏ ਪੜਾਂ  ਉਣ (5) ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਪੜਾਵਾਂਗੀ ਪੜਾਵਾਂਗੇ 
ਪੜਾਵਾਂਗੀਆ ਪੜਾਏਗਾ ਪੜਾਏਗੀ ਪੜਾਓਗੇਂ ਂ ਂ  ਪੜਾਓਗੀਆ ਪੜਾਏਗਾ ਪੜਾਏਗੀ ਪੜਾਂ  ਉਣਗੇ 
ਪੜਾ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) ਪੜਾ ਪੜਾਓ (7) ਪੜਾਈ ਪੜਾਂ  ਇਓ  
 

112  Ｃ  
(1) ਪਾ ਉਣਾ ਪਾ ਉਣੇ ਪਾ ਉਣੀ ਪਾ ਉਣੀਆ ਪਾਂ  ਉਣ (2) ਪਾਉਦਾ ਪਾਉਦੇ ਪਾਉਦੀ ਪਾਉਦੀਆ ਂ ਂ ਂ ਂ ਂ
ਪਾਉਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਪਾ ਇਆ ਪਾਏ ਪਾ ਈ ਪਾ ਈਆ ਪਾਂ  ਇਆ ਂ (4) ਪਾਵਾਂ ਪਾ ਈਏ ਪਾਏ ਪਾਓ ਪਾਏ ਂ
ਪਾ ਉਣ (5) ਪਾਵਾਂਗਾ ਪਾਵਾਂਗੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਵਾਂਗੀਆ ਪਾਏਗਾ ਪਾਏਗੀ ਪਾਓਗੇ ਪਾਓਗੀਆ ਂ ਂਂ ਂ
ਪਾਏਗਾ ਪਾਏਗੀ ਪਾ ਉਣਗੇ ਪਾ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) ਪਾ ਪਾਓ (7) ਪਾਈ ਪਾਂ  ਇਓ  
 

113  Ａ〈不規則〉  
完了分詞は ਪੀਤਾ ਪੀਤੇ ਪੀਤੀ ਪੀਤੀਆ ਪੀਿਤਆਂ ਂ となります。依頼形では ਪੀ ਈ ਂ
ਪੀ ਇਓ でなく ਪੀਵੀਂ ਪੀਿਵਓ となります。  
(1) ਪੀਣਾ ਪੀਣੇ ਪੀਣੀ ਪੀਣੀਆ ਪੀਣ ਂ (2) ਪੀਂਦਾ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੀ ਪੀਂਦੀਆ ਪੀਂਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਪੀਤਾ 
ਪੀਤੇ ਪੀਤੀ ਪੀਤੀਆ ਪੀਿਤਆ ਂ ਂ (4) ਪੀਵਾਂ ਪੀਵੀਏ ਪੀਏ ਪੀਓ ਪੀਏਂ  ਪੀਣ (5) ਪੀਵਾਂਗਾ ਪੀਵਾਂਗੀ 
ਪੀਵਾਂਗੇ ਪੀਵਾਂਗੀਆ ਪੀਏਗਾ ਪੀਏਗੀ ਪੀਓਗੇ ਪੀਓਗੀਆ ਪੀਏਗਾਂ ਂਂ ਂ  ਪੀਏਗੀ ਪੀਣਗੇ ਪੀਣਗੀਆ ਂ
(6) ਪੀ ਪੀਓ (7) ਪੀਵੀਂ ਪੀਿਵਓ  
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114  Ａ  
(1) ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛਣੇ ਪੁੱਛਣੀ ਪੁੱਛਣੀਆ ਪੁੱਛਣ ਂ (2) ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਛਦੀ ਪੁੱਛਦੀਆ ਪੁੱਛਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਪੁੱਿਛਆ ਪੁੱਛੇ ਪੁੱਛੀ ਪੁੱਛੀਆ ਪੁੱਿਛਆ ਂ ਂ (4) ਪੁੱਛਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਛੇ ਪੁੱਛਣ (5) ਪੁੱਛਾਂਗਾ 
ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਪੁੱਛਾਂਗੀਆ ਂ ਪੁੱਛਗਾ ਪੁੱਛਗੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਪੁੱਛੋਗੀਆ ਪੁੱਛੇਗਾ ਪੁੱਛੇਗੀ ਪੁੱਛਣਗੇਂ  
ਪੁੱਛਣਗੀਆ ਂ (6) ਪੁੱਛ ਪੁੱਛੋ (7) ਪੁੱਛੀਂ ਪੁੱਿਛਓ  
 

115  Ａ  
(1) ਪੁੱਜਣਾ ਪੁੱਜਣੇ ਪੁੱਜਣੀ ਪੁੱਜਣੀਆ ਪੁੱਜਣ ਂ (2) ਪੁੱਜਦਾ ਪੁੱਜਦੇ ਪੁਜੱਦੀ ਪੁੱਜਦੀਆ ਪੁੱਜਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਪੁੱਿਜਆ ਪੁੱਜੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁੱਜੀਆ ਪੁੱਿਜਆ ਂ ਂ (4) ਪੁੱਜਾਂ ਪੁੱਜੀਏ ਪੁੱਜ ਪੁੱਜੋ ਪੁਜੱ ੇਪੁੱਜਣ (5) ਪੁੱਜਾਂਗਾ 
ਪੁੱਜਾਂਗੀ ਪੁੱਜਾਂਗੇ ਪੁੱਜਾਂਗੀਆਂ ਪੁੱਜਗਾ ਪੁਜੱਗੀ ਪੁੱਜੋਗੇ ਪੁੱਜੋਗੀਆ ਪੁੱਜੇਗਾ ਪੁੱਜੇਗੀ ਪੁੱਜਣਗੇ ਂ
ਪੁੱਜਣਗੀਆ ਂ (6) ਪੁੱਜ ਪੁੱਜ ੋ(7) ਪੁੱਜੀਂ ਪੁੱਿਜਓ  
 

116  Ａ  
(1) ਪੁੱਟਣਾ ਪੁੱਟਣੇ ਪੁੱਟਣੀ ਪੁੱਟਣੀਆ ਪੁੱਟਣ ਂ (2) ਪੁੱਟਦਾ ਪੁੱਟਦੇ ਪੁੱਟਦੀ ਪੁੱਟਦੀਆ ਪੁੱਟਿਦਂ ਆਂ (3) 
ਪੁੱਿਟਆ ਪੁੱਟੇ ਪੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀਆ ਪੁੱਿਟਆ ਂ ਂ (4) ਪੁੱਟਾਂ ਪੁੱਟੀਏ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟੋ ਪੁੱਟੇ ਪੁੱਟਣ (5) ਪੁਟੱਾਂਗਾ ਪੁੱਟਾਂਗੀ 
ਪੁੱਟਾਂਗੇ ਪੁੱਟਾਂਗੀਆ ਪੁੱਟਗਾ ਪੁੱਟਗੀ ਪੁੱਟੋਗੇਂ  ਪੁੱਟੋਗੀਆ ਪੁੱਟੇਗਾ ਪੁੱਟੇਗੀ ਪੁੱਟਣਗੇ ਪੁੱਟਣਗੀਆ ਂ ਂ (6) 
ਪੁੱਟ ਪੁੱਟੋ (7) ਪੁੱਟੀਂ ਪੁੱਿਟਓ  
 

117  Ａ  
(1) ਪੂੰਝਣਾ ਪੂਝੰਣੇ ਪੂੰਝਣੀ ਪੂੰਝਣੀਆ ਪੂੰਝਣ ਂ (2) ਪੂੰਝਦਾ ਪੂੰਝਦੇ ਪੂੰਝਦੀ ਪੂੰਝਦੀਆ ਪੂੰਝਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਪੂੰਿਝਆ ਪੂੰਝੇ ਪੂੰਝੀ ਪੂੰਝੀਆ ਪੂੰਿਝਆ ਂ ਂ (4) ਪੂੰਝਾਂ ਪੂੰਝੀਏ ਪੂੰਝ ਪੂੰਝੋ ਪੂੰਝੇ ਪੂੰਝਣ (5) ਪੂੰਝਾਂਗਾ ਪੂੰਝਾਂਗੀ 
ਪੂੰਝਾਂਗੇ ਪੂੰਝਾਂਗੀਆ ਪੂੰਝਗਾ ਪੂੰਝਗੀ ਪੂੰਝੋਗੇ ਪੂੰਝੋਗੀਆ ਪੂੰਝੇਗਾ ਪੂੰਝਗੇੀ ਪੂੰਝਣਗੇਂ ਂ  ਪੂੰਝਣਗੀਆ ਂ (6) 
ਪੂੰਝ ਪੂੰਝੋ (7) ਪੂੰਝੀਂ ਪੂੰਿਝਓ  
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118  Ａ〈不規則〉  
完了分詞は ਿਪਆ ਪਏ ਪ ਈ ਪ ਈਆ ਿਪਆਂ ਂ となります。不定詞・未完了分詞・３人

称複数の不確定未来形と未来形・２人称単数の命令形以外は，すべて語幹の ਪੈ 
が ਪ に変化します。  
(1) ਪੈਣਾ ਪੈਣ ੇਪੈਣੀ ਪੈਣੀਆ ਪੈਣ ਂ (2) ਪਦਾ ਪਦੇ ਪਦੀ ਪਦੀਆ ਪਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਿਪਆ ਪਏ ਪ ਈ 
ਪ ਈਆ ਿਪਆ ਂ ਂ (4) ਪਵਾਂ ਪ ਈਏ ਪਏ ਪਓ ਪਏ ਪੈਣ ਂ (5) ਪਵਾਂਗਾ ਪਵਾਂਗੀ ਪਵਾਂਗੇ ਪਵਾਂਗੀਆ ਂ
ਪਏਗਾ ਪਏਗੀ ਪਓਗੇ ਪਓਗੀਆ ਪਏਗਾ ਪਏਗੀ ਪੈਣਗੇ ਪੈਣਗੀਆ ਂ ਂ ਂ ਂ (6) ਪੈ ਪਓ (7) ਪ ਈ ਪਂ  ਇਓ  
 

119  Ａ  
(1) ਫਸਣਾ ਫਸਣ ੇਫਸਣੀ ਫਸਣੀਆ ਫਸਣ ਂ (2) ਫਸਦਾ ਫਸਦੇ ਫਸਦੀ ਫਸਦੀਆ ਫਸਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਫਿਸਆ ਫਸੇ ਫਸੀ ਫਸੀਆ ਫਿਸਆਂ ਂ (4) ਫਸਾਂ ਫਸੀਏ ਫਸ ਫਸੋ ਫਸੇ ਫਸਣ (5) ਫਸਾਂਗਾ 
ਫਸਾਂਗੀ ਫਸਾਂਗੇ ਫਸਾਂਗੀਆ ਫਸਗਾ ਫਸਗੀਂ  ਫਸੋਗੇ ਫਸੋਗੀਆ ਫਸੇਗਾ ਫਸੇਗੀ ਫਸਣਗੇ ਂ
ਫਸਣਗੀਆ ਂ (6) ਫਸ ਫਸੋ (7) ਫਸੀਂ ਫਿਸਓ  
 

120  Ｂ  
(1) ਫੜਨਾ ਫੜਨੇ ਫੜਨੀ ਫੜਨੀਆ ਫੜਨ ਂ (2) ਫੜਦਾ ਫੜਦੇ ਫੜਦੀ ਫੜਦੀਆ ਫੜਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਫਿੜਆ ਫੜੇ ਫੜੀ ਫੜੀਆ ਫਿੜਆ ਂ ਂ (4) ਫੜਾਂ ਫੜੀਏ ਫੜ ਫੜੋ ਫੜ ੇਫੜਨ (5) ਫੜਾਂਗਾ 
ਫੜਾਂਗੀ ਫੜਾਂਗੇ ਫੜਾਂਗੀਆ ਫੜਗਾ ਫੜਗੀ ਫੜੋਗੇ ਫੜੋਗੀਆ ਫੜੇਗਾ ਫੜੇਗੀਂ ਂ  ਫੜਨਗੇ 
ਫੜਨਗੀਆ ਂ (6) ਫੜ ਫੜੋ (7) ਫੜੀਂ ਫਿੜਓ  
 

121  Ｂ  
(1) ਿਫਰਨਾ ਿਫਰਨੇ ਿਫਰਨੀ ਿਫਰਨੀਆ ਿਫਰਨ ਂ (2) ਿਫਰਦਾ ਿਫਰਦੇ ਿਫਰਦੀ ਿਫਰਦੀਆ ਂ
ਿਫਰਿਦਆ ਂ (3) ਿਫਿਰਆ ਿਫਰੇ ਿਫਰੀ ਿਫਰੀਆ ਿਫਿਰਆ ਂ ਂ (4) ਿਫਰਾਂ ਿਫਰੀਏ ਿਫਰ ਿਫਰੋ ਿਫਰੇ 
ਿਫਰਨ (5) ਿਫਰਾਂਗਾ ਿਫਰਾਂਗੀ ਿਫਰਾਂਗੇ ਿਫਰਾਂਗੀਆ ਿਫਰਗਾ ਿਫਰਗੀ ਿਫਰੋਗੇ ਿਫਰੋਗੀਆਂ ਂ ਿਫਰੇਗਾ 
ਿਫਰੇਗੀ ਿਫਰਨਗੇ ਿਫਰਨਗੀਆ ਂ (6) ਿਫਰ ਿਫਰੋ (7) ਿਫਰੀਂ ਿਫਿਰਓ  
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122  Ｂ  
(1) ਫੇਰਨਾ ਫੇਰਨੇ ਫੇਰਨੀ ਫੇਰਨੀਆ ਫੇਰਨ ਂ (2) ਫੇਰਦਾ ਫੇਰਦੇ ਫੇਰਦੀ ਫੇਰਦੀਆ ਫੇਰਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਫੇਿਰਆ ਫੇਰੇ ਫੇਰੀ ਫੇਰੀਆਂ ਫੇਿਰਆ ਂ (4) ਫੇਰਾਂ ਫੇਰੀਏ ਫੇਰ ਫੇਰੋ ਫੇਰੇ ਫੇਰਨ (5) ਫੇਰਾਂਗਾ ਫੇਰਾਂਗੀ 
ਫੇਰਾਂਗੇ ਫੇਰਾਂਗੀਆ ਫੇਰਗਾ ਫੇਰਗੀ ਫੇਰੋਗੇ ਫੇਰੋਗੀਆ ਫੇਰੇਗਾ ਫੇਰੇਗੀ ਫੇਰਨਗੇ ਫੇਰਨਗੀਆ ਂ ਂ ਂ (6) 
ਫੇਰ ਫੇਰੋ (7) ਫੇਰੀਂ ਫੇਿਰਓ  
 

123  Ａ  
(1) ਬਚਣਾ ਬਚਣੇ ਬਚਣੀ ਬਚਣੀਆ ਬਚਣ ਂ (2) ਬਚਦਾ ਬਚਦੇ ਬਚਦੀ ਬਚਦੀਆ ਬਚਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਬਿਚਆ ਬਚੇ ਬਚੀ ਬਚੀਆ ਬਂ ਿਚਆ ਂ (4) ਬਚਾਂ ਬਚੀਏ ਬਚ ਬਚੋ ਬਚੇ ਬਚਣ (5) ਬਚਾਂਗਾ 
ਬਚਾਂਗੀ ਬਚਾਂਗੇ ਬਚਾਂਗੀਆਂ ਬਚਗਾ ਬਚਗੀ ਬਚੋਗੇ ਬਚੋਗੀਆ ਬਚੇਗਾ ਬਚੇਗੀ ਬਚਣਗੇ ਂ
ਬਚਣਗੀਆ ਂ (6) ਬਚ ਬਚੋ (7) ਬਚੀਂ ਬਿਚਓ  
 

124  Ｃ  
(1) ਬਚਾ ਉਣਾ ਬਚਾ ਉਣੇ ਬਚਾ ਉਣੀ ਬਚਾ ਉਣੀਆ ਬਚਾਂ  ਉਣ (2) ਬਚਾਉਦਾ ਬਚਾਉਦੇ ਬਚਾਉਦੀ ਂ ਂ ਂ
ਬਚਾਉਦੀਆ ਬਚਾਉਿਦਆ ਂ ਂਂ ਂ (3) ਬਚਾ ਇਆ ਬਚਾਏ ਬਚਾ ਈ ਬਚਾ ਈਆ ਬਚਾਂ  ਇਆ ਂ (4) 
ਬਚਾਵਾਂ ਬਚਾ ਈਏ ਬਚਾਏ ਬਚਾਓ ਬਚਾਏ ਬਚਾਂ  ਉਣ (5) ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਬਚਾਵਾਂਗੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ 
ਬਚਾਵਾਂਗੀਆ ਬਚਾਏਗਾ ਬਚਾਏਗੀ ਬਚਾਓਗੇ ਬਚਾਓਗੀਆ ਬਚਾਏਗਾ ਬਚਾਏਗੀਂ ਂਂ ਂ  ਬਚਾ ਉਣਗੇ 
ਬਚਾ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) ਬਚਾ ਬਚਾਓ (7) ਬਚਾਈ ਬਚਾਂ  ਇਓ  
 

125  Ａ〈不規則〉  
完了分詞の男性単数形が ਬੱਿਝਆ でなく ਬੱਝਾ となります。  
(1) ਬੱਝਣਾ ਬੱਝਣੇ ਬੱਝਣੀ ਬੱਝਣੀਆਂ ਬੱਝਣ (2) ਬੱਝਦਾ ਬੱਝਦੇ ਬੱਝਦੀ ਬੱਝਦੀਆ ਬੱਝਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਬੱਝਾ ਬੱਝੇ ਬੱਝੀ ਬੱਝੀਆ ਬੱਿਝਆ ਂ ਂ (4) ਬੱਝਾਂ ਬੱਝੀਏ ਬੱਝ ਬੱਝੋ ਬੱਝੇ ਬਝੱਣ (5) ਬੱਝਾਂਗਾ ਬੱਝਾਂਗੀ 
ਬੱਝਾਂਗੇ ਬੱਝਾਂਗੀਆ ਬੱਝਗਾਂ  ਬੱਝਗੀ ਬੱਝੋਗੇ ਬੱਝੋਗੀਆ ਬੱਝੇਗਾ ਬੱਝੇਗੀ ਬੱਝਣਗੇ ਬੱਝਣਗੀਆ ਂ ਂ (6) 
ਬੱਝ ਬੱਝੋ (7) ਬੱਝੀਂ ਬੱਿਝਓ  
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126  Ｂ  
(1) ਬਣਨਾ ਬਣਨੇ ਬਣਨੀ ਬਣਨੀਆਂ ਬਣਨ (2) ਬਣਦਾ ਬਣਦੇ ਬਣਦੀ ਬਣਦੀਆ ਬਣਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਬਿਣਆ ਬਣੇ ਬਣੀ ਬਣੀਆ ਬਿਣਆ ਂ ਂ (4) ਬਣਾਂ ਬਣੀਏ ਬਣ ਬਣੋ ਬਣੇ ਬਣਨ (5) ਬਣਾਂਗਾ 
ਬਣਾਂਗੀ ਬਣਾਂਗੇ ਬਣਾਂਗੀਆ ਬਣਗਾ ਬਣਗੀ ਬਣੋਗੇ ਬਣੋਗੀਆਂ ਂ ਬਣੇਗਾ ਬਣੇਗੀ ਬਣਨਗੇ 
ਬਣਨਗੀਆ ਂ (6) ਬਣ ਬਣੋ (7) ਬਣੀਂ ਬਿਣਓ  
 

127  Ｃ  
(1) ਬਣਾ ਉਣਾ ਬਣਾ ਉਣੇ ਬਣਾ ਉਣੀ ਬਣਾ ਉਣੀਆਂ ਬਣਾ ਉਣ (2) ਬਣਾਉਦਾ ਬਣਾਉਦੇ ਬਣਾਉਦੀ ਂ ਂ ਂ
ਬਣਾਉਦੀਆ ਬਣਾਉਿਦਆ ਂ ਂਂ ਂ (3) ਬਣਾ ਇਆ ਬਣਾਏ ਬਣਾ ਈ ਬਣਾ ਈਆ ਬਣਾਂ  ਇਆ ਂ (4) 
ਬਣਾਵਾਂ ਬਣਾ ਈਏ ਬਣਾਏ ਬਣਾਓ ਬਣਾਏ ਬਣਾਂ  ਉਣ (5) ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 
ਬਣਾਵਾਂਗੀਆ ਬਣਾਏਗਾ ਬਣਾਏਗੀ ਬਣਾਂ ਂ ਂ ਓਗੇ ਬਣਾਓਗੀਆ ਬਣਾਏਗਾ ਬਣਾਏਗੀ ਬਣਾਂ  ਉਣਗੇ 
ਬਣਾ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) ਬਣਾ ਬਣਾਓ (7) ਬਣਾਈ ਬਣਾਂ  ਇਓ  
 

128  Ａ〈不規則〉  
完了分詞の規則変化 ਬੰਿਨਆ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ ਬੰਨੀਆ ਬੰਿਨਆਂ ਂ と不規則変化 ਬੱਧਾ ਬੱਧੇ ਬੱਧੀ 
ਬੱਧੀਆ ਬੱਿਧਆਂ ਂ どちらも用いられます。  
(1) ਬੰਨਣਾ ਬੰਨਣੇ ਬੰਨਣੀ ਬੰਨਣੀਆ ਬੰਨਣ ਂ (2) ਬੰਨਦਾ ਬੰਨਦੇ ਬੰਨਦੀ ਬੰਨਦੀਆ ਬੰਨਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਬੰਿਨਆ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ ਬੰਨੀਆਂ ਬੰਿਨਆ ਂ (3) ਬੱਧਾ ਬੱਧੇ ਬੱਧੀ ਬੱਧੀਆ ਬੱਿਧਆ ਂ ਂ (4) ਬੰਨਾਂ 
ਬੰਨੀਏ ਬੰਨ ਬੰਨੋ ਬੰਨੇ ਬੰਨਣ (5) ਬੰਨਾਂਗਾ ਬੰਨਾਂਗੀ ਬੰਨਾਂਗੇ ਬੰਨਾਂਗੀਆ ਬੰਨਗਾ ਬੰਨਗੀਂ  ਬੰਨੋਗੇ 
ਬੰਨੋਗੀਆ ਬੰਨੇਗਾ ਬੰਨੇਂ ਗੀ ਬੰਨਣਗੇ ਬੰਨਣਗੀਆ ਂ (6) ਬੰਨ ਬੰਨੋ (7) ਬੰਨੀਂ ਬੰਿਨਓ  
 

129  Ａ  
(1) ਬੀਜਣਾ ਬੀਜਣੇ ਬੀਜਣੀ ਬੀਜਣੀਆ ਬੀਜਣ ਂ (2) ਬੀਜਦਾ ਬੀਜਦੇ ਬੀਜਦੀ ਬੀਜਦੀਆ ਂ
ਬੀਜਿਦਆ ਂ (3) ਬੀਿਜਆ ਬੀਜੇ ਬੀਜੀ ਬੀਜੀਆ ਬੀਿਜਆ ਂ ਂ (4) ਬੀਜਾਂ ਬੀਜੀਏ ਬੀਜ ਬੀਜੋ ਬੀਜੇ 
ਬੀਜਣ (5) ਬੀਜਾਂਗਾ ਬੀਜਾਂਗੀ ਬੀਜਾਂਗੇ ਬੀਜਾਂਗੀਆ ਬੀਜਂ ਗਾ ਬੀਜਗੀ ਬੀਜੋਗੇ ਬੀਜੋਗੀਆ ਂ
ਬੀਜੇਗਾ ਬੀਜੇਗੀ ਬੀਜਣਗੇ ਬੀਜਣਗੀਆਂ (6) ਬੀਜ ਬੀਜੋ (7) ਬੀਜੀਂ ਬੀਿਜਓ  
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130  Ａ  
(1) ਬੁੱਝਣਾ ਬੁੱਝਣੇ ਬੁੱਝਣੀ ਬੁੱਝਣੀਆ ਬੁੱਝਣ ਂ (2) ਬੁੱਝਦਾ ਬੁੱਝਦੇ ਬੁੱਝਦੀ ਬੁੱਝਦੀਆ ਬੁੱਝਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਬੁੱਿਝਆ ਬੁੱਝੇ ਬੁੱਝੀ ਬੁੱਝੀਆ ਬੁੱਿਝਆ ਂ ਂ (4) ਬੁੱਝਾਂ ਬੁੱਝੀਏ ਬੁੱਝ ਬੁੱਝੋ ਬੁੱਝੇ ਬੁੱਝਣ (5) ਬੁੱਝਾਂਗਾ ਬੁੱਝਾਂਗੀ 
ਬੁੱਝਾਂਗੇ ਬੁੱਝਾਂਗੀਆ ਬੁੱਝਗਾ ਬੁੱਝਗੀ ਬੁੱਝੋਗੇ ਬੁੱਝੋਗੀਆ ਬੁੱਝੇਗਾ ਬੁੱਝੇਗੀ ਬੁੱਝਣਗੇਂ ਂ  ਬੁੱਝਣਗੀਆ ਂ (6) 
ਬੁੱਝ ਬੁੱਝੋ (7) ਬੁੱਝੀਂ ਬੁੱਿਝਓ  
 

131  Ｃ  
(1) ਬੁਝਾ ਉਣਾ ਬੁਝਾ ਉਣੇ ਬੁਝਾ ਉਣੀ ਬੁਝਾ ਉਣੀਆ ਬੁਝਾਂ  ਉਣ (2) ਬੁਝਾਉਦਾ ਬੁਝਾਉਦੇ ਬੁਝਾਉਦੀ ਂ ਂ ਂ
ਬੁਝਾਉਦੀਆ ਬੁਂ ਂ ਝਾਉਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਬੁਝਾ ਇਆ ਬੁਝਾਏ ਬੁਝਾ ਈ ਬੁਝਾ ਈਆ ਬੁਝਾਂ  ਇਆ ਂ (4) ਬੁਝਾਵਾਂ 
ਬੁਝਾ ਈਏ ਬੁਝਾਏ ਬੁਝਾਓ ਬੁਝਾਏ ਬੁਝਾਂ  ਉਣ (5) ਬੁਝਾਵਾਂਗਾ ਬੁਝਾਵਾਂਗੀ ਬੁਝਾਵਾਂਗੇ ਬੁਝਾਵਾਂਗੀਆ ਂ
ਬੁਝਾਏਗਾ ਬੁਝਾਏਗੀ ਬੁਝਾਓਗੇ ਬੁਝਾਓਗੀਆ ਬੁਝਾਏਗਾਂ ਂ ਂ  ਬੁਝਾਏਗੀ ਬੁਝਾ ਉਣਗੇ ਬੁਝਾ ਉਣਗੀਆ ਂ
(6) ਬੁਝਾ ਬੁਝਾਓ (7) ਬੁਝਾਈ ਬੁਝਾਂ  ਇਓ  
 

132  Ｂ  
(1) ਬੁਣਨਾ ਬੁਣਨੇ ਬੁਣਨੀ ਬੁਣਨੀਆ ਬੁਣਨ ਂ (2) ਬੁਣਦਾ ਬੁਣਦੇ ਬੁਣਦੀ ਬੁਣਦੀਆ ਬੁਣਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਬੁਿਣਆ ਬੁਣੇ ਬੁਣੀ ਬੁਣੀਆ ਬੁਿਣਆ ਂ ਂ (4) ਬੁਣਾਂ ਬੁਣੀਏ ਬੁਣ ਬੁਣੋ ਬੁਣੇ ਬੁਣਨ (5) ਬੁਣਾਂਗਾ 
ਬੁਣਾਂਗੀ ਬੁਣਾਂਗੇ ਬੁਣਾਂਗੀਆ ਬੁਣਗਾ ਬੁਣਗੀਂ  ਬੁਣੋਗੇ ਬੁਣੋਗੀਆ ਬੁਣੇਗਾ ਬੁਣੇਗੀ ਬੁਣਨਗੇ ਂ
ਬੁਣਨਗੀਆ ਂ (6) ਬੁਣ ਬੁਣੋ (7) ਬੁਣੀਂ ਬੁਿਣਓ  
 

133  Ｃ  
(1) ਬੁਲਾ ਉਣਾ ਬੁਲਾ ਉਣੇ ਬੁਲਾ ਉਣੀ ਬੁਲਾ ਉਣੀਆ ਬੁਲਾਂ  ਉਣ (2) ਬੁਲਾਉਦਾ ਬੁਲਾਉਦੇ ਬੁਲਾਉਦੀ ਂ ਂ ਂ
ਬੁਲਾਉਦੀਆ ਬੁਲਾਉਿਦਆਂ ਂਂ ਂ (3) ਬੁਲਾ ਇਆ ਬੁਲਾਏ ਬੁਲਾ ਈ ਬੁਲਾ ਈਆ ਬੁਲਾਂ  ਇਆ ਂ (4) 
ਬੁਲਾਵਾਂ ਬੁਲਾ ਈਏ ਬੁਲਾਏ ਬੁਲਾਓਂ  ਬੁਲਾਏ ਬੁਲਾ ਉਣ (5) ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ 
ਬੁਲਾਵਾਂਗੀਆ ਬੁਲਾਏਗਾ ਬੁਲਾਏਗੀਂ ਂ ਂ  ਬੁਲਾਓਗੇ ਬੁਲਾਓਗੀਆ ਬੁਲਾਏਗਾ ਬੁਲਾਏਗੀ ਬੁਲਾਂ  ਉਣਗੇ 
ਬੁਲਾ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) ਬੁਲਾ ਬੁਲਾਓ (7) ਬੁਲਾਈ ਬੁਲਾਂ  ਇਓ  
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134  Ａ〈不規則〉  
完了分詞の男性単数形が ਬੈਿਠਆ でなく ਬੈਠਾ となります。  
(1) ਬੈਠਣਾ ਬੈਠਣੇ ਬੈਠਣੀ ਬੈਠਣੀਆਂ ਬੈਠਣ (2) ਬੈਠਦਾ ਬੈਠਦੇ ਬੈਠਦੀ ਬੈਠਦੀਆ ਬੈਠਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਬੈਠਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀਆ ਬੈਿਠਆ ਂ ਂ (4) ਬੈਠਾਂ ਬੈਠੀਏ ਬੈਠ ਬੈਠੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠਣ (5) ਬੈਠਾਂਗਾ 
ਬੈਠਾਂਗੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਬੈਠਾਂਗੀਆ ਬੈਠਗਾਂ  ਬੈਠਗੀ ਬੈਠੋਗੇ ਬੈਠੋਗੀਆ ਬੈਠੇਗਾ ਬੈਠੇਗੀ ਬੈਠਣਗੇ ਂ
ਬੈਠਣਗੀਆ ਂ (6) ਬੈਠ ਬੈਠੋ (7) ਬੈਠੀਂ ਬੈਿਠਓ  
 

135  Ａ  
(1) ਬੋਲਣਾ ਬੋਲਣੇ ਬੋਲਣੀ ਬੋਲਣੀਆ ਬੋਲਣ ਂ (2) ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੀ ਬੋਲਦੀਆ ਬੋਲਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਬੋਿਲਆ ਬੋਲੇ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਿਲਆ ਂ (4) ਬੋਲਾਂ ਬੋਲੀਏ ਬੋਲ ਬੋਲੋ ਬੋਲੇ ਬੋਲਣ (5) 
ਬੋਲਾਂਗਾ ਬੋਲਾਂਗੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੋਲਾਂਗੀਆ ਬੋਲਗਾ ਬੋਲਗੀ ਬੋਲੋਗੇ ਬੋਲੋਗੀਆ ਬੋਲੇਗਾ ਬੋਲੇਗੀ ਂ ਂ
ਬੋਲਣਗੇ ਬੋਲਣਗੀਆ ਂ (6) ਬੋਲ ਬੋਲੋ (7) ਬੋਲੀਂ ਬੋਿਲਓ  
 

136  Ａ〈不規則〉  
完了分詞の男性単数形は ਭੱਿਜਆ と ਭੱਜਾ どちらも用いられます。  
(1) ਭੱਜਣਾ ਭੱਜਣੇ ਭੱਜਣੀ ਭੱਜਣੀਆ ਭੱਜਣ ਂ (2) ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦੇ ਭੱਜਦੀ ਭੱਜਦੀਆ ਭੱਜਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਭੱਿਜਆ ਭੱਜਾ ਭੱਜੇ ਭੱਜੀ ਭੱਜੀਆ ਭੱਿਜਆ ਂ ਂ (4) ਭੱਜਾਂ ਭੱਜੀਏ ਭੱਜ ਭੱਜੋ ਭੱਜੇ ਭੱਜਣ (5) ਭੱਜਾਂਗਾ 
ਭੱਜਾਂਗੀ ਭੱਜਾਂਗੇ ਭੱਜਾਂਗੀਆ ਭੱਜਗਾ ਭੱਜਗੀਂ  ਭੱਜੋਗੇ ਭੱਜੋਗੀਆ ਭੱਜੇਗਾ ਭੱਜੇਗੀ ਭੱਜਣਗੇ ਂ
ਭੱਜਣਗੀਆ ਂ (6) ਭੱਜ ਭੱਜੋ (7) ਭੱਜੀਂ ਭੱਿਜਓ  
 

137  Ｂ  
(1) ਭਰਨਾ ਭਰਨੇ ਭਰਨੀ ਭਰਨੀਆਂ ਭਰਨ (2) ਭਰਦਾ ਭਰਦੇ ਭਰਦੀ ਭਰਦੀਆ ਭਰਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਭਿਰਆ ਭਰੇ ਭਰੀ ਭਰੀਆ ਭਿਰਆ ਂ ਂ (4) ਭਰਾਂ ਭਰੀਏ ਭਰ ਭਰੋ ਭਰੇ ਭਰਨ (5) ਭਰਾਂਗਾ ਭਰਾਂਗੀ 
ਭਰਾਂਗੇ ਭਰਾਂਗੀਆ ਭਰਗਾ ਭਰਗੀ ਭਰੋਗੇ ਭਰੋਗੀਆਂ ਂ ਭਰੇਗਾ ਭਰੇਗੀ ਭਰਨਗੇ ਭਰਨਗੀਆ ਂ (6) 
ਭਰ ਭਰੋ (7) ਭਰੀਂ ਭਿਰਓ  
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138  Ａ〈不規則〉  
完了分詞の男性単数形は ਿਭੱਿਜਆ と ਿਭੱਜਾ どちらも用いられます。  
(1) ਿਭੱਜਣਾ ਿਭੱਜਣੇ ਿਭੱਜਣੀ ਿਭੱਜਣੀਆ ਿਭੱਜਣ ਂ (2) ਿਭੱਜਦਾ ਿਭੱਜਦੇ ਿਭੱਜਦੀ ਿਭੱਜਦੀਆ ਂ
ਿਭੱਜਿਦਆ ਂ (3) ਿਭੱਿਜਆ ਿਭੱਜਾ ਿਭੱਜੇ ਿਭੱਜੀ ਿਭੱਜੀਆ ਿਭੱਿਜਆ ਂ ਂ (4) ਿਭੱਜਾਂ ਿਭੱਜੀਏ ਿਭੱਜ ਿਭੱਜੋ 
ਿਭੱਜੇ ਿਭੱਜਣ (5) ਿਭੱਜਾਂਗਾ ਿਭੱਜਾਂਗੀ ਿਭੱਜਾਂਗੇ ਿਭੱਜਾਂਗੀਆ ਿਭੱਜਗਾ ਿਭੱਜਗੀ ਿਭੱਜੋਗੇ ਿਭੱਜੋਗੀਆ ਂ ਂ
ਿਭੱਜੇਗਾ ਿਭੱਜੇਗੀ ਿਭੱਜਣਗੇ ਿਭੱਜਣਗੀਆ ਂ (6) ਿਭੱਜ ਿਭੱਜੋ (7) ਿਭੱਜੀਂ ਿਭੱਿਜਓ  
 

139  Ａ〈不規則〉  
完了分詞の男性単数形は ਭੱੁਿਲਆ と ਭੱੁਲਾ どちらも用いられます。  
(1) ਭੱੁਲਣਾ ਭੱੁਲਣੇ ਭੱੁਲਣੀ ਭੱੁਲਣੀਆ ਭੱੁਲਣ ਂ (2) ਭੱੁਲਦਾ ਭੱੁਲਦੇ ਭੱੁਲਦੀ ਭੱੁਲਦੀਆ ਭੱੁਲਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਭੱੁਿਲਆ ਭੱੁਲਾ ਭੱੁਲੇ ਭੱੁਲੀ ਭੱੁਲੀਆ ਭੱੁਿਲਆ ਂ ਂ (4) ਭੱੁਲਾਂ ਭੱੁਲੀਏ ਭੱੁਲ ਭੱੁਲੋ ਭੱੁਲੇ ਭੱੁਲਣ (5) 
ਭੱੁਲਾਂਗਾ ਭੱੁਲਾਂਗੀ ਭੱੁਲਾਂਗੇ ਭੱੁਲਾਂਗੀਆ ਭੱੁਲਗਾ ਭੱੁਲਗੀ ਭੱੁਲੋਗੇ ਭੱੁਲੋਗੀਆ ਭੱੁਲੇਗਾ ਭੱੁਲੇਗੀਂ ਂ  ਭੱੁਲਣਗੇ 
ਭੱੁਲਣਗੀਆ ਂ (6) ਭੱੁਲ ਭੱੁਲੋ (7) ਭੱੁਲੀਂ ਭੱੁਿਲਓ  
 

140  Ａ  
(1) ਭੇਜਣਾ ਭੇਜਣੇ ਭੇਜਣੀ ਭੇਜਣੀਆ ਭੇਜਣ ਂ (2) ਭੇਜਦਾ ਭੇਜਦੇ ਭੇਜਦੀ ਭੇਜਦੀਆ ਭੇਜਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਭੇਿਜਆ ਭੇਜੇ ਭੇਜੀ ਭੇਜੀਆ ਭੇਿਜਆ ਂ ਂ (4) ਭੇਜਾਂ ਭੇਜੀਏ ਭੇਜ ਭੇਜੋ ਭੇਜੇ ਭੇਜਣ (5) ਭੇਜਾਂਗਾ ਭੇਜਾਂਗੀ 
ਭੇਜਾਂਗੇ ਭੇਜਾਂਗੀਆ ਭੇਜਗਾ ਭੇਜਗੀਂ  ਭੇਜੋਗੇ ਭੇਜੋਗੀਆ ਭੇਜੇਗਾ ਭੇਜੇਗੀ ਭੇਜਣਗੇ ਭੇਜਣਗੀਆਂ ਂ (6) 
ਭੇਜ ਭੇਜੋ (7) ਭੇਜੀਂ ਭੇਿਜਓ  
 

141  Ａ  
(1) ਮੰਨਣਾ ਮੰਨਣੇ ਮੰਨਣੀ ਮੰਨਣੀਆ ਮਨੰਣ ਂ (2) ਮੰਨਦਾ ਮੰਨਦੇ ਮੰਨਦੀ ਮੰਨਦੀਆ ਮੰਨਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਮੰਿਨਆ ਮੰਨੇ ਮੰਨੀ ਮਨੰੀਆਂ ਮੰਿਨਆ ਂ (4) ਮੰਨਾਂ ਮੰਨੀਏ ਮੰਨ ਮੰਨੋ ਮੰਨੇ ਮਨੰਣ (5) ਮੰਨਾਂਗਾ 
ਮੰਨਾਂਗੀ ਮੰਨਾਂਗ ੇਮੰਨਾਂਗੀਆ ਮੰਨਗਾ ਮੰਨਗੀ ਮੰਨਗੋੇ ਮੰਨੋਗੀਆ ਮੰਂ ਂ ਨੇਗਾ ਮੰਨਗੇੀ ਮੰਨਣਗੇ 
ਮੰਨਣਗੀਆ ਂ (6) ਮੰਨ ਮੰਨ ੋ(7) ਮੰਨੀਂ ਮੰਿਨਓ  
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142  Ｂ〈不規則〉  
完了分詞の規則変化 ਮਿਰਆ ਮਰੇ ਮਰੀ ਮਰੀਆ ਮਿਰਆਂ ਂ と不規則変化 ਮੋਇਆ ਮਏੋ 
ਮੋਈ ਮੋਈਆ ਮੋਂ  ਇ ਆਂ どちらも用いられます。  
(1) ਮਰਨਾ ਮਰਨੇ ਮਰਨੀ ਮਰਨੀਆ ਮਰਨ ਂ (2) ਮਰਦਾ ਮਰਦੇ ਮਰਦੀ ਮਰਦੀਆ ਮਰਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਮਿਰਆ ਮਰੇ ਮਰੀ ਮਰੀਆ ਮਿਰਆ ਂ ਂ (3) ਮੋਇਆ ਮਏੋ ਮੋਈ ਮੋਈਆ ਮੋਂ  ਇ ਆ ਂ (4) ਮਰਾਂ ਮਰੀਏ 
ਮਰ ਮਰੋ ਮਰੇ ਮਰਨ (5) ਮਰਾਂਗਾ ਮਰਾਂਗੀ ਮਰਾਂਗੇ ਮਰਾਂਗੀਆ ਮਰਗਾ ਮਰਗੀ ਮਰੋਗੇਂ  ਮਰੋਗੀਆ ਂ
ਮਰੇਗਾ ਮਰੇਗੀ ਮਰਨਗੇ ਮਰਨਗੀਆ ਂ (6) ਮਰ ਮਰੋ (7) ਮਰੀਂ ਮਿਰਓ  
 

143  Ａ  
(1) ਮਾਂਜਣਾ ਮਾਂਜਣੇ ਮਾਂਜਣੀ ਮਾਂਜਣੀਆ ਮਾਂਜਣਂ  (2) ਮਾਂਜਦਾ ਮਾਂਜਦੇ ਮਾਂਜਦੀ ਮਾਂਜਦੀਆ ਂ
ਮਾਂਜਿਦਆ ਂ (3) ਮਾਂਿਜਆ ਮਾਂਜੇ ਮਾਂਜੀ ਮਾਂਜੀਆਂ ਮਾਂਿਜਆ ਂ (4) ਮਾਂਜਾਂ ਮਾਂਜੀਏ ਮਾਂਜ ਮਾਂਜੋ ਮਾਂਜੇ 
ਮਾਂਜਣ (5) ਮਾਂਜਾਂਗਾ ਮਾਂਜਾਂਗੀ ਮਾਂਜਾਂਗੇ ਮਾਂਜਾਂਗੀਆ ਮਾਂਜਗਾ ਮਾਂਜਗੀ ਮਾਂਜੋਗੇ ਮਾਂਜੋਗੀਆ ਂ ਂ
ਮਾਂਜੇਗਾ ਮਾਂਜੇਗੀ ਮਾਂਜਣਗੇ ਮਾਂਜਣਗੀਆ ਂ (6) ਮਾਂਜ ਮਾਂਜੋ (7) ਮਾਂਜੀਂ ਮਾਂਿਜਓ  
 

144  Ｂ  
(1) ਮਾਰਨਾ ਮਾਰਨੇ ਮਾਰਨੀ ਮਾਰਨੀਆ ਮਾਰਨ ਂ (2) ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੀ ਮਾਰਦੀਆ ਂ
ਮਾਰਿਦਆ ਂ (3) ਮਾਿਰਆ ਮਾਰੇ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀਆ ਮਾਿਰਆ ਂ ਂ (4) ਮਾਰਾਂ ਮਾਰੀਏ ਮਾਰ ਮਾਰੋ ਮਾਰੇ 
ਮਾਰਨ (5) ਮਾਰਾਂਗਾ ਮਾਰਾਂਗੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਮਾਰਾਂਗੀਆ ਮਾਰਗਾ ਮਾਰਗੀ ਮਾਰੋਗੇ ਮਾਰੋਗੀਆਂ ਂ 
ਮਾਰੇਗਾ ਮਾਰੇਗੀ ਮਾਰਨਗੇ ਮਾਰਨਗੀਆ ਂ (6) ਮਾਰ ਮਾਰੋ (7) ਮਾਰੀਂ ਮਾਿਰਓ  
 

145  Ｃ  
(1) ਮੁਸਕਰਾ ਉਣਾ ਮੁਸਕਰਾ ਉਣੇ ਮੁਸਕਰਾ ਉਣੀ ਮੁਸਕਰਾ ਉਣੀਆ ਮੁਸਕਰਾਂ  ਉਣ (2) 
ਮੁਸਕਰਾਉਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਦੀ ਮੁਸਕਰਾਉਦੀਆਂ ਂ ਂ ਂ ਂ ਮੁਸਕਰਾਉਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਮੁਸਕਰਾ ਇਆ ਮੁਸਕਰਾਏ ਮੁਸਕਰਾ ਈ ਮੁਸਕਰਾ ਈਆ ਮੁਸਕਰਾਂ  ਇਆ ਂ (4) ਮੁਸਕਰਾਵਾ ਂ
ਮੁਸਕਰਾ ਈਏ ਮੁਸਕਰਾਏ ਮੁਸਕਰਾਓ ਮੁਸਕਰਾਏ ਮੁਸਕਰਾਂ  ਉਣ (5) ਮੁਸਕਰਾਵਾਂਗਾ 
ਮੁਸਕਰਾਵਾਂਗੀ ਮੁਸਕਰਾਵਾਂਗੇ ਮੁਸਕਰਾਵਾਂਗੀਆ ਮੁਸਕਰਾਏਗਾ ਮੁਸਕਰਾਏਗੀ ਮੁਸਕਰਾਓਗੇ ਂ ਂ ਂ
ਮੁਸਕਰਾਓਗੀਆ ਮੁਸਕਰਾਏਗਾਂ  ਮੁਸਕਰਾਏਗੀ ਮੁਸਕਰਾ ਉਣਗੇ ਮੁਸਕਰਾ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) 
ਮੁਸਕਰਾ ਮੁਸਕਰਾਓ (7) ਮੁਸਕਰਾਈ ਮੁਸਕਰਾਂ  ਇਓ  
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146  Ｂ  
(1) ਮੁੜਨਾ ਮੁੜਨੇ ਮੁੜਨੀ ਮੁੜਨੀਆ ਮੁੜਨ ਂ (2) ਮੁੜਦਾ ਮੁੜਦੇ ਮੁੜਦੀ ਮੁੜਦੀਆ ਮੁੜਿਦਂ ਆ ਂ
(3) ਮੁਿੜਆ ਮੁੜੇ ਮੁੜੀ ਮੁੜੀਆਂ ਮੁਿੜਆ ਂ (4) ਮੁੜਾਂ ਮੁੜੀਏ ਮੁੜ ਮੁੜੋ ਮੁੜੇ ਮੁੜਨ (5) ਮੁੜਾਂਗਾ 
ਮੁੜਾਂਗੀ ਮੁੜਾਂਗ ੇਮੁੜਾਂਗੀਆ ਮੁੜਗਾ ਮੁੜਗੀ ਮੁੜੋਗੇ ਮੁੜੋਗੀਆ ਮੁੜੇਗਾ ਮੁੜੇਗੀ ਮੁੜਨਗੇ ਂ ਂ
ਮੁੜਨਗੀਆ ਂ (6) ਮੁੜ ਮੁੜੋ (7) ਮੁੜੀਂ ਮੁਿੜਓ  
 

147  Ｂ  
(1) ਮੋੜਨਾ ਮੋੜਨੇ ਮੋੜਨੀ ਮੋੜਨੀਆ ਮੋੜਨ ਂ (2) ਮੋੜਦਾ ਮੋੜਦੇ ਮੋੜਦੀ ਮੋੜਦੀਆ ਮੋੜਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਮੋਿੜਆ ਮੋੜੇ ਮੋੜੀ ਮੋੜੀਆ ਮੋਿੜਆ ਂ ਂ (4) ਮੋੜਾਂ ਮੋੜੀਏ ਮੋੜ ਮੋੜੋ ਮੋੜੇ ਮੋੜਨ (5) ਮੋੜਾਂਗਾ 
ਮੋੜਾਂਗੀ ਮੋੜਾਂਗੇ ਮੋੜਾਂਗੀਆ ਮੋੜਗਾ ਮੋੜਗੀ ਮੋੜੋਗੇ ਮੋੜੋਗੀਆ ਮੋੜੇਗਾ ਮੋੜੇਗੀ ਮੋੜਨਗੇ ਂ ਂ
ਮੋੜਨਗੀਆਂ (6) ਮੋੜ ਮੋੜੋ (7) ਮੋੜੀਂ ਮੋਿੜਓ  
 

148  Ｃ  
(1) ਯਰਕਾ ਉਣਾ ਯਰਕਾ ਉਣੇ ਯਰਕਾ ਉਣੀ ਯਰਕਾ ਉਣੀਆ ਯਰਕਾਂ  ਉਣ (2) ਯਰਕਾਉਦਾ ਂ
ਯਰਕਾਉਦੇਂ  ਯਰਕਾਉਦੀ ਯਰਕਾਉਦੀਆ ਯਰਕਾਉਿਦਆ ਂ ਂ ਂਂ ਂ (3) ਯਰਕਾ ਇਆ ਯਰਕਾਏ ਯਰਕਾ ਈ 
ਯਰਕਾ ਈਆ ਯਰਕਾਂ  ਇਆ ਂ (4) ਯਰਕਾਵਾਂ ਯਰਕਾ ਈਏ ਯਰਕਾਏ ਯਰਕਾਓ ਯਰਕਾਏ ਯਰਕਾਂ  ਉਣ 
(5) ਯਰਕਾਵਾਂਗਾ ਯਰਕਾਵਾਂਗੀ ਯਰਕਾਵਾਂਗੇ ਯਰਕਾਵਾਂਗੀਆ ਯਰਕਾਏਗਾ ਯਰਕਾਏਗੀ ਂ ਂ ਂ
ਯਰਕਾਓਗੇ ਯਰਕਾਓਗੀਆ ਯਰਕਾਏਗਾ ਯਰਕਾਏਗੀ ਯਰਕਾਂ  ਉਣਗੇ ਯਰਕਾ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) 
ਯਰਕਾ ਯਰਕਾਓ (7) ਯਰਕਾਈ ਯਰਕਾਂ  ਇਓ  
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149  Ａ〈不規則〉  
完了分詞は ਿਰਹਾ ਰਹੇ ਰਹੀ ਰਹੀਆ ਰਿਹਆਂ ਂ となります。不定詞・未完了分詞・完

了分詞・３人称複数の不確定未来形と未来形・２人称単数の命令形以外は，す

べて語幹の ਰਿਹ が ਰਹ に変化します。語幹（＝命令形の２人称単数形）は ਰਿਹ 
と ਰਹੁ どちらも用いられます。  
(1) ਰਿਹਣਾ ਰਿਹਣੇ ਰਿਹਣੀ ਰਿਹਣੀਆ ਰਿਹਣ ਂ (2) ਰਿਹੰਦਾ ਰਿਹੰਦੇ ਰਿਹੰਦੀ ਰਿਹੰਦੀਆ ਂ
ਰਿਹੰਿਦਆ ਂ (3) ਿਰਹਾ ਰਹੇ ਰਹੀ ਰਹੀਆ ਰਿਹਆ ਂ ਂ (4) ਰਹਾਂ ਰਹੀਏ ਰਹ ਰਹੋ ਰਹੇ ਰਿਹਣ (5) 
ਰਹਾਂਗਾ ਰਹਾਂਗੀ ਰਹਾਂਗੇ ਰਹਾਂਗੀਆ ਰਹਗਾ ਰਹਗੀ ਰਹੋਗੇ ਰਹੋਗੀਆ ਰਹੇਗਾ ਰਹੇਗੀ ਰਿਹਣਗੇ ਂ ਂ
ਰਿਹਣਗੀਆ ਂ (6) ਰਿਹ ਰਹੁ ਰਹੋ (7) ਰਹੀਂ ਰਿਹਓ  
 

150  Ａ  
(1) ਰੱਖਣਾ ਰੱਖਣੇ ਰੱਖਣੀ ਰੱਖਣੀਆ ਰੱਖਣ ਂ (2) ਰੱਖਦਾ ਰੱਖਦੇ ਰੱਖਦੀ ਰੱਖਦੀਆ ਰੱਖਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਰੱਿਖਆ ਰੱਖੇ ਰੱਖੀ ਰੱਖੀਆ ਰੱਿਖਆ ਂ ਂ (4) ਰੱਖਾਂ ਰੱਖੀਏ ਰੱਖ ਰੱਖੋ ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ (5) ਰੱਖਾਂਗਾ ਰੱਖਾਂਗੀ 
ਰੱਖਾਂਗੇ ਰੱਖਾਂਗੀਆ ਰੱਖਗਾ ਰੱਖਗੀ ਰੱਖੋਗੇ ਰੱਖੋਗੀਆ ਰੱਖੇਗਾ ਰੱਖੇਗੀ ਰੱਖਣਗੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਂ ਂ (6) 
ਰੱਖ ਰੱਖੋ (7) ਰੱਖੀਂ ਰੱਿਖਓ  
 

151  Ａ〈不規則〉  
完了分詞の男性単数形は ਰੱਿਜਆ と ਰੱਜਾ どちらも用いられます。  
(1) ਰੱਜਣਾ ਰੱਜਣੇ ਰੱਜਣੀ ਰੱਜਣੀਆ ਰੱਜਣ ਂ (2) ਰੱਜਦਾ ਰੱਜਦੇ ਰੱਜਦੀ ਰੱਜਦੀਆ ਰੱਜਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਰੱਿਜਆ ਰੱਜਾ ਰੱਜੇ ਰੱਜੀ ਰੱਜੀਆ ਰੱਿਜਆ ਂ ਂ (4) ਰੱਜਾਂ ਰੱਜੀਏ ਰੱਜ ਰੱਜੋ ਰੱਜੇ ਰੱਜਣ (5) ਰੱਜਾਂਗਾ 
ਰੱਜਾਂਗੀ ਰੱਜਾਂਗੇ ਰੱਜਾਂਗੀਆ ਰੱਜਂ ਗਾ ਰੱਜਗੀ ਰੱਜੋਗੇ ਰੱਜੋਗੀਆ ਰੱਜੇਗਾ ਰੱਜੇਗੀ ਰੱਜਣਗੇ ਂ
ਰੱਜਣਗੀਆ ਂ (6) ਰੱਜ ਰੱਜੋ (7) ਰੱਜੀਂ ਰੱਿਜਓ  
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152  Ａ  
(1) ਰੁਕਣਾ ਰੁਕਣੇ ਰੁਕਣੀ ਰੁਕਣੀਆ ਰੁਕਣ ਂ (2) ਰੁਕਦਾ ਰੁਕਦੇ ਰੁਕਦੀ ਰੁਕਦੀਆ ਰੁਕਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਰੁਿਕਆ ਰੁਕੇ ਰੁਕੀ ਰੁਕੀਆਂ ਰੁਿਕਆ ਂ (4) ਰੁਕਾਂ ਰੁਕੀਏ ਰੁਕ ਰੁਕੋ ਰੁਕੇ ਰੁਕਣ (5) ਰੁਕਾਂਗਾ ਰੁਕਾਂਗੀ 
ਰੁਕਾਂਗ ੇਰੁਕਾਂਗੀਆ ਰੁਕਗਾ ਰੁਕਗੀ ਰੁਕੋਗੇ ਰੁਕੋਗੀਆ ਰੁਕੇਗਾ ਰੁਕੇਗੀ ਰੁਕਣਗੇ ਰੁਕਣਗੀਆ ਂ ਂ ਂ (6) 
ਰੁਕ ਰੁਕੋ (7) ਰੁਕੀਂ ਰੁਿਕਓ  
 

153  Ａ〈不規則〉  
完了分詞の男性単数形は ਰੁੱਿਝਆ と ਰੁੱਝਾ どちらも用いられます。  
(1) ਰੁੱਝਣਾ ਰੁੱਝਣੇ ਰੁੱਝਣੀ ਰੁੱਝਣੀਆ ਰੁੱਝਣ ਂ (2) ਰੁੱਝਦਾ ਰੁੱਝਦੇ ਰੁੱਝਦੀ ਰੁੱਝਦੀਆ ਰੁੱਝਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਰੁੱਿਝਆ ਰੁੱਝਾ ਰੁੱਝੇ ਰੁੱਝੀ ਰੁੱਝੀਆ ਰੁੱਿਝਆ ਂ ਂ (4) ਰੁੱਝਾਂ ਰੁੱਝੀਏ ਰੁੱਝ ਰੁੱਝੋ ਰੁੱਝੇ ਰੁੱਝਣ (5) ਰੁੱਝਾਂਗਾ 
ਰੁੱਝਾਂਗੀ ਰੁੱਝਾਂਗੇ ਰੁੱਝਾਂਗੀਆਂ ਰੁੱਝਗਾ ਰੁੱਝਗੀ ਰੁੱਝੋਗੇ ਰੁੱਝੋਗੀਆ ਰੁੱਝੇਗਾ ਰੁੱਝੇਗੀ ਰੁੱਝਣਗੇ ਰੁੱਝਣਗੀਆ ਂ ਂ
(6) ਰੁੱਝ ਰੁੱਝੋ (7) ਰੁੱਝੀਂ ਰੁੱਿਝਓ  
 

154  Ａ  
(1) ਰੋਕਣਾ ਰੋਕਣੇ ਰੋਕਣੀ ਰੋਕਣੀਆ ਰੋਕਣ ਂ (2) ਰੋਕਦਾ ਰੋਕਦੇ ਰੋਕਦੀ ਰੋਕਦੀਆ ਰੋਕਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਰੋਿਕਆ ਰੋਕੇ ਰੋਕੀ ਰੋਕੀਆ ਰੋਿਕਆ ਂ ਂ (4) ਰੋਕਾਂ ਰੋਕੀਏ ਰੋਕ ਰੋਕੋ ਰੋਕੇ ਰੋਕਣ (5) ਰੋਕਾਂਗਾ ਰੋਕਾਂਗੀ 
ਰੋਕਾਂਗੇ ਰੋਕਾਂਗੀਆ ਰੋਕਗਾ ਰੋਕਗੀ ਰੋਕੋਗੇ ਰੋਕੋਗੀਆ ਰੋਕੇਗਾ ਰੋਕੇਗੀ ਰੋਕਣਗੇ ਰੋਕਣਗੀਆਂ ਂ ਂ (6) 
ਰੋਕ ਰੋਕੋ (7) ਰੋਕੀਂ ਰੋਿਕਓ  
 

155  Ａ  
(1) ਰੋਣਾ ਰੋਣੇ ਰੋਣੀ ਰੋਣੀਆ ਰੋਣ ਂ (2) ਰਦਾ ਰਦੇ ਰਦੀ ਰਦੀਆ ਰਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਰੋਇਆ ਰੋਏ ਰੋਈ 
ਰੋਈਆ ਰੋਂ  ਇਆ ਂ (4) ਰੋਵਾਂ ਰੋਈਏ ਰੋਏ ਰੋਵੋ ਰੋਏ ਰੋਣ ਂ (5) ਰੋਵਾਂਗਾ ਰੋਵਾਂਗੀ ਰੋਵਾਂਗੇ ਰੋਵਾਂਗੀਆ ਂ
ਰੋਏਗਾ ਰੋਏਗੀ ਰੋਵੋਗੇ ਰੋਵੋਗੀਆ ਰੋਏਗਾ ਰੋਏਗੀ ਰੋਣਗੇ ਰੋਣਗੀਆ ਂ ਂ ਂ ਂ (6) ਰੋ ਰੋਵੋ (7) ਰੋਈ ਂਰੋ ਇਓ  
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156  Ａ〈不規則〉  
完了分詞は ਲੱਥਾ ਲੱਥੇ ਲੱਥੀ ਲੱਥੀਆ ਲੱਿਥਆਂ ਂ となります。不定詞・未完了分詞・完

了分詞・３人称複数の不確定未来形と未来形・２人称単数の命令形以外は，す

べて語幹の ਲਿਹ が ਲਹ に変化します。  
(1) ਲਿਹਣਾ ਲਿਹਣੇ ਲਿਹਣੀ ਲਿਹਣੀਆ ਲਿਹਣ ਂ (2) ਲਿਹੰਦਾ ਲਿਹੰਦੇ ਲਿਹੰਦੀ ਲਿਹੰਦੀਆ ਂ
ਲਿਹੰਿਦਆ ਂ (3) ਲੱਥਾ ਲੱਥੇ ਲੱਥੀ ਲੱਥੀਆ ਲੱਿਥਆ ਂ ਂ (4) ਲਹਾਂ ਲਹੀਏ ਲਹ ਲਹੋ ਲਹੇ ਲਿਹਣ 
(5) ਲਹਾਂਗਾ ਲਹਾਂਗੀ ਲਹਾਂਗੇ ਲਹਾਂਗੀਆ ਲਹਗਾ ਲਹਗੀ ਲਹੋਗੇ ਲਹੋਗੀਆ ਲਹੇਗਾਂ ਂ  ਲਹਗੇੀ 
ਲਿਹਣਗੇ ਲਿਹਣਗੀਆ ਂ (6) ਲਿਹ ਲਹੋ (7) ਲਹੀਂ ਲਿਹਓ  
 

157  Ａ〈不規則〉  
完了分詞の男性単数形は ਲੱਿਗਆ と ਲੱਗਾ どちらも用いられます。  
(1) ਲੱਗਣਾ ਲੱਗਣੇ ਲੱਗਣੀ ਲੱਗਣੀਆ ਲੱਗਣ ਂ (2) ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦੇ ਲੱਗਦੀ ਲੱਗਦੀਆ ਂ
ਲੱਗਿਦਆ ਂ (3) ਲੱਿਗਆ ਲੱਗਾ ਲੱਗੇ ਲਗੱੀ ਲੱਗੀਆ ਲੱਿਗਆ ਂ ਂ (4) ਲੱਗਾਂ ਲੱਗੀਏ ਲੱਗ ਲੱਗੋ ਲੱਗੇ 
ਲੱਗਣ (5) ਲੱਗਾਂਗਾ ਲੱਗਾਂਗੀ ਲੱਗਾਂਗੇ ਲੱਗਾਂਗੀਆ ਲੱਗਗਾ ਲੱਗਗੀਂ  ਲੱਗੋਗੇ ਲਗੱੋਗੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਂ
ਲੱਗੇਗੀ ਲੱਗਣਗੇ ਲੱਗਣਗੀਆ ਂ (6) ਲੱਗ ਲੱਗੋ (7) ਲੱਗੀਂ ਲੱਿਗਓ  
 

158  Ｃ  
(1) ਲਗਾ ਉਣਾ ਲਗਾ ਉਣੇ ਲਗਾ ਉਣੀ ਲਗਾ ਉਣੀਆ ਲਗਾਂ  ਉਣ (2) ਲਗਾਉਦਾ ਲਗਾਉਦੇ ਂ ਂ
ਲਗਾਉਦੀ ਲਗਾਉਦੀਆ ਲਗਾਉਿਦਆ ਂ ਂ ਂਂ ਂ (3) ਲਗਾ ਇਆ ਲਗਾਏ ਲਗਾ ਈ ਲਗਾ ਈਆ ਂ
ਲਗਾ ਇਆ ਂ (4) ਲਗਾਵਾਂ ਲਗਾ ਈਏ ਲਗਾਏ ਲਗਾਓ ਲਗਾਏ ਲਗਾਂ  ਉਣ (5) ਲਗਾਵਾਂਗਾ 
ਲਗਾਵਾਂਗੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਲਗਾਵਾਂਗੀਆ ਲਗਾਏਗਾ ਲਗਾਏਗੀ ਲਗਾਓਗੇ ਲਗਾਓਗੀਆ ਂ ਂਂ ਂ
ਲਗਾਏਗਾ ਲਗਾਏਗੀ ਲਗਾ ਉਣਗੇ ਲਗਾ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) ਲਗਾ ਲਗਾਓ (7) ਲਗਾਈ ਲਗਾਂ  ਇਓ  
 

159  Ａ  
(1) ਲੰਘਣਾ ਲੰਘਣੇ ਲੰਘਣੀ ਲੰਘਣੀਆ ਲੰਘਣ ਂ (2) ਲੰਘਦਾ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੀ ਲੰਘਦੀਆ ਂ
ਲੰਘਿਦਆ ਂ (3) ਲੰਿਘਆ ਲੰਘੇ ਲੰਘੀ ਲੰਘੀਆ ਲੰਿਘਆ ਂ ਂ (4) ਲੰਘਾਂ ਲੰਘੀਏ ਲੰਘ ਲੰਘੋ ਲੰਘੇ 
ਲੰਘਣ (5) ਲੰਘਾਂਗਾ ਲੰਘਾਂਗੀ ਲੰਘਾਂਗੇ ਲੰਘਾਂਗੀਆ ਲੰਘਗਾ ਲੰਘਗੀਂ  ਲੰਘੋਗੇ ਲੰਘੋਗੀਆ ਲੰਘੇਗਾ ਂ
ਲੰਘੇਗੀ ਲੰਘਣਗੇ ਲੰਘਣਗੀਆ ਂ (6) ਲੰਘ ਲੰਘੋ (7) ਲੰਘੀਂ ਲੰਿਘਓ  
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160  Ａ〈不規則〉  
完了分詞の男性単数形は ਲੱਿਭਆ と ਲੱਭਾ どちらも用いられます。  
(1) ਲੱਭਣਾ ਲੱਭਣੇ ਲੱਭਣੀ ਲੱਭਣੀਆ ਲੱਭਣ ਂ (2) ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੀ ਲੱਭਦੀਆ ਲੱਭਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਲੱਿਭਆ ਲੱਭਾ ਲੱਭੇ ਲੱਭੀ ਲੱਭੀਆ ਲੱਿਭਆ ਂ ਂ (4) ਲੱਭਾਂ ਲੱਭੀਏ ਲੱਭ ਲੱਭੋ ਲੱਭੇ ਲੱਭਣ (5) 
ਲੱਭਾਂਗਾ ਲੱਭਾਂਗੀ ਲੱਭਾਂਗੇ ਲੱਭਾਂਗੀਆ ਲੱਭਗਾ ਲੱਭਗੀ ਲੱਭੋਗੇ ਲੱਭੋਗੀਆ ਲੱਭੇਗਾ ਲੱਭੇਗੀ ਲੱਭਣਗੇ ਂ ਂ
ਲੱਭਣਗੀਆ ਂ (6) ਲੱਭ ਲੱਭੋ (7) ਲੱਭੀਂ ਲੱਿਭਓ  
 

161  Ｂ  
(1) ਲੜਨਾ ਲੜਨੇ ਲੜਨੀ ਲੜਨੀਆ ਲੜਨ ਂ (2) ਲੜਦਾ ਲੜਦੇ ਲੜਦੀ ਲੜਦੀਆ ਲੜਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਲਿੜਆ ਲੜੇ ਲੜੀ ਲੜੀਆ ਲਿੜਆ ਂ ਂ (4) ਲੜਾਂ ਲੜੀਏ ਲੜ ਲੜੋ ਲੜੇ ਲੜਨ (5) 
ਲੜਾਂਗਾ ਲੜਾਂਗੀ ਲੜਾਂਗੇ ਲੜਾਂਗੀਆਂ ਲੜਗਾ ਲੜਗੀ ਲੜੋਗੇ ਲੜੋਗੀਆ ਲੜੇਗਾ ਲੜੇਗੀ ਂ
ਲੜਨਗੇ ਲੜਨਗੀਆ ਂ (6) ਲੜ ਲੜੋ (7) ਲੜੀਂ ਲਿੜਓ  
 

162  Ｃ  
(1) ਿਲਆ ਉਣਾ ਿਲਆ ਉਣੇ ਿਲਆ ਉਣੀ ਿਲਆ ਉਣੀਆ ਿਲਆਂ  ਉਣ (2) ਿਲਆਉਦਾ ਿਲਆਉਦੇ ਂ ਂ
ਿਲਆਉਦੀ ਿਲਆਉਦੀਆ ਿਲਆਉਿਦਆ ਂ ਂ ਂਂ ਂ (3) ਿਲਆ ਇਆ ਿਲਆਏ ਿਲਆ ਈ ਿਲਆ ਈਆ ਂ
ਿਲਆ ਇਆ ਂ (4) ਿਲਆਵਾਂ ਿਲਆ ਈਏ ਿਲਆਏ ਿਲਆਓ ਿਲਆਏ ਿਲਆਂ  ਉਣ (5) 
ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਿਲਆਵਾਂਗੀ ਿਲਆਵਾਂਗੇ ਿਲਆਵਾਂਗੀਆ ਿਲਆਏਗਾ ਿਲਆਏਗੀ ਿਲਆਓਗੇ ਂ ਂ ਂ
ਿਲਆਓਗੀਆ ਿਲਆਏਗਾ ਿਲਆਏਗੀਂ  ਿਲਆ ਉਣਗੇ ਿਲਆ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) ਿਲਆ ਿਲਆਓ 
(7) ਿਲਆਈ ਿਲਆਂ  ਇਓ  
 

163  Ａ  
(1) ਿਲਖਣਾ ਿਲਖਣੇ ਿਲਖਣੀ ਿਲਖਣੀਆ ਿਲਖਣ ਂ (2) ਿਲਖਦਾ ਿਲਖਦੇ ਿਲਖਦੀ ਿਲਖਦੀਆ ਂ
ਿਲਖਿਦਆ ਂ (3) ਿਲਿਖਆ ਿਲਖੇ ਿਲਖੀ ਿਲਖੀਆ ਿਲਿਖਆ ਂ ਂ (4) ਿਲਖਾ ਂਿਲਖੀਏ ਿਲਖ ਿਲਖੋ 
ਿਲਖੇ ਿਲਖਣ (5) ਿਲਖਾਂਗਾ ਿਲਖਾਂਗੀ ਿਲਖਾਂਗੇ ਿਲਖਾਂਗੀਆ ਿਲਖਗਾ ਿਲਖਗੀਂ  ਿਲਖੋਗੇ 
ਿਲਖੋਗੀਆ ਿਲਖੇਗਾ ਿਲਖੇਗੀ ਿਲਖਣਗੇ ਿਲਖਣਗੀਆ ਂ ਂ (6) ਿਲਖ ਿਲਖੋ (7) ਿਲਖੀਂ ਿਲਿਖਓ  
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164  Ａ〈不規則〉  
完了分詞は ਿਲਆ ਲਏ ਲ ਈ ਲ ਈਆ ਿਲਆਂ ਂ となります。不定詞・未完了分詞・３

人称複数の不確定未来形と未来形・２人称単数の命令形以外は，すべて語幹の ਲੈ 
が ਲ に変化します。  
(1) ਲੈਣਾ ਲਣੈੇ ਲੈਣੀ ਲੈਣੀਆ ਲੈਣ ਂ (2) ਲਦਾ ਲਦੇ ਲਦੀ ਲਦੀਆ ਲਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਿਲਆ ਲਏ 
ਲ ਈ ਲ ਈਆ ਿਲਆ ਂ ਂ (4) ਲਵਾਂ ਲ ਈਏ ਲਏ ਲਓ ਲਏ ਲੈਣ ਂ (5) ਲਵਾਂਗਾ ਲਵਾਂਗੀ ਲਵਾਂਗੇ 
ਲਵਾਂਗੀਆ ਲਏਗਾ ਲਏਗੀ ਲਓਗੇ ਲਓਗੀਆ ਲਏਗਾ ਲਏਗੀ ਲੈਣਗੇ ਂ ਂਂ ਂ ਲੈਣਗੀਆ ਂ (6) ਲੈ ਲਓ 
(7) ਲ ਈ ਲਂ  ਇਓ  
 

165  Ａ  
(1) ਵੱਸਣਾ ਵੱਸਣੇ ਵੱਸਣੀ ਵੱਸਣੀਆ ਵੱਸਣ ਂ (2) ਵੱਸਦਾ ਵੱਸਦੇ ਵੱਸਦੀ ਵੱਸਦੀਆ ਵੱਸਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਵੱਿਸਆ ਵੱਸ ੇਵੱਸੀ ਵੱਸੀਆ ਵੱਿਸਆ ਂ ਂ (4) ਵੱਸਾਂ ਵੱਸੀਏ ਵੱਸ ਵੱਸੋ ਵੱਸੇ ਵਸੱਣ (5) ਵੱਸਾਂਗਾ 
ਵੱਸਾਂਗੀ ਵੱਸਾਂਗੇ ਵੱਸਾਂਗੀਆ ਵੱਸਗਾ ਵੱਸਗੀ ਵੱਸਗੋੇ ਵੱਸੋਗੀਆ ਂ ਂ ਵੱਸੇਗਾ ਵੱਸਗੇੀ ਵੱਸਣਗੇ 
ਵੱਸਣਗੀਆਂ (6) ਵੱਸ ਵੱਸੋ (7) ਵੱਸੀਂ ਵੱਿਸਓ  
 

166  Ａ  
(1) ਵੱਜਣਾ ਵਜੱਣੇ ਵੱਜਣੀ ਵੱਜਣੀਆ ਵੱਜਣ ਂ (2) ਵੱਜਦਾ ਵੱਜਦੇ ਵੱਜਦੀ ਵੱਜਦੀਆ ਵੱਜਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਵੱਿਜਆ ਵੱਜੇ ਵੱਜੀ ਵਜੱੀਆ ਵੱਿਜਆ ਂ ਂ (4) ਵੱਜਾਂ ਵੱਜੀਏ ਵੱਜ ਵੱਜੋ ਵੱਜੇ ਵਜੱਣ (5) ਵੱਜਾਂਗਾ 
ਵੱਜਾਂਗੀ ਵੱਜਾਂਗੇ ਵੱਜਾਂਗੀਆ ਵੱਜਂ ਗਾ ਵੱਜਗੀ ਵੱਜੋਗ ੇਵੱਜੋਗੀਆ ਵੱਜੇਗਾ ਵੱਜੇਗੀ ਵੱਜਣਗੇਂ  
ਵੱਜਣਗੀਆ ਂ (6) ਵੱਜ ਵੱਜ ੋ(7) ਵੱਜੀਂ ਵੱਿਜਓ  
 

167  Ｃ  
(1) ਵਜਾ ਉਣਾ ਵਜਾ ਉਣੇ ਵਜਾ ਉਣੀ ਵਜਾ ਉਣੀਆ ਵਜਾਂ  ਉਣ (2) ਵਜਾਉਦਾਂ  ਵਜਾਉਦੇ ਵਜਾਉਦੀ ਂ ਂ
ਵਜਾਉਦੀਆ ਵਜਾਉਿਦਆ ਂ ਂਂ ਂ (3) ਵਜਾ ਇਆ ਵਜਾਏ ਵਜਾ ਈ ਵਜਾ ਈਆ ਵਜਾਂ  ਇਆ ਂ (4) ਵਜਾਵਾਂ 
ਵਜਾ ਈਏ ਵਜਾਏ ਵਜਾਓ ਂ ਵਜਾਏ ਵਜਾ ਉਣ (5) ਵਜਾਵਾਂਗਾ ਵਜਾਵਾਂਗੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਵਜਾਵਾਂਗੀਆਂ 
ਵਜਾਏਗਾ ਵਜਾਏਗੀ ਵਜਾਓਗੇ ਵਜਾਓਗੀਆ ਵਜਾਏਗਾ ਵਜਾਏਗੀ ਵਜਾਂ ਂ ਂ  ਉਣਗੇ ਵਜਾ ਉਣਗੀਆ ਂ
(6) ਵਜਾ ਵਜਾਓ (7) ਵਜਾਈ ਵਜਾਂ  ਇਓ  
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168  Ａ  
(1) ਵੰਡਣਾ ਵਡੰਣੇ ਵੰਡਣੀ ਵੰਡਣੀਆ ਵੰਡਣ ਂ (2) ਵੰਡਦਾ ਵੰਡਦੇ ਵੰਡਦੀ ਵੰਡਦੀਆ ਵੰਡਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਵੰਿਡਆ ਵੰਡੇ ਵੰਡੀ ਵੰਡੀਆਂ ਵੰਿਡਆ ਂ (4) ਵੰਡਾਂ ਵੰਡੀਏ ਵੰਡ ਵੰਡੋ ਵੰਡ ੇਵੰਡਣ (5) ਵੰਡਾਂਗਾ 
ਵੰਡਾਂਗੀ ਵੰਡਾਂਗ ੇਵੰਡਾਂਗੀਆ ਵੰਡਗਾ ਵੰਡਗੀ ਵੰਡੋਗੇ ਵੰਡੋਗੀਆ ਵੰਡੇਗਾ ਵੰਡੇਗੀ ਵੰਡਣਗੇ ਂ ਂ
ਵੰਡਣਗੀਆ ਂ (6) ਵੰਡ ਵੰਡੋ (7) ਵੰਡੀਂ ਵੰਿਡਓ  
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(1) ਵਧਣਾ ਵਧਣੇ ਵਧਣੀ ਵਧਣੀਆ ਵਧਣ ਂ (2) ਵਧਦਾ ਵਧਦੇ ਵਧਦੀ ਵਧਦੀਆ ਵਧਿਦਆ ਂ ਂ (3) 
ਵਿਧਆ ਵਧੇ ਵਧੀ ਵਧੀਆ ਵਿਧਆ ਂ ਂ (4) ਵਧਾਂ ਵਧੀਏ ਵਧ ਵਧੋ ਵਧੇ ਵਧਣ (5) ਵਧਾਂਗਾ ਵਧਾਂਗੀ 
ਵਧਾਂਗੇ ਵਧਾਂਗੀਆਂ ਵਧਗਾ ਵਧਗੀ ਵਧੋਗੇ ਵਧੋਗੀਆ ਵਧੇਗਾ ਵਧੇਗੀ ਵਧਣਗੇ ਵਧਣਗੀਆ ਂ ਂ (6) 
ਵਧ ਵਧੋ (7) ਵਧੀਂ ਵਿਧਓ  
 

170  Ａ  
(1) ਵਰਤਣਾ ਵਰਤਣੇ ਵਰਤਣੀ ਵਰਤਣੀਆ ਵਰਤਣ ਂ (2) ਵਰਤਦਾ ਵਰਤਦੇ ਵਰਤਦੀ ਵਰਤਦੀਆ ਂ
ਵਰਤਿਦਆ ਂ (3) ਵਰਿਤਆ ਵਰਤੇ ਵਰਤੀ ਵਰਤੀਆਂ ਵਰਿਤਆ ਂ (4) ਵਰਤਾਂ ਵਰਤੀਏ ਵਰਤ 
ਵਰਤੋ ਵਰਤੇ ਵਰਤਣ (5) ਵਰਤਾਂਗਾ ਵਰਤਾਂਗੀ ਵਰਤਾਂਗ ੇਵਰਤਾਂਗੀਆ ਵਰਤਗਾ ਵਰਤਗੀ ਂ
ਵਰਤੋਗੇ ਵਰਤੋਗੀਆ ਵਰਤੇਗਾ ਵਰਤੇਗੀ ਵਰਤਣਗੇ ਵਰਤਣਗੀਆ ਂ ਂ (6) ਵਰਤ ਵਰਤੋ (7) ਵਰਤੀਂ 
ਵਰਿਤਓ  
 

171  Ｂ  
(1) ਵੜਨਾ ਵੜਨੇ ਵੜਨੀ ਵੜਨੀਆ ਵੜਨ ਂ (2) ਵੜਦਾ ਵੜਦੇ ਵੜਦੀ ਵੜਦੀਆ ਵੜਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਵਿੜਆ ਵੜੇ ਵੜੀ ਵੜੀਆ ਵਿੜਆ ਂ ਂ (4) ਵੜਾਂ ਵੜੀਏ ਵੜ ਵੜੋ ਵੜੇ ਵੜਨ (5) ਵੜਾਂਗਾ 
ਵੜਾਂਗੀ ਵੜਾਂਗੇ ਵੜਾਂਗੀਆਂ ਵੜਗਾ ਵੜਗੀ ਵੜੋਗੇ ਵੜੋਗੀਆ ਵੜੇਗਾ ਵੜੇਗੀ ਵੜਨਗੇ ਂ
ਵੜਨਗੀਆ ਂ (6) ਵੜ ਵੜੋ (7) ਵੜੀਂ ਵਿੜਓ  
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172  Ｃ〈不規則〉  

不確定未来形と未来形の活用語尾はすべて ਵ を含まない形となります。  

(1) ਵਾਹੁਣਾ ਵਾਹੁਣੇ ਵਾਹੁਣੀ ਵਾਹੁਣੀਆ ਵਾਹੁਣ ਂ (2) ਵਾਹੁੰਦਾ ਵਾਹੁੰਦੇ ਵਾਹੁੰਦੀ ਵਾਹੁੰਦੀਆ ਂ

ਵਾਹੁੰਿਦਆ ਂ (3) ਵਾਿਹਆ ਵਾਹੇ ਵਾਹੀ ਵਾਹੀਆ ਵਾਿਹਆਂ ਂ (4) ਵਾਹਾਂ ਵਾਹੀਏ ਵਾਹ ਵਾਹੋ ਵਾਹੇ 

ਵਾਹੁਣ (5) ਵਾਹਾਂਗਾ ਵਾਹਾਂਗੀ ਵਾਹਾਂਗੇ ਵਾਹਾਂਗੀਆਂ ਵਾਹਗਾ ਵਾਹਗੀ ਵਾਹੋਗੇ ਵਾਹੋਗੀਆ ਂ

ਵਾਹੇਗਾ ਵਾਹੇਗੀ ਵਾਹੁਣਗੇ ਵਾਹੁਣਗੀਆ ਂ (6) ਵਾਹ ਵਾਹੋ (7) ਵਾਹੀਂ ਵਾਿਹਓ  
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(1) ਿਵਖਾ ਉਣਾ ਿਵਖਾ ਉਣੇ ਿਵਖਾ ਉਣੀ ਿਵਖਾ ਉਣੀਆ ਿਵਖਾਂ  ਉਣ (2) ਿਵਖਾਉਦਾ ਿਵਖਾਉਦੇ ਂ ਂ
ਿਵਖਾਉਦੀ ਿਵਖਾਉਦੀਆਂ ਂ ਂ ਿਵਖਾਉਿਦਆ ਂ ਂ (3) ਿਵਖਾ ਇਆ ਿਵਖਾਏ ਿਵਖਾ ਈ ਿਵਖਾ ਈਆ ਂ
ਿਵਖਾ ਇਆ ਂ (4) ਿਵਖਾਵਾਂ ਿਵਖਾ ਈਏ ਿਵਖਾਏ ਂ ਿਵਖਾਓ ਿਵਖਾਏ ਿਵਖਾ ਉਣ (5) ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ 
ਿਵਖਾਵਾਂਗੀ ਿਵਖਾਵਾਂਗੇ ਿਵਖਾਵਾਂਗੀਆ ਿਵਖਾਏਗਾਂ ਂ  ਿਵਖਾਏਗੀ ਿਵਖਾਓਗੇ ਿਵਖਾਓਗੀਆ ਂ ਂ
ਿਵਖਾਏਗਾ ਿਵਖਾਏਗੀ ਿਵਖਾ ਉਣਗੇ ਿਵਖਾ ਉਣਗੀਆ ਂ (6) ਿਵਖਾ ਿਵਖਾਓ (7) ਿਵਖਾਈ ਂ
ਿਵਖਾ ਇਓ  
 
174  Ａ  
(1) ਵੇਖਣਾ ਵੇਖਣੇ ਵੇਖਣੀ ਵੇਖਣੀਆ ਵੇਖਣ ਂ (2) ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੀ ਵਖੇਦੀਆ ਵਖੇਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਵਿੇਖਆ ਵਖੇ ੇਵਖੇੀ ਵੇਖੀਆ ਵਿੇਖਆ ਂ ਂ (4) ਵਖੇਾ ਂਵਖੇੀਏ ਵਖੇ ਵਖੇ ੋਵਖੇ ੇਵੇਖਣ (5) ਵਖੇਾਗਂਾ 
ਵੇਖਾਂਗੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੇਖਾਂਗੀਆ ਵੇਖਗਾ ਵੇਖਗੀ ਵੇਖੋਗੇ ਵੇਖੋਗੀਆ ਵੇਖੇਗਾ ਵੇਖੇਗੀ ਵੇਖਣਗ ੇਂ ਂ
ਵੇਖਣਗੀਆਂ (6) ਵੇਖ ਵੇਖੋ (7) ਵੇਖੀਂ ਵੇਿਖਓ  
 
175  Ａ  
(1) ਵੇਚਣਾ ਵੇਚਣੇ ਵੇਚਣੀ ਵੇਚਣੀਆ ਵੇਚਣ ਂ (2) ਵੇਚਦਾ ਵਚੇਦ ੇਵਚੇਦੀ ਵਚੇਦੀਆ ਵਚੇਿਦਆ ਂ ਂ
(3) ਵਿੇਚਆ ਵਚੇ ੇਵਚੇੀ ਵਚੇੀਆ ਵੇਂ ਿਚਆ ਂ (4) ਵਚੇਾਂ ਵਚੇੀਏ ਵਚੇ ਵਚੇ ੋਵਚੇ ੇਵਚੇਣ (5) ਵਚੇਾਂਗਾ 
ਵੇਚਾਂਗੀ ਵੇਚਾਂਗੇ ਵੇਚਾਂਗੀਆ ਵੇਚਗਾ ਵੇਚਗੀ ਵੇਚੋਗੇ ਵੇਚੋਗੀਆ ਵੇਚੇਗਾ ਵੇਚੇਗੀ ਵੇਚਣਗੇਂ ਂ  
ਵੇਚਣਗੀਆ ਂ (6) ਵੇਚ ਵੇਚੋ (7) ਵੇਚੀਂ ਵੇਿਚਓ  
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