
vorto 意味 意味続き

aĉet/i [他]買う 購入する;＝subaĉeti（買収する）

adres/o 住所 あて名;【情】アドレス（メモリの番地）

aer/o 空気 外気,大気;空,空中

afer/o 物事（ものごと）
事,事柄,事項;用件,用事,問題;事件,出来事;事

業,業務;【法】訴訟事件;【商】取引

Afrik/o 【地名】アフリカ

ag/i [自]行動する ふるまう;【理】作用する

agrabl/a 快い 心地よい,気持ちのよい

aĝ/o 年齢 歳

akcept/i [他]受入れる 受理する;迎え入れる;容認する

akv/o 水

al [前]～へ

ali/a ほかの 別の,その他の;もう一つの

alt/a 高い 高貴な,高級な

amas/o 集積 大量,群れ;大衆,群衆

ambaŭ [形]両方の 双方の

am/i [他]愛する 好きである

amik/o 友達 味方

angl/a イギリス（人）の （la ～）英語の

ankaŭ [副]～もまた

ankoraŭ [副]まだ もっと

antaŭ [前]（時間的・空間的に）～の前に

aper/i [自]現われる （刊行物が）出る

april/o ４月

apud [前]～のそばに

arb/o 木 樹木;【植】高木

art/o 技術 ～術;芸術;（自然に対して）人工

atend/i [他]待つ 期待する

atent/a 注意深い

aŭ [接]または あるいは

aŭd/i [他]聞く 聞こえる

aŭgust/o ８月

aŭskult/i [他]聴く 耳を傾ける,傾聴する

aŭt/o 自動車 ＝aŭtomobilo

aŭtun/o 秋

Azi/o 【地名】アジア

baldaŭ [副]まもなく やがて

banan/o 【果】バナナ

bedaŭr/i [他]残念に思う 惜しむ



vorto 意味 意味続き

bel/a 美しい
きれいな;立派な,すばらしい;（天気が）晴

れた

best/o （人間を除く）動物 獣

bezon/i [他]必要とする

bild/o 絵
図,挿絵;像,光景;映像,影;心象;似姿;比喩（ひ

ゆ）;【理】像;【情】画像

bird/o 鳥 《転》（軽蔑して）人,やつ

blank/a 白い

blu/a 青い

bon/a 良い 善良な,りっぱな

bril/i [自]輝く 光る

brun/a 褐色の 栗色の,茶色の

buŝ/o 口 【解】口腔

cel/o 目的 目標

cent [数詞]百

cert/a 確かな 確実な;ある（特定の）

ĉambr/o 部屋 室

ĉar [接]～だから ～ので

ĉe [前]～のところで

ĉeval/o 【動】ウマ（馬） 【遊】（チェスの）ナイト,（将棋の）桂馬

ĉi [副]（近接をあらわす）

ĉiam [副]いつも 常に

ĉie [副]いたる所に どこでも

ĉin/o 中国人（中国国民） 漢人（漢民族の人）

aŭ [接]または あるいは

Ĉin/uj/o 【国名】＝ĉinio（中国）

Ĉin/i/o 【国名】中国（アジア） ＝Popola Respubliko ĉinio

ĉirkaŭ [前]～のまわりで ～の周囲に;（時）～のころ

ĉu [接]～かどうか

da [前]（数量）～の～

dank/i [他]感謝する ありがたく思う;礼を言う,謝意を表す

daŭr/i [自]続く 持続する;⾧引く;⾧持ちする

de [前]～の（所有・関係）
～から（起点・原因）;～によって（動作の

主体）

decembr/o １２月

decid/i [他]決める 決定する;決心する

dek [数詞]十

demand/i [他]質問する たずねる

dekstr/a 右の 【政】右翼の,右派の



vorto 意味 意味続き

dent/o 歯 《転》歯状の物,突起

dev/i [自]～しなければならない ～にちがいない;～はずである

dezir/i [他]欲する ～したい,望む;願う,（成功などを）いのる

dimanĉ/o 日曜日

direkt/o 方向

dir/i [他]言う 述べる,告げる

divers/a いろいろな さまざまな,多種多様な

do [接]だから すると,それでは,そこで

dolĉ/a 甘い 心地好い;やさしい

dolor/o 痛み 苦痛

dom/o 家 家屋;＝hejmo;建物,ビル;（貴族の）家系

don/i [他]与える 渡す,もたらす;おこなう

dorm/i [自]眠っている 《転》休止している

du [数詞]二

dub/i [自・他]疑う 怪しむ;危ぶむ

dum [接]～する間 ～する一方では

eĉ [副]さえ

edz/o 夫

ekster [前]～の外で ～の外に;～のほかに,～以外

ekzist/i [自]存在する 実在する

el [前]～の中から ～から出た,～のうちの,～製の

elekt/i [他]選ぶ 選択する,選定する

en [前]（場所）～の中で
（時間）～の間に;（状態）～において;

（衣服）～を着て

en/o 【貨】円 ＝jeno

erar/i [自]誤る 間違う;道に迷う

esper/i [自・他]希望する 期待する

est/i [自]（～）である いる,存在する

eŭr/o 【貨】ユーロ

Eŭrop/o 【地名】ヨーロッパ

facil/a 容易な 簡単な;軽やかな

fal/i [自]落ちる 落下する;倒れる,転ぶ;降る;《転》滅びる

famili/o 家族 一族;【生】（分類学上の）科;【語】語族

far/i [他]する 遂行する;作る,つくり出す

februar/o ２月

feliĉ/a 幸福な 幸せな;幸運な

fenestr/o 窓 【情】ウィンドウ

ferm/i [他]閉める 閉じる,閉ざす;《転》終える

fil/o 息子



vorto 意味 意味続き

fingr/o 指 指の幅

fin/i [他]終える やめる;仕上げる,完了する

fiŝ/o 魚

flank/o 側（がわ） わき;側面;（～の）方（ほう）

flav/a 黄色い 黄色の

flor/o 花 草花;精華,最良の部分

flug/i [自]飛ぶ 飛行する;飛ぶように進む,急ぐ

foj/o 度 回

for [副]遠くへ 離れて

forges/i [他]忘れる 失念する;なおざりにする,おろそかにする

form/o 形 形状;形態,様相;形式,外形;作法

fort/a 強い 力強い;強固な;激しい

frat/o 兄弟 （親しい）仲間;【宗】ブラザー,＝fratulo

fraŭl/o 未婚男性 独身男性

fremd/a 異国の
他国の;見知らぬ,見慣れない;無縁の,よそ事

の

fru/a 早い 初期の

gazet/o 雑誌 新聞,定期刊行物

glas/o コップ グラス

grand/a 大きい 強大な,多大の,偉大な

grav/a 重要な 重大な;深刻な

griz/a 灰色の
ねずみ色の;白髪まじりの;どんよりした,陰

気な

grup/o グループ 小集団,群れ

gvid/i [他]案内する 導く;指導する,手引きする

ĝarden/o 庭 庭園;～園

ĝis [接]～するまで

ĝoj/i [自]喜ぶ うれしく思う

ĝust/a 正しい 適切な;ぴったりの

har/o 毛（一本） 髪の毛（一本）

hav/i [他]持っている ～がある;所有する

hejm/o 家庭
自宅,わが家;（自宅に代わる）収容施設,

ホーム;《転》＝hejmloko

help/i [他]手助けする 助力する,手伝う,介助する;援助する;役立つ

hieraŭ [副]きのう 昨日

histori/o 歴史 歴史学;沿革,来歴;画期的な事件;物語,話

hodiaŭ [副]きょう 今日（こんにち）では

hom/o 人 人間;【動】ヒト

hor/o 一時間 時間,時刻
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hund/o 【動】イヌ（犬）

ide/o 観念
考え,思想;思いつき,アイデア;【哲】イデア;

【楽】楽想

ili [代]（三人称複数）彼ら 彼女ら,それら

infan/o （大人に対して）子供 児童,幼児;（親に対して）子

instru/i [他]教える
教育する;（出来事が）教示する,教訓を与え

る

inter [前]～の間に ～の間で;～の中にまじって

invit/i [他]招待する 招く;勧誘する

ir/i [自]行く
行き着く,向かう;（物事が）運ぶ;（機械

が）動く

jam [副]既に もはや

januar/o １月

Japan/uj/o 【国名】＝Japanio（日本）

Japan/i/o 【国名】日本（アジア）

japan/o 日本人

jar/o 年 一年;年度

je
[前]（時刻を示す場合や，他に適当な前置

詞がない場合に用いる）

jen [副]（相手の注意を引いて）そらここに ほらそこに

jes [副]はい そうです

juli/o ７月

jun/a 若い 年の若い,年少の,幼い

juni/o ６月

ĵaŭd/o 木曜日

ĵet/i [他]投げる
投げ出す,まき散らす;（勢いよく無造作に）

押しやる,突き出す

kaf/o 【料】コーヒー コーヒー豆,＝kafgrajno

kaj [接]～と～ そして

kalkul/i [他]計算する 数える;見なす

kamp/o 野原
田畑;場,分野,範囲;【理】場;【情】フィール

ド

kant/i [他]歌う
（鳥が）さえずる;《転》心地よい音を奏で

る;（詩や歌で）褒めたたえる

kap/o 頭
首,頭部;頭脳;一人,一頭;《転》頂上部,先端,

先頭;指導者

kapt/i [他]つかまえる 捕らえる;つかむ,把握する;とりこにする

karot/o 【植】ニンジン（人参）

kat/o 【動】ネコ（猫）
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kelk/a （数について）いくつかの 何人かの;（量について）いくらかの,多少の

kia [形]どのような どんな

kial [接]なぜ～かということ

kiam [副]いつ

kie [副]どこで どこに

kiel [接]～のように

kies [形]だれの

kio [代]何 何事

kiom [接]（～）ほど

kiu [形]どの どちらの

klar/a 澄みきった 明るい;明瞭（めいりょう）な,明白な

knab/o 少年 男の子

kolekt/i [他]集める
収集する,徴収する;（人を）呼び集める,招

集する

koler/i [自・他]怒っている 腹を立てている

kolor/o 色

色彩;【楽】＝sonkoloro（音色）;【遊】

（トランプの）色（赤または黒）;《転》特

色,個性,色合い

komenc/i [他]始める 開始する,着手する,取りかかる

komerc/i [自]商売をする 商取引をする

kompren/i [他]理解する わかる;了解する,納得する;精通している

kon/i [他]（体験して）知っている
知り合いである,面識がある;精通している;

経験する

konduk/i [他]導く
連れて行く,案内する;至る,通じる;指揮する;

運転する,＝stiri;＝kondukti

konsent/i [自]同意見である 意見が一致している;[他]承諾する,容認する

konsil/i [他]助言する 勧める,忠告する

konstru/i [他]建造する 建築する,建設する;組み立てる,構成する

kontent/a 満足した 甘んじた

kor/o 【解】心臓 《転》心（こころ）;中心,芯（しん）

kore/o 【病】舞踏病

Kore/uj/o 【国名】＝Koreio（朝鮮・韓国）

Kore/i/o
【国名】＝Popola Demokratia Respubliko

Koreio
＝Nord-Koreio

korp/o 体
身体,肉体;胴体;本体;物体;【理】物体;

【数】体

kost/i [他]価する 《転》（代償を）要する

kovr/i [他]覆う かぶせる;覆いかくす;償う,埋め合わせる
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kred/i [他]信じる 確信する,信用する;[自]信仰する

kresk/i [自]成⾧する 発育する,生える;《転》増大する

kri/i [自]叫ぶ 泣き叫ぶ;[他]大声で言う

krom [前]～のほかは（～を除いて） ～のほかにも（～を含めて）

kuir/i [他]（加熱して）料理する 調理する

kun [前]～と共に
～と一緒に;～と,～に対して;～を連れて,～

を持って;～と同時に,～しながら

kur/i [自]走る 駆ける;急いで行く;（水などが）流れる

kuraĝ/a 勇気ある 勇敢な,度胸のある,元気な

kvar [数詞]四

kvin [数詞]五

la [定冠詞]（既知のもの・種全体を示す）

labor/i [自]働く
労働する,仕事する,勤める;勉強する;精を出

す;（機械が）作動する

lac/a 疲れた くたびれた;《転》飽き飽きした

lakt/o 乳 牛乳;乳状の液

land/o 国 国土;地方,地域;祖国,郷土

larĝ/a 幅の広い 幅のある;大幅な,ゆったりした

las/i [他]（物を）放置する
置いて去る,手放す;（人を）放す,ほうって

おく;～するに任せる

last/a 最後の
最終の,後者の;最近の,最新の,直前の,この前

の;最下位の,最低の

lav/i [他]洗う 洗濯する,洗浄する,洗い落とす;清める

legom/o 野菜

leter/o 手紙 書状,書簡

liber/a 自由な
独立の,束縛されない,免れた;ひまな,空いて

いる,広々した

leg/i [他]読む
音読する;読み取る,解読する;【情】読み取

る

lern/i [他]学習する 学ぶ,習う,覚える;身につける,体得する

li [代]彼 あの男

libr/o 本
書籍,書物,図書;帳簿,記録簿;（書物の）巻,

編,書

lig/i [他]結ぶ
縛る,つなぐ;結び合わせる;《転》束縛する;

関係づける;団結させる

lingv/o 言語 言葉;言葉づかい,語法;伝達手段

loĝ/i [自]住む 居住する;泊まる,滞在する;《転》宿る

lok/o 場所 所;部分,個所;地方,土地;《転》地位,立場

long/a （空間的・時間的に）⾧い 【声】⾧音の
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lud/i [自]遊ぶ

たわむれる,自由に動く;[他]（ゲームなど

を）する,（必要な）動作をする;【楽】演奏

する;（役割を）演じる

lum/i [自]光っている 光る;《転》（顔などが）輝く

lund/o 月曜日

lun/o 【天】月 衛星

maj/o ５月

manĝ/i [他]食べる
（虫が）食う;常食とする;《転》腐食する,

むしばむ;《転》むさぼる

mank/i [自]欠けている 不足している

man/o 手 《転》筆跡;【遊】（トランプの）持ち札

mard/o 火曜日

mar/o 海 （月面の）海;《転》広大なもの

mart/o ３月

maten/o 朝 午前中

mem [副]～自身
～自ら,～そのもの;自分から,自発的に,おの

ずと

memor/i [他]覚えている 記憶している,忘れない

merkred/o 水曜日

met/i [他]置く
入れる,備え付ける,身につける;（ある状態

に）する

mez/o まん中 中央,中点;中間,中位,中ほど;最中,途中

mi [代]私 僕（ぼく）,あたし

mil [数詞]千

milion/o 百万

milit/i [自]戦争する 戦う

mir/i [自]不思議に思う 驚く,驚嘆する

minut/o （時間の）分 寸時,ごく短い時間;（角度の）分

monat/o （暦の）月 一か月

mon/o かね 金銭,通貨

mond/o 世界
宇宙,万物;世の中,世間,社会;～界;世人,世の

人々

mont/o 山 山岳;《転》（山ほどの）多数,多量

montr/i [他]示す
見せる,提示する;指さす,指し示す;教示する,

教える;表す,発揮する

morgaŭ [副]明日 あす

mort/i [自]死ぬ
亡くなる,死亡する;枯れる;無感覚になる;

《転》消える,滅びる

mov/i [他]動かす 移動させる;《転》（人の気持ちを）動かす



vorto 意味 意味続き

mult/a 多くの 多数の,多量の,たくさんの

naci/o 民族 国民（全体）;国,＝regno

nask/i [他]（女性が）生む 出産する

natur/o 自然 天然,自然界;天性,本性,性質

naŭ [数詞]九

naz/o （人・動物の）鼻 嗅覚（きゅうかく）;《転》先端,突出部

ne [副]（～で）ない いいえ

neces/a 必要な 不可欠の;【論】必然の,必然的な

neĝ/o 【気】雪

ni [代]私たち われわれ

nigr/a 黒い

黒色の,黒ずんだ;暗い,闇の,曇った;《転》陰

気な;《転》悪意のある;《転》邪悪な;

《転》不正な

nokt/o 夜 深夜;《転》闇

nom/o 名前 名称

nov/a 新しい 新規の,最新の;新品の,できたばかりの

novembr/o １１月

nu [間]さて！ さあ！

nul/o ゼロ 零;《転》無価値なもの,つまらない人

nun [副]いま（今）
現在;今や,その時;さて,では;現在では,今で

は

nur [副]ただ～だけ ～しかない;ほんの,わずか;ようやく,やっと

oft/e たびたび しばしば,何度も,よく;多くの場合,たいてい

ok [数詞]八

oktobr/o １０月

okaz/i [自]起こる （行事が）催される

okul/o 【解】目 目つき,まなざし,視線

ol [接]～よりも

oni [代]（一般・不特定の）人 人々,誰か

onkl/o おじ（親の兄弟、親の兄弟の夫）

opini/i [他]～という意見である ～と思う,～と考える

oranĝ/o 【果】オレンジ 《般》ミカン（蜜柑）

orel/o 耳 耳状のもの;【解】耳;《転》聴覚

pac/o 平和 平安,治安;和解;平穏,安らぎ

pag/i [他]払う
支払う;《転》仕返しする;《転》償いをす

る

pan/o 【料】パン 食パン;《転》糧（かて）,食糧

paper/o 紙 用紙
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pardon/i [他]ゆるす 容赦する,勘弁する,大目に見る

parol/i [自・他]話す
しゃべる;[自]話しをする;表現する,物語る;

せりふを言う

part/o 部分 一部;分け前,分担;【楽】声部,パート

pas/i [自]通る
通過する;（時が）たつ,経過する;過ぎ去る,

消え去る

patr/o 父 父親;《転》創始者,開祖

pend/i [自]掛っている ぶらさがっている;宙に浮いている

pens/i [自]思う 考える

per [前]～で ～を使って,～によって,～を介して

perd/i [他]失う なくす;見失う;（勝負に）敗れる;空費する

permes/i [他]許す
許可する,容認する;（状況が）許す,可能に

する

person/o 人 個人,人物;【劇】登場人物;【Ｇ】人称

pet/i [他]頼む
請う,願う,依頼する,請願する;（人を）呼ぶ,

招く

pez/a 重い 重さがある;《転》重苦しい;重々しい

pied/o 【解】足（足首から先）
（一般に）足,（動物の）脚;（物体の）脚

部,下部,基部;【文】詩脚

plaĉ/i [自]気に入る 好かれる

plen/a いっぱいの 満ちた;十分な,完全な,全部の

pli [副]より もっと

pluv/o 雨 《転》降り注ぐもの

pom/o 【果】リンゴ（林檎） 《転》リンゴ形の物

popol/o 人民 国民;民衆,庶民

por [前]～のために（目的・用途） ～に対して（対応・対価）;～に賛成して

pord/o 戸口 入り口;戸（と）,扉（とびら）,ドア

port/i [他]持っている

抱えている;持ち運ぶ,持って行く;身につけ

ている,携帯する;（責任などを）負う,担う;

（心に）抱く

post [前]（時間的に）～の後に
～の後で;（空間的に）～の後ろに,～の背後

で

poŝt/o 郵便 郵便事業;【史】駅馬車

pov/i [他]～することができる
～する能力がある,～する権利がある;～して

もよい;～かも知れない

pren/i [他]手に取る

つかむ;取りあげる,奪い取る;取る,得る,選

ぶ;受け取る,受け入れる;～を～と見なす,取

り違える

preskaŭ [副]ほとんど～ ～同然に



vorto 意味 意味続き

pret/a 用意の整った
準備のできた;即応できる;覚悟のできた,喜

んで～する

prezent/i [他]差し出す

見せる,提示する,提出する;紹介する;思い描

く;描き出す;上演する,上映する;（様相を）

呈する,示す

pri [前]～について ～に関して

printemp/o 春

pro [前]～のせいで
～のために（原因）;～の代価として,～と引

き換えに

proksim/a （空間的・時間的に）近い 近接した

propr/a 固有の 特有の,独自の,本来の;自分自身の

prov/i [他]試す
試用する,使ってみる;試験する,検証する;試

みる,やってみる

publik/o 公衆 世間の人々;観衆,観客,聴衆

punkt/o 点
地点;句点;要点;【数】点;【印】（活字の）

ポイント;【情】ピリオド,ドット（．）

pur/a 混じりけのない
純粋な,澄んだ;清らかな,清潔な,きれいな;純

真な,純潔な;【宗】清められた,清浄な

rajt/o 権利 権限,利権

rakont/i [他]物語る 語る,話をする

rapid/a 速い 足の速い;すばやい,即座の

renkont/i [他]出会う
行き会う,遭遇する;経験する;反応する,対応

する

respond/i [他]答える
返答する,回答する;[自]一致する,釣り合う,

対応する;＝respondeci（責任を負う）

rest/i [自]残る
残存する;～のままである,いつまでも～であ

る;滞在する,居残る

ricev/i [他]受け取る
もらう,得る;受ける,受け入れる;こうむる,経

験する;【通】受信する

riĉ/a 金持ちの 富んだ,裕福な;豪華な,高価な;豊かな,豊富な

rid/i [自]笑う
笑い声を立てる;あざ笑う;（物事が）楽し

げな様子を見せる

rigard/i [他]見る

眺める,注目する,目を向ける;確かめる,注意

を向ける;考える,みなす;面している,向いて

いる

rimark/i [他]気づく 注目する;（気がついて）言う,指摘する

river/o 川 河川;流れ



vorto 意味 意味続き

romp/i [他]破壊する
壊す,割る,折る,破る;断つ,断絶する;《転》

（勇気・無関心などを）打ち破る,打ち砕く

ruĝ/a 赤い

sabat/o 土曜日 （ユダヤ教の）安息日

salut/i [他]挨拶する
会釈する,お辞儀する,敬礼する;《転》敬意

を表する,歓迎する;【情】ログインする

san/a 健康な 健やかな,丈夫な,元気な;《転》健全な

sat/a 満腹した 食い足りた;《転》満ち足りた

sci/i [他]知っている 知識がある;心得ている,～できる

sed [接]しかし だが,けれども

seĝ/o いす 腰掛け,座席;席,議席

sekv/i [他]後について行く
つきまとう;従う,追従する;次に来る,後に続

く;（議論などに）ついていく,注意して聴く

semajn/o 週 一週間

sen [前]～なしで

send/i [他]（物を）送る
発送する;（人を）送り出す,派遣する;

《転》投げかける,向ける

sep [数詞]七

septembr/o ９月

serĉ/i [他]捜す
捜索する,探す,探索する;求める,探し求める,

追求する

serv/i [自・他]仕える 尽くす,奉仕する;[自]役立つ,使用される

ses [数詞]六

sid/i [自]座っている

腰掛けている;止まっている,じっとしてい

る;（ある状態に）ある;（ある場所に）い

る,位置する;（服などが）似合っている

silent/i [自]黙っている
口をつぐむ;静かにしている,音を立てない;

《転》休止している

simil/a よく似た 類似の;【数】相似の

simpl/a 単純な
簡単な;単一の;単なる,ただの;簡素な,飾りけ

のない;純朴な,お人よしの

sinjor/o 紳士 主人;【史】領主;（敬称）～様

skrib/i [他]書く
記す;書き表す,記述する;手紙を書く;【情】

書き込む

sol/a 唯一の ただ一つの;ひとりきりの,単独の

somer/o 夏 夏季

son/i [自]音がする
音を立てる,鳴る;ひびく,聞こえる,感じられ

る;（時などを）告げる



vorto 意味 意味続き

spert/a 経験を積んだ 熟練した;経験に基づく

star/i [自]立っている
ある,いる;立ち止まっている,静止している;

（ある状態に）ある

strat/o 街路 通り

sub [前]～の下に 下方に;～の形をとって;～に従って

sufiĉ/a 十分な かなりの,相当な

suk/o 汁
肉汁,果汁,ジュース;体液,樹液;《転》精髄,

エッセンス

sukces/i [自]成功する うまくいく

sun/o 太陽 日光,日なた;（他の惑星系の）恒星

sup/o 【料】スープ

sur [前]～の上に ～の表面に;～のところに

ŝajn/i [自]（～と）見える 思われる

ŝanĝ/i [他]変える 変化させる,変更する,改める;取り換える

ŝat/i [他]価値を認める
高く評価する,尊重する;好む,好く,愛好する,

＝ami

ŝi [代]彼女

ŝip/o 船

ŝton/o 石 石材;石塊,石ころ;宝石;【医】結石

tabl/o テーブル 机,卓,台;食卓;《転》食事,食卓を囲む人々

tag/o 日 一日,一昼夜;昼,日中

ten/i [他]手に持っている

つかんでいる,腕に抱えている;支える,つな

ぎとめる;保有する,保管する,取っておく;

（～の状態に）保つ,しておく,維持する;養

う,飼う

te/o 茶 紅茶（茶葉および飲料）;【植】チャ（種）

temp/o 時間 時;時代,時期,ころ;【学】標準時;【Ｇ】時制

ter/o 地球
地面,地表,大地;陸,陸地;土地;土,土壌;（天国

に対して）現世;地上の人々

tiam [副]その時 あの時;その場合,あの場合

tie [副]そこに そこで,あそこに,あそこで

tim/i [他]恐れる
怖がる,おびえる;心配する,危惧する,＝anta

ŭtimi

tio [代]それ あれ,そのこと,あのこと

tir/i [他]引く
引っ張る,引き寄せる;引き出す,取り出す;引

き伸ばす;引いて行く,引きずる

tiu [形]その あの

tomat/o 【植】トマト



vorto 意味 意味続き

tra [前]～を通って
～を貫いて;～の端から端まで,～中に;（時

間的に）～の間中

trajn/o 【鉄】列車

trankvil/a （心が）平静な 落ち着いた,安らかな,安心した

tre [副]とても たいへん,非常に,

tri [数詞]三 三つ

trink/i [他]飲む

tro [副]あまりに～すぎる

trov/i [他]見つける
見いだす,発見する;認める,気づく,感じる;

（～と）思う,評価する

tuj [副]すぐ すぐに,直ちに;すぐそばに,すぐ近くに

turn/i [他]回す
回転させる;向ける;裏返す,めくる;《転》変

える

tuŝ/i [他]触れる

さわる,接触する;（物が）接する,とどく;手

荒に扱う,傷つける,害を及ぼす;（軽く）言

及する;関係がある,かかわる;感動させる,心

を打つ

tut/a 全部の 全体の,すべての

unu [数詞]一 [形]ある,一つの;[代]ひとり,ひとつ

urb/o 都市 都会,町;（行政上の）市

Uson/o 【国名】アメリカ合衆国 米国（北アメリカ）

uz/i [他]使う 用いる,使用する,利用する

valor/o 価値
値打ち;価格,値段;価値ある物;【数】値（あ

たい）

varm/a 暖かい
熱い,暑い;熱のある;《転》熱心な,熱気のあ

る

ven/i [自]来る やって来る;到着する,行き着く;達する

vend/i [他]売る 売却する,販売する;《転》裏切る,売り渡す

vendred/o 金曜日

vent/o 【気】風 《転》空虚なもの

ver/a 本当の 実際の;真実の,真の,本物の

verd/a 緑の

緑色の;草木の茂った,青々とした;生の,未成

熟の,青い;【Ｅ】エスペラントの;【環】環

境保護の

vesper/o 夕方 夕べ,夕暮れ,日暮れ,宵（よい）,晩

vest/o 服 着物;衣服,衣類;《転》衣（ころも）

vetur/i [自]（乗り物で）行く （乗り物が）行く,運行する

vid/i [他]見る
見える,目にうつる;会う,面会する;見て気づ

く,認める,わかる;目撃する



vorto 意味 意味続き

vintr/o 冬

vir/o 男
男性,⇔virino;一人前の男;（生物の）雄,⇔

ino

viv/i [自]生きている

生きる,生存する;生活する,暮らす,住む;生計

を立てる;（動物が）生息する,すむ;《転》

（記憶などに）残る

vizaĝ/o 顔 顔面;顔つき,顔色;《転》正面;《転》表面

vizit/i [他]訪問する
訪れる;（見物・参拝・診察・面会・見舞な

どに）行く;（学校に）通う,登校する

voj/o 道
道路;通路,街道;道筋,進路,経路;【情】パス,

経路;《転》行き方,方法,手段

vojaĝ/i [自]旅行する

旅をする;（公務や外商で）出張する;（鳥

などが）渡る,＝migri;《俗》（幻覚剤で）

トリップする,幻覚状態になる

vok/i [他]（声を出して）呼ぶ 呼び寄せる,来させる

vol/i [他]（～する）意志がある

～したいと思う,～したがる;（～ことを）望

む,願う;（ものを）欲する,欲しがる;（～

に）行きたい,行きたがる

vort/o 【Ｇ】語 単語;言葉;約束

zorg/i [自]（pri）配慮する
気をつける,世話をする;気にかける,心配す

る;[他]（つとめを）果たす,心がける

-a [形容詞語尾]

-as [動詞語尾]（直説法現在形）

-e [副詞語尾]

-i [動詞語尾]（不定法を示す）

-is [動詞語尾]（直説法過去形）

-j [複数語尾]

-n [対格語尾]

-o [名詞語尾]

-os [動詞語尾]（未来形）

-u [動詞語尾]（意志法を示す）

bo- [接頭辞]（姻戚関係を示す）
bo/fil/o(娘むこ), bo/frat/o(（婚姻による）

義兄弟)

ĉef- [接頭辞]（主要・首⾧を示す） ĉef/urb/o(首都), ĉef/kuir/ist/o(料理⾧)

ge- [接頭辞]（男女を併称する）
ge/patr/oj(両親), ge/knab/oj(少年少女た

ち)

mal- [接頭辞]（正反対・逆を示す） mal/aper/i(消える), mal/grand/a(小さい)

-aĵ- [接尾辞]（具体化された事物を示す） manĝaĵo(食料), lav/aĵ/o(洗濯物)

-ej- [接尾辞]（場所を示す） lern/ej/o(学校), vend/ej/o(販売店, 売場)



vorto 意味 意味続き

-ig- [接尾辞]（他動詞・使役動詞を作る） fal/ig/i(落とす), sci/ig/i(知らせる)

-iĝ- [接尾辞]（自動詞を作る） ferm/iĝ/i(閉まる), ruĝ/iĝ/i(赤くなる)

-il- [接尾辞]（道具・機械・薬剤などを示す） lud/il/o(遊具), pez/il/o(おもり)

-in- [接尾辞]（女性・雌を示す） patr/in/o(母), kat/in/o(メス猫)

-ist-
[接尾辞]（職業的従事者・主義者・信奉者

を示す）
instru/ist/o(教師), vend/ist/o(店員)
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