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『世界の言語シリーズ12スウェーデン語』語葉集

嘗野能之・清水育男

1. はじめに1

本稿は清水育男，ウJレフ・ラーション，首輪巨之阻界の言語シリーズ 12 スウェー

デン剖 (2016：大阪た学出旋会）の各課に収録されア場組単語をアルフアベット順に並

べた寵損集である2. 言頭集を作成するにあたり，初版に見られる誤りの訂正若干の単

語の迫力凪および重複した語葉の宵除を行った．収録されている見出し語の数はおよそ

1,000である．なお，上掲の書には個々 の接続調は16課・23課に，前置詞 d辞につい

てはそれぞれ28課 29課にアルフアベット画~Jで，意来用法伊民薄カ挙げられてい

るので，辞書代わり同活用されたい．

以下では本語葉集の使用方法について，簡単に解説する．

2. 語集第の榔或

語輩集は，見出し語・品詞・変仕形・意味・イディオム等の順て菅B載されている．

2.1見出し語

各見出し語の下にある，直線は長母音であることを，波線は短母音であることを表

している3，原則的に2音節以上の語にのみ直線・波線を付している．これは， 1音節

の語は規則により，母音の長短の区別ができるからである4. ただし， 1音節の語でも

規則の伊跡となる語には記号を付してある．特に，ーm,-nて終わる 1音節語やそり舌

音－rtの前の強勢のある母音については，長短いずれの場合にも記号を付すことにした

見出し語が名調である場合，その前にen,ettを付けることで，その名調の性がEN-

名調供性名詞）であるか ETI－名詞（中性名調）であるかが一目で分かるようにし

た（en),(e伎）のようにカツコで括られている場合は，その名詞治不可算名詞であるこ

とを表している．

1本語葉集は嘗野が教嘩し，清水がチェックを行った

2上掲書の6課から30課までの新出単語として挙げられたものを対象としている．文字や発音につい

て解説した1課から5課までに出てくる単語は含まれていない．また， 6課から30課までの文法解

説の修民キ輔溜陪躍に使われている単語も対象としていない．

3上掲書では，短母音を表すのに文字の下に点を付している．長母音が直紘短母音が点とした方が

直感的に分かりやすいが，残念ながらMロ田oftWordでは文浮の下に点を付すことができないため

に，代わりに法線とした
4母音の長短を区別する原則については上掲書第2課を参照のこと
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2.2 .H調
見出し語に続き，品詞治活赤されている．本稿で使われている品詞の略号は以下の

通りである．

［名］名詞

［伺儲 調

助動］助動詞

日妾］接続詞

協箇旧疑問副詞

2.3費百四移

［囲固有名詞

悶形容司

［前］前置調

激3数詞

院副間投詞

町田冠調

閣］動調

国旧副調

探ft]貯謝t名詞

品詞に続き，名調や動調の変イ~か官噂されている．名調については単数既知形・

複数未質問医・複数既虹彫の順で，動調については現誼形・過去形・完了分詞の順で記

しである．さらに所有代名詞や一部の不定代名詞，指示f協調については単数中世形・

複数の順で示してある．×はその劉憾など料控しないことを意味する．

2.4意味

変｛協に続いて，意味を載せている．単語の日本語訳は，各課の本文の文脈に合う

訊もしくは代却怯訳語を挙げるにとどめたただし，本文に出て来る意味以外に

も特に重要な意味を有している語については，その語の一面的な理解に陥らないよう

に， i宣言L意味記述を加えた．

日本語訳のあとに付されている丸激宰はその単語の初出の課を表している．

2.5イディオムなど

意味に続き，その見出し語を含む構文やイディオム，再帰麟司や小辞離乱および

それらの意味カ2載せられているものもある．小辞動調の小辞の前には hぬ悦のよ

うに，’の記号を付した．これはその小辞に強勢が置かれることを意味している．
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3. 語葉集

A 

d叫成田日制作⑨

血a闇あー，そうなの⑩

必抱醐決して～ない⑫

all ［伺 Iallt. alla/すべて（の） ⑧ 

必a団四すべての中で優上級を強め

る）⑫

晶画旧債定辞と共に）まったく（～

ない）⑩

出 d国Zいつも⑫

戸血g［伺すべてのもの，こと⑫

過園田Zしたがって，すなわち⑮

叫 z蜘第2番目の⑮

白昼ende［前］～に関して⑩

担 ma1a目訪］畑町岨er,anmfilde, anrr剖t/

通報する，届け出る⑫

enanmaian ［名J/anmalan，×，×／通

報届け出⑫

Anna ［固アンナ依姓名）⑭

annar冨［副さもないと，そうでなけれ

ばそのほかの点では⑮

Annika ［固アンニカ依姓名）⑭

en型Ja［名］/apan, apor, apom.a/サル⑮

arbe飽閣］／紅betar，的e凶 e,arbetat/働

く⑩

倒的自［名］／的憎む的eten,

arb白血／仕事⑫

倒的自1bord［名］ /-bord民－bo吋，

-borden/仕事机⑩

m苧民岡崎［名J/-milj仇－milj0er,

-miljoem.a/労働環境仕事場⑪

田平民司均図［名J/-pla凶en,-plat!ier, 

-plat!iemaノ職場⑪

聞 d湖 snmi［名］ /-rummet:,-rum, 

-rummen/書斎，仕事部屋⑥

Arne圃］アーネ G男性名）⑬

art.on蜘 18⑮

a不定詞マーカー俣旬）⑧

a 目安1G定由at）⑭

制的sti［名J8月⑮

av ［前］～の，～から離れて⑩～から

成る，～で出来た⑪

拘 句ideB闘決定的な⑩

m曲血勘］畑slu凶，av叫u凶 .e,av叫ntat/

終える，終わらせる⑫

B 

bad→ be ⑫ 

baka閣J/b北紅，b北ade,b北at/ （パン

やケーキなどを）焼く⑩

bakom ［前］～の後ろに⑫

ettbab畦［名］ /-verket:, -verk, -verken/ 

焼き菓子，パティスリー⑮

enbanan ［名］ /bananen, bananer, 

bananemaノバナナ＠

hara回目～だけ③

出加盟［名］ /bamet, barn, bamenノ子

供 ⑧

e岱barnprogram［名J/-programmet, 

-pro伊 m,-pro伊 mmen/子供向け番

組 ⑧

be B動r]/her, bad, bett/お願いする，依

頼する⑫.beom…～を求める，乞

う⑫

k地ga[J動i]/b必agar,b嗣agade,

b副agat/bek1aga sig (i伽町一）（～につ

いて）苦情を言う，ぐちをこぼす⑮
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民地飽国語0/beriittar, berii也 de,berii回 t}

話す，語る⑮

h習曲盟国直fJ]/l町凸＇mmer,her伽nde,

b町伽t／利賛する⑮

besh血 E動1]/beslu町，beslu匂de(beslot), 

beslu飽t(beslutit) ／決める，決定する

⑩ 

h鋪mma働］ /-s曲runer，叫mde,

-s曲nt/決める⑬．同樋mmasig

（責)r••• ）決心する，（～を）決める⑫

ettbesok ［名］ /besoket, besok, bes0ken/ 

訪問見物⑮

h品h回訪r]/b問。ker,bes0kte, besolct/訪

れる⑮

』凶a劫1]/bet血r,be凶ac:le,b自 lat/支

払う⑭

bete閣I]/be町，betedde,betett/ bete sig 

振る舞う⑮

betr姐白血［前］～に関して⑩

k肘aB動］/betyder, betydde, betytt/意

味する⑮

勘語tta［固］ピルギッタ依性名）⑬

en凶［名］/biten, bi1町，bitarna/ー骨扮，

断片⑫

句吋aB動1]/bjud町，bjod,hjudit/招待す

る，ごちそうする⑬

出跡地［名］／ー凶.et,－凶九ー凶na/白

樺の材木⑮

en地 n［名］ /bjornen，切るm民

bjornama/クマ⑮

出血B動］ /blan伽r,blan也de,blandat/ 

混ぜる⑫

出永田沼輝いている，なめらかな⑫

出v→bli⑫

凶 B動］ /blir, blev, blivit/～になる⑧

bliv匙→ bli⑫

bli日開青い⑫

四回伽吋t［名］／矧ten,×，×／プ

Jレーペリージャム⑮

ho ［！勤r]/bor, bodde, bott/住んでいる，

住む⑥

enlx主［名］/boken,b蝕町，bockemaノ本

⑩ 

bort回目遠くへ離れて，向こうへ⑮

加也国日遠くで，離れて，不在で，消

えている⑫

bra 00.面目よい・よく，素晴らしい・

素晴らしく⑦

h吋耐国日そばに，わきに，並びの⑫

en bric:ka ［名J/bri也 n,brick町，

brickorna/お盆トレー⑮

h台国叫e田沼不足した，欠如した⑩

加血閣I]/brukar, brukade, brukat/よ

く～する⑧

句包 B動r]/b加乙b仇 brutit/壊す

切包 Ut始まる，勃発する⑫

閃旬並［名J/braket, b批 braken/喧嘩

⑮ 

en buss f名J/bussen, m踊 ar,bussarnaノ
パス⑪

m凶品縄郎［名J/-pla:肌静岡：r,

-pla箇四ia/バス停⑫

enbutik［名］/butiken,butiker, bu也町na/
店⑫

m匂醇wl［名］/by路naden,b児gnad町，

~即aderna/ ~間期⑪
bada ［伺二人とも，二っとも，両方⑥

凶品目妾］凶deAochBAもBも両方

とも⑪
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悩制aB動］ /b剖也r,badda<ie, baddat/ 

ベッドを整える⑨

en凶剥m血［名］ /-so:ffan. -soffor, 

-soffomaノソファーベッド⑥

凶託限］最もよい.bra/ godの最上級

⑫ 

b勧 eM より良い.bra/ godの比較

級＠

bOra服働r]/bor.，加・rde,bort/～すべき

だ～したほうがよい，～に違いない

⑫ 

b空事調1]/b吋ar,borjade, bOrjat/～し

始める⑧

c 
m関町田n ［名］ I centrumet, centrum, 

centrumen/中心街⑮

出 d郁［名］地ips民 chips,chip錨 1ノ

（ポテト）チップス⑧

enφd［名］均凶n,cykl釘，q地maノ自

転車⑨

enq凶d苧［名］ /-a錨ren,-a白rer,

幽 remaノ自転車屋＠

開 q抽叫［名］／叫I民－stiill.吋 Ilen/

駐輪場，自転車置場＠

mφds坦kl［名］ /-s凶ilden,-st6ld町，

柑 1ldernaノ自転車の盗難＠

mφ出！！＇［名J/-turen, －加rer,-tur四 ia/
サイクリング⑫

梢a閣］ /cyl<lar, cyl<lade, cyklat/自転

車に乗る⑨

D 

m也g［名J/dagen，也伊r，也gamaノ日

⑨ 

時伊lS噌習慣［固ダーゲンス・ニー

へーテル（スウェーデンの日刊紙 DN

と省略される）⑩

飢匂脚n［名］／由ghemrneむdaghem,

也gh即 l.menノ保育所⑧

ett匂静［名J/dagiset,也gis，也伊en/保

育所， gipi.也gis保育所に通う⑥

也p 国日 （すべき）時に，時点に⑨

m匂mav砂判［名］／ー地凶ngen,

－町delningar，ー町deh血g沼田／婦人服

売り場⑮

end蜘［名］／也旬・m,datorer, da白1rerria/
コンピューター⑥

de ［悶彼らは，彼らが侠由可）⑥

也院到それらの（複裁英也e)

dee溜 nber［名J12月⑫

(ett) december量a［名J/-fikat，×，×／ 

12月のフィーカ⑫

m伽泊e町［名］／d同me伽 L白ciine回，

decimetemaノデシメートノレ⑫

end氏担問［名J/deck釘en,deckare, 

deckarna/推理小説サスペンス⑧

endel ［名］ I delen, delar, delama/剖扮

⑫ 

d白色国旧一部は，一部には⑮

dem [ft]彼らを・彼らに，それらを・

それらに俣也em）⑨

血［伺それが・それを・それに（単

数共怯英 it）⑨

白1白司その（単数共也英也e)

den ena .... den ar曲目．一方は～，断

は～⑭

伽ihirこの， これ⑪

denna ［倒／det包，dessa/こ九この⑬

白酒［伺彼らの，それらの⑮
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end国間t［名J/di邸百四，desserter,

d由民巾maノデザート⑭

d間 utom圃加えて⑫

也t[ft]それが・それを・それに（単数

中位英 it）⑦

也t院司その（単数中也英也e)

m也叫．［名］ /de吋en,d自 lj町，

d也 lj町田／輔目⑩

dig ［悶あなたを，あなたに⑦

(en) dill ［名］／岨len，人×／ディル

（ノ、ープの一種） ⑦ 

(e住）岨sm伽［名］ /smoret,×，×／ディ

ル入りバター⑬

din ［問地n,diは，dina/あなたの⑩

品血 B動］泊skar，倣ade,diskat/皿洗

いをする⑧

en disk踊nk［名］ /-banken, -bankar, 

弘法ama/ （台所の）流し台⑮

d出 蜘aE勤＇］ /di血iterar,d山岡de,

disku町ヨザ議論する⑮

dit [I翻そこへ⑬

eは命ll'［名J/dj町民djur，司町四／裂物

⑮ 

d融制／do伽，doftade,doftat/香り

がする⑭

en do蜘［名］ /do伽 Ldo町民

曲 師ma/娘⑥

cha ［）訪］地訂，drog,世agit/引く，引っ

張る⑫

面白闘］ルicker，世比企uckit/飲む

⑧ 

世og→ dra⑫

~国ljJ ~t ～余り⑭

d血働0I dukar, dukade. dukat/テープ

ルをセッテイングする⑫ dub.'fram 

テーブルに～を出す⑨

ett匂gn［名JI dygnet. dygn，命事ienノー
昼琵 24時間⑫

dyr [J醇］高価な⑭

か回日開気分が暗い⑮

di国Eそのとき，そうすると，それで

は⑥

~ 00]悪い⑫

叫gt醐悪く⑩

dir国旧そこで，そこに⑦

也refter国旧その後で⑪

＆伽甜日妾］～だから⑧

E 

efter ［前］～の後で⑧．～を求めて⑦

en~凶d也g ［名］ ／ー出d也gen,

叩 d也gar.，ー凶d也garna/午後⑨

en cft.err加［名J/-riitten, -ratter, 
-riittema/デザート⑮

d町田m 目安］～なので，～だから⑫

句m 印刻自己の，自分自身の⑮

句~伊E 四日実際に，本来は⑫
四位即時［名J/eko町田，ek.1町民

ekorrarnaノリス⑨

enelev ［名J/el開 n,el問 r,el1町 ema/生

徒 ⑮

品蜘第11番目の⑮

eiler日妾］あるいは，または⑧.ellerhur? 

～ですよね？（伽日車問⑮

elva閣幻 11⑭

盈副a［固］エンプラ＆；生名）＠

Emil ［固］エーミル C男性名）⑧

m 閲ある侠a,an）⑥
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回a~伺一方（の）⑧

佃 a姐ende悶上t類のない，特有な，

ユニークな＠

回也日開 Eトの⑫

佃 kelB閥単純な，簡単な⑩

佃 m略国日非常に⑫

団組m田沼ただ一人の，ただ～だけで⑫

四割m誠回de日勾たった1人の， 1人

だけの⑫

四回凶［名J/entr1白，entreer,en・凶ema/
入口⑮

回話回s[D訪］／en・討sas,err由ades,envisa1岱／

頑固に主張する，強情を張る⑫

er ［伺あなた方を，あなた方に⑦

er ［伺／同町a/あなた方の⑩

a踊nnaB動］／・kanner，・同nde，岨nt/認

める⑫

倒閣ある G定a,an）⑥ 

~［固］ヨーロッバ⑫

開国間>el［名］／田：emplet，位m同

exemplenノ例．叫a臨時叫例えば⑬

emti止問異国情緒の，エキゾチック

な外来の⑮

司阻泊四回勘］／押erimenterar,

勾 erim田町 凶e，四阿国四回t／実

験する⑩

包図面旧特別に，余分に⑫

en~回盆扉nl ［名J/-a暗むden,-atgard町，

-atgiird四国ノ：余分徐計）な対筑特

別な対策＠

盛田盟立国日きわめて，とても⑫

F 

蝕 tiskt田口実際に⑫

出血nc名］／剖let，剖1,fallenノ落下，下

寵低下，事例.ialla倒とにかく，

いずれにせよ⑫

enfam珂［名J/f.卸llljen，如nilj町，

加niljemaノ家族⑥

加国曽伊rule[J関空想を糊ける⑩

血血s蝕悶素晴らしい⑦

伽瑚sti釦田口素晴らしく⑭

勉t［接］けれども⑫

勉 t［百』固定した⑮

m血s回［名］／白stern,恒国r,f.笛回ma/
父方のおば⑫

開勉［名J/fa倒，fat,fatenノ皿⑧

en favoritbok ［名J/-boken, -b6ck1町，

-bock町na/お気に入りの本⑩

旬aB動1]/fejar, £司ade，£司at/きれいにす

る⑨

組回目間違って，誤って⑮

加蜘 5⑥

白血劇 50⑭

財制den［名Jv姐晶m嗣.ens時ごろ⑫

femton蜘 15⑭

m勉t［名J／£田町i,fes町，f田町田／ノfー

ティー⑫

fika B動r]/fikar, fikade, fikat/コーヒーす

る，フィーカする⑥

四日m［名］／臼men，他ner,filmema/映

画⑧

fin [J閲素敵ょ⑨

曲 四 醐I]/firms, farms, funniぉ／存在

すみある⑫

enfiskdi止［名J/-disken, -di畑，

・他kamaノ魚売り場⑧

奇跡蜘第4番目の⑮
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~協］より多くの. mangaの比較

紘自間前ng町何度も⑮

自国t田沼最も多数の.mangaの最上級

⑮ 

毎回閣］／姐戸町，毎回de，均ttat/引っ

越す，移動する⑫．移す

(ett) folk f名J/folket,×，×／人々⑮

ettfolk ［名J/fo肱et,folk. folken/民族．

国民

伽 t国旧速くR・ sa伽 t...～するとす

ぐに⑫

伽 由即 時 B副依然として，まだ，い

まだ⑦

伽包蹴→ for凶 tta⑩

伽包加働1]/-sa:佐官，ー担惜，園田口J続く，

続ける⑫

en~頃ttning ［名］ /-s加血gen,

-sattnin伊r,-sattr血酔ma/続き，継続

⑮ 

fmmfOr ［前］～の前に⑧

加 mne[]i旧前に，習盾する， E盾して

いる⑮

enframtid ［名J/framtid阻止amtider,

framtidemaノ未来 ifm皿副m 未来に

⑫ 

合anskOOJフランス Cm>の⑬

回全併ag［名］／岳吋agen,fre也gar,

h也伊ma/金曜日⑦

en企割噂加盟［名］／『b組.en,-kv組訂，

-kv組沼田ノ金曜の晩⑧

en企凶喝田副血g［名J/-midi也gen,

-mid也gar,-mid也伊ma/金曜の夕食

＠ 
出企量蜘聞記阻［名］／－mu蹴 t，・museer,

-museerna/ ！野外博槻官⑮

創sk[J移］健康な⑫

enfnま凶t［名］／血止由旬n,frukostar, 

企ukos凶 na/朝食⑨

ettfn虫関伽量k［名J/-bniket, -bnik, 

-b品開／朝食時の喧嘩⑮

enfn加山d［名］／叫aden,-sallader, 

-salladerna/フルーツサラダ＠

企格闘］／臼gar，伯gade，飴伊ti尋ね

る⑦

他 l［前］～から俣 from）⑮

企量sa［動］／企aser,fraste，企ast/ジュー

ジューと音を立てる⑫

full田沼いつはhの，満ちた⑫

白Ds血拘t国旧完全に⑫

fund問団b］泊nderar,funderade, 

funderat/よく考える⑧

明a[J訪］／明.er,fyllde，今ilt/満たす⑮

伊劃 4⑫

伊tio蜘 40⑧

量調］／晶r,ficlc,晶ロJもらう⑨．〈ら

う．晶司加h返してもらう⑧

晶［助動1J/far, ficlc, fatt/～してよい，

～しなければならない，～する羽目に

なる⑩

enGgel ［名］／晶geln,fi1g1ar，晶g1amaノ烏

⑨ 

伽→晶⑫

年digB聞出来上がった＠

(en）争~［名］/-mat叫×，×／調

理済み食品，出来合いの食べ物⑧

m釦芭［名］／白rgen，釦宮町，伽gerna/色

⑪ 

缶sk田沼新鮮な⑬

制 d田沼生れた⑮
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m宅de1臨場［名］／也gen,-d喝ar,

ー也酔ma/誕生日⑮

en唾de1剖 appr四回［名］ /-presenten, 

-p悶回町，－presenternaノ誕生日のプ

レゼント⑮

田智d副 ags宇包［名］／ー泊rtan，也加，r,

-t:anorna/ ／｛ースデーケーキ⑧

明aB訪0/foljer，，制de，，例t/同行する，

続く⑫

fi>r ［前］使 for）⑧

伽 att...～するために⑫

伽加吋a閣］／也市ereder，品1rb百・edde,

forberett/準備する⑧

伽悩［前］～の横を，～を通り過ぎて⑮

伽'C0前］～の前に⑮

倫-es1iB動］／必r，喝log,也 git/提案す

る①

晶耐m B動rJ/for.地rar，品ddarade,

forklarat/説明する⑫

en伽ゆing［名］／指向凶珂en,

for刷出唱：ar，白向悩時四ia/風邪⑮

制胞団1]/-1加，・恥・国語ザ許す⑫

en伽m姐dag［名J/fonnid也gen,

品nnidda;伊r,fonniddagarna/午前⑨

m倫明［名］／・ort:en,-orter, -orternaノ郊

外 ⑮

品rraOOJ前の⑫

倫闇岡田日ところで⑮

倫曲目安］～する前に⑬

伽senad田沼運くなった，遅れた＠

ettfOr由g［名］／品凶喝，et,品1rslag,

forslagen/提案⑬

倫武田口まず，最初に⑫

伽羽激3第1番目の⑮

伽s曲面旧当然，もちろん⑮

伽肘i伊 B動］／品町占gar.，白可也伊de,

白均dligat/明らかにする，明確にする

⑮ 

enfOr創 er［：名J／£釘剖dern，£鋪地百，

f鋪 I世間ia/親⑫

G 

回血mal田沼古い，年老いた⑪

伊血回目まあまあ，かなり⑩

出伊智［名JI garaget, garage, garagen/ 

ガレージ⑫

en樫ta［名J/ga:凶，ga:旬，r,ga:白ma/通り

⑮ 

伊国tB司日すぐに，ただちに⑫

genom 0前］～を通って，貫いて⑮

git-k→ ga⑫ 

gift [J移］鰍骨している⑥

副aB動r]/gillar, gillade, g迎at/好む⑬

即de→gora⑧

即 t→goraR 
glad 防］（伽er... ) （～糾うれしい⑪

m酔SS［名JI glassen, gI出sar，ゆssarnaノ
アイスクリーム⑭

~ E動J/glomm町，glomde,glomt/ 

忘れる⑫

god田沼おいしい⑫．良い

出 制v［名］ /golvet, golv, golven/床⑩

伊住田沼おいしい匂：od.の中性単数紛

⑥ 

engrad ［名］ /graden, grader, grad加国ノ

鹿度合⑮

en gr沼me［名J/gr.叩 nen,grannar, 

grannama/隣人⑫
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en gr時~［名］／griljeri喝四， grilje出喝：ar,

grilje市港町13ノ衣をつけてオープンで

こんがり焼くこと⑩

g姐adOOJ焼いた⑬

en gr回世 ［名］ /grunden. grunder, 

grundema/基礎土台，理由. pi 

F皿dav.“～のために，～の理由で

⑩ 

m健也［名］／grytan,grytor, grytoma/鍋

⑫ 

即時ヰ［名］／叫en,-s蜘，叫ema/

野菜（一般的に複数形で使われる）＠

guld制限］黄金色の⑮

Gunnar ［固］グンナル甥性名）⑧

gi B動J/gar, gick, gatt/歩いていく，通

う⑥.gi副．．．（物酎旬に）～するこ

とができるR・ gi E伊 m 目を通す

@. gi ~抑起きる，起床する⑮

enga唱［名J/g釦g町民ng1民国ngema/

回，度⑬.pi.engi喝ただちに⑬

m曾旬［名］／・白gen，・白伊r,-da伊maノ

昨日⑫

民住→ gi@

m嗣daf名J/gad.clan，凶ddo乙

gaddomaノカワカマス⑫

副a国訪I]/g；組.er,g組de,g組t/重要であ

る，大事である，有効である，問題で

ある，かかわる⑫

曾盟国旧喜んで⑮

印画st［名J/gasten，説S即，g函館rnaノ客，

ゲスト⑧

凶raD動］Igor, gjorde, gjort/する俣 do)

⑦ 

H 

H&M個I]H&M （スウェーデン発祥

の世痢守アパレノレプランドH四国

吋iMa凶包の略語＠

ha B動r]/har, hade, haft/持っている侠

have）⑥ 

hacb. [l動r]/hackar, ha伽 de,h叫 at/み

じん切りにする＠

白ihall［名］ /hallen. hallar, hallamaノ玄

関広間⑫

問 h品>Il［名］/hallonet, hailon, hailonen/ 

ラズペリー，キイチゴ＠

halv 防］半分の⑬

enh命血me［名］／也nmen，也nmar,

ー出rmarna/30分 ⑦ 

hamna B動r]/hamnar, hamnade, hamnat/ 
行き着く⑫

Hamn伊国［固］ハムンガータン（ス

トックホルムの通りの名前）⑮

ban ［伺彼は，彼が侠 he）⑥

enh釦 d勘1]/handen. hand町，凶nd町mノ
手．也handom・－．～の面倒をみる⑨

haruDa B動1]/handlar, handlade, handlat/ 

買い物をする，買う⑦

hann → hinna⑮ 

bans ［倒彼の⑮

Hed也圃］ヘッダ偵主主名）⑥

h9 ［聞こんにちは⑥

hel田沼全体の，完全な⑮

enl時［名］ /helgen, helger, helgernaノ

土・日，休日，祝日⑫

hellre回目むしろ～したい，どちらかと

言えば gamaの比較級⑫

he1st [j旧一番～したい，なるべくなら．

8加laの最上級⑫
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heit B言旧完全に，全く⑩

hem国旧家へ⑨

h四曲毒n回目家から⑪

~同副防］自家製の⑧
hemma回目家で⑧

enhemm釦姐［名J/-kv組.en,-kv組ar,

-kv組沼田／家で過ごす晩⑫

(en）』園切d［名J;h回1制den，×，×／

手工芸品⑮

en~曾［名］／吋gen,吋gar,

ー泊伊ma/帰り道⑫

h回目［ft]彼女を，彼女に使h町）

⑦ 

hennes ［伺彼女の⑩

k包 B動0;het町，heほ，he包t／～という

名前だ，～と呼ばれている⑥

hit B翻ここへ⑪

h胞団＇］ /hittar, hi也 de,hi阻 ti見つけ

る⑨.hi闘悼思いつく⑮

(en) hj骨［名］刈剖pen，×，×／助け⑧

刷戸田訪I];hjalper, hjalpte, hjalpt/助け

る，手伝う⑧.hj伽 s祉助け合う⑧

hon ［伺彼女は，彼女が俣 she）⑥

honom ［伺彼を，彼に侠 him）⑦

(en) honu喝［名］;honungen，×，×／は

ちみつ⑩

(en）切咽宇躍。［名］川rvaron，×，

×／はちみつがあること⑩

~ B動＇］;hoppas, hoppades, hoppa岱／

希望する⑧

hos ［前］～の家で⑧

huller om buDerめちゃくちゃに，適当に

⑩ 

ettlnm政［名］ ;humoret, humor, 

h田nor1田ノ機嫌⑮

hun命a鴎tJ100⑭ 

~炉g 田沼空腹の⑮
hur凝固日どのように，どういう風に⑩

飢 hus［名］ ;huset, hus, husen/家建

物 ⑥

halla閣r];h姐ぽ，holl，凶lit/住持する．

ba1la t泊att.・－～している，～しそうに

なる⑫． h組ak地medA Aに取り組

んでいる＠． haila 'med (om A) (/i 

に）同意する⑫

hanl田沼硬い⑩

himta ［）訪J;h畑町，凶mrade,ham.tat/ 

迎えに行く，連れてくる⑦．行って

取ってくる⑧

ban血劫r]/hand町，凶nde,hant/起こ

る⑫

hir B司』ここで，ここに⑨

泊地血回目ここから⑪

~Jig 田沼素晴らしい⑨

泊四角gen回目先日＠

enl向［名J;hogen, hO伊r,hOgarnaノか

たまり，（甜雑に物カ積まれた）山，山

積 ⑫

enh知凶ieS凶a［名］／吐olan,-skolor, 

-skoloma/中学校⑩

hOil→ha1la@ 

h伽aB動1];hor, hOrde, Mrt/聞こえる⑫

hOst ［名］ ;h&ten, hOstar, h＆回na/秋

⑮ 

enhOs凶ag［名］ ／・由gen,-dagar, 

也 gamaノ秋の日⑮

i D前］～に，～の中に使 in）⑥

制血d回目ときどき⑫
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ICA ［固イーカ（スウェーデンのスー

ノfーマーケットの名）⑦

i也gB甜今日⑦

eni必［名J/iden, ideer, ideerna/考え⑧

並血［前］～から⑫

~ ［）剖再び⑬

場z国旧昨日⑫

b組国旧今晩⑦

週a国日悪く⑮

泊町 伊1国旧明日⑮

imor詑恒旧今朝⑫

in B翻中へ⑩

lndien ［固インド⑩

ingidc→ inga⑩ 

白昼 B助r]/-gar, -gick. -gcitt/含まれてい

る⑩

en!n回ng［名J/-g釦gen,-gangar, 

-gan伊ma/入口⑮

innan ［接］～する前に⑫

innanfOr ［：前］～の内部に，内側に⑮

加leB翻中に，中で⑨

面白日制 （～で）ない， （～し）ない

俣 not）⑦.inte A utan B Aでな

くB⑮

恒国町川畑町田沼集中的な⑩

intt宙開ヨd田沼（町J～に興味を持つ

ている⑬

出国剖e［名J/in・凶 det,in凶den,

intriideuaノ入場，入場料⑮

面倒a閣1]/irr拍nder,invande, invant/ 

鳳すする，異議を唱える⑬

面倒b 国旧その代わりに⑫.i.stiI脂fOr

att…～する代わりに⑮

italiensk田沼イタリア 00)の⑫

t事［面旧離れて⑮.gβsig 'ivig出発す

る⑮

ja回目はい侠y白）⑦

j翌［間］ええそうですね⑫

j唱 f伺私は，私が侠D⑥

j~ 日間そうだけ乙でもね⑫

j創出i［名J1月⑮

jo国旧 情定の返事を期待する杏定疑

問文に対して，それを強く打ち消して）

いいえ，いや⑦

倒 jobb［名］/jobbet, jobb, job加 ii仕事，

職場⑩

j空bbaB助］ /jobbar, jobbade, jobbat/働

く⑪

j空b均t防］骨カ祈れる，大変だ Gobbig 

の中性単数紛⑪

J伽 n掴］ヨーハン甥性名）⑫

Jonatan ［困ヨーナタン傍性名）＠

enjord ［名］なorden,j町由r,jo吋ama/地

球大地土地⑫

白煙屯1雌沼曾也［名］／ー歯臨l，ー泊rtor, 

-tcirtorna/イチゴケーキ⑫

ju B甜おわかりのように⑧

enjul ［名］刷.en,jular, j由 maノクリス

マス.iju]asこの前のクリスマスに⑫

m坦?n［名］／ーa伽nen,－古田，

ー出国maノクリスマス・イプ⑩

ett担1f!rande［名］ ／・白andet,-firanden, 

ー白andena/クリスマスのお祝い⑩

en~ ［名J /-granen, -granar, 

-granarnaノクリスマスツリー⑩

世［名J7月⑮
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団組均pp［名J/-ldap戸 i,-ldappar, 

-ldappama/クリスマスプレゼント

⑮ 

(ett）恒国司伊制型組de［名］

／・却はerandet,×，×／クリスマスプ

レゼントの仕分け⑩

(en) julmat ［名］ /-maten,×，×／クロ

スマスの食事⑩

en~剥地a ［名］／ー剥nkan，ー剥nkor,

ー出nkomaノクPスマスのノ、ム⑩

m単品~［名J /-griljeringen, 

－炉lje由igar,－炉ljeringama/クリスマ

スのノ、ムに衣をつけて焼くこと⑩

en~均itning ［名］ ／ー勘itningen,

匂 itning：也－skyltningarnaノクリスマ

スの飾り付け⑫

en~ ［名］ /-tom回，－tom国，

-tom凶 naノサンタクロース⑮

just B剥まさに⑫

j事~［i国日とても早〈⑫

j~臨時Wg 防］とても楽しい⑮

K 

(ett) ka佐［名］ /kaffet，×．×／コー

ヒー⑥

enkaka ［名J/k北an,kakor, kakoma/ 

クッキー⑧

凶日開寒い，冷たい⑫

凶 aB動1]/kallar, kallade, kallat/呼ぶ⑫

(en)b切蕗［名］ /kalopsen，×，×／カ

ロップス（スウェーデンの牛肉の煮込

み料勝⑫

~ E動＇］ /kanunar, kammade, 
kammat/kamma sig髪をとかす⑮

岡島回目ひょっとしたら⑮

回bntareil［名］/kantarellen, kan国ell.er,

kantarellema/アンズタケ⑭

enkar咽reilomelett［名］ /-omeletten, 

-omeletter, -omelettema/アンズタケ

のオムレツ⑫

en km咽~旬開>a ［名］/-soppan，切即or,

-sopporna/アンズタケのスープ⑭

Karin ［固］カーリン偵姓名）⑩

enbs担［名］ /kassan，加or,kassorna/ 

レジ⑬

enbsse ［名］ん踊sen,kassar, kassarna/ 

Cl&っ手付きの）袋⑧

Ker柑n ［固］シャシュティン (:9:性名）

⑮ 

出回。［名］細ot,凶on，凶onaノキロ鍾

さ）⑬

Jda伊 E動］川喝：ar,ld句評de,klagat/不平

を言う⑩

k1ar印刻準備ができた，済んだ⑫

k1ara E動1]/klarar, Id銅 de,klarat/済ませ

る，終わらせる⑧

Jdart回目済ませて⑫

地別閣］刷ipper.，凶.ppte,klippt/ （ハ

サミを使って）切る，切断する⑮

m油成a［名J/klα:lean, ldockor, 

ldockomaノ贈七時③

k1i [J動］刷ar,ldadde, kllitt/ kli悼sig服

を着る⑮

en kl剖過r［名］ /-a血ren,-a白rer,

-a飽rema/衣料副吉⑮

k1ader ［名］／×，l<lad町，kllid回国／衣類

（単劉杉は存在しない）⑨

回出問尚昆［名］ /-plagget, -p臨

-p同gen/衣 服 衣 類 ⑫
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k1ittra. D動］細胞ar,kl品:ttrade,kllittrat/ 

登る⑨

knadca D動1]/knackar, kna也 de,lmackat/ 

ノックをする＠

ettkn拙出剖［名］ /-brOdet. -bゅ4
-broden/クリスププレッド⑨

kob[l動＇］/kokar, kokade, kokat/ゆでる，

沸かす⑧

h地:tOOJゆでた⑭

enla:温［名J/koll阻止ollar,kollarna/確

認チェック．凶a凶悼．．．～を確

認する⑧

加陛伊［名］/kollegan, kolleger (kollegor), 

kollegema (kollegorna) I同僚，仕事仲

間⑮

kom→加盟国 ⑫

komma閣0/kommer, kom, kommit/来

る⑦.kommaも勾覚えている⑨．

komma •av町訪れる，やって来る⑫

h盟国t→ komma⑫

kon開閉回目訪＇］ /koncerrむ町民

koncen:田 rade,koncentrerat/ 

konm世間喝集中する⑮

ettkond蜘 i［名］/koncli回問konditorier,

konditorierna/喫茶店，ケーキ屋⑫

蜘閣咽riv／：回開V副v日開保守的な

⑩ 

回 路加混同1]/kons包terar,kons蹴 rade,

kons包飽rat/確認する，立証する＠

enkopp ［名］~叩pen,koppar, kopparna/ 

カップ⑫

enkorg ［名］ /ko：唱団，korgar,korgarna/ 

かご⑫

korri智aB動1]/ko国gerar,ko而gerade,

korrigerat/訂正する⑮

四~［名］/korsr血gen,kors血宅ar,

korsningarna/交差点⑧

kort日開短い⑫

加也勘1]/kostar, kostade, kostat/ (J費

用ゑ今かかる⑭

enkrabba ［名］沿油ban,kr油ibor,

krabbornaノカニ⑦

b出g田沼力強い，頑丈な＠

en krona ［名］/kronan, kronor, kronorna/ 

クローナ（スウェーデンの通貨単的

⑭ 

~屯悶クリーミーな⑭
kul 防］楽しい⑮

kunna閣働1]/kan, kunde, kunnat/ （能

力的に）～することができる⑧． （可

能回全～することがありうる

enJa国n［名］庇凶inen,kusiner, 

kusinerna/いとこ⑮

b町 B副残って⑫

enk.v回［名］/kva比四，b皿 ar,kvar町 na/
4分の1,15分⑮

b組［名］店時Jlen,kv組ar,kv組arnaノ晩

⑧ 

(en) k.v姐smatf名］ /maten，×，×／晩

銅版⑫

m匂曲事［名J/kyi剖 ngen,ky1必 喝ar,

匂必ingarna/鶏肉⑦．ひよこ

m匂曲靭~［名］／明凶1, -gr拘 r,

-grytorna/鶏肉の煮込み⑬

飢剛詞p［名］／

冷蔵庫⑨

凶ma[JI訪1]/karu町，kande,leant/凶ma

sig感じる⑫

回国ns1a［名J/kanslan，同nslor,

kiinslomaノ感情⑮
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enkO ［名JIkon, lcoer, kOerna/列，行列

⑬ 

ett同k［名J/kOket, lcok. lcoken/台所⑩

ett脳同>Ord［名］／－bordet,-bord. borden/ 
食卓⑨

倒恒h伽蹴r［名］／ー臼田町t,－島田町，

ー白nstrenノ台所の窓⑨

坦伊国語I]/kO戸，lcop缶，k凸pt/買う⑮

(ett）胎肱［名J/kOほ t，×，×／肉＠

m脳出品［名］／ー凶llen,-bullar, 

-bullarna/ミートポール⑨

enkO位五止［名J/-disk.en, -di止ar,

d止釦Ia/肉売り場⑫

en崎町也［名］ /-grytan, -grytor, 

-grytomaノ肉の煮込み料理⑫

出崎町出［名J/-p北町t,-p止.et,

-paketen/肉のパック⑫

L 

lade→均ga⑩

験日訪］ /la伊I,lagade，同：at/作る⑥

lagrad OOJ駒或した⑭

ettland［名］/landet,加ider，出idema/国

⑩．田舎

eniax:［名J/laxen, 1axar, Iaxama/サケ⑬

ledsen防］悲しい⑮

団地拙［名］ /-saken, －回b，ー回kerna/
おもちゃ⑫

en~伽ksav叫ing ［名］/-avdelningen, 

-avdelningar, -avdelningarnaノおも

ちゃ売り場⑫

m抽出n［名］ /1辻tionen,lektioner, 

lektionerna/授業⑪

h脇B動r]/le町，le凶 .e,le包t/(eft宜 ．． 
を）探す⑧

ligga D動］店田町，Jag,legat/横たわって

いる，ある⑨

lib圃等しく＠

I羽d叫nen圃］リリエホノレメン（地名）

⑬ 

enlinje ［名］店njen,linj町，linjerr可 能

路線⑫

lite ［悶少しの⑫

lite国旧少し⑧

ettliv ［：名］店vet,liv, li＇町n/人生⑫

聞 liwmedel［名］ /-medlet, -medel, 

-medlenノ食料品⑫

h也 E動1]/lockar. lockade, lockat/おび

き寄せる，そそのかす⑮

h歯止防］魅力的な⑩

出同町［名］ /lodj眠 t,lodjur, lodjw-en/ 

オオヤマネコ⑮

en lo：句州国［名］ /-n升leten，句h町 r,

-nyheternaノローカルニュース＠

lava [j動1]/lovar, lovade, lovat/約束する

⑦ 

lugn u移］穏やかな，落ち着いた⑫

出hmdnum.［名］ /-rummet, -rum, 

-rummen/ランチルーム⑪

lpad悶成功した＠

Iang日開長い⑪

langt悶遠い但喝の中性単数紛⑪

開祖s［名］沿田t,las, Ia.sen/錠＠

Iasa [l動］/laser, 1.aste, last/鍵をかける⑫

I組閣］品館，恥latit/聞こえる⑫

1匙田s諭1]/1五回s,l五回d白，Iatsats／ふり

をする⑮

lack町田沼美味しい，美味の＠

聞協d恒也t［名］/lackerhet.en,値比erheter,

随ckerhetema/ごちそう⑭
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en!ger旬［名］泊genh蜘 L担genh蜘，

lage油e伽 ia/アパート⑫

鞄伊国訪］泊窃町，lade,lagt/置く⑦

脂.mna目訪］泊mnar，出nnade，抽出iat/渡

す，預ける，～を去る⑫.limna U 配

る⑫

~開E 長い間⑫ pilange これま

でで，これまでのところ R.sa箇nge…
～する限り⑧

~国日悦也事陪もはや～ない⑫

~[J動0 /Ian伊 r，加郁ade,langtat/ 

(efter…） （～を）待ち焦がれる，思

い焦がれる⑦

en油田［名J/lararen，出are，肱ama/教

師，先生⑮

lisa B動］泊虫丸恒Ste,last/読む，勉強す

る⑮

m単h句cl:［名J/-dryclcen，也yck町，

d同ernaノソフトドリンク⑧

1組問簡単 な⑬

回路k［名J;1oken, lokar, lo.財団ノたま

ねぎ＠

LOnneberga ［固］ルンネバリア（地名）

⑧ 

m助由g［名J;1ord唱団，l凸吋喝m
lordagarna/土曜日⑧

10sa B動1];10ser, l&te, lost/解決する⑫

M 

珂［名J5月⑮

en mar盟国［名］ /m釦盟国i,mammor,

mammoma/お母さん，母親⑦

man ［何人民人は⑭

en man［名J/mannen, man, mannen/男

怯夫⑩

M剖a［固］マリーア偵姓名）⑫

enmaik ［名］ /marken, marker, 

m紅蜘na/地面⑫

masms圃E大量に，大量の⑫

（問）宮田［名］／ma飽n，×，×／食べ物，

食料，食事⑦

en ma館街路J/-a踊ren.-a伯r町，

・必rema/餅胤店⑦

en ma創1aga［名］／ーbilagan,-bilagor, 

-bilagoma/噺聞の付録の）料理冊子

⑩ 

（副司有伊由［名J/-la伊ndet,×，×／

調理⑮

en ma鋪.ck［名］ /-sa保 n,-s益出I,

-saiぬma/弁当⑨

med ［前］～と俣 wi由）⑥．～で（手

駒⑪

medan噂ヨ～する同一方で～⑮

men掻ヨしかし，だけど⑦

mcna B動r]/menar, men吋e,m側 t/（～ 

という）意見である， 。虫く）思う⑫

en mer喧［名］ /menyn, menyer, 

田町田iaノメニュー⑬

mer回目より多くの．均配tの比較級

＠ 
mcriin ...～以上に，～を超えて，～を上

回って，～以外に⑫

皿回国旧最も多くの.m同etの最上

級 ⑧

m凶他g［名］／出d也伊n,mid也伊I,

凶d也伊ma/夕食⑦

出 z吋訓－ヂ訓ゆ［名］／圃h恒単et.,

-in均 en/夕食の食材の買b物⑫

m吋柏原尚早［名J/-p加盟i,-planer, 

-plan em aノ夕食の献立の計画⑫
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国g[ft]私を，私に侠 me）⑦

enmil ［名］ミール$離の単位 1ミー

ル＝lOkm）⑫

凶n[ft]畑i民mina/私の⑩

国国国 B動r]/minns, mind白，mints／覚

えている⑮

en国nut［名］ /minuten. minuter, 

minutema/網開の）分⑭

(en) mitt ［名］泊itten，×，×／真ん中．

im加阻町．．．～の半ばに，中旬に⑫

司法防］柔らかい＠

enmぬh主fon［名］ ／・也lefonen.

－倒的ner,-telefonernaノ携帯電話⑦

m四回ed~ ［名J /-djungeln. 

-djungler, -djunglerna/流行のジヤン

グル⑮

enm僧官［名］ /mostern. m間町ar,

mos凶 ma/母方のおば⑫

mot ［前］～に向かつて⑫

Mumin ［固］ムーミン⑧

成~田沼多量の，多くの侠 much)

⑫ 

mpet旧日とても俣 much)

mi B動r]/mar, madde, matt/ （ある健康

状態を）感じる⑩

enmbd ［名］ /mc1naden, manader, 

mc1naderna/傭上の）月⑮

en min血g［名］ /-dagen, -dagar, 

也 g四 ia/月曜日⑮

~［ft] 多数の，たくさんの侠

many）⑨ 

ma御助動rJ/mas句，mci.ste,mci.st/～し

なければならない（不定詞は存在しな

い）⑪

回 m盆富由ka［名］／man司法an,m祖国立町，

mlinniskorna/人間人⑧

m加 B動r]/r.nO町，mるtte,mott/会う，

出迎える⑧

en ma飽申凶［名J/-p加 en,-pla:附，

-platserna/待ち合わせ場所⑮

N 

ennatt ［名］/na蜘，凶附，n枕 ma/夜

⑩ 

z場面旧いいえ，いや G英no）⑦

ner [j旧下へ⑦

ni [ft]あなた方は，あなた方が⑥

z由劇 9⑭

国防鴎幻切⑮

ni1肱mde閣幻第19番目の⑮

NK ［固］ NK （ストックホルムとユー

テポリにあるデパート No吋]ska

K個別nietの略語⑫

Z喝匝旧たぶん⑪．寸分に

E開 B劃（om... ) （～の）北に⑪

norra防］北の⑮

Nomla胆［固ノツルスコーゲン⑨

nmsk田沼ノルウェー〈舗の⑭

間帽吐>er［名J11月⑫

m 回目今⑨

m蜘 tiden国日高丘は，近頃は⑮

可悶新しい⑪

zポ血d岡焼き立ての，焼き立てホ

ヤホヤの⑩

咽邪gdB闘新築の⑫

11!".与ande回刃先耀け的な，進歩的な，

革新的な，先進的な⑩

m噌哩t［名J/n升1耐 i,nyh町 r,

nyheternaノニュース⑧
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zポg盟国最丘⑫

問理法型溜時［名］／ー血ipandet,

也ap阻止n.-skapandenaノ新乍，倉肝乍，

新種＠

可江田沼新しい (nyの中性単数形）⑦

町時四釘役に立つ，体に良い⑫

泊gon[f匂／n.3got,泊gra/誰か，何か⑪

泊伊血聞これまでで＠．いつか

噂閑却芯国旧どこかで，どこかに⑪

曲目安］～するときに⑫

n3r擁ft]いつ⑪

語raOOJ近しい，身近な⑮

凶四国ト前］ （～の）近くに⑨

(en）雌蹴［名J/narheten，×，×／近

所.i凶d回m 迎賓で，近くで⑫

nirma B動］ /narmar, narmade, narmat/ 
樋rmasig近づく⑮

nist:国旧次に⑧

樋銅nB副ほとんど，ほぽ⑪

凶細面包日移］次の次の⑫

n司d田沼（med... ) （～に）満足してい

る⑪

0 

ocksi [J甜～もまた⑦

倒 d［固オッド甥性名）⑮

伽 闘し ばしば⑥

尚氏個目たいてい⑫頻繁に⑧

倒閣了鯨 OK⑫

oklDber ［名J10月⑮

o1ib. 00]様々な⑩

m 目安］～かどうか俣叶iether）⑫．

もしも侠め

om ［前］～について⑩． （今から）～

後⑦

田畑出tt［名］ /omele蜘，omel1田町，

omelettemaノオムレツ⑫

出 U四量de［名］ /omradeζomraden, 

omradenaノ地蛾地区⑫

ond田沼悪い.haont咽．．．～が不足し

ている⑫

m叩d噂富山gonf名］ /-mo唱：onen, 

-morgnar, -mo甲盟国／水曜日の朝

⑮ 

自制［名］ /ordet,o叫 011伽 d単語．

medandramd言い換えれば⑮

m也mB動r]I ordnar, or，也iade,ordnat/整

える，準備する⑨

(en) or也血g［名］ /o姐出Jgen，×，×／

鞠亨，整民準備．俳温司gior由ing準

備をする⑮

倒hE動1]/orkar, orkade，。rkat/~体力的・

精糊に）～できる⑫

enonn［名］/ ormen, ormar, ormarna/へ

ピ⑮

enost ［名］ /osten.os旬r，佃町na/チー

ズ⑭

(en）鋪血~a ［名］／田畑gan，×，×／不

和，仲たがい⑮

位。11igt圃日信じられないほ乙非常に

⑫ 

p 

m戸kct［名］ /pake肌 paket,pake回 if
パック，パッケージ，包み⑦

即時限［名］ /pappan，戸1ppor,

pappornaノお父さん，父親⑧

m坦prib［名］ /pap此an,paprikoれ

paprikoma/バプリカ，ピーマン⑫
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出陣［名J/p叫阿，p眠 nノカップル

⑫ 

開ssaB訪i]/p出 回r,p部阻止，p由回t/適す

る，合う⑦気をつける⑫

問［前］～につき⑭

開位協］完壁な⑫

m戸 sonf名］ /personen, person町，

person em.a/人 人 間 ⑬

m肉哩ing［名］ /placeringen, 

pl.a回 也 伊r,placeringarna/配邑置き

方 ⑩

~[J動r] /planerar, planerade, 

planerat/計画する⑦

enplats ［名J/p加 en,plats町，pla箇em.a/
場者⑮

時向調0/plo也 r,p1仙台，ploc:kat/

摘み取る，拾う⑨

m副総［名J/p旭町l,pl加 r,pla阻 na/
薄いパンケーキ⑮

向凶gt[i副突然⑦

m戸母［名J/poli抑 i,polis町，polisema/

警察，警察官＠

en凶 s凶 on［名］／－s凶 onen，ー蜘oner,

-stationemaノ警察署⑧

回抑制お［名J/po包出en.pota:也ar,

pota:由arnaノじゃがいも⑭

四卵管時泊ng［名J/-gra曲igen,

-gra曲 iger.，ー伊泊ngema/ジャガイモ

のグラタン⑫

戸細目訪I]/prata:r.，抑制e,pratat/話す，

おしゃべりする⑪

戸凶s国旧ちょうときっかり⑫

en pr国叫［名］ /presenten, presenter, 

pr1回田町13ノプレゼント，贈り物＠

戸蜘喧a[J動0/pr・聞 1町民

pre田n旬阻de,pl'I田 enterat/pr目白鼠m

sig自己紡トする⑫

戸 初 旬aE動1]/priori蜘 r,prioriterade, 

priori句rat/～を優先する⑮

聞戸曲与n［名］ /problemet, problem, 

problemen/問題⑫

promenera D動r]/promenerar, 

promenerade, promenerat/散歩する，

歩く⑫

~ B訪r]/provar, provade, provat/試

す⑫

provsm血目訪＇］ /-srn北ar，・阻止ade,

ー留地at/試食する，味見する⑩

pi ［前］～の上に使 on）⑥

pigid→ paga⑩ 

同gi勘＇］ /-ga.r, -gick. -gatt/続く，続行

する⑩

時前ma閣］／再出nner,p釦血de,

p釦血t/pin血naAomBAにBを思

い出させる⑮

開凶'Oil［名J/paronet, paron, paronen/ 
セイヨウナシ⑫

戸sig田沼ふわっとふくれている⑫

R 

z台 B動］／地眠法ade.，地at/r血 sig

髭をそる⑮

出限切t［名］／r民叩itet，肥田pt,rec叩tenノ
レシピ⑮

en rec却 lion［名J/ri民叩itionen,

receptioner, rec明 .onemaノ受付⑮

reda／詑der,redde，肥tt/B動1]reda M 解

決する⑫

redan B訪日すでに⑮
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R時堅金宅曙伊n［固］レイェーリングス

ガータン（ストックホルムの通りの名

前）⑮

地mnmen伽 a目訪0/rekommend聞 ，

rekommenderade, rekommenderat/ 

薦める⑫

enrel泊 m ［名］ /relationen, r，出rioner,

relati.onema/関係⑮

ren [J移］きれいな，清潔な⑩

m 組閣i]I rensar, rer阻止，rensat/きれ

いにする⑨

回閣［名J/resan, resor, resoma/旅

旅行，移動⑫

r面取 B組本当に⑮

巾ga［）動0/ringer，血gde，血gt/電話を

かける⑫

出伊閣0/ringer，，血gde，血.gt/ベノレが

鳴る⑦

唾閣法問落ち着付る，心をなご

ませる，心の落ち着く⑩

z拘悶楽しい＠

enroll ［名］ /rollen, roller, rolle aノ役割

⑩ 

Z型狙E動0/ropar, r叩ade,ropat/叫ぶ⑭

ettrum［名］/rummet, rum，四mmen/部

屋 ⑥

r世'3.D動］ゆ:er,rりk(rykte)'rykt/湯気

を立てる，蒸気が立っている⑩

語血閣］／治改er,riic:kte, riickt/ r丞担 唖

寸分である，足りる⑫

剖血勘］／泊d也r，制也de,rad也ti救

う⑫

r秘日開正しい⑮

enr紘［名］ /riitten, ratter, I益胞団ノ料

理 ⑬

ホ

ッ

直

キ
仰

向

叫

”

同

比

周

到
叩
一
目
⑮

蜘
〉
止
町
、
不

s 
担→ saga⑧

哩de→ sagaR

ensak ［名］ /saken, saker, sak町na/物，

事⑫.sa回 och也g物事，出来事⑮

盟国閣r]/s釦l3I，姐凶de,s釦rat/～

を欠く，～がいなくて寂しい，行方不

明である⑧

姐盟国［倒同じ⑩．姐mnasom.AA 

と同じ⑪

叫拘t国日同時に⑫

鮒→ satta②

se [J動1]/s町，sag，関tt/見る，見える，会

う⑧．田...Ut～のように見える⑪

sedan ［前］～以未～から⑫

制飢直旧それから，そのあとで⑫

m 防］遅い，遅れた⑭

(en）暫時［名］ /senapen，×，×／マス

タード⑩

相 iare回目のちに⑮

senast [J闘員丘の⑮

senast園田遅くても⑬

担誌面旧遅くに⑬

埼血mber［名J9月⑮

関明富田訪＇］／ ser開閉，serverade, serverat/ 

（飲食物を）出す⑫

担問d日開 （食事が）出される⑫

鰯閣1]I ses, sags, setts／お互いに会う

⑫ 

自由蜘 60⑭
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ensi也［名］ /si1也九sidor,sidomaノ側，

ページ⑧

sig ［倒 。人柄欄帯ft名詞帥端）自

分自身を，自分自身に⑮

血 肉 ／sitt,sina/ (3入荷欄斬有代

名調）自分自身の⑮

血t国E最後に，終わりに.till由tつ

いに，やっと⑮

d祖劫］／山町，副，釦ttit/座っている

⑨ 

sju 閣 7⑪

伊伊 B動1]/sjung町，sjong, sjungit/歌

う⑨

ゆ刷。閣幻 70⑭

sjalv ［伺自身⑮

場即激3第6番目の⑮

血→蜘h⑧

Skansen ［固スカンセン⑮

師法卸錨lhesok［名］／七回oket,-hesak. 
-besoken/スカンセンに遊びに行くこ

と⑮

島田訪］／止er,skedde, skett/起こる，

生じる⑮

剥血E動］／面白r，面白de,skickat/送

る⑫

阻止姐a［名J/ski由n,slcidor, sk:idoma/ 

スキー板⑨

剥 d悶轍普している⑫

岨j箇［動］ /s凶js,skildes, s凶岱Is岡田

批別れる⑮

拙 aB動r]I slciner, sken，剥凶ti輝く⑨

m曲血［名］／品Wm尉 nkor,

slcinkornaノノ、ム⑩

m単調［名］／s愉 m，出vor,skivornaノ薄

切り，スライス⑨

回 skog［名］ /skogen, skogar, skogarnaノ

森 ⑨

sko1a日働］／虫色まulle,skolat/～する

ことにしている⑧

m制 a［名］／skolan,skolor, skoloma/学

校 ⑮

曲調a園町／球団阻r,sko回de,sko回t/シャ

ベノレですくう⑫

釦醐閣］／釦a回 r,s凶 ttade，加国t/

笑う⑧

血w →釦M ⑮

血羽田訪I]/skriver, skrev, sk耐 t/書く

⑮ 

由主盟国直b]/skriimmer, skr云mde,

s凶 mt/怖がらせる，脅かす⑧

也晶→ skola⑫

enskが品＆曾d［名J/-at俳den,

-a.・頃rder,-a匂むdema/予防何）策

⑮ 

布血E動］／町idar，拘n也de，向n也.t/

勾池sig 急ぐ⑮

阻止温［名］ /s凶en，北ぬr，北ぬmaノ深

凪ボウル⑧

開判f名νsl唱et,slag, s均en/種類⑭

出 shrt［名］／slutet,slut, sluten/終わり．

i品店tav... ～の終わりに⑮

m屯凶g［名J/sl出時en,sl酎 ngar,

剥ktingarna/親戚の人⑫

m卓也記dag［名］／ー凶d也gen,

・mid也gar,-mid也伊maノ親戚が集ま

る夕食会（食事会）⑫

m血醐＇］ I smakar, sm血 de,sm北at/

味がする，味わう⑧

m釦量日沼風床豊かな⑮
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(ett）量~~e ［名］／岨出ndet, ×，

×／味付け⑩

出 回s［名］／sms:et,皿 is,sms:en/ sms⑮ 

sms:a B訪］／田町ar,sms:ade, sms:at/ sms 

を送る⑮

(en）血血［名］／sm凶 m，×，×／汚九

泥 ⑫

smiha [l動］／町凶町，sm温te,smal.t／溶

ける⑫

(ett) SI曲［名］ /smδ同×，×／ノザー

③ 

白血政訴s［名J/-g3sen,－国姐r，ー訴S血 ia/
オープンサンドイツチ⑮

m伽m指田沼バターで焼いた⑮

皿abbtB副素早く＠

皿arare国日（というよりは）むしろ⑩

阻 m 国耳まもなく⑦

明 gg［｝聞かっこいい⑮

(en) s:nO ［名］ /snon，×，×／雪⑫

回DigOOJ雪の積もった，雪の降る⑫

側副歯eke［名］ /-tiicket, －語cken,

-tackena/雪化粧⑫

en sol［名］／solen,solar, solarna/太陽⑨

~印勾晴れた⑮
制na［固ソールナ（地名）⑫

回 m 晴樹格調］⑨

回m ［前］～として⑩

ensommar ［名］ /sommaren，田，mrar,

somrarna/夏⑥.isomr薗この前の

夏に，この間の夏に⑮

捌 nnaB動］ /somnar, somnade, somnat/ 

眠りに落ちる，寝入る⑭

enson ［名J/sonen, son町，s0n回 ia/息

子⑥

お司・a［固］ソーニア⑫

国間t［名］／回託en,sorter, sorterna/種

類 ⑫

出細血ent［名］／回世mentet,so百ment,

sortimenten/串揃え＠

回m 醐1]/sover, SOV,，釧t/眠っている

⑮ 

出回VI1lin［名］ /-rummet, -rum, 

-rummen/寝室⑥

可阻止防］スペイン G訟の＠

吋a閣］／利低利ade,spelat/競技

する，演じる， （楽器を）演奏する⑩

申出gaE動1]/springer, sprar宅，sprungit/

走る⑮

甲innande師勾わくわくする⑩

回翻d［名J/s包den,s酋der，，説derna/都

市，町⑩

銅 n［名］その町（st.a.denの鏑嗣劾⑪

抱 nnaB動r]/s凶 mar,s包nnade,st.annat/ 

留まる.s回m 'uppe夜更かしする

⑭ 

細胞／細胞閣r]/s町四，翻rt.a.de,

S町切t／出発する⑪

即 時 均 盟 国a［名］ /-pann釦，－p血 nor,

－凹nnorna/フライパン⑫

団組［名］九tenen，蜘mm盟国ノ石

⑪ 

enstil［名］／stilen,stilar, stilarna/様式⑪

stj~ [J動r]/stjal，叫s阻lit/盗む⑫

S旬品。h ［固ストックホルム⑥

st.od→Sta⑮ 

st.ort 00]大きな（蜘rの中性単数紛

⑥ 

S回国日直ちに⑪

(en) s国 SS ［名J/s田 ssen，×，×／スト

レス⑫
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相暗組閣r]/s回 sar,s・官邸ade,s回 sat/

ストレスを与える，せかす⑮

相聞d日ヲヨストレスがたまっている⑮

~悶せわしい，ストレスの多い

＠ 
組曲1→ s制aR

血mt→吋alaR
田 畑d［名］ /stunden, stunder, 

stunderna/ （少しの）時毘しばらくの

問⑮

sti閣］／s泊r,s・旬cl.sratt/立っている⑫．

書いてある，載っている⑫• sti I伽官

控える，やめる＠

s創 aB動0/s信也r,s・耐 ade,st袖 it/掃除

する⑫

stiDa B動0/s叫l町，s叫de,s凶It/置く，

立てかける＠

吟idig田沼恒制句な，いつもの⑬

崎明閣］ /s曲宅er,s由恵：de,s血 gt/閉

める，閉まる⑮

etts中容el［名］ /s伽 gslet，柑ng叫

S曲igslen/フェンス，囲い⑮

ens釧［名JI srolden, s凶ilder,s凶1ld回ia/

窃盗盗み⑫

ens釧 anmi1an［名］ /-anm血n，×，×／
盗贈面＠

釦出国訪i]/su也 r,suckade, suckat/た

め息をつく⑦

ensvamp ［名］ /svampen, svampar, 

svamparna/きのこ⑨

svara B動］加む紅，svarade,svarat/答え

る⑥

svensk田沼スウェーデン G訟の⑬

S-v凹甑m ［固］スヴェンソン（苗字）⑥

S可取［固スウェーデン⑮

関蜘 B動1]/svet凶，関白des，悶胞包／

汗をかく⑧

油開難しい⑫

S神地ika［固帝長⑫

聞寧i［名］/synen, syner.，可n倒閣ノ視力，

視覚見定.:fisynpa ...～を目にする

⑧ 

暫四E動1]/syns,syn尚早its／見える⑫

問事同［名］／ゆ:onet,syskon, 

可割konen/兄剃献⑫

品目妾］そこで，だから⑧

靖国旧とても侠 so）⑥

slhirこのように，こんなぐあいに⑮

剥血［倒／sa.，也nt,sa也na/そのような

⑪ 

sig→詑⑫

血 a[ft] sadanaの短絢移＠

和 B動＇］I sager, sade, sagt/言う伎町）

⑥．思う⑪．描血児組事より正確に

言うと⑧

s雄官tB司』確かに，確実に⑬

閃剖~［名］ /s組ぬ1pet,s組ぬp,

s組由p四ノ同伴⑫

simre ［%］より悪い．組igの比較級＠

和錠悶最も悪い．地の最上級＠

m曲喝［名J/sangen, san伊I,San伊maノ
ベッド⑨

面剖I匝旧特に⑫

唾也 E動1]/slitter, satte, satt/置く，据え

る＠.sa踊喝座る，腰かげる＠

m蜘句［名］／め油gen,s0n也 桝

son也garnaノ日曜日⑨

回申id噂加盟［名］ /-kv組en,-kv組ar,

-kv姐arnaノ日曜の晩⑫
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回申tda郡山伊［名］ /-mo喝onen,

-mo甲iar,-mo車町na/日曜の朝⑮

en削~蜘［名］ /-utflykten, 

-utfl非加，－utfl非加mノ日曜日のピク

ニック⑨

蜘 derB剖壊れた⑧

T 

飽閣］ /tar，旬ちtagit/取る．包 l町。妾

触しているものを）取る⑫．包出10t

受け取る⑧．包もm 取り出す⑨

ett匂ck［名J/tacket, tack,包.ck.enノ感謝，

ありがとう⑮．匂ck倫．．．～をありが

とう⑨

出包g［名］／匂get,包島崎四／つかむこ

と． 盛時同．．．～を見つける⑬．少

しの時間⑮

凶aB動］／叫民凶ade，凶at/話す＠

m包肱［名］／凶地m，凶lrikar,

凶肱卸ia/皿⑮

ett包［名］／総et,te町，teema/紅茶⑧

en世曹司pc名］ /-koppen, -lcoppar, 

－~句JPamaノティーカップ⑧

関白凶盟国四国［名］/-sam凶et,-sam凶，

-sarn凶en/電話の会話⑫

eは也maC名］ /temat, teman, temanaノ
テーマ⑩

田副［名］/tiden, rider, tiderna/時間⑨．

itid聞に合って⑮

tidig B移］早い＠

tid単四国日以前⑫

tidigt剛 早くに⑫

till ［前］～へ，～の方向に⑦

tillbaka 国耳元に戻って⑨

出世幽eC名］細姐let，岨晶Ilen,

tillfallenaノ機会⑫

曲目妾・前］～（する）まで⑫

曲 ammans圃旧一緒に⑮

(en）曲卸［名］ /tiilvaron，×，×／生

活，人生，存在⑫

m血1lllef名］／也rune凡白mnar,

也mnarna/1噸苛 G定hour）⑩

開血gc名］／也iget,出g，血genノ物⑫

tio蜘 10⑭

印刷~c名］ /-mo弔onen, 

-mo弔問r,-mo甲町田／火曜の朝⑫

話回［動J/tittar, tittade, tittat/ (pa ... ) 

（～を）見る，目を向ける⑮.ti胞

団lちょっとみる⑫

ゆgo蜘 20⑬

mホlVc名］ /tjuven，りuvar,tjuvarnaノ泥
棒 ⑧

時→ ta⑮

凶b 険3第12番目の⑮

叫v蜘 12⑮

entmnte［名］/tomten, tom町，tom回明ノ

小人ここでは jultomteの略⑫

Tぽ［固トーノレ甥性名）⑥

四回吋喝［名］／也gen，也gar,

吻 gamaノ木曜日⑮

四回rskc名J/to池田，句法ar，旬rskama/
タラ⑦

出向曲目甲［名J/-re:,1句凧－re:,帆

-r1田eptenノタラを使ったレシピ⑦

uadi由neil日列伝統的な⑫

四回開［名］／traven，岡市，回:varnaノ（積

み上げられた）山⑩

国劇 3⑥

包制。閣む 30⑭
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出回叫e閣第30番目の⑮

句vlig悶素敵ょ⑧

(en）由闘［名］／由回m ，×，×／憂

うつ，陰うつ⑫

国包［前］～にもかかわらず⑫

u塑g悶退屈な，困った，残念な⑫

即位剖［名］／凶det,凶d,triiden/木⑨

田信制gird［名］／凶dgaroen.凶dgar也r,

凶dgむ由ma/庭⑥

四位割回d噌ng［名J/-gangen, －国n伊I,

-gangama/庭の進庭を通る道⑫

田信組s回n［名J/-s凶 nmen,-s凶 nm凪

・翻mmam aノ木の幹⑨

包組閣］／凶伽，凶:ffade，凶白t／会う

⑧ 

位曲sB動］／凶白s，凶血d目，甘姐ats／お

互いに会う⑫

蜘悶疲れて い る ⑮

凶una閣］／凶他国，凶出iade，凶由羽t/

疲れる，いやになる⑧

nmn OOJ薄い⑮

en回men溜温［名］ /-banan, -banor, 

-ban町田ノ地下鉄⑪

(en）簡略J/turen,×，×／幸運順

番 ⑪

町田蜘 1,000⑮

en1V［名］月V:n,TV叩 P田町（1V:ar),

W 叩 iparatema(1V:arna）／テレピ

⑧ 

同 ksam田沼ためらっている，龍踏し

ている⑮

tvin酔働＇］ /tvingar, tvi喝ade,tvi喝 at/強

いる，無理に～させる⑫

句通蜘 2⑦

tv盆旬m[j旧それとl誌監に，それとは反

対に⑫

entv紘［名J/t浦町1,tvat図r,tva町 田 ／

洗混洗濯陶⑫

柑伽 E動］ /tvattar, tvattade, tv益田t/洗

う⑮

q也 B動1均慌た守的，tyckt/思う⑩．

q由’mn...～が好きだ⑪

~印刻典型的な，特働句な⑫

明t印打沈黙した⑫

ザ市T 国旧残念ながら⑫

en泊rta［名］泊四i,clrtor, clrtoma/ 

ケーキ⑫

笛d因調］／伽蜘，由主民，偏nkt/思う，

考える⑦．～するつもりだ⑫

笛maB動］／歯nar，凶made，凶mat/さい

の目に切る＠

u 
enugn ［名］ /ugnen,u伊 ar,ugnarnaノ

オープン⑧

undan国旧わきへ，よけて⑫

under 0前］～の下に⑥．～の閉じゅう

⑫ 

underbar日到すばらい、⑥

m血 stB副一番下に⑩

四国叫町噛曲g［名］／ー泊ningen,

吋血igar，吋ningama/下の階⑩

undra [l動＇］ /un也ョr,un白 .de,undrat/だ

ろうかと思う，いぶかしく思う， 。空
えめに）尋ねる侠wond町）⑨

ung悶若い⑫

upp国』上へ⑮

en明朗食［名］ /uppgiften, upp併m
uppgiftema/任務，課題⑮．情報
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型P啓tB言旧興奮して，怒って⑫

田明駒山［名J/upps師団，upps由民

upp盟岱ernaノ作文レポート⑩

型P由泊目訪0/-dicker, -tackte, -tii.ckt/発

見する⑫

田［前］～の中から⑩

enur唾bf名］／国語kten,urs紘旬r,

四位岡田／弁解.beomursi1は謝る

⑮ 

usel日開ひと小⑫

ut B副外へ⑫

Uta蜘［前］～の外に，～の外で，～の

紗トに⑤

u伽田t→ utb由也⑫

u由ris包 B動1]/u也出ter,utbr:部 t,utbrustit/ 

声を張りあげる，突側斗ぴ出す⑫

Ute国Z外で，外に⑨

utmanande 防］型破りの，野川守な，

興味をそそる，羽織的な⑩

u回a凶防］疲れ果てた⑩

utn脇田訪］／utrus町，utrus凶 .e,utrustat/ 

装備を施す，搭載する＠

enl.血也［名］ /u也記en,u岱ikter,

utsikternaノ眺め，聞僅⑪

v 
vac加問美しい⑪

咽 d擬ft]何が，何を俣 what）⑧

叫e → v剖~a ⑫

四d括協］髄の⑮

var B動］四胞の過去形⑮

咽r醸田口どこで，どこに⑪

varochenそれぞれ今各自⑮

vara[j動1]/ar,var, varit/～である，～だ，

～がある，～がいる侠 be）⑥

咽回伽［伺お互い（に，を）⑮

varann血［伺／四rtannat/一つおきの

⑮ 

飢哲也伊国［名］／・rurnmet,・rum,

-rurnmen/リピングルーム，居間⑥

咽伽／四責祉協薗旧なぜ，どうして⑬．

m伽盆白山～してはどうですか？

（英whynot？）⑫ 

envarg［名］／~釘gen,va弔釘，m唱釘na/オ

オカミ⑮

四註→ vara⑫

v吋e［伺それぞれの⑬

四m 田沼暖かい，暑い⑮

envarmr肱［名J/-riitten, -riit回，

-riitterna/メインディッシュ⑩

V回世田沼暖かい，暑い（vannの中性

単数形）⑨

ettv富山ぉ［名］／ーh国民ーhus，ーhusen/デ

ノfート⑮

田市~［名J /-ko唱団，－k町gar,

-ko唱arnaノ買い物かご⑦

鴨也［名J/veckan, ￥位or,¥eckoma/週

⑧ 

回甲d民層［名］／ー也gen，也gar,

也garna/平日⑧．曜日

阻明ckomm抑［名］ /-mo弔onen, 

-mo弔問r,-mo寧盟国／平日の朝⑮

町 h閣J/v，町kar,verkade, ¥erkat/～と

思われる，～のように見える⑫

鴨包闘］／附加te,¥etat/知っている

⑩ 

vi ［伺私たちは，私たちが俣 we）⑥

v副［前］～のそばに，～のところで⑨

v拘閣］／叫・t喝・包git/v蜘匂倒er

対策を講じる⑮
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vib B動］／吋防，vek,v量cit/折る，たた

む⑫

viltt抱悶重要な⑫

vila閣I]/vilar, vilade，叫at/休む，休息

する⑮

胡a［助動r]/v乱ville,velat/～したい⑧

池田擬悶／v虫民viika/どの，どの

ような⑪

咽 → 叫a⑧

v晶→ vija⑧

ettvin ［名］／由民viner,vinema/ワイ

ン⑮

m古前町［名］／泊item，泊1回r，泊itrama/

冬⑨
v出福田沼冬の⑮

ettvis ［名］／由民泊，吋sen/方法，仕方

＠ 
(en）材申惇雪dde［名］ /-griidden，×，×／ 

ホイップクリーム⑮

由防］一定の，決まった⑧

北限］白い⑪

vore D動］羽mの接続溺晶去⑩

env四回［名］I den vuxna （：刊xne），刊xna,

devuxnaノ大人⑮

R国 t回日大人として＠

暗r[ftJ／柏町，吋mノ我々の，私たちの⑩

田市［名］／市町首rar,v3rarna/春⑮

泊池田訪］／泊rdar，泊rdade,var也.t/～

に気を使う⑮

v油田訪I]/vacker, va帥，vackt/起こ

す⑮

四時g［名］／viigen，吋gar，吋伊ma/道⑫

閃噛伊恥te［名J/-arbe凧－arbeten,

-arbe出 ia/道路工事⑭

val国日よく，寸分に⑮

叫 igtB司日とても⑪

v制品加de[J跨］良い香りのする⑩

噛aB動］／吋lj町，叫de,valt/選ぶ⑩

vi1kommen防］歓迎される．伽血．．．

v池田nmen～を歓迎する⑫

唾坦伊d田沼よく調理された⑮

van包醐1]/y;お1町，吋ntade，泊ntat/待

つ⑫

env金制［名J/varlden，泊rldar，吋rldama/

世界⑮

y 

~悶より若い. ungの峨級＠

en！蜘命r［名J/-d加 ・en,-dorrar, 

-dorrarna/玄関のドア⑫

A 
ab B動］池町，紘te，紘t/係閣に）

乗っていく⑨

m剖der［名］／剖dern,31世ar，組合ama/年

齢⑫．年月，時代

問主r［名］ルet,ar, arenノ〈暦上の）年⑥

at→ ataR 

回一句~ f名］／句arden,－勾ard町，

－柑rdema/対策v蜘勾街der対策

を講じる⑧

3tmins回 e園田少なくとも⑮

加蜘 8⑧

組白鴎~ 80⑭ 

A 
担 B動］／句er,agde，匂ti所有する．相

rum開催される，行われる⑫

型dre日勾より年上の．伊mmalの此鍛

級⑧．より古い
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ぬ悶最も年上の．伊mmalの最上

級＠．最も古い

白地［名］／温.gen,algar, algama/へラ

ジカ⑮

勉強］～よりもく闘機で）⑫

組閣日～しようとも＠．まだ

ind! [J閉それにもかかわらず⑫

innu B剖〈比較級を強める）より一層，

更に＠．まだ

m仰崎明［名］／・阿en,-pajer,-pajema/ 

アップルパイ＠

出初対吟l[名］／ー凶det:,－凶4・凶den/

リンゴの木⑥

自主枠［名］／匂plet，句plen,applena/ 

リンゴ⑫

ir B動~ varaの現白杉⑥

泊目動r]/a~町， at. 組ザ食べる⑧

ivlm ［］翻～さえ⑮

0 
Onsb働］ /on如，onskade,on出 t/望

む⑫

告別日動］／情m 匂司pnade,oppnat/ 

開ける⑨

伽er［：前］～を超えて，～より上に⑭

m知事h也事［名］／伽m拙由gen,

る;verrョ血Ung紅，る町m血血伊ma/驚

き，サプライズ⑦

伽田tB司日一番上に⑩

Over-曲目訪］／叫z，ー凶ade，ー凶at/雷縛

する⑮


