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この資料は、印刷物で使用していたベンガル語テキストをコンピュータ用のデータに取り込んだものです。 

 

印刷物からの取込には、BRAC 大学で作成された BanglaOCR を使いベンガル文字を取り込んでいま

す。 

ベンガル文字の入力には、OmicronLab社作成の AvroKeyBordを使用して入力しています。 

 

印刷物の文字がつぶれて判らないもの、発音の不明瞭なものは SAMSADのベンガル語-英語辞書を 

使い探しました。 
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ベンガル語 読み 意味 

অংশ おんぐしょ 部分、割合 

অে াবর おくとーばー １０月 

অ র おっこーる 文字、アルファベット 

অেকেজা おけじょ 役立たずの 

অ হায়ণ(অ াণ) おぐろはよん（おっぐらん） 
オッグロハヨン(オッグラン)月(西暦で 11

月半ば〜12月半ば) 

অ  おんこ 数学 

অচল おちょる 通用しない、動かない、時代遅れの 

অেচনা おちぇな 見知らぬ 

অ ান おっがん 意識のない 

অত おと（とぅ） そんなに（多く） 

অতএব おとえぼ それ故、その結果 

অত চার おったちゃーる 暴虐、圧制 

অত   おっとんと 非常に 

অিতিখ おてぃてぃ 客、訪問者 

অিতির  おてぃりくと 必要以上の、余計な 

অতৗত おとぃと 過去、過ぎ去った、〜を越えた 

অথচ おとちょ しかし、〜することができた、それなのに 

অথবা おとば あるいは、または 

 

অ 
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ベンガル語 読み 意味 

অ তু おどぅぶっど 不思議な、奇妙な 

অদশৃ  おどぅりっしょ 見えない 

অিধকার おでぃかる 権利、占有、熟練 

অন ুহ করা おぬぐろほ こら どうぞ 

অ তাঃ おんとと 少くとも 

অ র,মন,মানস おんとる、もん、まんしゅ 心 

অ  おんどぉ 盲目（の〉 

অ কার おんどかる 暗闇、暗い 

অনবুাদ おぬばど 翻訳 

অনমুিত おぬもてぃ 許可、同意 

অনমুান おぬまん 推理、見当、憶測 

অন  おんの 他人、他の、別の 

অনযুয়ী おぬじゃい 〜によって、〜にしたがって 

অন ান  おんなんの 他の様々の 

অন ায় おんなえ 不正（な）、不当（な） 

অনথ ক おのるとこ 意味のない、甲斐のない、無益の 

অনেুরাধ おぬろど 依頼、頼み 

অন ুান おぬすたん 催し物、行事 

 

অ 
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ベンガル語 読み 意味 

অেনক おねーく たくさん（の） 

অেন ন おねっこん 長い間 

অপমৃতু  おぷむりっとぅ 事故死 

অপমান おぽまん 恥、侮辱 

অপর おぽーる 他の 

অ  ত おぷろすとぅっとっ 欠席 

অেপ া おぺっか 待つこと、〜よりも 

অিফস おふぃす 事務所 

অবশ  おぼっしょ もちろん、確かに 

অব া おぼすた 状態 

অবেহলা おぼへら 無視、怠慢 

অবাক おばっく 唖然とした、驚くべき 

অভ াস おっばしょ 練習、習慣 

অভাব おばぶ 不足 

অিভ তা おびっごた 経験 

অিভধান おびだん 辞書 

অিভন ন おびのんどん 祝賀、お祝い、おめでとう 

অিভমান おびまん 意地をはること、うぬぼれ 

 

অ 
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ベンガル語 読み 意味 

অিভেযাগ おびじょぐ 文句、不平 

অমন あむの そんなに 

অমিন おもに 丁度その時 

অথ ৎ おるたっと すなわち 

অথ  おると 意味、財 

অেধ ক おるでっく 半分 

অ  おるぽ わずか、ちょっと 

অলস おろしょ 怠惰な 

অশথ おしょと イチジク、インド菩提樹 

অিশি ত おしっきと 教育を受けていない 

অেশষ おしぇっし 大変 

অ ম おすとむ 第８の 

অসৎ おしょんと 不正直な 

অসংখ  おしょんこ 無数の 

অসুখ おしゅこ 病気 

অ  おすとろ 武器 

অ াভািবক おしゃばびく 普通ではない 

অসুিবধা おしゅびだ 不便、不都合な、困難 

 

অ 
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ベンガル語 読み 意味 

অসময় おしょもず 不都合な、時期はずれ、ひどい時 

অসু  おしゅすと 病気の 

অসহ  おしょっじょ 耐えがたい、我慢できない 

অি হর おすひる じっとしていられない、未定 

অসাবধান, অসাবধানী おしゃぼだん、おしゃぼだに

い 
不注意、無用心な 

অহংকার おほんかる 尊大な 

আংিঢ あんぐてぃ 指輪 

আইন あいん 法律 

আওয়াজ あわじゅ 音 

আক あーく 砂糖黍 

আে ল あっける 分別、知恵 

আ মণ あくろもの 攻撃 

আকঁা あか 描く 

আকার あかる 形、大きさ 

আকাশ あかし 空 

আ ন あぐん 火 

আগ  おうがすと 8月 

আগামীকাল あがみ かる 明日 

 

অ 
আ 
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ベンガル語 読み 意味 

আগামীবছর あがみ ぼちょーる 来年 

আগামীমাস あがみ まーしゅ 来月 

আগামীস াহ あがみ しょぷたほ 来週 

আেগ あげ 前に（時・場所）、以前に 

আঘাত あがっと 打撃、傷 

আঙলু, আ ুল あんぐる、あんぐる 指 

আ া あっちゃ 
結構です、はい、え一と、ところで、わかり

ました 

আচার ব বহা  あちゃる べぼはる 行儀作法、風俗習慣、マナー 

আছাড় あちゃる 転倒 

আিছ, আছ, আেছন, আেছ あち、あちょ、あちぇん、あちぇ いる、ある 

আজ あーじ 今日 

আজকাল あじかる この頃 

আজুহাত あじゅはと 言い訳 

আজাদ あざど 解放の、自由な 

আজান あざーん 祈りの呼びかけ（１日５回） 

আজীবন あじぼん 一生 

আট あーと 8 

আট'ই あーとい（あったい） (月の)8日 

 

আ 
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ベンガル語 読み 意味 

আটা あた 粗い小麦粉 

আটাশ あたしゅ 28 

আঠা あた 糊 

আঠার あたろ 18 

আ া あっだ 無駄話 

আড়াই あらい ２と２分の１（２と１／２） 

আ ীয় あってぃよ 親類、親戚 

আদৎ あどっと 実(の)、習慣 

আদব-কায়দা あだぶーかいだ 礼儀作法 

আদর あどる 可愛がること、その気持ち 

আদশ   あどっしょ 理想 

আদা あだ 生姜 

আদাব あだぶ 
イスラム教徒の挨拶の言葉（主に異教

徒に対して） 

আদায় あだえ 徴収 

আদালত あだろと 裁判所 

আধ, আধা あど、あだ 半分（の） 

আ াজ あんだじょ 推測、想像、大体のところ 

আে ালন あんどろん 運動、騒乱 

 

আ 
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ベンガル語 読み 意味 

আন  あのんど 喜び、気晴らし 

আনি ত あのんでぃっと うれしい 

আনা あな 持って来る、 

আনারস あなろーしゅ パイナップル 

আপি  あぽってぃ 異議、反対 

আপদ あぽど 災難 

আপন あぽの 自分の 

আপনারা あぷなら あなた達 

আপিন あぷに あなた 

আপিন/ আপনারা あぷに／あぷなら あなた、あなた方 

আপা あぱ 姉 

আপাততঃ あぱとと 当分の間、とりあえず 

আফেসাস あふぉしょしゅ 後悔 

আবদার あぶだる 甘え、おねだり 

আ া あっば 父 

আবজ না あぼるじゃな 屑 

আবহাওয়া あぶはわ 天候 

আবাদ あばっど 栄えた、耕された、栽培する 

 

আ 
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ベンガル語 読み 意味 

আম あーむ マンゴー 

আ া あんま 母 

আমরা あむら 私たち 

আিম あみ 私 

আিম/ আমরা あみ／ あむら 私、私たち 

আয় あい 収入 

আয়তন あよとん 面積 

আয়না あいな 鏡 

আয়-ব য় あい-ばい 支出 

আেয়াজন あよじょん 準備 

আর あーる そして、更に、もう、他方 

আর  あろんぼ 始め 

আরসলা あるしょら 油虫 

আরাম あらむ 楽、愉快 

আরামদায়ক あらむだいく 快適な 

আলু あるー じゃがいも 

আলবৎ あるぼと 勿論、きっと、必ず 

আলমারী あるまり 箪笥 

 

আ 
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ベンガル語 読み 意味 

আ াহ あっらー アラー（イスラム教の唯一絶対神） 

আ া -আকবর あっらーあっくばーる 偉大なるアラーの神（祈りの祭文） 

আ হাম িল া あるはむ どぅりっらー 
ごちそうさまでした（すべての感謝は神さ

まへの意） 

আলাগ あるが 緩い、ゆるい 

আলাদা あらだ 別の 

আলাপ あらぷ 対話、近付き 

আেলা あろー 光、あかり 

আেলাচনা あろちょな 話しあい、議論 

আ য  あすちょるじょ 驚くべき 

আি ন あっしん 
アッシン月(西暦で9月半ばから10月半

ば) 

আশা あしゃ 望み 

আশী あしぃ 80 

আশৗব াদ あしぃるばっど 祝福 

আষাঢ় あしゃる 
アシャル月(西暦で 6月半ばから 7月半

ば) 

আ  あすと 全くの 

আে  あすて ゆっくり、そっと 

আসল あしょる 本当の 

আসসলামু আলায়কমু あっさらーむ あらいくむ 
こんにちわ、はじめまして（イスララーム

教徒の挨拶の言葉） 

 

আ 
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ベンガル語 読み 意味 

ইংেরিজ いんぐれじ 英語 

ইউিনয়ন いうにおん 組合、ユニオン 

ই কু いっちゅく 望む 

ইে , ই া いっちぇ、いっちゃ 意志、意図 

ই ৎ いっじょと 威信、体面、貞節 

ইি  いんち インチ 

ইট いーと 煉瓦 

ইত ািদ いったでぃ など 

ইিতমেধ  いてぃもっで その間に 

ইিতমেধ いてぃもっで すでに 

ইিতহাস いてぃはしゅ 歴史 

ইদরূ いどぅる 鼠（ねずみ） 

ইদানীং いだにんぐ 最近 

ই  শা াহ いんしゃらー 神の思しめしのままに（イスラーム教徒） 

ই াকাল いんてばる 死 

ইিন いに この人 

ইিন, এরা, এরঁা いに、えら、え この人、この人たち 

ইফতার いふたる 
一日の断食が終ったあとに摂る食物(イ

スラム教徒) 

 

ই 
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ベンガル語 読み 意味 

ইমাম いまーむ 坊主、ムスリムの 

ইিলশ いりっしゅ イリシュ（ベンガルの代表的な川魚） 

ইশারা いしゃら ほのめかし、ヒント 

ই লু ぃすくる 学校 

ইি ির いすてぃり アイロン 

ইসলাম いすらむ イスラム教 

ঈদ いーど イード（イスラム教の祭） 

ঈদগাহ いーどがほ 
イスラム教徒が集ってイードの礼拝をす

る場所 

ঈদমুবারক いーどむばらく 
イード祭おめでとう（イスラーム教徒の祭

の挨拶の言葉） 

ঈ র いしょる 神 

উিঁক うーき 覗き見 

উিকল うきる 弁護士 

উচুঁ うーちゅ 高い 

উ ারণ うっちゃろん 発音 

উে  うっちぇ 苦瓜 

উিচত うちと 〜する方が良い、望ましい、〜すべきだ 

উঠা うた 起きる 

উড়া, উড়ােনা/ওড়া, ওড়ােনা うら、うらの/おら、おらの 飛ぶ、飛ばす 

 

ই 

ঈ 

উ 
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ベンガル語 読み 意味 

উ র うっとーる 答、北（の） 

উৎপ  うとぽんの 生産の、成長した 

উৎপাদন うとぱどの 生産 

উে শ  うっでっしょ 目的、狙い 

উ ার うっだーる 救出、救助、解放 

উ  ি শ , ঊ  ি শ うのとりしゅ 29 

উননু, উনান うぬん、 うなの 炉、かまど 

উ িত うんのてぃ 発展、繁栄、進歩 

উিনশ, ঊিনশ うにしゅ 19 

উপকার うぽかる 恩恵 

উপকারী うぽかりい 恩人 

উপ ব うぽどろぶ 邪魔横暴 

উপন াস うぽんなす 小説 

উপবাসী うぽかしい 飢えた 

উপেভাগ うぽぼご 楽しい、楽な 

উপেভাগ  うぽぼっご 適切な 

উপেযাগী うぽじょぎい 必要な、適した 

উপর うぽる 上（に）、〜に対して 

 

উ 
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ベンガル語 読み 意味 

উপলে  , উপল   うぽろっけ、うぽろっこ 〜に際して、〜場合に 

উপি ত うぽしゅてぃと （その場に）いる、いた、出席の 

উপহার うぽはる 贈り物 

উৎপাত うとぱっと 妨害、騒動、迷惑、天災 

উপায় うぱい 方法 

উেপাস うぽしょ 飢え 

উভয় うぼい 両方 

উ   うるどぅ ウルドウー語 

উলেটা, উলটা うると、うるた 逆の 

উৎসব うとしょぶ 祭り 

উৎসাহ うとしゃほ 励み、熱心 

ঋণ りん 借金、ローン、貸し付け 

ঋতু りとぅ 季節 

এ, এই, এটা え、えい、えた これ、この、 

এইখান えいかね ここ 

এইমা  えいまっとろ たった今 

এইেয えいじぇ これですよ、ちょっと 

এই প えいるぷ このような 

 

উ 

ঋ 

এ 
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ベンガル語 読み 意味 

একই えき 〜と同じ 

একখানা えくかな 1枚、一個 

একটু えくとぅ ちょっと、少し 

একটা えくた 一つ 

একটানা えくたな 絶えず 

এক  えくとろ 一緒 

একি শ えくてぃりっしゅ 31 

একদম えくだん 全く 

একনাগােড় えくながれ 一気に、絶えず 

একমা  えくまとろ たった一つの 

একরকম, একই えくろこむ、えき 同じような、どうにかこうにか 

এক'শ えくしょ 100 

একশু えくしょ 21 

এ ুিণ えっくに すぐに 

একসে  えこしょんげ 一緒に 

একা えか 一人で 

একীন えきん 信仰(イスラム教徒) 

এেকবাের えけばれ 全く、全然 

 

এ 
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এখিতয়ার えこてぃやる 権威 

এখন えこん 今、さて 

এখনও えこのお まだ 

এখিন えくに 今すぐ 

এখান, এখােন えかん、えかね ここ、ここに 

এগার えがろ 11 

এেগােনা えごの 進む、前進する 

এছাড়া えちゃら この他 

এটা えいた これ 

এত えいと こんなにたくさん、こんなに多くの 

এততুক ু えいととぅく これだけ 

এে লা えってら ニュース、お知らせ 

এিদক えいでぃく こちら 

এি ল えいぷりる 4月 

এবং えぼん そして 

এবার えばる（えばーる） 今度 

এভােব えばべ このように 

এমন えもん このような 

 

এ 
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ベンガル語 読み 意味 

এরকম えろこむ このような 

এলাকা えらか 
地域 

ঐ おい あの 

ঐিতহািসক おいてぃはしく 歴史的 

ও おい その 

ও, ওটা, ওরা, উিন, ওরঁা お、おた、おら、うに、おら あれ、あの人、あの;ああ、〜も 

ওই おい その 

ওখান おかん あそこ 

ওজু おじゅ 礼拝の前のみそぎ(イスラム教徒) 

ওজন おじょん 重さ、目方 

ওঠা おた 起きる、上がる 

ওিদক, ওিদেক おでぃこ、おでぃけ あちら 

ওয়া আলাইকুম আ  সালাম わ あらいくむ あっさらーむ 
挨拶への返事（イスラム教の挨拶の返

答） 直訳：あなたの上にも平安が 

ওল おる オール(サトイモ科の芋の一種) 

ওলটােনা おるたの 引っくり返す 

ওষধু おしゅど 薬 

ও াদ おしゅたど 先生、師匠 

ক-ু く- 悪い、不吉な 

 

এ 
ঐ 

ও 

ক 
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ベンガル語 読み 意味 

ক' টা こ' た いくつ、何時 

কই こい 何処に 

কওয়া こわ 話す 

কুকরু くくーる 犬 

কুকাজ くかーじ 悪事 

কখন ここん いつ（時間について） 

কখনও ここのお いつか（疑問文）、一度も（否定文） 

কচু コチュ サトイモ 

কচুির こちゅり コチュリ(丸い揚げパンの一種) 

কিচ こち 幼い、新鮮な 

কেঠার ことーる 厳しい、一生懸命 

কড়াই িঁট こらいしゅてぃ コライ(マメ科)さや豆 

কুঁিড় くり 蕾(つぼみ) 

কত こと いくつ（の）、いくら（の） 

কতৃ তা くりとっごた 感謝 

কথা こた 事、話したこと、話 

কথাবাত া こたばるた 会話、話し合い 

কদর こどる 価値、良さ 

 

ক 
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ベンガル語 読み 意味 

কপৃণ くりぽん けち(の) 

কপাল こぱる 額、宿命 

কিপ こぴ キャベツ、コピー 

কিফ こーふぃー こーひー 

কবর こぼる 墓 

কিব こび 詩人 

কিবতা こびた 詩 

কেব こべ いつ（日・月・年） 

কম こも 少い 

কমেজার こむじょーる 弱った 

কমুেড়া こむら 南瓜(かぼちゃ) 

কমলা こもら 蜜柑(みかん)、榿色 

কমা こま 減る、少くなる 

কমী こみぃ 忙しい、働き者、サービスのよい 

কমুীর くみる 鰐くわに) 

কয় こい いくつ 

কয়লা こいら 炭、石炭 

কয়ুাশা, কয়ুাসা くあしゃ 霧 

 

ক 



 

- 20 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

কেয়ক こえく いくつかの 

কজ  かーじゃ 貸し付け、ローン 

 িঢ とぅろてぃ 不備、欠点、とが 

কৎক   ことっこ 〜によって 

কত ব  こるとっぼ なすべきこと 

কত ব  こるとっぼ 義務 

কম চারী こーもちゃり 職員 

 েম  েম くろめくろめ だんだんんと 

 েমা  くろもっちょ 徐々に 

 য় くろい 買うこと 

করা こら する 

কের これ 〜で、〜して、〜づつ 

কল ころ 機械 

কলু くら なつめ 

কলঘ  こるごおる 浴室 

ক না こるぽな 想像（力） 

কলম ころむ ペン 

কলিস こるし 壼(つぼ) 

 

ক 
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ベンガル語 読み 意味 

কলা こら 芸術 

 া  くらんと 疲れた 

 াশ くらす クラス 

কিুল くり 苦力 

কেলজ これじょ カレッジ（日本の大学 1〜3年に相当） 

কষৃক くりしょっく 農民 

ক  こすと 苦労、苦難、迷惑 

 ু  くんの 気を悪くした、がっかりした 

 িত こてぃ 害 

 ুধা くすだ 餓え、食欲 

 মতা こもた 能力、力 

 মা こま 勘弁、容赦、侘び 

 ুর くーる 剃刀(かみそり) 

ি েদ きで 空腹 

কাক かく 烏（からす） 

কাকা かか 父の弟、父方の叔父 

কােক かけ 誰に 

কাগজ かごじゅ 紙 

 

ক 
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ベンガル語 読み 意味 

কাগজপ  かごじゅぷとろ 書類 

কাঁচ かち ガラス 

কাচা かちゃ (叩きつけて)洗濯する 

কাঁচা かちゃ 
未熟な、生の、下手な、舗装されていな

い（通）、煉瓦造りでない（家） 

কাঁিচ かち 鋏（はさみ） 

কাছাকািছ かちゃかち 近い、すぐ傍に、〜に達する程 

কােছ かちぇ 〜の傍に、近く 

কাজ かーじ 仕事 

কাজকম  かじこるも 活動、職業、仕事 

কােজই かじぇい その結果、だから 

কাটা かた 切る、（時が）過ぎる 

কাঁটা かた 棘（とげ）、魚の骨 

কাটােনা かたの すごす 

কাঁটাল かたーる ジャックフルーツ 

কাঠ かーつ 木材 

কাঁিঠন こてぃん かたい、困難な、難しい 

কাদা かだ 泥 

কাঁদা かだ 泣く 

 

ক 
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ベンガル語 読み 意味 

কান かん 耳 

কা া かんな 泣くこと 

কাপড় かぽる 着物（服、布） 

কাপড়- চাপড় かぽーるちょぽう 衣類 

কাঁপা かぱ 震える 

কােফর かふぇる イスラム教を信ぜぬ異教徒 

কামড়ােনা かむらの 噛む 

কার かる 誰の 

কারখানা かるかな 工場 

কারণ かろん 原因、理由、何故なら 

কািত ক かるてぃく 
カルティク月(西暦で 10 月半ばから 11

月半ば)、カルティク神 

কািরকর かりこる 職人 

কাল かる 昨日、明日、時期 

কালা から 黒い 

কািল かり インク 

কােলা かろ 黒（い） 

কািশ かし 咳 

কািহনী かひに 物語 

 

ক 
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ベンガル語 読み 意味 

িক きー 
何が（を）、どんな、〜か（疑問文であるこ

とを示す） 

িকংবা きんば または、 〜か〜 

িকছু きちゅ いくらかの、少し、何か、何も 

িকছু ণ きちゅっこん 少しの間 

িক  きんと しかし 

িকনা きな 〜かどうか 

িকভােব きばべ どのように 

িকেসর きしぇる 何の 

 ক け 誰（が） 

 কউ けう 誰か 

 কউেকউ けうけう 誰の（複数形） 

 কেঁচা けちょ ミミズ 

 কটলী けとり やかん 

 কন けの 何故 

 ক  けんどろ センター、中心 

 কননা けのな 何故なら 

 কনা けな 買う 

 কবল けぼる ただ（〜だけ） 

 

ক 
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ベンガル語 読み 意味 

 করাণী けらに 事務員、書記 

 কাখায় こたい どこに、どこへ、どこで 

 কান こん どれか、どの 

 কািঢ こてぃ 1千万 

 কাথাও こたお どこか、どこにも 

 কান こん どれか、どの 

 কামর こもる 腰 

 কারবািন こるばに 
犠牲(イスラーム教で生にえのため獣を

殺すこと) 

 কাম া こるま 甘い肉カレー 

 কারাগ こーらん コーラン(イスラーム教の聖典) 

 কারাণ こーらん コーラン 

খুচেরা くちょろ 小銭(こぜに) 

খঁুটা くた 柱、くい 

খড় こーる 藁 

খুন くん 血、殺人 

খিন こに 鉱脈 

খুব くーぶ 大変、見事に、たっぷりと 

খবর こぼーる ニュース、消息 

 

ক 

খ 
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ベンガル語 読み 意味 

খবেরর কাগজ こぼれーる かごーじゅ 新聞 

খরচ ころちょ 費用、支出 

খুশৗ, খুিশ くしー うれしい、喜び 

খাওয়া かわ 食べる、飲む 

খঁাচা かーちゃ 濫 

খাট かと 寝台、小さい 

খাটা かた 働く 

খােটা かと 短い 

খাতা かた ノート、帳面 

খািতর かてぃる 歓待、大切にすること 

খাদ  かっだ 食料、食物 

খানা かな 食べる、食事 

-খানা -かな （〜個、枚など） 

খাবার かばる 食物、食事 

খাম かも 封筒 

খামার かるまろ 農場、田圃 

খারাপ からっぷ 悪い 

খাল かろ 水路 

 

খ 
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ベンガル語 読み 意味 

িখচুিড় きちゅり キチュリ 

িখেদ きで 餓え、食欲 

 খজুর けじゅーる ナツメヤシ 

 খপা, খ াপা けぱ、けっぱ 狂った 

 খয়াল けやる 気が付くこと、注意、気紛れ 

 খলনা けるな おもちゃ 

 খলা けら 遊ぶ、戯れ 

 খেলায়াড় けれろある 選手、競技者 

 খাদা こだ （イスラーム教の神の呼び名） 

 খাদা こだ 彫る 

 খাদা-হােফজ こだはふぇず 
さようなら（神のお加護を!というイスラー

ム教徒の挨拶〉 

 খালােমাদ こしゃもっど 御世辞 

 খাসা こしゃ (果実等の)外皮 

 খাকা こか 小さな男の子 

 খঁাজা こーじゃ 捜す 

 খঁাড়া こーら 掘る、 （足が）不自由の 

 খালা こら 開く、開いた 

গ া がんが ガンジス 

 

খ 

গ 
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ベンガル語 読み 意味 

 ছােনা ぐちゃの 片付ける 

গজ ごーす １ヤード（長さの単位）  91.5 cm 

 জব ぐじょぶ 噂（うわさ） 

গজােনা ごじゃの 芽を出す、根付く 

গঠন ごとん 作ること、構造、形 

 ড় ぐろの 糖蜜 

 ঁড়েনা ぐろの 粉にする、掲きくだく 

গড়া ごら 過ぎ去った 

গড়া ごら 作る、造る、発達する 

 ড়া ぐら 粉 

গণ  ごんじょ 計算高い、値踏みした 

গিত ごてぃ 進行、進度、手立て、動き、状態 

গন がん 歌 

 ন ぐん 質、美点、徳性 

গ েগাল ごんどごる 騒ぎ、トラブル 

  া ぐんだ やくざ、ちんぴら、ギャング 

গ  ごんど 匂い 

গ রাজ ごんどらじょ くちなしの花 

 

গ 
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ベンガル語 読み 意味 

গভীর ごびる 深い、深み 

গম ごむ 麦 

গ ীর ごむびる 重々しい、まじめな 

গয়না ごいな 装身具 

গয়লা ごいら 牛飼い 

গ  ごる 牛 

   ぐる 師、重大な 

গজ ন ごっじょん ほえ声、怒り声 

গত  ごると 穴 

    ぐると 重要性 

গব  ごるぼ 自慢、誇り 

গরম ごろむ 暑い、熱い、暑さ 

 ম ぐらむ 村 

 ম ぐらむ グラム(重さの単位) 

 হণ ぐれいん 承認、受け取り、吸収 

 ামবাসী ぐらむばしい 村人 

 াহ  ごらっじょ 認め得る、気に留める 

গরীব ごりーぶ 貧しい 

 

গ 
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ベンガル語 読み 意味 

 ী কাল ぐりっしょかーる 夏 

  ফতার ぐれふたる 逮捕 

গ  ごるぽ 物語、話 

গলা ごら のど、声、溶ける 

গূলােনা ぐらの 溶かす 

গিল ごり 小道、細道 

- িল ぐり 複数形語尾 

 িল,  েলা ぐり、ぐろ 複数接辞 

গা が 体 

গাই がい 牝牛 

গাইেয় がいえ 歌手 

গাওয়া がわ 歌う 

গাছ がーつ 木 

গাড়া がら 
村落、(高い所から)取る、産む、大声で口

にする 

গাড়ৗ がり 車 

গঁাদা がーだ 千手菊(センジュギク) 

গাধা がだ ロバ 

গামছা がむちゃ 手ぬぐい 

 

গ 
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ベンガル語 読み 意味 

গাল がる 罵声 

 গি  げんじ 下着、Tシャツ、ポロシャツ 

 গলাস げらす コップ 

 গাটােনা ごたの 巻く、たたむ、縮める、手を引く 

 গাল ごる 丸（い）、騒ぎ 

 গালাপ ごらっぷ バラ 

 গা  ごすと 肉、牛肉 

 গাছল ごそーる 風呂に入る、体を洗う 

 গাড়া ごら 根、始まり、土台 

 গানা ごな 数える 

 গাপন ごぽん 秘密の、かくれた、秘やかな 

 গঁাফ ごーふ ロ髭(ひげ) 

 গাবর ごぼる 牛糞 

 গার- দওয়া ごるでわ 埋葬する 

 গালআলু あるー じゃがいも 

 গালমাল ごるまる 混乱した 

ঘটনা ごとな 事件、出来事 

ঘটা ごた 起こる 

 

গ 

ঘ 
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ベンガル語 読み 意味 

ঘঁুেট ぐーて 乾いた牛糞(燃料用) 

ঘিড় ごり 時計 

ঘঁুিড় ぐーり 凧（たこ） 

ঘৃণা ぐりな 嫌悪 

ঘন ごの 濃い、密な、厚い 

ঘ া ごんた 時間（60分）、鐘 

ঘুম ぐむ 眠り、眠気 

ঘুমােনা, ঘুমেনা ぐまの、ぐもの 眠る 

ঘর ごら 部屋、家、家柄 

ঘুরা ぐら 回る 

ঘুষ ぐーしゅ 賄路（わいろ） 

ঘষা ごしゃ こする 

ঘা が 傷 

ঘাট がっと 足場、桟橋 

ঘাড় がる 頸(くび） 

ঘাম がむ 汗 

ঘামােনা がるまの 痛める 

ঘাস がす 草 

 

ঘ 
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ベンガル語 読み 意味 

 ঘাড়া ごら 馬 

 ঘারা ごら 回る 

 ঘালা ごら 汚い、にごった 

চওড়া ちょら 広い 

  াঁেনা ちぇちょの 叫ぶ、喚く 

চ ল ちょんちょろ じっとしていられない、落ち着きのない 

চটপট ちとぱっと すばやい 

চিট ちょてぃ サンダル 

চড়া ちょら 乗る、登る、上がる 

চড়াই ちょらい 雀(すずめ) 

চুিড় ちゅり 細い腕輪 

চতুথ   ちょとぅると 第四 

চুপ ちゅっぷ 黙った、しっ!(静かに) 

চুপ করা ちゅっぷ こら 静かにする 

চুপচাপ ちゅっぷちゃっぷ 静かな（人） 

চি শ ちょびっしゅ 24 

চুমু, চুমা ちゅむ、ちゅま 接吻（キス） 

চুমুক ちゅむく すすること 

 

ঘ 

চ 
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ベンガル語 読み 意味 

চমকােনা ちょむかの ぎくりとする、びっくりする 

চমৎকার ちょもとかる 素晴らしい 

চচ া ちょるちゃ 修練、啓発 

চিব  ちょるび 脂肪 

চুরা ちゅら 髪 

চুির ちゅり 盗み 

চির  ちょりと 性格 

চুলকােনা ちゅるかの （かゆいところを）掻く 

চলিত ちょると 現行の、はやっている 

চি শ ちょりっしゅ 40 

চলা ちょら 行く、進む、動く、続く、通用する 

চশমা ちょすま 眼鏡 

চা ちゃ 茶 

চাওয়া ちゃわ 欲する、見る 

চাকর ちゃくる 召使 

চাকির ちゃっくり 勤め 

চাকা ちゃか 車輪 

চাচা ちゃちゃ 父方の伯父、父の兄 

 

চ 
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ベンガル語 読み 意味 

চঁাদ ちゃーど 月（天体の） 

চাদর ちゃどる 肩掛、シーツ 

চাপ ちゃぷ 圧 

চাপািট ちゃぱてぃ チャパティ 

চািব ちゃび 鍵 

চামচ ちゃむちゅ、ちゃむす 匙（さじ）、スプーン 

চামড়া ちゃもら 皮、皮膚 

চার ちゃる 4 

চারা ちゃら 苗 

চািরিদক, চারিদক ちゃりでぃく、ちゃろでぃく 四方、まわり 

চাল ちゃる 米、しきたり 

চালাক ちゃらこ 利巧な、ずる賢い 

চালােনা ちゃらの 動かす、運転する 

চাষ ちゃしょ 耕作 

চাষী ちゃし 農夫、百姓 

চািহদা ちゃひだ 需要 

িচংিড় ちんぐり 蝦（えび） 

িচৎকার ちっとかる 叫び声 

 

চ 



 

- 36 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

িচিকৎসা ちきっしゃ 治療 

িচিঠ ちてぃ 手紙 

িচিড়য়াখানা ちりやかな 動物園 

িচনা ちな 知っている 

িচিন ちに 砂糖 

িচবেনা, িচবান ちぼの、ちばの 噛む 

িচরকাল ちるかる いつまでも 

িচ িন ちるに 櫛 

িচল ちる 鳶(とんび) 

িচ া ちしゅた 考え、心配 

িচ  ちんの 跡、印（しるし） 

চীনা ちな 中国人 

চীনাবাদামআ ちなばだむ 南京豆 

 চক ちぇっく 小切手 

 চনা ちぇな 
(人・道などを)知っている、(本当の姿を)

知る、(それと)知る 

 চয়ার ちいき 椅子、ベンチ 

 চয়ার ちぇやる 椅子 

 চেয় ちぇえ 〜より 

 

চ 



 

 
- 37 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

 চহারা ちぇはら 容貌、姿 

 চৗঠা ちょうた 4日(月の) 

 চ  ちょいとろ 
チョイットロ月(西暦で 3月半ばから 4月

半ば) 

 চাখ ちょーく 目、まなざし 

 চা  ちょっど 14 

 চার ちょる 泥棒 

 চৗিকদার ちょうきだーる 警備員 

 চৗেঠা ちょうと 4日(月の) 

ছঁুচ ちゅーちょ 針 

ছটভাই ちょっとばい 弟 

ছটাক ちょたこ 
面積 4.8 平方メートル、重さの単位 

58g 

ছড়া ちょだ 熟した稲穂、房 

ছড়ােনা ちょだの 捲く、広げる、散らす 

ছুিঢ ちゅてぃ 休み 

ছিব ちょび 絵、写真 

ছয় ちょい 6 

ছয়'ই ちょい'い 6日(月の) 

ছুির ちゅり ナイフ 

 

চ 

ছ 



 

- 38 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

ছাই ちゃい 灰、つまらないもの、こと 

ছঁাকা ちゃか 濾す、ふるいにかける 

ছাগল ちゃごる 山羊（やぎ） 

ছাড়া ちゃら 捨てる、放す、去る、脱ぐ、発つ〜以外に 

ছা  ちゃっとろ 学生、生徒 

ছা ী ちゃっとりぃ 女学生 

ছাতা ちゃた 傘 

ছাদ ちゃど 屋上 

ছাপা ちゃぱ 印刷する、覆い隠す、押える 

ছাি শ ちゃびっしゅ 26 

ছায়া ちゃや 影、陰 

ছারেপাকা ちゃろぽか 南京虫 

িছটােনা ちたの ばらまく、広げる、ふりかける 

িছ  ちどろ 穴 

িছপ ちーぷ 釣竿 

িছল ちる 〜であった、いた 

 ছঁড়া ちぇら 投げる、放っ 

 ছঁরা ちぇら 破れる、裂ける 

 

ছ 



 

 
- 39 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

 ছাটা ちょた 走る 

 ছাট ちょと 小さい、卑しい、下の 

 ছঁায়া ちぇや 触れる 

জঁুই じゅい ジャスミン 

জখম じょかむ 傷 

জ ল じょんごる やぶ、ジヤングル 

 ান じぇん 知識、知恵、意識 

 ানীব া ু じぇにばっくる 知識人 

 ার じょる （体の）熱 

 ী じー はい（イスラーム教徒） 

জুতা じゅた 靴 

জন じょん 人（数える時）、人民 

জুন じゅーん 6月 

জ  じょんと 動物 

জ  じょんも 誕生、生れ 

জ ােনা じょんまの 生まれる、生じる、獲れる 

জন  じょんの 〜のため 

জনাব じゃなぶ Mr. 

 

ছ 

জ 



 

- 40 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

জ  じょぶど 思い知らされた、抑制された、占領 

জবা じょば ハイビスカス 

জবাই じょばい 屠殺 

জবাব じょばぶ 答、返事 

জু া じゅま （イスラーム教の）礼拝日（金曜日） 

জমা じょま 貯める 

জিম じょみ 土地 

জিমদার じょみだーる 地主 

জয় じょい 勝利 

জ া  じゃんと 生きた、生きている 

 জ াৎ া じょとすな 月光 

 জ   じょいすと 
ジョイシュト月(西暦で5月半ばから 6月

半ば) 

জ রী じょるり 緊急な 

জিরমানা じょりまな 罰金、罰 

জল じょる 水、雨 

জল খাবার じょる かばる 軽食、朝食 

জুলুম じゅるも 圧力、圧制 

জলা, জালান じょら、じゃらの 燃える、輝く、痛む、燃やす 

 

জ 



 

 
- 41 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

জাগা じゃが 起きる、目覚める 

জািত じゃてぃ 国民、民族、カースト 

জাতীয় じゃてぃお 国民の 

জানয়ুাির じゃぬやりい 1月 

জানলা じゃんら 窓 

জানা じゃな 知る、知っている 

জানােশানা じゃなしょな （相手を）よく知っている 

জােনায়ার じゃのやる 動物 

জাপান じゃぱん 日本 

জাপানী じゃぱに 日本の、日本人、日本語 

জাম じゃむ 
ジャーム（雨季に黒紫の果実をつける木

の一種） 

জামা じゃま 洋服 

জায়গা じゃいが 場所 

জাল じゃる 網、罠（わな） 

জাহাজ じゃはじょ 船 

িজ সা じっがしゃ 尋ねること、疑問、質問 

িজিনষ じにしゅ 物、中味 

িজভ じぼ 舌 

 

জ 



 

- 42 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

িজিলিপ じぇらぴ 渦巻状の砂糖菓子 

িজ া じば 舌 

জীপ じーぷ ジープ 

জীবন じぼん 生涯、人生 

জীবানু じばぬ ばい菌、微生物 

 জতা じぇた 勝つ、かちとる 

 জলখনা じぇろ（る）こな 監獄、牢屋、刑務所 

 জলা じぇら 県、郡 

 জাড়া じょら 結ぶ、合わせる 

 জাগাড়,  যাগাড় じょがろ、じょがろ 手に入れること、調達 

 জাড় じょら 二組の、つがい 

 জানািক じょなきぽか 蛍 

 জায়ারা じょやら 満ち潮 

 জার じょる 力、力ずく、強い 

ঝগড়া じょごら 喧嘩（けんか） 

ঝঁটা じょた 箒（ほうき） 

ঝড় じょろ 嵐 

ঝুিড় じゅり 籠(かご)、筑(ざる) 

 

জ 
ঝ 



 

 
- 43 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

ঝরা じょら 洩れる、こぼれる、漏る 

ঝুলা じゅら 肩掛布袋、掛かる 

ঝঁাজ, ঝঁাঝ じゃじょ、じゃじょ 熱、かおり、味などのきつい、ひどい 

ঝাপসা じゃぽしゃ かすんだ、ぼんやりした、薄暗い 

ঝাপােনা じゃぱの 跳び込む 

ঝাল じゃーる 辛い、辛さ 

িঝমেনা じもの 眠くなる、ものうくなる 

 ঝঁাকা じょか のめり込む、屈み込む 

 ঝাল じょーる 煮汁、肉汁 

 ঝাল じょら 肩掛布袋、掛かる 

টক とっく 酸っぱい（味） 

-টুক ু -とぅく 少量であることを示す接辞 

টকটেক লাল とことけ ろん 真っ赤 

টুকেরা とぅころ 部分、一片、切れ端の、ばらばらの 

টিঢকা とでぃか 新鮮な 

টুিপ とぅぴ 帽子 

  ন とれーん（とれん） 汽車 

টাক たっく 禿(の) 

 

ঝ 

ট 



 

- 44 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

টাকা たか タカ、お金 

টা ােনা たんがね ◌া 懸ける、吊る 

টানা たな 引く 

টানাটািন たなたに 引っ張り合い 

টািল たり タイル 

িটিকট てぃきと 切符 

িটন てぃん 錫、缶 

িটপা でぃぱ ウインクする 

িটয়া てぃあ いんこ(鳥) 

িটেলিম てぃれみ もたもたした、ずずぐずした 

 টপা てぱ 揉む、押える、 

 টিবল てびる テーブル 

 টিলেফান てりふぉん 電話 

 টিলিভসন てりびしょん テレビ 

ঠকােনা とかの 欺く、だます 

ঠাকরু たくる 神様(ヒンドゥー教) 

ঠা া たとった 冗談、からかい 

ঠা া たんだ 寒い、冷たい、寒さ 

 

ট 
ঠ 



 

 
- 45 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

িঠকানা てぃかな 
住所、消息、確かさ 

 ঠলা てら 押す 

 ঠাকা とーか 音を立てて叩く、ぶつける 

 ঠাঁট とーと 唇、嚇 

 াইভার どらいばーる 運転手 

ডাক だく 呼びかけ、鳴き声、郵便 

ডাকঘর だくごる 郵便局 

ডা ার だくたーる 医者 

ডাকা だか 呼ぶ、鳴く 

ডঁাটা だた ダタ（野菜）、茎、実の付け根 

ডােন, ডান だね、だん 右 

ডাব だぶ 
まだ熟していないココヤシの実（汁を飲

む） 

ডাল だる 豆、ダール（豆のスープ〉、枝 

িড েনা でぃんごの 跳び越える 

িডম でぃむ 卵 

িডেস র でぃせんばー １２月 

 ডাবা, ডুবা どば、どぅば 沈む 

ঢাক だく 大太鼓 

 

ঠ 
ড 
ঢ 



 

- 46 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

ঢাকনা たくな 鍋のふた 

ঢাকা だか カバーする、覆う 

ঢাকা だか ダッカ 

ঢালু だーる なだらかな 

ঢালা だーら 注ぐ 

িঢলা でぃら ルーズな、ゆるい 

 ঢউ でう 波 

 ঢকঁরু てくる げっぷ 

 ঢড়ঁস でろーしゅ オクラ 

 ঢাকা どか 入る 

 ণৗক,  নৗকা のうこ、のうか 小舟 

তুই とぅい おまえ 

তখন とこん その時 

তু  とぅっちょ つまらない、些細な 

তত とと そんなに（多く）、それほど 

তৎ ণা  ととっこなと その瞬間 

তৃতীয় とぅりてぃお 第三の 

তফাৎ とふぁと 距離、違い、隔たり 

 

ঢ 
ণ 
ত 



 

 
- 47 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

তবলা とぶら トブラ（バングラデシュの太鼓） 

তেব とべ そうすれば、それなら、しかし 

তুিম とぅみ 君 

তুিম,  তামরা, তুই,  তারা とぅみ、とむら、とぅい、とら 
お前、お前達、あんた、きみ、きみ達、あん

た達 

ত াগ たーぐ 放棄 

তক   とるこ 議論、論理 

তরকাির とるかり おかず、カレー、野菜 

ত ণ とるの 若い 

তরমূজ とるむーじゅ 西瓜 

তুল とぅる 綿 

তুলনা とぅろな 比較 

তলা とら 階、底 

তুিল とぅり 筆 

তা た それ、で 

তাই たい それで、その通り、だから 

তাইেতা たいな そうでしょう 

তাওয়া たわ あぶる、あぶり用の平鍋 

তাক たこ 棚 

 

ত 



 

- 48 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

তাকােনা たかの 見つめる 

তাজা たじゃ 新鮮な、生き生きした 

তাড়াতািড় たらたり 早く、急いで 

তানপরৃা たんぷーら タンプーラ(伴奏用弦楽器) 

তাপ たーぷ 体温、温度 

তাবু たーる 電報、電気コード 

তামা たま 銅 

তামাক たまく タバコ 

তামাসা たましゃ 見せ物、おどけ、からかい、慰み 

তারপর たるぽーる それから 

তারা たら 星、彼等、ターラーの女神 

তািরখ たりく 日付 

তালা たら 錠 

তাস たす 遊び札、トランプ 

তাহেল たほれ そうすれば、それでは 

তাহেল たほれ そうすれば、それでは 

িত  てぃた 苦味 

িতন てぃん 3 

 

ত 



 

 
- 49 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

িতিন てぃに あの方 

িতিরশ, ি শ てぃりしゅ、とりっしゅ 30 

 তইশ ていしゅ 23 

 তজ てじゅ 発光、力強さ 

 তত てと 苦い、苦味 

 তঁতুল てとる タマリンド 

 তমন てもん そのような 

 তর てろ 13 

 তল てーる 油 

 ত া てすた 渇き 

 তসরা てすら 3日(月の) 

 তরী,  তির といりー 作られた、用意した 

 তামরা とむら 君たち 

 তায়ােল とあれ タオル 

 তারা とら お前達 

 তালা とら 持ち上げる、とる、摘む、 

 তালা とら 重さの単位（18粒もしくは 11.6グラム） 

 তাষক としょく 木綿の薄布団 

 

ত 



 

- 50 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

তৗথ   てぃると 聖地 

থতুু とぅとぅ 唾（つば） 

থুঁতিন とぅとに 顎(あご) 

থাকা たか いる、住む、ある 

থানা たな 警察署、（行政の）管轄単位 

থাবা たば (四足獣の)かぎ爪のある手、足 

থামা たま 止まる、止む 

থালা たら 盆 

িথেয়টার てぃえたる 劇場、演劇 

 থেক てけ 〜から、〜より 

 ঃখ どぅっこ 悲しみ、不幸 

দই どい ヨーグルト 

 ই どぅい 2 

দি ণ どっきん 南（の） 

দখল どこーる 支配、精通 

 েটা どぅと 二つ、二時 

দিড় どり 縄、紐 

 ধ どぅど 乳、ミルク 

 

ত 
থ 
দ 



 

 
- 51 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

 পরু どぅぷる 正午、昼 

 ারা どらの 〜によって 

ি তৗয় でぃてぃお 第二の 

 ীপ でぃぷ 島 

দয়া どや 親切、同情 

দর どーる 時価、値打ち 

দরূ どぅろ 遠い、距離 

দরকার どるかる 必要 

দরখা  どるかしゅと 申し込み 

 গ   どぅるごんどぅ 臭い 

 ঘ টনা どぅるごとな 事故 

দরজা どるじゃ 扉 

 র  どぅるっと 距離 

 র  どぅろんと 
じっとしていない、手に負えない、行儀の

悪い 

 ব  どろぼ 物 

 ব ল どぅるぼる 弱い、病弱な 

 ভ  াগ  でゅばっこ 残念な、不運 

 িভ    どぅるびっこ 飢饒 

 

দ 



 

- 52 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

দল どる グループ、党派 

দশ どしょ 10 

দশ'ই どしょい 10日(月の) 

দশম どしょむ 第十 

দশিমক どしょみっく 小数点、 点 

দশৃ  でゅっし 景色 

   ু どぅすとぅ いたずらな、腕白な 

দাওয়াৎ だわっと (イスラーム教徒による)招待、御馳走 

দাগ だご 跡、しみ、傷跡 

দাঁড়ােনা だらの 立つ、待つ、止まる 

দািড় だり 顎髭（あごひげ） 

দাঁত だーと 歯 

দাদা だだ 兄、父方の祖父 

দাদী だでぃ 祖母 

দান だん 施し、寄付 

দানা だな 粒、穀物 

দাবী だび 権利(の要求)、請求 

দাম だむ 値段、値打ち 

 

দ 



 

 
- 53 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

দামাদািম だまだみ 値段交渉 

দামৗ だみ 高価な 

দািয়  だいっと 責任 

দায়ৗ だい 責任ある 

িদক でぃく 方角、方向 

িদিদ でぃでぃ 姉、父方の祖母 

িদন でぃん 日、（陽の出ている間の一日） 

িদয়াশলাই でぃやしょらい マッチ 

িদেয় でぃえ 〜で（手段）、〜を通して 

দীিঘ でぃじ 大きな池 

 দওয়া でわ 与える、やる 

 দওয়াল でわる 壁 

 দখা でか 見る 

 দড় でる １と 1/2 

 দরী でり 遅れ 

 দশ でしゅ 土地、国 

 দশলাই でしょらい マッチ 

 দশৗ でしぃ 現地の、地元の、自国の 

 

দ 



 

- 54 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

 দহ でほ 身体 

 দাষ どしゅ 罪、欠点、欠陥、失敗した責任 

 দৗড়েনা,  দৗড়ান どうろの、どうらの 走る 

 দিনক どいにこ 毎日の 

 দাকান どかん 店 

 দায়া どあ 祝福、〜のおかげ 

 দায়া どあ 乳を搾る 

 দালা どら 揺れる、駕籠（かご） 

 দাসরা どすら 2日(月の) 

ধিুত どぅてぃ (ヒンズー教徒の)男性用腰巻 

ধন どん 金、財産、富 

ধন বদ どんのばっと ありがとう、ありがとうございます 

ধনী どにぃ 金持ちの 

 ংস どぼんぐしょ 破壊 

ধমকােনা どむかの 叱る 

ধম  どるも 宗教、務め、本質 

ধরা どら つかむ、つかまえる 

ধরা どら とりつく 

 

দ 

ধ 
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ベンガル語 読み 意味 

ধেুলা どぅろ 埃 

ধা া だっか 押し、衝撃 

ধান だん 稲 

ধার だる 借り、借金、縁、鋭さ 

ধারণা だろな 観念、理解、想像 

ধীর でぃろ ゆっくりと 

 ধাপা でぱ 洗濯屋 

 ধায়া どあ 洗う 

 ধয  どいるじょ 我慢 

 ধাঁয়া どわ 煙 

নইেল のいれ さもなければ 

নকল のこる 真似、偽（の）、コピー、模倣 

নখ のーく 爪 

নগদ のごど 現金（の） 

নজর のじょる まなざし、目付き、注目 

নতুন のとぅん 新しい 

নদী のでぃ 川 

ননু ぬん 塩 

 

ধ 
ন 



 

- 56 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

ন ই のっぼい 90 

নবম のぼむ 第九 

নেভ র のべんばー 11月 

নমুনা のむな 見本、サンプル 

ন র のんぼる 番号、点数 

ন  のむろ 謙虚 

নম ার のもしゅかる 
こんにちは、さようなら（イスラム教以外

の挨拶） 

নয় のい 9 

নয়'ই のい い 9日(月の) 

ন ায় にいや 〜のような 

নদ  মা のるどま 排水路、溝 

নরম のろん 柔かい、優しい 

ন  のすと だめになった、損われた 

না な いいえ、〜ではない、〜ね、〜それとも〜 

নাক なーく 鼻 

নাচ なーちゅ 踊り 

নাচা なちゃ 踊る、舞う 

নাটক なとっく 劇、戯曲 

 

ন 
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ベンガル語 読み 意味 

নানা なな 祖父（母方） 

নানা なな 色々な 

নানারেঙর ななろんげる いろいろな、様々な 

নানী なに 祖母 

নািপত なぴと 理髪士、床屋 

নাম なーむ 名前 

নামক なむこ 名前の、〜という 

নামা なま 降りる 

নামাজ なまず（なまーじゅ） イスラム教徒の毎日五回の礼拝 

নারেকল, নারেকাল なるける、なるこる ココ椰子（ヤシ） 

নারাজ ならじゅ 不満足の、気に入らない 

নািলশ なりす 不服、訴え、=苦情 

নাশতা なすた 軽食、朝食 

িনঃ াস にっしゃしゅ 息 

িনখঁুত にくーと 非のうちどころのない 

িনেখাজঁ にこじゅ 行方不明 

িনজীব にじぶ 気が沈んだ、元気のない 

িনেজ にじぇ 自分で 

 

ন 



 

- 58 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

িনে , িন া にんで、にんだ 非難 

িনপণু にぷの 上手な 

িনম ণ,  নম   にもんろん、ねもんとんの 招待 

িনয়ম によむ（におむ） 規則、やり方、しきたり 

িনয়িমত におみと いつも、規則通り 

িনব াচন にるばちょん 選択、選挙 

িনভ  র にるぼる 依存 

িন য় にすちょい 勿論、必ず 

িন  েয়াজন にふる 無駄な、無益な 

নীচ にちょ 下、下等な、低い 

নীচু にちゅ 下、下った 

নীরব にいろぶ 静かな、黙って 

নীল にーる 青色、青空、青い 

 নই ねい ない 

 নওয়া ねわ 取る、もらう 

 নশা ねしゃ 酔い、マニア、熱中の対象 

 নাংরা のんぐら 汚い 

পকুরু ぷくる 池 

 

ন 
প 
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ベンガル語 読み 意味 

পে  ぽっけ 〜にとって、立場で 

পচা ぽちゃ 腐る、腐った 

পছ  ぽちょんど 好み（の） 

পেূজা ぷじゃ（ぷじょ） ヒンドゥー教の祭、礼拝 

প ম ぽんちょむ 第 5 

প াশ ぽんちゃしゅ 50 

পি কা ぽんじか 暦 

পটু ぽとぅ 上手な、巧みな 

পড়া ぽら 読む、勉強する 

পড়া ぽら 落ちる 

পড়া না ぽらしゅな 勉強 

পিঁঢশ ぽちしゅ 25 

পি ত ぽんでぃと 学者、学識のある 

পতুুল ぷとぅる 人形 

পথ ぽと 道 

পিৃথবী ぷりてぃび 地球、世界 

প িত ぽでぃってぃ 方法 

পদবী ぽどび 姓 

 

প 
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ベンガル語 読み 意味 

প  ぽっど 蓮(シャプラが一般的） 

পেনর ぽねろ 15 

পিব  ぽびとろ 神聖な、純粋の 

প ঁচা,  পচঁা ぱーちゃ、ぺーちゃ 彙(ふくろう) 

পয়লা ぽいら 第一の 

পয়সা ぽいしゃ ポイシャ(１００分の１タカ）、お金 

প ু ぷる 厚い、粗い 

পর, পের ぽる、ぽれ 他の、別の、〜のあとで 

 কিৃত ぷろくりてぃく 自然の 

 কাশ ぷろかしょ 表現、現われ、露見、出版 

 চুর ぷろちゅーる たくさんの 

 চার ぷろちゃる 公布、発表、放送 

 জাপিত ぷろじゃぷてぃ 創造主ブラフマーの別名 

 জাপিত ぷろじゃぷてぃ 蝶 

 ণাম ぷろなむ 
足の塵を拝すること(仏教、ヒンドゥー教

徒の目上の人に対する最も丁寧な挨拶) 

 ণালী ぷろなり 方法 

 েত ক ぷろってく 毎〜、各々の 

 িত ぷろてぃ 〜ごと、毎〜 

 

প 



 

 
- 61 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

 িতবাদ ぷろてぃばっど 抗議 

 িতেবশী ぷろてぃべし 隣の(人) 

 িতেযাগীতা ぷろてぃじょぎた 試合、競争 

 িত া ぷろてぃすた 設立、地位を築くこと 

 থম ぷろとむ 第一の、はじめの、 

 ধান ぷろばん 主な、長 

 ধানম ী ぷらどのみにすたー 首相 

পরুেনা ぷろの 古い 

প ুেনা, পরুােণা ぷるの、ぷらの 古い、昔の 

পরব ぽろぶ 祝休日(イスラーム教徒の) 

পবূ  ぷるぼ 東、前（時間、場所〉 

 ব  ぷろぼんどぉ 評論 

 ভিৃত ぷろとぅりてぃ 〜など 

 মাণ ぷろまｎ 証拠 

পয   ぽるじょんと 〜まで 

 েয়াজন ぷろいじょん 必要 

পর  ぽるしゅ 一昨日、明後日 

 শংসা ぷろしょんぐしゃ 賞賛 

 

প 



 

- 62 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

   ぷろすの 疑問、質問、問題 

প ুষ ぷるしょ 人、男、世代 

পরু ার ぷりしょる 賞 

  ত ぷろしゅたっと 準備できた 

  াব ぷろすたぶ 提案 

পর র ぽろしゅぽる 互いに 

  াব ぷろすらぶ 小便 

পরা ぽら 着る 

 াণ ぷらん 生命、息吹き、心 

 াণপণ ぷらんぷね 一生懸命に 

 াণী ぷらに 生物 

পরাধীন ぽらでぃん 従属した 

পরামশ   ぽらむしょ 助言、相談 

 ায় ぷらい およそ、よく 

 ায়ই ぷらえい たいてい 

পিরচয় ぽりちょい 紹介 

পিরচালক ぽりちゃろく 所長、管理者、リーダー 

পিরিচত ぽりちと 知り合いの 

 

প 
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ベンガル語 読み 意味 

পিরবার ぽりばーる 家族、妻 

পিরমাণ ぽりまん 割合、度量衡 

পিরমান ぽりまん 量 

ি য় ぷりよ 親愛なる、好みの、愛人 

পির ম ぽりすろむ 勤労、労働、勤勉 

পির ম ぽりすろむ 骨折り、勤労・勤勉 

পির ার ぽりしゅかる はっきりした、綺麗な、明瞭な 

পরী া ぽりっか 試験 

পের ぽれ 後で 

  ম ぷれむ 愛、恋 

পেুরা, পরুা ぷろ、ぷら いっぱいの、全体の、全部の 

পেরাটা ぽろた ポロタ 

পলু ぷる 橋 

পিুলস ぷりす 警官 

প  ぽしゅ 動物 

পি ম ぽすちむ 西（の）、後 

প ৃা ぷりすた 頁(ページ) 

পা ぱ 足 

 

প 
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ベンガル語 読み 意味 

পাঁউ িট ぱうるてぃ 食パン 

পাওয়া ぱわ もらう、手に入る 

পাকা ぱか 熟した、完全な、熟練した、 

পাকা ぱか 舗装された、 

পাকা ぱか 煉瓦造りの 

পাকােনা ぱかの 料理する、熟した、舗装された 

পাখা ぱか 翼、うちわ、羽根 

পাখী ぱき 鳥 

পাগল ぱごーる 狂った 

পাগলািম ぱごらみ ばかげた 

পাঁচ ぱーち 5 

পাঁচ'ই ぱーち い 5日(月の) 

পােছ ぽちぇ 後で、〜しないように 

পা াবী ぱんじゃび 
パンジヤーブ州の、パンジヤーブ人、パン

ジーブ語、 

পা াবী ぱんじゃび 男性の上着インド 

পাট ぱと 黄麻（ジュート、インド麻、ツナソ（綱麻）） 

পাঠােনা ぱたの 送る 

পাড়া ぱら 取る、もぎとる、玉子を産む 

 

প 
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ベンガル語 読み 意味 

পাতলা ぱとら 薄い、やせた 

পাতা ぱた 葉、頁、広げる 

পাথর ぱとーる 石 

পান ぱん 飲むこと 

পান ぱん 
檀榔樹（ビンロウジュ）の実を葉にくるん

だ嗜好品 

পানতুয়া ぱんとぅあ パントゥア(甘菓子の一種) 

পািন ぱに 水 

পাপ ぱぷ 罪、不道徳 

পাপিড় ぱぷり 花びら 

পায়খানা ぱいかな 便所、大便 

পায়জামা, পা-জামা ぱいじゃま、ぱじゃま パジャマ（ズボンの一種） 

পায়রা ぱいら 鳩(はと) 

পােয়স ぱえしゅ 
パエシュ(ミルク・砂糖・米で作った甘い

料理) 

পার ぱる 岸、すそ 

পার ぱろ 渡ること 

পারা ぱら 〜できる 

পারা ぱら 水銀 

পালংশাক ぱろんしゃーく ほうれん草 

 

প 
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ベンガル語 読み 意味 

পালক ぱろっく 保護者 

পালন ぱろん 飼育 

পালা ぱら 飼う、順番 

পালােনা ぱらの 逃げる 

পাশ ぱす 側、横、束縛 

পাহাড় ぱはーる 山、丘 

পাহারা ぱはら 見張り 

িপছন, িপছেন ぴちょん、ぴちょね 後（うしろ） 

িপছল ぴちょる すべり易い 

িপঠ ぴーと 背中 

িপতা ぱた 父 

িপপঁেড়, িপপঁড়া ぴぷれ、ぴぷら 蟻 

িপপাসা ぴぱしゅ のどが渇く 

 প াব ぺっちゃぶ 小便 

 পট ぺと 腹、胃 

 পটুক ぺとぅく 大食いの、食いしん坊の鉛筆 

 পেঁপ ぺぺ パパイヤ 

 পয়ঁাজ ぺやじゅ 玉葱(たまねぎ) 

 

প 



 

 
- 67 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

 পয়ালা ぺやら 茶碗 

 পেরক ぺれく 釘 

 পশা ぺしゃ 職業 

 পাষা ぺしゃ 育てる、飼う 

 পৗেন ぽうね マイナス４分の１、15分前 

 পাকা ぽか 虫 

 পাড়ােনা, পড়ুােনা ぽらの、ぷらの 焼ける、火傷する 

 পায়া ぽや 重さの単位（232ｇ、1/4シェル） 

 পালাও ぽらお ポラオ米、ポラオ（料理名） 

 পাষাক ぽしゃく 衣服 

 পৗঁছেনা,  পৗঁছােনা ぽうちょの、ぽうちゃの 着く 

 পৗঁছান ぽちゃの いたる、到着する 

 পৗষ ぽうしょ 
ポウシュ月(西暦で 12 月半ばから 1 月

半ば) 

ফকীর ふぉきーる イスラーム教の托鉢僧、布教師 

ফূটা ふた 花開く、現われ出る、刺さる 

ফূটা ふた 沸く 

ফিড়ং ふぉでぃん いなご 

ফুিত  ふてぃ 気晴らし、どんちゃん騒ぎ 

 

প 
ফ 



 

- 68 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

ফুরেনা, ফুরােনা ふろの、 ふらの 尽きる、全部なくなる 

ফল ふぉーる 果実、結果 

ফুল ふるてぃ 花 

ফলা ふぉら 実現する 

ফুলা ふら 脹れる、ふくれる 

ফসল ふぉしょーる 収穫、作物 

ফঁাকা ふぁか 空いた、人気のない、中身のない 

ফঁািক ふぁき ごまかし 

ফঁািক ふぁき だますこと 

ফাটােনা ふぁたの 割れる、裂く、開かせる 

ফা ন ふぁぅぐん 
ファルグン月(西暦で 2 月半ばから 3 月

半ば) 

 ফ য়াির ふぇぶやりー ２月 

 ফরত ふぇろと 戻し 

 ফরা, িফরা ふぇら、ふぃら 戻る、巡る、帰る 

 ফলা ふぇら 落とす 

 ফলা ふぇら 投げ捨てる、放つ 

 ফাটা ふぉた しずく、粒 

 ফাটা ふぉた 花開く、現われ出る 

 

ফ 
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ベンガル語 読み 意味 

 ফাড়া ふぉら 刺し通す、突き通す 

 ফালা ふぉら 脹れる、ふくれる 

বংশ ぼんぐしょ 家系、一族 

বই ぼい 本、〜の他に 

বওয়া ぼわ 運ぶ、流れる、吹く（風が） 

বক ぼこ サギ、水鳥、首の長い鳥 

বুক ぶーく 胸 

ব ৃতা ぼくろた 演説 

বকিুন ぼくに おしゃべり、小言 

বকলম ぼこらむ 分盲 

বকা ぼか おしゃべりする、しかる 

বছর ぼちょる 年、歳 

বজায় ぼじゃい そのままの状態で 

বুঝ ぶり 理解する、わかる 

বট ぼと バニヤン樹 

বেট ぼて 〜だが 

বড় ぼろ 大きい、とても 

বুেড়া, বুড়া ぶろ、 ぶら 老人、年老いた 

 

ফ 
ব 
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ベンガル語 読み 意味 

বদনাম ぼどなも 悪名 

বুি  ぶっでぃ 知能、知恵 

বুি  ぶっでぃ 知能、知恵 

বৃি  ぶりっでぃ 成長、 増殖 

বদেমজািজ ぼどめじゃじ 短気な 

বদলােনা ぼどらの 変える、変わる 

বুধবার ぶっどばーる 水曜日 

বন ぼん 森 

ব কু ぼんどぅこ 鉄砲 

বে াব  ぼんどぼしゅと 支度 

ব  ぼんど 閉じている 

ব   ু ぼんどぅ 友 

বন া ぼんな 洪水 

বুেনা ぶの 野生の 

ব থা べた 痛み 

ব ব া べぼすた 措置、方策、準備、手配 

ব বসা べぼしゃ 商売 

ব বসায়ৗ べぼしゃい 商人 

 

ব 
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ベンガル語 読み 意味 

বয়  ぼいしゅこ 年老いた 

ব   べすと 忙しい 

ব াং べんぐ 蛙（かえる） 

ব াপা  べぱる 事柄、出来事 

ব ায়াম べやむ 体操 

বেয়শ ぼえしゅ（ぼよしゅ） 年齢 

বরং ぼろん むしろ、かえって〜、ほかに 

বরখা  ぼるかすと 免職、解雇 

বর  ぼろんちょ むしろ 

বত মান ぼるとまん 現在（の） 

বরফ ぼろふ 氷、雪 

বষ  াকার ぼるしゃかる 雨期 

বরাত ぼらと 委任(状)、必要 

বরাবর ぼらぼる いつも、沿って 

বল ぼーる 力、ボール 

বলা ぼら 言う 

বৃি  ぶりすてぃ 雨 

ব া ぼしゅた 大きな麻袋 

 

ব 



 

- 72 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

বস কাল ぼしょんとかる 天然痘 

বস কাল ぼしょんとかる 春 

বসা ぼしゃ 座る、待つ 

বসা ぼしゃ 待つ、落ち着く 

ব  ぼふ 沢山 

বৃহশপতীবার ぶりほしょぽてぃばろる 木曜日 

বা ば または、或いは 

বাংলা ばんぐら ベンガル、ベンカル語、ベンガルの 

বাংলােদশ ばんぐらでしゅ バングラデシュ、ベンガル 

বাংলােদিশ ばんぐらでしぃ バングラデシュ人、バングラデシュ産の 

বাঃ ば わぁ、まぁ 

বাইের ばいれ 外に 

বাইশ ばいしゅ 22 

বাক  ばくじょ 文章 

বাক ালাপ ばくじゃらぷ 会話 

বা  ばくしょ 箱 

বঁাকা ばか 曲る、曲った 

বািক ばき 残り、つけ（クレジット） 

 

ব 



 

 
- 73 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

বাঘ ばーぐ 虎（とら） 

বাঙালৗ べんがり ベンガルの、ベンガル人 

বা া ばっちゃ 子供、赤ん坊 

বঁাচা ばちゃ 生きる、生き延びる、助かる 

বাছা ばちゃ 選ぶ、よりわける 

বাজ ばじょ 鷹、雷 

বাজনা ばじょな 楽器 

বাজা ばじゃ 演奏する 

বাজােনা ばじゃの 鳴らす、響く、奏でる 

বাজার ばじゃる（ばざーる） 市場、買物、マーケット、バザール 

বািজ ばじ 花火、賭け 

বােজ ばじぇ でたらめな、値打ちのない 

বািট ばてぃ 器、茶碗 

বাড়া ばら 増した、増す 

বাড়ৗ ばりぃ 家 

বাতাস ばたしゅ 風、空気 

বািত ばてぃ ランプ 

বাদ ばど 除外、除く 

 

ব 



 

- 74 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

বঁাদর ばどる 猿 

বাদাম ばだん 落花生、アーモンド 

বাধ  ばっどぉ 余儀なく〜する、強制的な 

বাধা ばだ 妨げ、障害、邪魔な 

বঁাধা ばーだ 縛る、結ぶ、締める 

বািধত ばでぃと 恩のある、恩義 

বা বী ばんどぅび 女友達 

বানান  ばなん つづり 

বানােনা ばなの 造る 

বাপ ばぷ 父 

বাবা ばば 父 

বােম, বাম, বঁা ばめ、ばむ、ば 左 

বার ばる 曜日、〜毎（繰り返し） 

বারণ ばろん 禁止 

বারবার ばるばる 何度も 

বােরা ばろ 12 

বালিত ばるてぃ バケツ 

বািল ばる 砂 

 

ব 



 

 
- 75 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

বঁাশ ばーし 竹 

বঁািশ ばしぃ 竹笛 

বাস ばす 住むこと 

বা  ばす バス 

বাসন ばしょん 皿、容器 

বাসা ばしゃ 巣、住居（すまい） 

িবকট びくと ものすごく巨大な 

িব ী びくり（びっくり） 販売 

িবেকল, িবকাল びける、びかる 午後 

িবখ াত びきゃと 有名な 

িবচার びちゃる 判断、判定、裁判 

িবছানা びちゃな 寝台 

িব ান びっがん 科学 

িব াপন びっがぽん 広告、告知 

িবিড় びりー 紙巻タバコの銘柄（非常に安い） 

িব ান びっだん 学者、学識のある 

িব  ৎ びっどぅと 電気、いなずま 

িবদ াবুি , িবেদ বুি  びっだばってぃ、びっでぶっ

でぃ 
学識 

 

ব 



 

- 76 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

িবদায় びだい （長期の）さようなら、（一生の）別れ、 

িবেদশ びでし 外国 

িবনয়ী びのい 謙遜な、ひかえめな 

িবনা〜 びな 〜なしで 

িবপদ びぽど 危険 

িবিব びび 夫人、奥さん(イスラム教徒の) 

িবিভ  びびんの いろいろな、様々の 

িবমান びまん 飛行機 

িবেয় びえ 結婚 

িবর  びろくと 迷惑な、不愉快な 

িব   びるどっで 〜に対して 

িবরল びらる 猫 

িবরাট びらと 大きな、莫大な 

িবশ びっしゅ 20 

িবশকটু びすけっと ビスケット 

িব াস びしゃしょ 信頼、信仰 

িব াম びすらむ 休み、休息 

িব ী びすり 醜い 

 

ব 



 

 
- 77 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

িবষ びす 毒 

িবষয় びしょい 物事、科目、題目 

িব  িম াহ びすみっらー 
神の御名によって（イスラーム教徒が何

か始める時の祈りの言葉） 

িবসু  びっしょ 20 

বীজ びじょ 種子 

বীর  びろっと 勇気 

 বইমান べいまん 恩知らずの、不誠実な 

 বকার べかる 失業の 

 বগ べーぐ 速度、躍動 

 ব ন べぐん 茄子（なす） 

 ব নী べぐに 紫 

 বগম べごむ （イスラーム教徒の）奥様、御婦人 

 বচা べちゃ 売る 

 বচারা べちゃら かわいそうな 

 বটােছেল べたちぇれ 男の子 

 বঁেট べて 背の低い、短い 

 বড়ােনা べらの 散歩する、歩き回る 

 বড়াল, িবড়াল べらる、びらる 猫 

 

ব 



 

- 78 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

 বতন べとん 給料、賃金 

 বমালুম べまるん 感知できない、気づかれぬ 

 বর ばれ 外に 

 বরেনা べろの 外出する 

 বলা べら 時聞、場合 

 বশ べしょ かなり、結構（おおい） 

 বশ べす（ばす） よし!、結構!、衣装、すぐれた 

 বশী べしい より多い 

 বশৗ べし たくさん、より多く 

 বাগা ろが 病気で痩せた 

 বাজা, বুজা ぼじゃ、ぶじゃ (空いているところを)閉じる 

 বাতাম ぼたん ボタン 

 বাধহয় ぼっどい 多分 

 বাবা ぼば 言葉の不自由な人 

 ব ািনক べちゃにく 科学的な 

 বশাখ ぼいしゃく 
ボイシャク月(西暦で 4 月半ばから 5 月

半ば) 

 বাকা ぼか 馬鹿な、愚かな 

 বাঝা ぼら 荷物 

 

ব 



 

 
- 79 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

 বাতল ぼとる 瓶(びん) 

 বান ぼん 姉妹 

 বামা ぼま 爆弾 

ভি  ぼくてぃ 信仰 

ভগবান ぼごばん 神 

ভ  ぼっどろ 上品な、紳士的な 

ভ েলাক ぼっどろろーく 紳士 

ভিবষ ৎ ぼびっしょと 未来 

ভিূম ぶみ 土地、地面 

ভয় ぼい 恐れ、恐怖 

ভয় স  া ぼい しょんだ 夕闇 

ভয়ানক ぼやのく 恐ろしい 

ভিত  ぼるてぃ 充満した、入学 

 মন ぶロマン 旅行 

ভরসা ぼるしゃ 望み、期待 

ভরা ぼら 満ちる、いっぱいになる 

ভলু ぶる 間違い 

ভলুা ぶら 忘れる 

 

ব 
ভ 



 

- 80 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

ভাই ばい 兄弟 

ভাকা ばか 呼ぶ、鳴く 

ভাগ ばーぐ 部分、分割 

ভাগ  ばっご 運 

ভাগাভািগ ばがばぎ 仕切り、区分 

ভা া ばんが 割れる、壊れる 

ভাজা ばじゃ 油で揚げる、揚げた 

ভাঁড় ばーる 素焼の茶碗 

ভাড়া ばら 料金、借金 

ভাত ばーと 飯 

ভা  ばどろ 
バッドロ月(西暦で 8 月半ばから 9 月半

ば) 

ভাবনা ばぶの 考え、心配 

ভাবা ばば 考える、思う 

ভার ばろ 責任、重さ 

ভারত ばると インド 

ভারতীয় ばるてぃ インド人 

ভারী ばり 重い 

ভাল ばろ 良い 

 

ভ 



 

 
- 81 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

ভা ুক, ভালুক ばるるこ、ばるこ 熊(くま) 

ভাষা ばしゃ 言語、言葉 

ভাসমান ばしょまん 浮いてくる 

ভাসা ばしゃ 浮かぶ 

িভ া びっか もの乞い、布施（ほどこし）、恵み 

িভ  びんの 違った、異なった 

ভীড় びろ 混雑した 

ভীতু びとぅ 臆病な 

ভীষণ びしょん おそろしい、ひどく 

ভীষণ びじょん ものすごい 

 ভজা, িভজা べじゃ、びじゃ 濡れる、濡れた 

 ভজাল べじゃる 混った、不純物 

 ভতর, িভতর べとる、びとる 内、中 

 ভাগা, ভগুা ぼが、ぶが 苦しむ 

 ভাঁতা ぼた 鈍い 

 ভার ぼろ 夜明け 

 ভালা, ভলুা ぼら、ぶら 間違う、忘れる 

মই もい はしご 

 

ভ 
ম 



 

- 82 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

মুখ むっく 口、顔 

মুখ ী むこすり 美しさ 

মুখ  むこしゅは 記憶、 暗記 

মু  むぐど 魅了される 

ম লবাল もんごるばる 火曜日 

মুিচ むち 皮革屋、革牝屋 

মজবুত もじょぶと 丈夫な 

মজা もじゃ 美味、可笑しさ、楽しい 

মটর もとる まめ 

মুিঠ むてぃ 握り 

মড় もら 曲げること 

মুিড় むり ムリ(米を煎った食物) 

মত もと 〜のように、似た 

ম  もと 意見 

মৃত むりと 死んだ、死んでいる 

মৃতু  むりっと 死 

মতলব もとろぶ たくらみ、意味 

মদ もど 酒 

 

ম 



 

 
- 83 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

মুিদ, মুদী むでぃ、むでぃ 食料品店 

মধ ু もどぅ 蜂蜜 

মেধ  もっで 〜中に（例：近日中に） 

মেধ  もっで 〜の中に、で 

মধরু もどぅる 美しい、とても甘い 

মন もん 重さの単位 37.2kg 

মন もん 心 

ম ব  もんとっぶ 意見 

ম  もんとろ 呪文 

ম ী もんとり 大臣 

ম  もんど 悪い（精神的に） 

মি র もんでぃる 寺院 

মেনােযাগ もんじょぐ 集中 

ময়দা もえだ 小麦粉 

ময়রূ もゆる 孔雀(くじゃく) 

ময়লা もいら 汚ない、ごみ 

ম ািজক めじく 奇術 

মুরগী むるぎぃ （雌）鶏 

 

ম 



 

- 84 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

মরা もら 死ぬ 

মিরচ もりっつ 唐辛子 

মূল  むっろ 価格、価値 

মূেলা むろ（むらー） 大根(だいこん) 

মুশিকল むすきる 困難な 

মশলা, মসলা もしゅら、もしゅら 香辛料（スパイス） 

মশা もしゃ 蚊 

মশাির もしゃり 蚊帳（かや） 

ম  িজদ もすじっど イスラム教寺院（モスク） 

ম  まんと 莫大な 

মুসলমান むするまん ムスリム（イスラム教徒） 

মহৎ もいん 大きな、偉大な 

মুহতূ  むふると 瞬間 

মহা もは 非常に大きい 

মহাভারত もはーばーらと 
マハーバーラタ(インド最大の古典叙事

詩) 

মিহলা もひら 御婦人 

মা ま 母 

মাংস まんくしょ 肉 

 

ম 



 

 
- 85 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

মাইল まいる マイル（長さの単位） 

মাকড়সা まころしゃ 蜘蛛(くも) 

মাখন まこん バター 

মাখা まか 塗る 

মাঘ まーぐ マーグ月(西暦 1月半ばから 2月半ば) 

মাচ まーち 3月 

মাছু まーつ 魚 

মািছ まち 蝿（はえ） 

মাঝাির もじゃり 中ぐらいの、標準の大きさ 

মািঝ まじ 船頭、漁夫 

মােঝ まじぇ 中に、内部 

মােঝমােঝ まじぇまじぇ 時々 

মািট まてぃ 土、地面 

মাঠ まと 野原、運動場 

মা  まとろ たった、だけ 

মাতা また 母親 

মাতাল まーたる 酔った 

মাথা また 頭 

 

ম 



 

- 86 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

মা াসা まどらさ イスラム教の宗教学校 

মাদী までぃ 雌 

মান িসক まん しっこ 心 

মানষু まぬーしゅ 人間、男性 

মানষু   まぬーしゅっと 人間性 

মানা まな 合わせる、従う、留意する 

মানােনা まなの 似合う、合う 

মােন まね 意味 

মাপ まーぷ 計測 

মাফ まふ 許し 

মামলা まむら 訴訟 

মামা まま 母方の叔父、母の弟 

মারা まら 叩く、打つ、殺す 

মারা যাওয়া まら ほわ 死ぬ 

মাল まーる 荷物、品物 

মািলক まりっく 所有者 

মািলশ まりっしゅ まっさーじ 

মাস まーしゅ 月（一年のうちの） 

 

ম 



 

 
- 87 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

িমঃ み Mr, （〜さん） 文語 

িমথ া, িমেথ  みった、みって 嘘（うそ） 

িমথ াবাদী みったばでぃ 嘘つき 

িমিনট みにっと 分 

িময়া みや 〜さん 目下の男性 

িমল ミル 工場 通じる、 似合う 

িমলাদ みらど 法会 

িমশা みし 混ざる 

িমি  みすてぃ 甘い、お菓子 

িমি  みすとりぃ 機械工、修理屋 

িমেসস みしぇしゅ Mrs. （〜さん） 文語 

 ম めー 5月 

 মঘ めーぐ 雲 

 মঘলা めぐな 曇り 

 মজাজ めじゃじょ 機嫌、気分 

 মেয় めえ（めいえ） 娘、女 

 মরামত めらもと（とぅ） 修理 

 মলা めら 定期市、博覧会 

 

ম 



 

- 88 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

 মলােমশা めらめしゃ 交際、社交 

 মহমান めほまん 客人 

 মাছা, মুছা もちゃ、むちゃ 拭う、消す 

 মাট もーと 合計 

 মাটামুিঢ もたむでぃ だいたい、凡そ 

 মােটই もてい 全く〜（ない） 

 মামবািত もんばてぃ 蝋燭（ろうそく） 

 মৗমািছ もうまち 蜜蜂 

 মাজা もじゃ 靴下 

 মাটা もた 太った 

 মারগ むるご 雄鶏 

 মালােয়ম もろやむ 丁寧な、やわらかい 

 মাষ もしょ 水牛 

যখন じょこん どの時 

যখন (-তখন) じょこん (-とこん) 〜の、する(人、物、事)(関係代名詞) 

যুগ じゅご 時代 

যত （-তত） じょと (-とと) 
〜の、する（所）（関係副詞）、〜すれば、

するほど 

য  じょとん 努力、注意、一生懸命 

 

ম 
য 



 

 
- 89 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

যু  じゅっど 戦争 

যিদ じょでぃ もし〜 

য  じょんとろ 機械、道具 

য ণা じょんとろな 苦しみ、痛み 

যুবক じゅぼっく 青年（男性） 

যুবতী じゅぼてぃ 青年（女性） 

যা じゃ それは 

যা (-তা) じゃ (-た) 〜である(その物、事)(関係代名詞) 

যাওয়া じゃわ 行く 

যা া じゃとら 出発、旅、野外劇 

যাতায়াত じゃたやと 往来(ゆきき) 

যানবাহন じゃの（ん）ばほの（ん） 運輸、乗物 

যাপন じゃぽの 生活 

িযিন じに 〜した人は 

 য じぇ 〜した物 

 য (- স, তা) じぇ (-しぇ、た) 〜の、する(人、物、事)(関係代名詞) 

 যখােন じぇかね 〜した所 

 যখােন (- সখােন) じぇかね (-しぇかね) 〜の、する(所)(関係副詞) 

 

য 
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ベンガル語 読み 意味 

 যন じぇの 〜ように 

 যমন じぇもん 〜した様な、たとえば 

 যমন ( তমন) じぇもん (てもん) 〜の、する(様に) 

 যেহতু じぇへとぅ 〜ので、〜だから 

 যাগােযাগ じょがじょぐ 連絡、交わり、偶然の一致 

 যৗবন じょうぼん 若さ 

 যাগ じょぐ 加える、足す 

 যাগাড় じょがら 集めること、集まる 

রং ろん 色 

 ই るい 鯉 

রওনা ろおな 出発、出かける 

র  ろくと 血 

রকম ろこむ 種類 

   るっこ ぞんざいな 

র া ろっか 保護、救助、守備 

   るぐの 病気の 

রিঙন ろんぎん 色のついた 

 িচ るち 光沢、嗜好、食欲、センス、好み 

 

য 
র 
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ベンガル語 読み 意味 

 প るぷ 形、美しい姿 

র ািন ろぷたに 輸出 

 েপা,  পা るぽ、るぱ 銀 

রিববার ろびばる 日曜日 

 মাল るまる ハンカチ 

রস ろしょ ジュース 

রসেগা া ろっしょごっら 
ロッショゴッラ(牛乳を練った団子を砂糖

液につけた菓子) 

রসুন ろしゅん にんにく 

রসায়িনক ろしゃいにっく 化学的 

রিসক ろしく ひょうきんな人、ユーモラスな人 

রাখা らか 保つ、置く 

রাগ らぐ 怒り 

রাগাি ত らがにてぃ おこった 

রাঙালু, রা ালু らんがる、らんがる、らんぐあ

るー 
さつまいも 

রাজধানী らじゅだに 首都 

রাজনীিত らしゅにてぃ 政治 

রাজী らじ 同意した、賛成、承知 

রাত らとぅ 夜 

 

র 
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ベンガル語 読み 意味 

রঁাধা らだ 料理する 

রা া らんな 料理 

রা াঘর らんなごーる 台所、料理場 

রামায়ণ らーまやん 
ラーマーヤナ(ラーマ神を主人公とするイ

ンドの有名な叙事詩) 

রা  らすとろ 国家 

রা া らすた 道路 

ির  শ りきしゃ 人力車 

িরকশা りくしゃ（りきしゃ） 力車 

রীিতনীিত りいてぃんいてぃ 習慣 

 রখা れか 線（幾何学的） 

 রিডও れでぃお ラジオ 

 রভা,  নভােনা れば、ねばの 消す、消える 

 রলগাড়ী れーるがり 汽車、鉄道列車 

 রাগ ろぐ 病気 

 রাজ ろーじゅ 毎日 

 রাজগার ろじょがる 稼ぎ、収入 

 রাজা ろじゃ イスラーム教徒の一ヶ月にわたる断食 

 রাদ ろど 日射し、日光 

 

র 
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লুকেনা､লুকােনা るこの､るかの 受け止める、隠す 

ল  ろっこ 10万 

ল   ろっこ 目的 

ল া ろんか スリーランカ、唐辛子 

লুি  るんぎ ルンギ（男性用腰巻） 

লুিচ るち ルチ(バターで揚げたナン) 

ল া ろっじゃ 羞恥、恥ずかしい 

লড়া ろら 戦う 

লতা ろた つた、蔓 

ল ন ろんとん 提燈(ちょうちん) 

লবণ ろぼん 塩 

ল া ろんば 長い、 背の高い 

ল াজ,  লজ ろじょ、れじょ 尾 

লাউ らう 瓢箪（ひょうたん）、夕顔（かんぴょう） 

লাগা らが 付く、要る、〜しだす 

লা ল らんごる 鋤(すき) 

লাজুক らじゅく 慎み深い、内気な 

লা ু らっとぅ こま 

 

ল 
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ベンガル語 読み 意味 

লািঠ らてぃ 棒 

লাফােনা らふぁの 跳躍する 

লাভ らぼ 取得、利益 

লাল らる 赤い 

িলচু りちゅ ライチ(れいしの実) 

 লখক れこーく 作者、書き手 

 লখা れか 書く 

 লপ れぷ 布団 

 লবু れぶー レモン 

 লাক ろーく 人（々）、世 

 লাকসান ろくしゃん 損失 

 লাফা, লূফা ろふぁ、るふぁ 受け止める 

 লাভ ろぼ 欲望、貧欲 

 লাম ろも 毛 

 লাহা ろは 鉄 

শ  しょくと 強い、固い 

শি  しょくてぃ 力 

 কেনা,  কান,  খন しゅくの、しゅこの、しゅかの、し

ゅこの 
乾かす、乾く、干す 

 

ল 
শ 
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শে  しょんげ とともに、いっしょに 

শত しょと 100 

শ  しょとる 敵 

শ তামূলক しゅとろたむろく 敵意のあること 

   しゅっど 純粋の、正しい 

 ধ ু しゅどぅ 〜だけ、ばかり、唯 

শনূ  しゅんの 0 

শনূ  しゅんの 空っぽの 

শিনবার しょにばる 土曜日 

শ  しょぶど 音、単語 

 াস すばしょ 息 

 েভ া しゅべっちゃ 厚情（どうぞよろしく） 

 শান しょしゃん 火葬場 

শয়তান しょいたん サタン、悪魔、悪者 

   しゅる 開始 

শরৎকাল しょろとかーる 秋 

শত  しょると 条件 

  া すろっだ 尊敬の念 

 

শ 



 

- 96 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

 িমক すろみく 労働者 

 াবণ すらぼん 
スラボン月(西暦で 7月半ばから 8月半

ば) 

 ী すり 〜さん（男） 

 ী すり 〜様、好運、華麗 

 ীমিত すりもてぃ 〜さん（女） 

শরীর しょりぃる 身体 

  নী すれに 階層、列、階級、分類 

    すれすと 最高の 

শশা しょしゃ 胡瓜(きゅうり) 

শস  しょ？ 作物 

শহর しょほる 町、都市 

শহীদ そひっど 殉教者 

শাক しゃーく 野菜 

শািড়, শাড়ৗ さりー、しゃりー サリー(女性の着物) 

শািদ মুবারক しゃでぃーむばらく 結婚おめでとう 

শাদী しゃでぃ (イスラーム教徒の)結婚 

শা  しゃんと おとなしい、平和な、静かな 

শাি  しゃんてぃ 平和、静寂 

 

শ 
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শাসন しゃしょん 統治 

িশং しん 角(つの) 

িশকড় しこる 根 

িশ ক しっこく 教師 

িশ া しっか 学習、教育、訓練、研修 

িশকার しかる 狩猟、犠牲 

িশ  িগর, শী  しっぎる、しっごる すぐに 

িশম しむ 隠元豆、さやのある豆全般 

িশয়াল しやろ きつね 

িশরা しら 血管 

িশ  しるぽ 工業、産業、芸術 

িশ  ししゅ 幼児、赤ん坊 

িশিশর ししる 露 

িশস ししょ 口笛 

শী  しぐろ すばやく 

 শকড়, িশকড় しぇこる、しこる 根 

 শখা, িশখা しぇか、しか 学ぶ、覚える、習う 

 শষ しぇし 終り（の） 

 

শ 
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 শাক しょく 苦悩、悲しみ 

 শাধ しょど 支払、清算 

 শানা,  না しょな、しゅな 聴く 

 শায়া しょあ 横たわる、寝る 

শৗতকাল しっとかーる 寒い、冷い、冬 

ষট しゃと 60 

ষড়য  しょろじょんとろ 陰謀 

ষ  しょと 第六 

 ষাল しょろ 16 

সৎ しょと 存在、真正の 

সংক তা しょんかるぽた 意思、決心、計画、目的 

সংেকাচ しょんこく ためらい、遠慮 

সংখ া しょんか 数 

সংবাদ しょんばっど ニュース、情報 

সং তৃ しょんすくりと 洗練された、梵語 

সং িৃত しょんすくりてぃ 文化 

সংসার しょんしゃる 俗世間、家族生活、世界、世間 

সই しょい 署名 

 

শ 
ষ 
স 
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 লু-পালােনা すくーる ぱらの 学校をサボる 

সকেল しょこれ 全部、みんな 

সকাল しょかれ 朝、午前 

সখ しょこ 娯楽、趣味 

সুখ しゅこ 喜び、楽しみ、幸せ 

সুখ ািত しゅっかてぃ 名声、ほめること 

সুখী しゅきい 幸せな、幸福な 

সে  しょんげ とともに、いっしょに 

সূচ しゅーちょ 針 

সজাগ しょじゃぐ 目ざめている、油断のない 

স য় しょんちょい 蓄積 

সিঠক しょてこ 正確に 

স র しょっとる 70 

সিত  しょってぃ ほんとう、真理 

 াঁ しゅとり 妻、女性 

সুতরাং しゅとらむ したがって、そして、だから 

 ী しゅとり 妻、女性 

 ীেলাক しゅとりろく 女性 

 

স 
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সুতী しゅてぃ リンネル、木綿でできた 

সেতর, সতর しょてろ、しょとろ 17 

সুেতা, সুতা しゅと、しゅた 糸 

 ায়ী しゅたい 恒常的、永遠の、永久の 

ি র しゅてぃる 定まった、じっとした 

সুদ しゅど 利息 

সদর しょどる 本部、建物の外側 

স   しょんとぅすと 満足した 

স ান しょんたん 子孫 

সু র しゅんどる 美しい 

সে শ しょんでしょ 
ションデーシュ（牛乳を練り固めた甘い

菓子）、 

সে শ しょんでしょ 知らせ 

সে হ しょんでほ 疑い 

স  া, সে   しょんど、しょんでぃ 夕暮、黄昏（たそがれ） 

স ান しょんだん 捜索、追求、問い合わせ 

 ান すなん 洗い清める 

  হ すねほ 愛情 

  হ মমতা しゅねい ももた 友情、情け 

 

স 
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স াহ, স া しょぷたほ、しょぷた 週 

   すぽすと 明白な、はっきりした 

সফল しょふぉる 成功した、実った、有効な、有益な 

সুফল しゅふぉる 良い結果 

সব しょぶ すべて、全部 

সবচাইেত しょぶちゃいて 最も 

সবুজ しょぶじゅ 緑 

সি  しょぶじ 野菜 

   しょぽん 夢 

 ভাব しょばぁぶ 性質、本来 

 র しょおる 音、声、母音 

 গ  しょるごｓ 天国 

সবল しょぼる 強い 

সবাই しょばい みんな、全員 

 াদ しゃど 味 

 াধীন しゃぶひん 自主独立の 

 াধীনতা すばでぃのた 自由、独立、解放 

 াভািবক しゃばびく 自然な、任意の 

 

স 
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 ামৗ しゃみぃ 主人、夫 

 ায়  すばじゃとぼ 自ら 

 াথ  পর しゃるとぽる 利己的な、わがままな 

 া   しゃすと 健康 

সুিবধা しゅびだ 好機、有利、好都合、便利 

 ীকার しかる 同意、承認 

সেব মা  しょべまっとろ 〜やいなや、〜とたんに 

সভ  しょっぼぉ 礼儀正しい 

সভা しょば 集会、会合 

সমতল しょむとろ 平らな、平面な 

 িৃত すりてぃ 記憶 

সমু  しょむどろ 海 

সমন しょまん 等しい 

স ি  しょむぽてぃ 財産 

স ক   しょむぽるこ 関係、接触 

স ণু  しょむぷるの 完全な、〜に 

স ে  しょんもんで 〜について 

সমবয়সী しょむぼいっしゅ 同年輩 

 

স 
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স ব しょんぼぶ 可能 

সময় しょもい 時（間）. 

 রণশি  しょろんしょくてぃ 追憶力 

সম  しょもすと あらゆる、すべての 

সমস া しょもっしゃ 問題、難問 

সমাজ しょまじゅ 社会 

সমাধান しょまだん 解決 

সিমিত しょみてぃ 協会、委員会 

সুেযাগ しゅじょぐ 機会、便宜 

স  しょる 狭い、細い 

সরকার しょるかる 政府 

সূঘ  しゅるじょ 太陽 

সিদ   しょるでぃ 鼻風邪 

সরবৎ しょろぼと 果物ジユース 

সব দা しょるばだ いつも 

সব নাশ しょるぼなす 全滅、どうしようもない状態 

সরবরাহ しょるぼらい 供給 

সব ােপ া しょるばぺっか 何よりも 

 

স 
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ベンガル語 読み 意味 

সরােনা しょらの 移す、どかす 

সরাল しょらる 素直な 

সৃি  しゅりすてぃ 創造 

স া しょすた 安い 

সু  しゅすと 健康な、元気な 

সু া  しゅんばどぅ 美味しい 

সহজ しょほーず 簡単な、易しい 

সহ  しょっじょ 耐えられる、忍耐 

 হান しゅはん 場所、所 

 হানীয় しゅにい 現地の 

সাইেকল しゃいける 自転車 

সা ী しゃきい 立会人、証人 

সাজান（সাজােনা） しゃじゃ（しゃじゃの 着飾る、飾りの似合う 

সাড়া しゃら 返答、反応 

সােড় しゃれ ２分の１（1/2）多い、３０分過ぎ 

সাত しゃと 7 

সাত' ই しゃと' い (月の)7日 

সঁাতার しゃたる 水泳 

 

স 
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সােথ しゃて 〜とともに 

সাদধনা しゃどどな 礼拝、修行 

সাদা しゃだ 白い 

সাধু しゃどぅ 正直な、聖人君子、徳のある 

সাধারণ しゃだろん 一般の、ふつうの 

সাধারণতঃ しゃだろのと 一般に 

সানাই しゃない シャナイ(結婚式に吹奏される竹笛) 

সাপ しゃーぷ 蛇 

সাবধান しゃぶだん 注意すべき、気をつけ、用心 

সাবান しゃばん 石鹸 

সামেন しゃむね 前に 

সা ান しょむまん 尊敬、歓待 

সামান  しゃまんの ほんの少し、小さな、つまらない 

সামান  しゃまんの つまらない、小さな 

সায় しゃい 結末、同意見 

সার さーる 先生、目上の方 

সারা しゃら 〜中、直る 

সারা しゃら 全部の、修復・回復する 

 

স 
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সাল しゃる 年（度） 

সালাম さらーむ 
今日は、さようなら（平和、福の意味でイ

スラーム教徒の挨拶）、よろしく 

সাহস しゃほーす 勇気 

সাহায  しゃはっじょ 
助力、手伝い、金銭や物を伴う援助をす

ること 

সািহত  しゃひっと 文学 

সােহব しゃへぶ 
旦那、〜さん（主としてヒンズー教徒以外

の男性に対する敬称） 

িসংহ しんほ 獅子(ライオン) 

িসগােরট しがれっと 紙巻煙草 

িস াড়া, িশ াড়া, িশঙারা しんがら、しんがら、しんがら 
シンガラ(小麦粉を練った皮の中に野菜

や肉をつめて油で揚げた軽食) 

িসঁিড় しり 階段 

িস ,  স  しぇっど、しっど 煮えた、煮た 

িসঁ র しどぅる (既婚婦人が髪の分け目につける)朱印 

িসেনমা しねま 映画 

িস  しるく 絹 

সীমা しま 境界、限界 

 স しぇ、てぃに 彼、彼女、 

 স, িতিন, しぇ、てぃに 彼、彼女、 

 সই しぇい、しぇた その 

 

স 
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 সই প しぇいるぷ そのような 

 সেক  せけんど 秒 

 সখােন しぇかね そこ 

 সতা  したーる シタール(インドの弦楽器) 

 স , িস  しぇっど、しっど 煮えた、煮た 

 সে  র せぷてんばー 9月 

 সবা しぇば 奉仕、世話 

 সর しぇる 重さの単位（930ｇ） 

 সলাই しぇらい 裁縫 

 সাজা しょじゃ 真直ぐの 

 সন  しょいんお 兵士、軍隊 

 সানা しょな 金 

 সামবার しょんばーる 月曜日 

 সায়া しょわ 1/4おおい、15分過ぎ 

 সৗ য  しょうんどり 美しさ 

হওয়া ほわ 〜になる 

হওয়া, হয় ほわ、ほえ なる、である 

হ  ほく 真理、正義(イスラーム教徒の) 

 

স 
হ 



 

- 108 - 

 

ベンガル語 読み 意味 

 কমু ふくむ 命令 

 জুক ふじゅく いたずら、虚言、デマ 

হজম ほじょむ 消化 

হঠাৎ ほたっと 突然、急に 

হতাশ ほたしゅ 落胆 

হিদস ほでぃす 手がかり、由緒、話の筋、 

হিদস ほでぃす イスラーム法 

হয়ত ほいと おそらく、多分 

হয়রাণ ほいらん 困った 

হ ঁা へー はい 

হ ােলা はろー やぁ、もしもし 

হরদম ほるどむ いつも、常に 

হিরণ ほりん 雄鹿 

হলুদ ほるっど ウコン 

হলেদ ほるで 黄色 

 ঁশ,  ঁস ふーしゅ 意識 

হাঁ はー アーンと口を開けること 

হাই はい 欠伸(あくび) 

 

হ 
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ベンガル語 読み 意味 

হািকম はきむ 判事、イスラム教の医師 

হাঁিচ はーち くしゃみ 

হাজার はじゃる 1000 

হািজর はじる 出席した 

হাট はと 定期市場（週に１,２回程度の） 

হাঁটা はーた 歩く 

হাড় はろ 骨 

হাঁিড় はり 大きな料理鍋 

হাত はと 手 

হাতুড়ৗ はとぅり 槌(つち) 

হাতৗ はてぃ 象 

হাঁপােনা はぱの 喘ぐ、息をハアハアする 

হামলা はむら 攻撃 

হার はる 割合、首飾り 

হারেমািনয়ম はるもにあむ 
ハーモニアム(インドの小型手押オルガ

ン) 

হারা はら 失う、負ける 

হারােনা はらの 失う、負けるなくす、負かす 

হারাম はらむ 禁じられた 

 

হ 
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ベンガル語 読み 意味 

হা া はるか 軽い 

হালাল はらる 
イスラーム教典に則った動物の屠殺のし

かた 

হাঁস はーし あひる 

হাঁসপাতাল, হাসপাতাল はしぱたる 病院 

হাসা はしゃ 笑う、ほほえむ 

হািস はし 笑い 

হািসখুিশ はしくし 陽気な、明るい人 

িহংেস, িহংসা ひんしぇ、ひんしゃ 羨望、嫉妬 

িহ  ু ひんどぅ ヒンズー教徒 

িহ ী ひんでぃ ヒンズー教、ヒンディー語（インド公用語） 

িহম ひも 露、霜 

িহেসব, িহসাব ひしぇぶ、ひしゃぶ 計算 

 হম কাল へもんとかーる 霜期、冬 

 হলা へら 傾く 

 হৈহ,  হৈচ ほいほい、ほいちょい はしゃぎ声 

   

   

   

 

 

হ 


