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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。 

 

■Center for Research on Bangla Language Processing 

 http://crblp.bracu.ac.bd/ 

 -BanglaOCR -ホームページ 

 

■OmicronLab -ホームぺージ 

 http://omicronlab.com/ 

 

■Digital South Asia Library. 

 Biswas, Sailendra. Samsad Bengali-English dictionary 

 http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/biswas-bengali/ 

 

 

2010/ 1/28 – 「日本語からベンガル語」 初版 

 

なお、ベンガル語から日本語は 2009/06/13に作成されています。 

 

 



 

 
- 1 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

アーモンド কাঠবাদাম かーとばだむ 

アーリア人 আয  あっじょ 

愛、恋   ম ぷれむ 

哀願(please) িমনিত みのてぃ 

挨拶すること  

⇒「こんにちは」を参照 সালাম さらむ 

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 ওয়া আলাইকমু আ  সালাম わ あらいくむ あっさらーむ 

愛情  ণয় ぷろのい 

愛情   হ すねほ 

愛情（大人→幼児）  সাহাগ しょはぐ 

愛情(親、祖父母→子) মমতা,মম  ももた 、ももっと 

愛情･恋   ম ぷれむ 

合図、サイン、マーク সংেকত しょんけとぅ 

合図する ইশারা করা いしゃら こら 

愛する ভালবাসা ばろばしゃ 

空いた、人気のない ফাঁকা ふぁか 

愛着、同情、後ろ髪引かれる思い মায়া まや 

哀悼 সমেবদনা しょんべどな 

愛撫 আদর あどる 

 

あ 
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日本語 ベンガル語 読み 

アイロン ইি ির いすてぃり 

会う কাঠ かーと 

会う  দখা করা でか こら 

合う、効く খাটা かた 

あえぎ খািব かび 

あえぐ、息切れする হাঁপ ধরা はぷ どら 

青い、青 নীল にる 

青色（詩的表現） নীিলমা にりま 

青空 নীলাকাশ にらかしゅ 

青唐辛子 কাঁচা মিরচ かちゃ もりっちゅ 

赤い লাল らる 

赤唐辛子 পাকা মিরচ ぱか もりっちゅ 

赤唐辛子 পাকা লা া ぱか らんか 

赤変する、赤い রাঙা,রা া らんが 、らんが 

明かり দীপা でぃぱ 

明るい আেলািকত あろきと 

明るい、輝く উ ল うっじょる 

明るくなった আেলািকত হওয়া あろきと ほわ 

 

あ 
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日本語 ベンガル語 読み 

明るさ উ ালতা うっじょるた 

明るみに出た、出版された  কাশক ぷろかしょく 

明るみになること、露見  কার ぷろかる 

秋 শরৎকাল しょろっとかーる 

商い、取引 সওদা しょおだ 

明らかにされた  কািশত ぷろかしと 

諦める আশা  ছেড়  দওয়া あしゃ ちぇれ でわ 

諦める আশা ত াগ করা あしゃ てぐ こら 

諦めるしかない  কােনা উপায়  নই この うぱい ねい 

諦めるしかない িন পায় にるぱい 

飽きる অ িচ ধরা おるち どら 

飽きる অ িচকর হওয়া おるちこる ほわ 

飽きる এক  ঘায়ামী লাগা えく ごやみ らが 

悪意のある িবে ষী,িবে  া びっでし 、びっですた 

悪運  ভ াগ  どぅるばっご 

悪ガキ、悪たれ、向こうへ行け!( ধরু িময়া どぅろ みや 

悪行、悪戯 বদমািশ ぼどぅまし 

悪事 ককুাজ くかーじ 

 

あ 
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日本語 ベンガル語 読み 

欠伸(あくび) হাই はい 

悪夢  ঃ   どぅっしょぷの 

悪名 বদনাম ぼどなむ 

悪霊、餓鬼   ত ぷれっとぅ 

あけぼの ঊষা うしゃ 

あけましておめでとう  ভ নববষ  しゅぼ のぼぼっしょ 

あける খলুা,  খালা くら 、こら 

揚げる、いためる ভাজা ばじゃ 

揚げる、フライする ভাজা ばじゃ 

あご িচবকু ちぶく 

顎 থুঁতিন とぅとに 

あごひげ দািড় だり 

朝、午前 সকাল しょかれ 

浅い অগভীর おごびる 

あさって আগািম পর  あがみ ぽるしゅ 

麻の চেটর ちょてる 

麻袋 ব া ぼすた 

脚 ঠ াং,ঠ া  たん、たん 

 

あ 
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日本語 ベンガル語 読み 

味  াদ しゃど 

足(２つで１組のもの)  জাড়া じょら 

足、足の পা, পােয়র ぱ 、ぱえーる 

味、汁、情緒 রস ろしゅ 

明日 আগামীকাল あがみ かる 

明日 কালেক かるけ 

足の塵を拝すること(目上の人に

対する最も丁寧な挨拶)  ণাম ぷろなむ 

足の不自由な  খাঁড়া , খুঁড়া こら 、くら 

足場、桟橋 ঘাট がっと 

足元、足の近く পদ া  ぽどぷらぷと 

アシャル月(西暦で 6 月半ばから

7月半ば) আষাঢ় あしゃる 

味わう আ াদন করা あっしゃどん こら 

預かる জমা  নওয়া, জমা রাখা じょま ねわ 、じょま らか 

汗 ঘাম がむ 

畦 আইল あいる 

汗が出る ঘামা がま 

あせも ঘামািচ がまち 

唖然とした অবাক おばっく 

 

あ 



 

- 6 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

あそこ ওখান おかん 

あそこに ওখােন おかね 

遊び札、トランプ তাস たす 

遊ぶ、運動する  খলা けら 

遊ぶ、散歩する  বড়ােনা べらの 

遊ぶ、戯れ  খলা けら 

値する、相応しい  যাগ  じょっご 

亜大陸 উপমহােদশ うぽもはでしゅ 

与えられた  দ  ぷろどっと 

与える দান করা だん こら 

与える  দওয়া でわ 

与えること  দান ぷろだん 

あたかも  যন じぇの 

暖かい সুখ দ গরম しゅくぷろどぅ ごろむ 

暖かさ উ তা うしゅのた 

頭 মাথা また 

新しい নতনু のとぅん 

新しい নব, নবীন のぼ 、のびん 

 

あ 
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日本語 ベンガル語 読み 

〜当たり  িত ぷろてぃ 

辺りで এলাকার িদেক えらかる でぃけ 

当たり前  াভািবক しゃばびく 

あちこち এখােন  সকােন えかね しぇかね 

あちこち পাড়ায় পাড়ায় ぱらい ぱらい 

アチャール(バングラピクルス) আচার あちゃーる 

あちら ওিদক おでぃこ 

あちら ওিদেক おでぃけ 

圧 চাপ ちゃぷ 

暑い、熱い、暑さ গরম ごろむ 

厚い、粗い প ু ぷる 

熱さ তাপ たぷ 

アッシン月(西暦で 9 月半ばから

10月半ば) আি ন あっしん 

圧で、圧迫で চােপ ちゃぺ 

アッという間に  দখেত  দখেত でくて でくて 

圧倒された অিভভূত おびぶっと 

圧倒された িব ল びっほる 

圧迫された িনপীড়ন にぴろん 

 

あ 
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日本語 ベンガル語 読み 

集まる জমা হওয়া じょま ほわ 

集まる、得られる জুটা, জাটা じゅた 、じょた 

集められた সংগৃহীত しょんぐりひと 

集められた、貯金、貯める জমা じょま 

集める(人を) জেড়া করা じょろ こら 

集めること、集まる  যাগাড় じょがら 

圧力、圧制 জুলুম じゅるも 

跡、印 িচ  ちふ 

跡、印（しるし） িচ  ちんの 

跡、しみ、傷跡 দাগ だご 

後で পের ぽれ 

後で、〜しないように পােছ ぽちぇ 

後に পর ぽーる 

後に〜しないように পােছ ぱちぇ 

後の অপর おぽる 

後をつける অনুসরণ করা おぬしょろん こら 

穴 িছ  ちどろ 

穴(地面の穴、洞穴) গত   ごっと 

 

あ 
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日本語 ベンガル語 読み 

孔(針の穴、鍵穴)  ফাঁড় ふぉーる 

あなた আপিন あぷに 

あなた達 আপনারা あぷなら 

兄、父方の祖父 দাদা だだ 

兄嫁（回教徒） ভাবী ばび 

兄嫁(ヒンドゥー教徒)  বৗিদ ぼうでぃ 

姉 আপা あぱ 

姉、父方の祖母 িদিদ でぃでぃ 

姉の  বােনর ぼねーる 

あの ঐ,ওই おい、おい 

あの方 িতিন てぃに 

あの人 ও お 

 উিন うに 

あの人達 ওরা,উনারা おら、うなら 

あひる হাঁস はーし 

アヒル 、鴨 হাঁস はしゅ 

アフターケア র ণােব ণ ろっこなべっこん 

油  তল てーる 

 

あ 
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日本語 ベンガル語 読み 

油で揚げる、揚げた ভাজা ばじゃ 

油虫 আরসলা あるしょら 

あぶる、あぶり用の平鍋 তাওয়া たわ 

溢れた তাওয়া たわ 

甘い、甘い物、お菓子 উ িসত うっちょしと 

甘い、お菓子 িমি  みすてぃ 

甘い言葉を話す িম ভাষী みすとばし 

甘い肉カレー  কাম  া こるま 

甘い飲み物 শরবত しょるぼっと 

甘え、おねだり আবদার あぶだる 

甘やかす মাথা খাওয়া また かわ 

余り〜しない  বশী -না べし -な 

余り〜できない খুব...না くーぶ ...な 

網、罠 জাল じゃる 

編む  বানা ぼな 

編む  সলাই করা しぇらい こら 

飴 চকেলট ちょこれと 

雨 বিৃ  ぶりすてぃ 

 

あ 
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日本語 ベンガル語 読み 

雨が降りそうです বিৃ  হেব ぶりすてぃ ほべ 

雨が降りそうです  বাধ হয় ぼどぅ ほい 

雨が降る বিৃ ,বষ া ぶりすてぃ、ぼるしゃ 

雨の多い বাদলা ばどら 

アメリカ人 আেমিরকান あめりかん 

過ち、間違い ভুল ぶる 

アラー（イスラム教の唯一絶対

神） আ া あっらー 

アラー（回教徒の神） আ া   あっらー 

洗い清める  ান すなん 

洗う কাচা かちゃ 

洗う  ধাওয়া どわ 

洗う  ধায়া どあ 

予めのもの、前進  গিত ぷろごてぃ 

嵐 জিটকা じょてぃか 

嵐、サイクロン ঝড় じょーる 

アラビア語 আরবী ভাষা あろび ばしゃ 

あらゆる সব   しょるぼ 

あらゆる、すべての সম  しょもすと 

 

あ 
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日本語 ベンガル語 読み 

あらゆる種類の সব   কার しょるぼぷろかる 

現われ出る、刺さる ফটূা ふた 

蟻 িপপঁেড়, িপপঁড়া ぴぷれ、ぴぷら 

ありがとう、ありがとうございます ধন বদ どんのばっと 

ある、のこる রওয়া,রহা,থাকা ろわ 、ろは 、たか 

或いは অথবা おとば 

或いは িকংবা きんば 

或いは বা ば 

歩き回る、ふらつく、散歩する  বড়ােনা べらの 

歩く হাঁটা はた 

ある日  কান এক িদন この えく でぃん 

ある人(男) জৈনক じょのいく 

ある人(女) জৈনকা じょのいか 

アルファベット বণ  মালা ぼるのまら 

あれ ওটা おた 

あれ(名称を思い出せない、暗黙に明白

な対象を指して) ইয়া いや 

あれ、あの、ああ、〜も ওটা, ওরা, ওরঁা おた、おら、おら 

あれらは ও িল おぐり 

 

あ 
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泡  ফনা ふぇな 

合わせる িমলােনা, মসােনা みらの 、めしゃの 

合わせる、従う、留意する মানা まな 

慌てる তাড়া ড়া করা たらふら こら 

合わない(食べ物が、服装が〉、馴

染まない、気に入らない  বমানান べまなん 

泡の  ফিনল ふぇにる 

哀れな ক ন こるん 

暗黒色、緑色の শ ামল しゃむる 

安心 িনি য়তা にすちょいた 

安心する িনি   হওয়া にすちんと ほわ 

安全な িনরাপদ にらぽっど 

安全に িনরাপেদ にらぽで 

案内指示 পিরচায়ক ぽりちゃよく 

安楽、気楽、快適、喜び আরাম あらむ 

いいえ、ではない、それとも、ね না な 

イード（回教徒のお祭り） ঈদ いーど 

イード祭おめでとう（イスラーム教

徒の祭の挨拶の言葉） ঈদমুবারক いーどむばらく 

言い張る、主張する  জদ করা じぇっどぅ こら 

 

あ 
い 
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言い訳 আজুহাত, ওজর あじゅはと、 おじょる 

言い訳する আজুহাত あじゅはととぅ 

言うことを聞く কাথা  শানা かた しょな 

(このことは）言うまでもなく一である বালাবা ল   য ばらばふろ じぇ 

家 বাড়ৗ ばりぃ 

家、祖国 বাড়ী ばり 

家柄  গা  ごっとぅろ 

イエスキリスト যী   ী  じしゅ くりすと 

胃潰瘍 আমাশায় あましゃい 

医学、医業 িচিকস া িবদ া ちきっしゃ びっだ 

医学、医業 ডা াির করা だくたり こら 

怒り রাগ らーぐ 

怒り､色合い রাগ らーぐ 

息 িনঃ াস にっしゃっしゅ 

息  াস すばしょ 

異議  কতৃাথ   ぷろくりたると 

異議､反対 আপি  あぽってぃ 

行き帰り আসা যাওয়া あしゃ じゃわ 

 

い 
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息切れ হাঁপ はぷ 

息切れする､喘ぐ হাঁপােনা はぱの 

息詰まる､声を出せない সংেকাচ করা しょんこちゅ こら 

生きている､生きた জীিবত,জীব  じびと 、じぼんと 

生きている､生きた জ া  じぇんと 

行きましょう চলুন ちょるん 

イギリス人 ইংেরজ いんぐれーじゅ 

生きる、生き延びる、助かる বাঁচা ばちゃ 

生きる､助かる､残る､余る বাঁচা ばちゃ 

息を吸う（辛いものを食べて）  শাষেনা しょすの 

行く যাওয়া じゃわ 

いくつ কয় こい 

いくつ(の)､いくら(の) কত こと 

いくつ､何時 ক’টা こた 

いくつかの কেয়ক こえく 

いくつかの কেয়কিট こえくてぃ 

行くべき(所) গ ব   ান ごんとっぼ すたん 

いくら〜しても যতই...না  কন じょとい...な けの 

 

い 
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池 পকুুর ぷくーる 

池 প ুিরণী ぷしゅこりに 

意見 ম  もと 

意見 ম ব  もんとっぶ 

意見､考え ম  ,মতামত もと 、もたもとぅ 

移行、移す স ার しょんちゃる 

イコール（＝） সমান しょまん 

異国 পরেদশ ぽるでしょ 

石 পাথর ぱとーる 

石 িশলা しら 

維持 সংর ণ しょんろっこん 

意志､意図 ই া いっちゃ 

意志、意図 ইে , ই া いっちぇ、いっちゃ 

意思、決心、計画、目的 সংক তা しょんかるぽた 

維持､保持 ধারণ だろん 

意識  চতনা ちぇとぅな 

意識  ঁশ ふしゅ 

意識､感覚  চতন  ちょいとんの 

 

い 
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意識のある､生きている স ান しょっがん 

意識のある､命を持った সেচতন しょちぇとん 

意識のない অ ান おぎゃん 

石ころ কাঁকর かくる 

虐める িবর  করা びろくと こら 

医者 ডা ার だくたーる 

衣装､おめかし সাজ しゃじゅ 

異常な､並々ならぬ অসামান  おしゃまんの 

意地を張ること､自惚れ অিভমান おびまん 

偉人､金持ち বড় মানুষ ぼろ まぬーしゅ 

威信、体面、貞節 ই ৎ いっじょと 

椅子(竹細工)  মাড়া もら 

椅子(小さい椅子) িপিড় ぴり 

椅子、ベンチ  চয়ার ちぇやる 

泉 উৎস うっしょ 

イスラーム教典に則った動物の

屠殺のしかた হালাল はらる 

イスラム教徒の一ヶ月にわたる断

食  রাজা ろじゃ 

（イスラム教の神の呼び名）  খাদা こだ 

 

い 
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イスラム教 ইসলাম いすらむ 

イスラム教寺院（モスク） ম  িজদ もすじっど 

イスラム教徒が集ってイードの礼拝をす

る場所 ঈদগাহ いーどがほ 

イスラム教徒の挨拶の言葉（主に異教

徒に対して） আদাব あだぶ 

イスラム教徒の学習  মৗলবী もうろび 

イスラム教の宗教学校 মা াসা まどらさ 

イスラム教を信じない異教徒 কােফর かふぇる 

イスラム神秘主義(者） সুফী しゅふぃ 

イスラム法 হিদস ほでぃす 

以前 আেগ あげ 

以前､これまで ইিতপেূব   いてぃぷるべ 

以前に অ  おぐろ 

忙しい ব   べすと 

忙しい、働き者、サービスのよい কমী こみぃ 

忙しさ ব  তা べすとた 

急ぎの  ত どぅると 

依存 িনভ র にるぼる 

依存 িনভ রতা にるぼるた 

 

い 
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痛い ব থা লােগ べた らげ 

偉大なるアラーの神（祈りの祭

文） আ া -আকবর あっらーあっくばーる 

痛くなる ব থা করা べた こら 

板すだれ খড়খিড় こるこり 

悪戯   িুম どぅすとぅみ 

悪戯好きの  র  どぅろんと 

悪戯な､腕白な    ু どぅすとぅ 

悪戯な､腕白な বদমাশ ぼどましょ 

悪戯者、やんちゃ者、悪党 শয়তািন しゃいたに 

頂、頭、会社のトップ িশরঃ しる 

痛み ব থা べた 

痛み､悲しみ  বদনা べどぅな 

傷み､苦痛 দরদ どるっどぅ 

痛み､苦しみ পীড়া ぴら 

痛み､苦しみ ব থা べた 

炒めもの（野菜） ভািজ ばじ 

痛める ঘামােনা がるまの 

いたる、到着する  পৗঁছান ぽちゃの 

 

い 
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至る所 সব    しょるぼっとろ 

１ এক えく 

位置、土地、領域  ল すとる 

一応 একবার মেতা えくばーる もと 

1月 জানুয়াির じゃぬやりい 

イチジク、インド菩提樹 অশথ おしょと 

イチジクの木 পাকড়ু ぱくろ 

一時的な অ ায়ী おすたい 

一時的熱狂､噂､悪戯  জুক ふじゅく 

1週間に স ােহ しょぷたへ 

位置する অব ান,অবি ত おぼすたん、おぼすてぃと 

一度に､完全に একবাের えくばれ 

１と 1/2（1.5）  দড় でる 

一度も(否定文) কখনও ここのお 

1日 একিদন えくでぃん 

一日中 সারািদন しゃらでぃん 

一番良い সেব  া ম しょるぼっとも 

一吹き ফুঁ ,ফুঁক ふぅ 、ふく 

 

い 
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一部分 একাংশ えかんしょ 

(花びら､葉､本などの)１枚 দল どーる 

1枚、一個 একখানা えくかな 

1mあたり  িত িমটার ぷろてぃ みたー 

１ヤード（長さの単位）   91.5 

cm গজ ごーす 

いつ(時間について) কখন ここん 

いつ（日、月、年） কেব こべ 

いつか  কান এক সময় この えく しょもい 

いつか(疑問文) কখনও ここのお 

5日(月の) পাঁচ'ই ぱーち い 

１回 একবার えくばーる 

一貫性、秩序、一連 শৃ লা すりんこら 

一気に､絶えず একনাগােড় えくながれ 

一昨日 গত পর  ごと ぽるしゅ 

一緒 এক  えくとろ 

一緒､付添 সংয ু しょんじゅくと 

一生懸命 কেঠার ことーる 

一生懸命に  াণপণ ぷらんぷね 

 

い 



 

- 22 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

一生懸命に মন িদেয় もん でぃえ 

一生の আজীবন あじぼん 

一緒に একসে  えくしょんげ 

一緒に､共に সে  しょんげ 

一緒になった সংেযাজন しょんじょじょん 

一緒になる িমিলত হওয়া みりと ほわ 

一緒の､合理的な স ত しょんごと 

一緒の、統一された িমিলত みりと 

1000万  কািট こてぃ 

行ったり来たりする চলাচল করা ちょらちょる こら 

一致 সম য় しょもんぼい 

一致､同意 একমত えくもと 

一致､同意 স ত しょんのと 

一致させる বনেনা ぼのの 

一致する､調和する খাপ খাওয়া かぷ かわ 

一対 য ু,যগুল じゅっご 、じゅごる 

一対､夫婦、偶数、つがい  জাড় じょら 

何時でも  য  কান সময় じぇ この しょもい 

 

い 
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いっぱい、中 সারা しゃら 

一杯に কানায় কানায় かない かない 

一杯にする ভরা ぼら 

いっぱいの、全体の､全部の পেুরা,পরুা ぷろ 、ぷら 

一般公開､見せること  দশ ন করা ぷろどっしょん こら 

一般大衆 জনসাধারণ じょのしゃだろん 

一般に সাধারণতঃ しゃだろのと 

一般の সাধারণ しゃだろん 

一本調子､単調 এক  ঘেয় えく げえ 

いつまでも িচরকাল ちるかる 

いつも সবসময় しょぶしょもい 

いつも সব  কােল しょるぼかれ 

いつも সব  দা しょるばだ 

いつも、規則通り、決まった、一定

の িনয়িমত におみと 

いつも、沿って বরাবর ぼらぼる 

いつも､常に হরদম ほるどむ 

いつも､毎日 িনত  にっと 

いつもの､常設の  ায়ী すたい 

 

い 
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逸話 কািহনী かひに 

偽り(の) অলীক おりく 

糸 সুতা しゅた 

糸 সুেতা, সুতা しゅと、しゅた 

糸 সূ  しゅっとろ 

井戸 কয়ুা くや 

井戸 কপূ くぷ 

井戸を掘る কপূ খনন করা くぷ このん こら 

田舎 পাড়াগঁা ぱらが 

いなご ফিড়ং ふぉでぃん 

稲作 ধান চাষ だん ちゃしゅ 

稲妻 িবজলী びじゅり 

委任状､必要 বরাত ぼらとぅ 

犬 ককুুর くくーる 

稲、籾 ধান だん 

稲の山済み গাদা がだ 

命  াণ ぷらん 

祈り､願出  াথ  না ぷらっとな 

 

い 
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祈りの呼びかけ আজান あざーん 

祈る  দায়া করা どや こら 

祈る নামাজ পড়া なまじゅ ぽら 

祈る  া থ  না করা ぷらっとな こら 

祈る､求める､願い কামনা করা かもな こら 

祈る人､願出者  াথ  ী ぷらってぃ 

衣服  পাষাক ぽしゃっく 

今､最近 আজকাল あじかる 

今､最近 এেব えべ 

今､さて এখন えこん 

今すぐ এখনই,এখিন えこにい、えこに 

今すぐ এখিন えくに 

今の､現在の এখনকার えこんかーる 

今の､現在の চলিত ちょるてぃ 

意味 মােন まね 

意味、利益、資金、富 অলাভ おらぼ 

意味、理由 অথ   おっと 

意味のない、甲斐のない、無益の অনথ  ক おのるとこ 

 

い 
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嫌気､不快な  বজার べじゃる 

卑しい､不快な জঘন  じょごんの 

嫌になる একেঘেয় えくげえ 

イヤリング কােনর  ল かねる どぅる 

依頼、頼み অনুেরাধ おぬろっど 

いらいら ছ  ফ   ちょっとふっと 

いらっしゃい（さよなら） আসুন あしゅん 

入口  েবশ ぷろべしゅ 

入口  েবশ ার ぷろべしゅだる 

イリッシュ(魚名） ইিলশ いりっしゅ 

いる、ある আিছ, আছ, আেছন あち、あちょ、あちぇん 

いる、ある আেছ あちぇ 

（その場に）いる、いた、出席の উপি ত うぽしゅてぃと 

居る､住む､ある､とどまる থাকা たか 

衣類 কাপড়- চাপড় かぽーるちょぽう 

入れ物 ডুিল どぅり 

入れる ঢকুােনা どぅかの 

入れる､差し込む  জঁা, গঁাজা ぐじゃ 、ごじゃ 

 

い 
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入れる、注ぐ ঢালা だら 

色 রং ろん 

色 রঙ,র ,রং ろん 、ろんご 、ろん 

色､人種､文学 বণ   ぼるの 

色々 কত িকছ ু こと きちゅ 

色々な নানা なな 

色々な নানান ななん 

いろいろな、様々な নানারেঙর ななろんげる 

色々な､様々の িবিভ  びびんの 

色のついた রিঙন ろんぎん 

祝う､祝福する、おめでとう অিভন ন জানােনা おびのんどん じゃなの 

インク কািল かり 

隠元豆、さやのある豆全般 িশম しむ 

印刷 ম ুণ むどろん 

印刷機械 ম ুায  むどらじょんとろ 

印刷された মিু ত むどりと 

印刷所 ছাপাখানা ちゃぱかな 

印刷する､覆い隠す､押さえる ছাপা ちゃぱ 

 

い 
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飲食 খাওয়া?দাওয়া かわ だわ 

(チーフ)インスペクター পিরদশ ক ぽりどろるしょく 

インターシティー আ ঃনগর あんとのごる 

インチ ইি  いんち 

インド ভারত ばると 

インド人 ভারতীয় ばるてぃ 

インドの放浪民,ジプシー  বেদনী べでに 

陰謀 চ া  ちょくらんと 

陰謀 ষড়য  しょろじょんとろ 

引用された উ তৃ うっどぅりと 

浮いてくる ভাসমান ばしょまん 

ウインクする িটপা でぃぱ 

飢え উেপাস うぽしょ 

上（に）、〜に対して উপর うぽる 

上（の） ওপর おぽる 

餓え、食欲  ধুা くすだ 

餓え、食欲 িখেদ きで 

ヴェーダーの、ヴェーダ学者  বিদক ぼいでぃく 

 

い 
う 
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飢えた উপবাসী うぽかしい 

飢えている  ধুাত   くだっと 

上に উপের うぽれ 

上の方に､表面に উপিরভােগ うぽりばげ 

植える  য়া るや 

植える লাগােনা らがの 

飢える､断食する উেপাস করা うぽしゅ こら 

浮かぶ ভাসা ばしゃ 

受かる পাশ ぱしゅ/ ぱす 

雨期 বষ াকাল ぼるしゃかーる 

受け入れられない অ হণীয় おぐろほにお 

受け入れられない অ া  おぷらぷと 

受け入れられる  হনীয় ぐろほにい 

受け付け অভ থ  না おっぼるとな 

受け止める লুকেনা , লুকােনা るこの 、るかの 

受け止める  লাফা,লুফা ろふぁ 、るふぁ 

受取人  াপক ぷらぽく 

受け取る､吸収する  হণ করা ぐろほん こら 

 

う 
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受け取ること আদান あだん 

受け取ること  া  ぷらぷと 

受けること  হন ぐろほん 

受けるに値する  হনেযাগ  ぐろほんじょっご 

動かない、不動の অচল おちょる 

動かす､営む চালান,চালােনা ちゃらの 、ちゃらの 

動かす､揺らす নাড়া なら 

動き、状態、 গিত ごてぃ 

動く নড়াচড়া করা のらちょら こら 

動く､続く､行く､進む চলা ちょら 

動く､揺れる নড়া のら 

ウコン，ターメリック(香辛料) হলুদ ほるっど 

うさぎ খরেগাস こるごしゅ 

牛 গ  ごるー 

牛飼い গয়লা ごいら 

牛飼い রাখাল らかる 

失う খয়ুা くや 

失う､無くす খয়ুান くやん 

 

う 
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失う、負けるなくす、負かす হারা はら 

失う、負けるなくす、負かす হারােনা はらの 

後（うしろ） িপছন, িপছেন ぴちょん、ぴちょね 

後ろ､背中 িপচ ぴちゅ 

後ろ､背中 িপছন ぴちょん 

薄い､痩せた পাতলা ぱとぅら 

薄暗い ঝাপসা じゃぷしゃ 

薄暗い িমিটিমিট みてぃみてぃ 

嘘 িমথ া みった 

嘘（うそ） িমথ া, িমেথ  みった、みって 

嘘つき িমথ াবাদী みったばでぃ 

嘘吐き、詐欺師、詐欺野郎 ঠকা とか 

嘘をつく িমথ া কথা বলা みった こた ぼら 

歌 গন がん 

歌 গান がん 

歌､音楽 স ীত しょんぎっと 

歌う গাওয়া がわ 

歌う গান করা がん こら 

 

う 
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疑い、疑問 সে হ しょんでほ 

歌ったり､演奏したり গান-বাজনা করা がん －ばじゅな こら 

打たれない অনাহত おなほと 

歌わせる গাওয়ান がわの 

内､中  ভতর,িভতর べとる 、びとる 

打ち負かされない অপরািজত おぽらじと 

宇宙 িব  জগৎ びっしょ じょごっと 

うちわ、扇風機 পাখা ぱか 

打つ､殺す মারা まら 

打つ､叩く িপটান ぴたん 

美しい রম  ろんも 

美しい সুঠাম しゅたむ 

美しい সু র しゅんどーる 

美しい、形のきれいな সুচার প しゅちゃるるぷ 

美しい、とても甘い মধুর もどぅる 

美しい女性 সু রী しゅんどりー 

美しさ  সৗ য   しょうんどっじょ 

写して貰う ফেটা তিুলেয়  নওয়া ふぉと とぅりえ ねわ 

 

う 
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移す、どかす সরােনা しょらの 

うっそうとした িনিবড় にびる 

写っている、撮れる উঠা うた 

うっとりする、感嘆する ম ু হওয় むごど ほわ 

器､人物 পা  ぱっとろ 

器、茶碗 বািট ばてぃ 

腕、手 হাত はーとぅ 

腕輪 কাঁকন かくん 

腕輪 ছিুড় ちゅり 

腕を切断した､ノースリーブの হাত কাটা はーとぅ かた 

唸り声 গজ ন ごっじょん 

自惚れの দাি ক だんてぃく 

畝 সাির しゃり 

奪う কাড়া から 

馬  ঘাড়া ごら 

上手くやる চালািক করা ちゃらき こら 

生まれ､種族､カースト জািত じゃてぃ 

生まれながらの সহজ しょほーじゅ 、しょほーず 

 

う 
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生まれる、生じる、獲れる জ ােনা じょんまの 

生まれること、創造、誕生 সৃি  すりすてぃ 

海 সম ু しょむっどろ 

海 সাগর しゃごーる 

(卵を)産む､上の方から取る পাড়া ぱら 

裏切り､背信  বইমানী べいまに 

裏切る､不誠実な行動をする  বইমািন করা べいまに こら 

裏口､裏門 িখড়িক きるき 

占い師  জ ািতষী じぇてぃし 

羨ましい ঈষ া হওয়া いるしゃ ほわ 

売る  বচা べちゃ 

売る､売られた িবি  হওয়া びっくり ほわ 

売る､販売する িব য় করা,িবি  করা びくろい こら 、びっくり こら 

うるさい､大声 হইচই ほいちょい 

うるさい､大声、はしゃぎ声  হৈহ ほいほい 

ウルドゥー語（パキスタン語） উ   うるどぅ 

うれしい আনি ত あのんでぃっと 

うろたえる ঘাবড়ান がぶらの 

 

う 



 

 
- 35 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

噂 আদায়  দওয়া あだい でわ 

噂 উেড়াকথা うろこた 

噂  জন ぐじょん 

噂 জন  বাদ じょの ぷろばっど 

噂 জনরব じょのろぶ 

噂  তিত すろとぅてぃ 

噂、いたずら、虚言、デマ  জুক,  কু ふじゅく 、ふっじゅく 

噂､囁き কানাঘষুা করা かなぐしゃ こら 

運 অদ ৃ おどぅりすと 

運、運命 ভাগ  ばっご 

運、宿命 কপাল こぱーる 

運河、溝 নালা なら 

運転手 চালক ちゃろく 

運転手  াইভার どらいばーる 

運転する､操作する চালােনা ちゃらの 

運動 কসরত こすろっと 

運動 ব ায়াম べやむ 

運動､騒乱 আে ালন あんどろん 

 

う 
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日本語 ベンガル語 読み 

運搬 বহন,বাহন ぼほん 、ばほん 

運搬人 বাহক ばほく 

運搬できる武器､道具 হািতয়ার はてぃやる 

運輸、乗物 যানবাহন じゃんばほん 

運をつかむ কপাল ধরা こぱる どら 

絵 িচ  ちっとろ 

絵､写真 ছিব ちょび 

永遠(に) িচরিদন ちるでぃん 

永遠の সনাতন しょなとん 

映画 িসেনমা しねま 

永久の､無限の িচর ন ちるんとん 

影響  ভাব ぷろばぶ 

英語 ইংেরিজ いんぐれじ 

英語､イギリスの ইংরাজী,ইংেরজী いんぐれじ、いんぐれじ 

衛星､人工衛星 উপ হ うぽぐろほ 

栄養 পিু  ぷすてぃ 

栄養になる､栄養のある পিু কর ぷすてぃこる 

栄養不良な অপ ু おぷすと 

 

う 
え 
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日本語 ベンガル語 読み 

笑顔を作る মচুকােনা むちょかの 

得難い､高価な  ল ভ どぅるろぶ 

駅   শন すてしょん 、すてーしょん 

エジプト িমসর みしょる 

エジプト人 িমসরী みしょり 

エスラジ(弦楽器) এ  লাস えすらす 

枝 ডাল だる 

枝、末端、細部 শাখা しゃか 

エチケット､礼儀 িশ াচারক,িশ াচার しすたちゃろく 、しすたちゃる 

えっ、あっ、おっ উ  うふ 

絵の付いた সিচ  しょちっとろ 

エビ িচংিড় ちんぐり 

選ぶ চেয়স করা ちょえす こら 

選ぶ বাছা ばちゃ 

選ぶ বাছাই করা ばちゃい こら 

選ぶ(組合など) বাছাই করা ばちゃい こら 

選ぶ､選挙する িনব  াচন করা にるばちょん こら 

選ぶこと বাছাই ばちゃい 

 

え 
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日本語 ベンガル語 読み 

選んで下さい  বেছ িনন べちぇ にん 

得る､手に入れる পাওয়া ぱわ 

絵を描く ছিব আঁকা ちょび あか 

宴会する  ভাজ খাওয়া ぼじゅ かわ 

演技 অিভনয় おびのい 

演技する অিভনয় করা おびのい こら 

延期の  িগত すとぎと 

円形の、丸い  গালাকার ごらかーる 

援助､手助け সহায়তা করা しょはいた こら 

援助の､手助けの সহায়ক しょはいく 

演説 ব ৃতা ぼくとぅりた 

演奏する বাজনা ばじゅな 

演奏する বাজা ばじゃ 

鉛筆  পি ল ぺんしる 

遠慮 সে াচ করা しょんこちゅ こら 

遠慮しないで সে াচ না করা しょんこちゅ な こら 

遠慮深い িবনয়ী びのい 

尾 ল াজ, লজ れじゅ、れじゅ 

 

え 
お 
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日本語 ベンガル語 読み 

甥 ভািগেনয়,ভাগেন ばぎねい 、ばぐね 

美味しい  খেত ভাল けて ばろ 

美味しい সু া  しゅっしゃどぅ 

追い出す､追放する তািড়েয়  দওয়া たりえ でわ 

追い出す､追放する িবতািড়ত করা びたりと こら 

置いていく িদেয় যাওয়া でぃえ じゃわ 

追い払う､追い出す､追放する তাড়ােনা たらの 

王 বাদশাহ ばどぅしゃふ 

追う ভাগান ばがん 

王 স াট しょむらっとぅ 

王、コンドームの名前 রাজা らじゃ 

横臥､睡眠 শয়ন しょいん 

王冠 মকুটু むくと 

王宮 রাজবাড়ী らじゅばり 

王国､支配 রাজ  らっじょ 

王子 রাজপ ু らじゅぷっとろ 

往時､過去  সকাল しぇかる 

王室の রাজকীয় らじょきよ 

 

お 
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日本語 ベンガル語 読み 

王女 রাজকন া らじゅこんな 

王族 রাজ পিরবার らじゅ ぽりばる 

王妃 রাণী,রানী らに 、らに 

往復 যাতায়াত じゃたやとぅ 

黄麻（ジュート、インド麻、ツナソ（綱麻）） পাট ぱーとぅ 

横領、着服 আ সাত করা あっとしゃっと こら 

終える  শষ করা しぇしゅ こら 

終える সারা しゃら 

終える､取り除く িমটান みたの 

おお  হ へー 

大慌て､大急ぎ তাড়া ড়া たらふら 

覆い আড়াল あらる 

多い、沢山  বশী べしい 

被う ছাওয়া ちゃわ 

オーガナイザー সংগঠক しょんぐごとく 

大金持ち、大旦那、金貸し সাউ しゃう 

狼  নকেড় ねくれ 

多かれ少なかれ কম  বশী こむ べし 

 

お 
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日本語 ベンガル語 読み 

大きい মহা もは 

大きい、とても বড় ぼろ 

大きくて強い দশাসই どしゃしょい 

大きさ আকার あかーる 

大きさ সাইজ しゃいじゅ 、さいず 

大きな মহৎ もほっ 

大きな、偉大な মহৎ もいん 

大きな麻袋 ব া ぼすた 

大きな池 দীিঘ でぃぎ 

大きな池 িবিঘ びぎ 

大きな土製の壷 জালা じゃら 

大きな森 বনানী ぼなに 

大きな料理鍋 হাঁিড় はり 

大食いの､食いしん坊の  পটকু ぺとぅく 

多くの অেনক おねーく 

多くの  চুর ぷろちゅる 

多くの বা  ばふ 

多くの িব র びすとる 

 

お 
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日本語 ベンガル語 読み 

多くの､恐ろしい  বজায় べじゃい 

大声で叫ぶこと হাঁকডাক はくだく 

大しゃもじ খনুিত くのてぃ 

大太鼓 ঢাক だく 

オートマティックな  য়ং しゅばや 

大船 ল  ろんち 

公の、公的な জনগেণর দািব じょのごねる だび 

公の、皆に利益の有る仕事、事柄、事業 সব  ািধনায়ক しょるばでぃなよく 

オール(サトイモ科の芋の一種) ওল おる 

オール､櫂 দাঁড় だーる 

覆われた আ   あっちょんの 

おかず、カレー、野菜 তরকাির とるかり 

お金 অথ   おっと 

お金(札)､バ国の通貨単位 টাকা たか 

お金を貸す দার  দওয়া だる でわ 

小川､小流  সঁাতা しょた 

小川､小流   াতি নী すろとっしに 

起きた､生まれた উি ত うんきとぅ 

 

お 
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日本語 ベンガル語 読み 

起きている、起きる､目覚める জাগা じゃが 

起きている人 জাি ত じゃぐりと 

お気に入り  ীিতভাজন ぷりてぃばじょん 

起きる、上がる ওঠা おた 

起きる、登る উঠা うた 

置く､保つ রাখা らか 

（イスラム教徒の）奥様、御婦人  বগম べごむ 

奥様､ご夫人(回教徒)  বগম べぐむ 

屋上 ছাদ ちゃーど 

臆病な、気の小さい ভী  びる 

臆病者､卑怯者 কাপ ুষ かぷるしゅ 

奥まった所 আনাচ-কানাচ あなちゅ －かなちゅ 

オクラ  ঢড়ঁস でろーしゅ 

送り返す  ফরত পাঠােনা ふぇろっとぅ ぱたの 

贈り物 উপহার うぽはる 

送る পাঠান,পাঠােনা ぱたの 、ぱたの 

送る   রণ ぷれろん 

遅れ､遅い  দির, দরী でり 、でり 

 

お 
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日本語 ベンガル語 読み 

起こす ঘটােনা ごたの 

起こす জাগান,জাগােনা じゃがの 、じゃがの 

起こる ঘটা ごた 

怒る রাগ করা らーぐ こら 

怒る রাগ হওয়া らーぐ ほわ 

怒る人、怒る事、怒った রাগাি ত らがのびと 

押さえ難い､乱暴な  ব  ার どぅるばーる 

押さえる িটপা てぃぱ 

押さえる､隠す চাপা ちゃぱ 

幼い、新鮮な কিচ こち 

幼い、未熟な  ছেলমানুষ ちぇれまぬーしゅ 

納める জমা  দওয়া じょま でわ 

押される ধা ােনা だっかの 

叔父（母方） মামা まま 

押し、衝撃 ধা া だっか 

教え、指導、躾、学ぶ事 িশ া しっか 

教える পড়ান,পড়ােনা ぽらの 、ぽらの 

教える িশখােনা しかの 

 

お 
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日本語 ベンガル語 読み 

教える  শখােনা しぇかの 

押しつけて､圧して  চেপ ちぇぺ 

おしの、聾唖の  বাবা ぼば 

お喋り বাচাল ばちゃる 

おしゃべり、小言 বকুিন ぼくに 

おしゃべりする、しかる বকা ぼか 

押す  ঠলা てら 

雄 ম া もっだ 

汚水、液体の流れ  নাংরা কাদামািট のんぐら かだまてぃ 

雄鹿 হিরণ ほりん 

押すこと､衝撃 ধা া মারা だっか まら 

御世辞  খালােমাদ こしゃもっど 

お世辞  খাশােমাদ こしゃもど 

遅い আে  あすて 

遅い  দরীেত でりて 

遅い ধীর でぃる 

遅い ম র もんとる 

遅くとも  দরী হেলও でり ほれお 

 

お 



 

- 46 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

遅くなる  দরী হওয়া でり ほわ 

おそらく খুব স ব くーぶ しょんぼぶ 

おそらく স বতঃ しょんぼぶと 

おそらく､多分 হয়েতা,হয়ত ほいと、ほいと 

恐れ、恐怖 ভয় ぼい 

恐れた স   しょんとろすと 

恐ろしい ভয় র ぼいんこーる 

恐ろしい ভয়ানক ぼやのく 

恐ろしい ভয়াবহ ぼやぼほ 

恐ろしい､厳しい  চ  ぷろちょんど 

恐ろしい､厳しい ভীষণ びしょん 

恐ろしい､酷い  ঘার ごる 

おそろしい、ひどく ভীষণ びしょん 

恐ろしく､酷く ভীত ু びとぅ 

お互いの(に) পর র,পর রেক ぽるしゅぽる 、ぽるしゅぽるけ 

穏やかな顔つき শা   চহারা しゃんと ちぇはら 

落ちた､墜落した পিতত ぽてぃと 

落ちる পড়া ぽら 

 

お 
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落ちる পেড় যাওয়া ぽれ じゃわ 

おちんちん নুনু ぬぬ 

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 হায়ণ(অ াণ) おぐろはよん（おっぐらん） 

夫､主人  ামী しゃみ 

夫以外の男､神 পরপ ূষ ぽるぷるしょ 

お釣り ভঙিত ぼんごてぃ 

お手上げだ(何も方法がない）  কানও উপায নই このお うぱじょ のい 

おでこ কপাল こぱーる 

お手伝いさん কােজর  লাক かじぇーる ろーく 

お寺、寺院 মি র もんでぃーる 

汚点､傷跡､染み দাগ だーぐ 

音  িন どぼに 

音､声 গলার  র ごらーる しょる 

音､声､母音  র しょる 

音、単語 শ  しょぶど 

音､返答､反応 সাড়া しゃら 

弟 ছটভাই ちょっとばい 

男/女 নর/নারী のる/なり 

 

お 
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日本語 ベンガル語 読み 

男の愛人 নাগর なごる 

男の兄弟 ভাই ばい 

男の子  বটােছেল べたちぇれ 

男の子(蔑称)  ছাকরা ちょこら 

（上から）落とさせる  ফলােনা ふぇらの 

落とさせる（上から） পাড়ান ぱらの 

落とす  ফলা ふぇら 

落とす হািরেয়  ফলা はりえ ふぇら 

一昨日､明後日 পর  ぽるしゅ 

大人  া  বয়  ぷらぷと ぼよしゅこ 

大人(女性) সাবািলকা しゃばりか 

大人(男性) সাবালক しゃばろーく 

大人びたこと পাকা পাকা কথা ぱか ぱか こた 

音のない､黙った নীরব にいろぶ 

乙女 ত ণী とるに 

踊り নাচ なーちゅ 

踊る、舞う নাচা なちゃ 

驚いた িবি ত びっしと 

 

お 
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驚き িব য় びっしょい 

驚き､驚くべき আ য    あしゅちょっじょ 

驚きの、賞賛すべき আ য   あすちゃるや 

驚く অবাক হওয়া おばっく ほわ 

驚く、ビックリする চমকােনা ちょもかの 

驚くべき অবাক おばっく 

驚くべき আ য   あすちょるじょ 

音を立てて叩く、ぶつける আঘাত あがっと 

音を立てて叩く、ぶつける  ঠাকা とか 

お腹  পট ぺーとぅ、ぺっと 

お腹がすく িখেদ পাওয়া きで ぱわ 

同じ একই えき 

同じ সমান しょまん 

同じ､等しい সম しょも 

同じ､含まれた সািমল,শািমল しゃみる 、しゃみる 

同じ年齢の সমবয়সী しょもぼよし 

同じような､どうにかこうにか এক রকম えく ろこむ 

同じような、どうにかこうにか একরকম, একই えくろこむ、えき 

 

お 
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鬼、悪魔 দানব だのぶ 

お願いだから､本当に দয়া করা どや こら 

斧 কড়ুাল くらる 

斧 দা だ 

各、反対の  িত ぷろてぃ 

各々の  েত ক ぷろってく 

叔母（母の姉妹） মাসী まし 

おはようございます সু ভাত しゅぷろばっとぅ 

覚え書き  ারক প  しゃろく ぽっとろ 

覚え書き  ারক িলিপ しゃろく りぴ 

覚えている､忘れない মেন থাকা もね たか 

覚える､記憶する মেন রাখা もね らか 

覚える､記憶する  রণ করা しょろん こら 

溺れようとしている ডুবডুুব ু どぅぶどぅぶ 

おまえ তইু とぅい 

お前、きみ、あんた তিুম, তইু とぅみ、とぅい 

お前達  তারা とら 

お前達、きみ達、あんた達  তামরা,  তারা とむら、とら 

 

お 
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(ヒンドゥー教の)お祭り､礼拝 পেুজা,পজুা ぷじょ 、ぷじゃ 

おめでとう!(慣用句) অিভন ন জানাি  おびのんどん じゃなっち 

おめでとう!(慣用句)  েভ া ও অিভন ন জানাি  
しゅべっちゃ  お おびのん

どん じゃなっち 

重い ভাড়ী,ভারী ばり 、ばり 

重い ভারী ばり 

思い出す মেন পড়া もね ぽら 

思い出す、注意する、意識する  কামল হওয়া こもる ほわ 

思い出  ৃিত すりてぃ 

思う মেন হওয়া もね ほわ 

重々しい､惨めな গ ীর ごんびる 

重さ ভার ばる 

重さ、目方 ওজন おじょん 

重さの単位 37.2kg মন もん 

重さの単位（18 粒もしくは 11.6

グラム）  তালা とら 

重さの単位（232ｇ、1/4シェル）  পায়া ぽや 

重さの単位（930ｇ）  সর しぇる 

面白い মজার もじゃーる 

おもちゃ  খলনা けるな 

 

お 
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主に  ধান, ধানতঃ ぷろだん 、ぷろだのと 

親 বাবা-মা ばば-ま 

親 মাতািপতা またぴた 

小山、塚 িঢিপ,িঢিব でぃぴ 、でぃび 

お湯にする､沸かす ফটুােনা ふたの 

泳ぐ সঁাতার কাটা しゃたる かた 

泳ぐ人 সঁাতা  しゃたる 

およそ､約､同然の､似た  ায় ぷらい 

檻､鳥かご খাঁচা かちゃ 

オリーブ জলপাই じょーるぱい 

織り手(女性) তাঁিতনী たてぃに 

折り目 ভঁাজ ばじゅ 

織物 বনুট ぶんとぅ 

降りる､下がる নামা なま 

折る ভা া ばんが 

折る ভঁাজ করা ばじゅ こら 

折れる  ভে  যওয়া べんげ じょわ 

オレンジ、みかん কমলােলব ু こむられぶぅ 

 

お 
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オレンジ色 কমলা こむら 

愚かな মখূ   むっこ 

終わり ইিত いてぃ 

終わり কাবার かばーる 

終わり  শষ しぇしゅ 

終り（の）  শষ しぇし 

終わり､完成､卒業 সমাপন しょまぽん 

終わりの､完成の､卒業の সমাপনী しょまぽに 

終わる ফরুান ふらの 

終わる  শষ হওয়া しぇし ほわ 

音楽 গান বাজনা がん ばじゅな 

音楽、歌 স ীত しょんぎとぅ 

恩恵 উপকার うぽかる 

恩恵を受ける উপকতৃ うぽくりと 

恩知らずの､不誠実な  বইমান べいまん 

恩人 উপকারী うぽかりい 

温度、気温 তাপমা া たぷまっとら 

雄鶏  মারগ むるご 

 

お 
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女主人、主婦、妻 িগি  ぎんに 

女友達 বা বী ばんどび 

女の悪霊 শঁাকচুি  しゃくちゅんに 

女の子 বািলকা ばりか 

恩のある、恩義 বািধত ばでぃと 

蚊 মশা もしゃ 

加圧する চাপ  দওয়া ちゃっぷ でわ 

カーリー神 কালী かりー 

階 তলা とら 

階 তালা,তলা たら 、とら 

回 বার ばーる 

貝 শ  しょんこ 

会､団体 পিরষদ ぽりしょっど 

害､被害､損害 অিন  おにすと 

害､被害､損害  িত こてぃ 

海王星  নপচুন ねぷちゅーん 

海岸 সমেু র ধার しょむっどれーる だる 

外観､形  প  চহারা るぷ ちぇはら 

 

お 
か 
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会議 সে লন しょんめろん 

階級､種類 বগ  ぼるご 

回教徒の托鉢僧、布教師 ফকীর ふぉきーる 

会計、会計係  কাষাধ   こしゃだくしゃ 

外形､姿 আকিৃত あくりてぃ 

会計簿 িহসাব-বই ひしゃぼ-ぼい 

解決する､仲裁する মীমাংসা করা みまんしゃ こら 

蚕  িটেপাকা ぐてぃぽか 

蚕 পলু  পাকা ぽる ぽか 

外交的な কটূনীিতক くとぅにてぃく 

外国 িবেদশ,িবেদশী びでし 

外国人、外国の িবেদশীিন びでしに 

開催する বসা ぼしゃ 

開始    しゅる 

開始者  বত  ক ぷろぼっとく 

会社  কা ানী こんぱにー 

外出する  বরােনা, বড়ােনা べらの 、べらの 

害する､傷付ける  িত করা こてぃ こら 

 

か 



 

- 56 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

開設 মিু  むくてぃ 

階層、階級、分類   নী すれに 

階段 িসঁিড় しり 

階段､階層 ধাপ だぷ 

階段､ステップ､レベル পয  ায় ぽるじゃい 

懐中電灯(トーチ) টচ  বািত とーちゅ ばてぃ 、 とーち ば

てぃ 

回転､循環 আবত  ন あぼっとん 

回転､進化 িববত  ন びぼっとん 

回転する আবত   あぼっと 

概念、発想、イメージ(より実践的、実用

的) ধারনা だるな 

貝の腕輪 শঁাখা しゃか 

開発 উ য়ন うんのよん 

開発国 উ য়নশীল  দশ うんのよんしる でしゅ 

会費 চঁাদা ちゃだ 

(果物等の)外皮､殻  খাসা こしゃ 

怪物、巨人、悪魔  দত  どいっと 

開放の､自由な  াধীন しゃでぃん 

買い物(口語的)  কনাকটা けなこた 

 

か 
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会話 কথাবাত  া こたばった 

会話 বাক ালাপ ばくじゃらぷ 

会話､対話 কেথাপকথন ことぷことん 

会話､話し合い、議論、相談 আলাপ あらぷ 

会話する আলাপ করা あらっぷ こら 

害を与える、危害を加える অিন  করা おにすと こら 

買う  কনা けな 

飼う  পাষা ぽしゃ 

買う、購入する িকনা, কনা きな、けな 

買う、購入する  য় করা くろい こら 

買う、購入する খিরদ করা こりど こら 

飼う、順番 পালা ぱら 

返す  ফেল  দওয়া ふぇれ でわ 

返す（お金など） পিরেশাধ করা ぽりしょどぅ こら 

帰ってしまう চেল যাওয়া ちょれ じゃわ 

変える পালটােনা ぱるたの 

変える বদল করা ぼどる こら 

変える বদলােনা,বদেল  দওয়া ぼどらの 、ぼどれ でわ 

 

か 
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蛙（かえる） ব াং べんぐ 

変える、変わる বদলােনা ぼどらの 

帰る、戻る িফরা, ফরা ふぃら 、ふぇら 

蛙の一種  কালা  বঙ こら べんぐ 

顔 বদন ぼどん 

顔 মখু むく 

顔の美しさ মখু ী むこすり 

香り、におい গ  ごんど 

顔を下げた নতমখু のとむく 

画家 িচ িশ ী ちっとろしるぴぃ 

科学 িব ান びっがん 

価格、価値 মলূ  むっろ 

科学的な、科学者  ব ািনক ぼいっがにく 

科学の、化学的 রসায়িনক ろしゃいにく 

かかと  গাড়ািল ごらり 

鏡 আয়না あいな 

屈む ঝ ুঁকা じゅか 

屈むこと、尺取り虫、興味  ঝাঁক じょく 

 

か 
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輝いた、照った দী  でぃぷと 

輝いた、照った ধী  でぃぷと 

輝いている  দদীপ মান ででぃっぽまん 

輝かしい উ ল うっじょる 

輝き、名誉、美しさ  শাভা しょば 

（値段が，時間が）掛かる লাগা らが 

（病気に）かかる  ভাগা ぼが 

掛かる  ঝালা , ঝলুা じょら 、じゅら 

屈んだ আনত あのと 

鍵 চািব ちゃび 

嗅ぎたばこ নস  のっしょ 

(四足獣の)かぎ爪のある手、足 থাবা たば 

かき混ぜられた মিথত もてぃと 

下級の িন তর にんのる 

限りがない অপার おぱる 

限りのある সীিমত しみと 

描く আকঁা あか 

書く িলখা りか 

 

か 
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書く  লখা れか 

書く  লখা れか 

家具 আসবাব あしゅばぶ 

拡散、散布 িবিকরণ びきろん 

確実な অেমাঘ おもぐ 

確実な িনি ত にすちと 

学者、学識のある পি ত ぽんでぃと 

学者、学識のある িব ান びだん 

学者、学識のある িব ান びっだん 

学習 িশ  しっこ 

学習、教育、訓練、研修 িশ া しっか 

確信、決定、勿論、必ず িন য়,িন ই にすちょい 

隠す আড়াল করা あらる こら 

隠す  গাপন করা ごぽん こら 

隠す লুকেনা , লুকােনা るこの 、るかの 

隠す লুকােনা るかの 

隠す লুিকেয় রাখা るきえ らか 

覚醒 জাগরণ じゃごろん 

 

か 
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学生時代 ছা জীবন ちゃっとろじぼん 

拡大 িব ার びすたる 

拡大した、詳しい িব ৃত びすとぅりと 

獲得  াি  ぷらぷてぃ 

確認 িনধ  ারণ にるだろん 

家具の足 পায়া ぱや 

学のある িবদ  びどぐど 

革命 িব ব びぷろぶ 

革命家 িব বী びぷろび 

学問 িবদ া びっだ 

学問、知識、技能、技術 িবদ া びっだ 

学問を愛する িবদ ানুরাগী びっだぬらぎ 

かくれんぼ লুকাচুির , লুেকাচুির るかちゅり 、るこちゅり 

かくれんぼ  লাকচুির ろくちゅり 

影 আওতা あおた 

影 ，陰 ছায়া ちゃや 

家系、一族 বংশ ぼんしょ 

賭け事をする জুয়া  খলা じゅや けら 

 

か 
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掛け布団  লপ れーぷ 

懸ける টা ােনা たんがの 

かける（×）  ন করা ぐん こら 

下限 িন সীমা にんのしま 

過去 অতীত おてぃと 

河口  মাহনা もほな 

かごかき（カースト名） দেল どれ 

囲む িঘরা ,  ঘরা ぎら 、げら 

傘 ছাতা , ছািত ちゃた 、ちゃてぃ 

火事 অি কা  おぐにかんど 

家事 ঘরকা া ごーるかんな 

舵 হাল はる 

貸し借りをする ভাড়া  নওয়া ばら ねわ 

賢い  মধাবী めだび 

賢くなる ব◌ুুি মান হওয়া ぶっでぃまん ほわ 

貸出用の ভাড়ােট ばらて 

舵取り কণ  ধার こんのだる 

歌手 গাইেয় がいえ 

 

か 
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歌手（♀） গািয়কা がいか 

歌手（♂） গায়ক がよく 

数、総数、数量 সংখ া しょんか 

かすんだ ঝাপসা じゃぷしゃ 

風 বায়ূ ばゆ 

風、空気 বাতাস ばたしゅ 

火星 ম ল もんごる 

稼ぎ、収入  রাজগার ろじょがる 

稼ぐ অজ ন করা おっじょん こら 

稼ぐ কামান かまん 

火葬場  শান しょしゃん 

数えながら  নেত  নেত ぐんて ぐんて 

数える  ণা ぐな 

数える  গানা ごな 

数える  গানা ごな 

家族 পিরবার ぽりばーる 

家族同伴で সপিরবাের しょぽりばれ 

ガソリンスタンド  পে াল পা  ぺっとろーる ぱんぷ 

 

か 
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肩 কাঁধ かーど 

固い কড়া こら 

固い শ  しょくと 

かたい、困難な、難しい কাঁিঠন こてぃん 

肩掛け布袋  ঝালা , ঝলুা じょら 、じゅら 

肩掛布袋、掛かる ঝলুা じゅら 

肩掛布袋、掛かる  ঝাল じょら 

形 আকিৃত あくりてぃ 

形、美しい姿  প るぷ 

形の良い সুঠাম しゅたむ 

片付ける  ছােনা ぐちゃの 

象ること ঢালাই だらい 

傾いて কাৎ হেয় かっ ほえ 

傾く  হলা へら 

傾ける ঝ ুঁকা じゅか 

傍ら পা   ぱっしょ 

価値、良さ কদর こどる 

カチカチ（時計） টকুটকু とぅくとぅく 

 

か 
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家畜小屋  গায়াল ঘর ごやる ごーる 

価値のある মলূ বান むっろばん 

価値のない মলূ হীন むっろひん 

勝つ জয়লাভ করা じょいらぶ こら 

勝つ জয়ী হওয়া じょい ほわ 

勝つ িজতা じた 

勝つ , 勝ち取る  জতা じぇた 

がっかりする িনরাশ হওয়া にらしゅ ほわ 

がっかりする হতাশ হওয়া ほたしゅ ほわ 

楽器 বাজনা ばじょな 

学校 ই লু ,  ু্ ল いすくーる 、すくーる 

学校 পাঠশালা ぱとぅしゃら 

学校 িবদ ালয় びっだろい 

学校をサボる  লু-পালােনা すくーる ぱらの 

カッコー(鳥の名前）  কািকল こきる 

合体する িমিলত হওয়া みりと ほわ 

カッチビリヤニ কাি  িবিরয়ানী かっち びりやに 

かつて এককােল えくかれ 

 

か 
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かつて〜であったことはない কখনও...না ここのお...な 

買ってあげる িকেন  দওয়া きね でわ 

活動 গিতিবিধ ごてぃびでぃ 

活動、職業、仕事 কাজকম   かじこるも 

課程  কাস  こーす 

仮定  - ぷろ 

家庭、俗世間 সংসার しょんしゃる 

家庭内の ঘেরায়া ごろや 

角 িশং しん 

角 িশং しん 

角 শৃ  すりんご 

角、隅、角度  কাণ この 

悲しい、痛々しい  শাচনীয় しょちょによ 

悲しい、苦しい ি   くりすと 

悲しい、不幸な  ঃিখত どぅっきと 

ああ(悲しみ、驚き) হায় はい 

ああ(悲しみ、驚き) আহা あは 

悲しみ、苦悩  শাক しょく 

 

か 
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悲しみ、不幸  ◌ু◌ঃখ どぅっこ 

悲しみに打ちひしがれた  শাক  াত しょっかと 

金槌 হাতিুড় はとぅり 

かなり、結構（おおい）  বশ べしゅ 

かなり前 অেনকিদন おねーくでぃん 

かなわない,耐え難い  ধ  ষ  どぅるどっしょ 

蟹 কাঁকড়া かくら 

金、財産、富 ধন どん 

金持ち টাকাওয়ালা たかわら 

金持ち ধনী どに 

金持ち বড়েলাক ぼろろーく 

金を引き出す,引き戻す উইথ  করা ういとどろ こら 

金を引き出す,引き戻す টাকা উঠােনা たか うたの 

可能 স ব しょんぼぶ 

可能 স াব しょんばぶ 

可能性 স াবনা しょんばぶな 

可能な সমথ   しょもっと 

可能な、力のある স ম しょっこむ 

 

か 
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日本語 ベンガル語 読み 

カバーする、覆う ঢাকা だか 

カバブ কাবাব かばぶ 

鞄 থিল とり 

花瓶 ফলুদানী ふるだに 

株  শায়ার しょやる 

株主 অংশীদার おんくぅしだる 

壁  দওয়াল でわーる 

壁 পাঁিচল ぱちる 

貨幣、スタンプ ম ুা むどら 

南瓜(かぼちゃ) কমুড়া , কমেড়া くむら 、くむろ 

鎌 কাে  かしゅて 

かまど উনুন , উনান うぬん 、うなん 

かまど চুলা ちゅら 

かまど、炉 হাপর はぷる 

我慢  ধয    どいっじょ 

我慢する  ধয   ধরা どいっじょどら 

我慢する সহ  করা しょっじょ こら 

我慢できない ধীর でぃる 

 

か 
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神 ঈ র いしょる 

紙 কাগজ かごーじゅ 

髪 চুরা ちゅら 

髪 চুল ちゅーる 

神  দবতা でぶた 

神 ভগবান ぼごばん 

神（ヒンドゥー教）、王、地主 ঠাকরু たくる 

剃刀(かみそり)  রু くーる 

噛みタバコ পান ぱん 

雷 ব  ぼじゅろ 

雷 ব পাত ぼじゅろぱーとぅ 

雷 বাজ ばじょ 

雷、稲妻 অশিন おしょに 

神に捧げる水を満たした壷 ম লঘট もんごるごとぅ 

神の意志  দব どいぶ 

神の思し召しのままに ইন  আ া   いんしゃんらー 

神の思しめしのままに（イスラー

ム教徒） ই  শা াহ いんしゃらー 

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） িব  িম াহ びすみっらー 

 

か 
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日本語 ベンガル語 読み 

神のご加護を（回教徒）  খাদাহােফজ こだはふぇーず 

神への捧げ者（イスラム） িশি  しんに 

神への捧げ者（イスラム） িশরনী しるに 

紙巻タバコの銘柄（非常に安い） িবিড় びりー 

神を崇めること（ヒンドゥー）  দবারধনা でばるどな 

神を崇めること（ヒンドゥー）  দবারচ না でばろるっちょな 

噛む কামড়ােনা かむらの 

噛む িচবেনা ちぼの 

亀 ক প こっちょぷ 

カメラにフィルムを入れる ভরা ぼら 

カメレオン িগরিগিট ぎるぎてぃ 

かもしれない হেত পাের ほて ぱれ 

蚊帳 মশাির もしゃり 

ガヤのバンヤンの樹  বািধ ぼでぃ 

痒い চুলকােনা ちゅるかの 

火曜日 ম লবার もんごるばーる 

〜から হেত ほて 

〜から(人、場所） কােছ  থেক かちぇ てけ 

 

か 
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日本語 ベンガル語 読み 

〜から、〜より  থেক てけ 

から〜まで  থেক-পয    てけ-ぽるじょんと 

からい、つらい ঝাল じゃーる 

からかい、冗談 িব প びどぅるぷ 

からかう、怒らせる  খপােনা けぱの 

からす কাক,কাউয়া かーく、かうや 

ガラス কাঁচ かーち 

からす（小さい） পািতকাক ぱてぃかく 

体 গা が 

体、身体  দহ でほ 

空っぽの ির  りくと 

空の、空いている、ただ〜 খািল かり 

〜から別れて、〜から離れて  থেক িবি   হওয়া てけ びっちんの ほわ 

借り、鋭さ ধার だる 

借りる ধার করা だる こら 

借りる ধার  নওয়া だる ねわ 

借りること হাওলাত はおらとぅ 

軽い、薄い সামান  しゃまんの 

 

か 
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日本語 ベンガル語 読み 

軽い、薄い হালকা,হা া はるか 、はるか 

軽い寝台 খািটয়া かてぃや 

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 কািত  ক かるてぃく 

彼、彼女、  স しぇ、てぃに 

彼、彼女、  স, িতিন, しぇ、てぃに 

カレッジ（日本の大学 1〜3年に相当） কেলজ これっじ 

川 নদী のでぃ 

側、立場で পে  ぽっけ 

皮、皮膚 চামড়া ちゃむら 

可愛がること আদর あどる 

かわいそうな  বচারা べちゃら 

乾いた    しゅしゅこ 

乾いた牛糞(燃料用) ঘুঁেট ぐーて 

乾かす  কােনা しゅかの 

乾かす、乾く、干す  কেনা,  খন しゅくの、しゅこの、しゅこの 

渇き  ত া てすた 

渇き িপপাসা ぴぱしゃ 

渇く  কােনা しゅかの 

 

か 
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側にいる、隣りの পা  বত  ী ぱっしょぼってぃ 

川の砂地、スパイ চর ちょる 

代わり িবিনময় びにもい 

代わりに পিরবেত   ぽりぼって 

代わりの、交換 িবিনময় করা びにもい こら 

変わる পিরবত  ন হওয়া ぽりぼっとん ほわ 

変わる বদল হওয়া ぼどる ほわ 

飼われている、実施された পািলত ぱりと 

缶 ক ান きゃん 

考え িচ া-ভাবনা ちんた-ばぶな 

考え িচ াধারা ちんただら 

考え、考え事、悩み িচ া ちんた 

考え、心配 িচ া ちしゅた 

考える ভাবনা ばぶな 

考える、思う ভাবা ばば 

考える、推量する、感じる মেন হওয়া もね ほわ 

環境、状況 পিরেবশ ぽりべしゅ 

環境衛生 পিরেবশ  া   ব ব া ぽりべしゅ しゃすと べぼす

た 

 

か 
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監禁、保護、抑留 িজি  করা じんみ こら 

関係 স   しょんもんど 

歓迎  াগতম しゃごとん 

関係、接触 স ক   しょんぽるこ 

歓迎、もてなす、招待 আপ ায়ন あっぱよん 

関係した、する স িক  ত しょむぽるきと 

関係した、巻き込んだ জিড়ত করা じょりと こら 

関係する সং া  করা しょんくらんと こら 

関係する সংি   しょんすりすと 

関係する、して行く、する事に成る স ক  ীয় しょむぽるきいよ 

関係代名詞主格  য... স... じぇ...しぇ... 

関係代名詞主格複数形 যারা...তারা... じゃら...たら... 

関係代名詞所有格 যার...তার... じゃーる...たーる... 

関係代名詞所有格複数形 যােদর...তােদর.. じゃでーる...たでーる.. 

関係代名詞目的格 যােক...তােক... じゃけ...たけ... 

関係代名詞目的格複数形 যােদরেক..তােদরেক じゃでるけ..たでるけ 

関係を持たない স ক  হীন しょんぽるこひん 

監獄  জল-খানা じぇる-かな 、じぇいる－かな 

 

か 
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監獄、牢屋、刑務所  জলখনা じぇろ（る）こな 

観察、注目 পয  েব ণ ぽるじょべっこん 

観察する、注視する পষ েব ন করা ぽるじょべっこん こら 

ガンジス川 গ া がんが 

ガンジス川 প ানদী ぽっだのでぃ 

ガンジスでの沐浴 গ া ান ごんがしょん 

患者  গী るぎ 

患者  রাগীরা ろぎら 

感謝、感謝の気持ち কতৃ তা くりとっごた 

感謝の、恩恵の কতৃ  くりとっご 

慣習、儀式 আচার あちゃーる 

感じる、理解する、気付く  বাধ করা ぼどぅ こら 

完成、解決、解き方 সমাধান しょまだん 

完成、達成 পরুণ ぷるの 

完成した পিরপনূ  ぽりぷるの 

間接 পেরা  ぽろっこ 

間接的な পেরা  ভােব ぽろっこ ばべ 

完全な থান たの 

 

か 
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日本語 ベンガル語 読み 

完全な পরুা,পেুরা ぷら 、ぷろ 

完全な স ূন ,স   しょんぷるの 、しょんぽんの 

完全な、〜に স ুণ   しょむぷるの 

完全に একদম えくどむ 

完全に এেকবাের えけばれ 

完全に পরুাপুির ぷらぷり 

完全に、すっかり স ুণ   েপ しょんぷるのるぺ 

完全に魅せられた িবম ু びむぐど 

完全破壊 সব  নাশ しょるぼなしゅ 

乾燥  শাষণ しょしょん 

歓待、大切にすること খািতর かてぃる 

簡単 সরল しょろる 

寒暖 শীততাপ しとたぷ 

簡単、容易な、易しい সহজ しょほーじゅ 、しょほーず 

感知できない、気付かぬ  বমালুম べまるむ 

観念、理解、想像 ধারণা だろな 

カンバス、画布 পট ぽーとぅ 

甘美さ 、快適な 、（一等車） ি  তা すにぐどた 

 

か 
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甘美な মধুর もどぅる 

看病 পিরচয  া ぽりちょっじゃ 

看病  সবা しぇば 

願望 অিভলাষ おびらしゅ 

願望 আকা া あかんか 

寛容性 উদারতা うだるた 

陥落 পতন ぽとん 

管理 আওতা あおた 

管理 সংর ণ しょんろっこん 

管理者、保護者 িজ াদার じんまだーる 

関連、文脈  স  ぷろしょんご 

関連して  স ত ぷろしょんごと 

甘露 সুধা しゅだ 

木 গাছ がーつ 

木 ব ৃ ぶりっこ 

ギー（バター油） িঘ ぎ 

聞いてしまう  েন  ফলা しゅね ふぇら 

黄色 হলেদ ほるで 

 

か 
き 
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喜悦、無上の幸福 পরমান  ぽるまのんど 

消える িনবা,িনভা にば 、にば 

消える、無くなる অবলু  হওয়া おぼるぷと ほわ 

消える、無くなる িবলু  びるぷと 

記憶  রণ しょろん 

記憶  ৃিত すりてぃ 

記憶、 暗記 মখু  むこしゅは 

記憶、覚えておくこと、思いで  রণ しょむろん 

記憶すべき  রনীয় しょろによ 

飢餓  িভ   どぅるびっこ 

機械 য  じょんとろ 

機械 য পািত じょんとろぱてぃ 

機械、工場 কল ころ 

機会、時 উপলে   うぽろっけ 

機会、便宜 সুেযাগ しゅじょぐ 

機械工、修理屋 িমি  みすとりー 

機会を与えること সুেযাগদান しゅじょぐだん 

企画 পিরক না ぽりこるぽな 

 

き 
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着飾る、飾りの似合う সাজান しゃじゃの 

着飾る、飾りの似合う সাজােনা しゃじゃの 

気が沈んだ、元気のない িনজীব にじぶ 

気化する বা  হওয়া ばしゅぽ ほわ 

気が付く  খয়াল হওয়া けやる ほわ 

気が付く মেন হওয়া もね ほわ 

気が付くこと、注意  খয়াল けやる 

気構え、生意気 উদ ম うっどむ 

期間 িময়াদ みやどぅ 、めやどぅ 

期間（関係詞） যত ন...তত ন じょとっこん...ととっこん 

基幹の形 ধাত ুপ だとぅるぷ 

木々 গাছপালা がつぱら 

聞き分けが無い、ダダ  জডা じぇだ 

聞き分けの無い  জডােজিদ じぇだじぇでぃ 

聞く  না, শানা しゅな 、しょな 

聴く  শানা,  না しょな、しゅな 

気位の高い অহংকারী おほんかり 

危険 িবপদ びぽど 

 

き 
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起源 উ ব うどぅぼぶ 

機嫌、気分  মজাজ めじゃじゅ 

危険な িবপ নক びぽっじょのく 

危険に陥った িবপেদ পড়া びぽで ぽら 

技巧、やり方、方法 কায়দা かいだ 

聞こえる  নেত পাওয়া しゅんて ぱわ 

岸、ふち、果て কলূ くる 

岸、ふち、果て তীর てぃーる 

岸、ふち、果て পাড় ぱーる 

儀式、祭りの一つ পাব  ত  ぱるぼっと 

汽車   ন とれーん（とれん） 

汽車、鉄道列車  রলগাড়ী れーるがり 

奇術 কািরগির かりぐり 

奇術 ম ািজক まじっく 

技術  য ু ぷろじゅくと 

技術  যিু  ぷろじゅくてぃ 

技術(専門的)  েকৗশল  ぽるこうしょる 

技術、工芸、芸術、産業 িশলৃপ,িশ  しるぽ、しるぽ 

 

き 
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技術、コツ、トリック  কৗশল  こうしょる 

技術、能力 দ  どっこ 

技術、能力 দ তা どっこた 

記述、報告書 িববরণী びぼろに 

記述された বি  ণ  ত ぼるにと 

技術者、エンジニア  েকৗশলী ぽるこうしょり 

技術に優れた সুদ  しゅどっこ 

傷 আঘাত あがっと 

傷 ঘা が 

傷 জখম じょかむ 

傷、怪我をする  চাট, চাট পাওয়া ちょと 、ちょと ぱわ 

犠牲 ত াগ たーぐ 

犠牲(イスラーム教で生にえのた

め獣を殺すこと)  কারবািন こるばに 

犠牲祭 ষ  しょっご 

犠牲祭（回教徒の祭り）  কারবানীর ঈদ こるばにーる いーど （こる

ばに いーど） 

規制する、禁止する মানা まな 

寄生虫 কিৃম くりみ 

犠牲にする বিল  দওয়া ぼり でわ 

 

き 
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季節 ঋত ু りとぅ 

基礎  াথিমক ぷらとみっく 

基礎、基盤、基底 অবকাঠােমা おぼかたも 

寄贈する、贈与する、与える  দান ぷろだん 

規則 িনয়ম にいよむ 

規則 িনয়ম-কানুন によむ－かぬん 

規則、やりかた、しきたり িনয়ম によむ 

規則正しく রীিতমত りてぃもとぅ 

北 উ র うっとーる 

期待 অেপ া おぺっか 

期待  তী া ぷろてぃっか 

擬態 ছলাকলা ちょらこら 

期待された  তীি ত ぷろてぃっきと 

期待通りに আশানু প あしゃぬるぷ 

北インドの人 িহ ু ানী ひんどぅすたに 

汚い অপির ার おぽりしゅかる 

汚い  নাংরা のんぐら 

汚い মিলন もりん 

 

き 
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汚い、にごった  ঘালা ごら 

汚くする  নাংরা  ফলা のんぐら ふぇら 

気違い পাগল ぱごーる 

気違いの  খপা けぱ 

キチュリ（バングラの料理） িখচুিড় きちゅり 

議長、リーダー সভাপিত しょばぽてぃ 

きつい、堅い আেঁটা あと 

喫煙 ধমুপান どぅんぱん 

切ってしまう  কেট যাওয়া けて じゃわ 

きつね、ジャッカル িশয়াল しやる 

切符 িটিকট てぃきっと、てぃけっと 

規定する、命令、法規 িবধান びだん 

来てしまう এেস পড়া えしぇ ぽら 

気にする িচ া করা ちんた こら 

気にする、恨む、不快に思う মেন িক ছ ুকর / নওয়া もね きちゅ こる/ねわ 

絹  রশম れしゅむ 

絹 িস  しるく 

絹織物の一種 গরদ ごるっどぅ 

 

き 
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絹の一種 তসর としょる 

絹綿 িশমলু しむる 

記念、おもいで  ৃিত しょむりてぃ 

記念の印  ৃিতিট すりてぃてぃ 

昨日 কালেক かるけ 

昨日 গতকাল ごとかる 

昨日、明日、時期 কাল かる 

キノコ মাশ ম ましゅるーむ 

気晴らし、どんちゃん騒ぎ ফিুত   ふってぃ 

気晴らし、どんちゃん騒ぎ ফিুত   ふてぃ 

厳しい কড়া こら 

厳しい শ  しょくと 

厳しい、堅い、残忍な কেঠার ことる 

厳しい、辛い(自然条件等が) তী  てぃぼろ 

厳しく কাড়াকিড়ভােব からくりばべ 

厳しさ、辛らつな（発言） কড়াকিড় こらこり 

寄付、お布施、施し দান だん 

希望、期待、望み আশা あしゃ 

 

き 
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希望、予測する、期待する  ত াশা করা ぷろったしゃ こら 

決まった、一定の িনধ  ািরত にるだりと 

決まった、決められた িনিদ    にるでぃすと 

決まっている সুিনি ত しゅにすちとぅ 

決まりの悪い、恥ずかしい সরম লাগা しょろむ らが 

欺瞞 ফাঁিক  দওয়া ふぁき でわ 

欺瞞、騙す、欺く ঠকােনা とかの 

君 তিুম とぅみ 

君たち  তামরা とむら 

義務 কত  ব  こるとっぼ 

義務 বাধ তা ばっどた 

義務、するべき事 কত  ব  こっとっぼ 

決める িঠক করা てぃっく こら 

決める ডুবান どぅばの 

気持ち অনুভূিত おぬぶてぃ 

気持ち মেনাভাব ものばぶ 

気持ちがよい আরাম লাগা あらむ らが 

疑問    ぷろすの 

 

き 



 

- 86 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

疑問、質問 িজ াসা じっがしゃ 

客  মহমান めほまん 

客、訪問者 অিতিথ おてぃてぃ 

逆転 িবপয  য় びぽっじょ©い 

逆の、逆さまの উ া,উে া うるた、うると 

キャップ িছিপ ちぴ 

キャベツ কিপ こぴ 

9 নয় のい 

九官鳥 ময়না もいな 

ギュウギュウ、ズキズキ ট   ট   とん とん 

窮屈な、きつい、堅く閉まった কষা こしゃ 

休憩、感覚 িবরিত びるてぃ 

休止 িবরাম びらむ 

給仕人  বয়ারা べやら 

休日 ছিুটর িদন ちゅてぃる でぃん 

牛舎  গায়াল ごやる 

90 ন ই のっぼい 

吸収する চুেষ  নওয়া ちゅしぇ ねわ 

 

き 
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救出、救助、解放 উ ার うっだる 

急所 মম   もるも 

救助 িন ার にすたる 

休息 আরাম あらむ 

急に সহসা しょほしゃ 

急に、不意に আচমকা あちゅむか 

急に、不意に আচি ত あちょんびと 

牛乳  ধ どぅどぅ 

牛乳屋  গায়ালা, গায়াল ごやら 、ごやる 

牛糞  গাবর ごぼる 

キュウリ শশা しょしゃ 

給料  বতন べとん 

清い অ ান おむらん 

今日 অদ  おっど 

今日 আজ あーじゅ 

行 পংি  ぽんくてぃ 

教育を受けた িশি ত しっきと 

協会 গীজ া ぎるじゃ 

 

き 
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協会、委員会、組合 সিমিত しょみてぃ 

協会、施設、組織 সং া しょんすた 

境界、果て、先  া  ぷらんと 

境界、辺境  ত   ぷろっとんと 

境界線 সীমানা しまな 

教科書 পাঠ ぱーとぅ 

教科書 পাঠ প ুক ぱっとぷすとく 

狂気（の） উ াদ うんまど 

行儀作法、風俗習慣 আচার-ব বহার あちゃる －べぼはる 

協議する আেলাচনা করা あろちょな こら 

行儀の悪い、手に負えない  র  どぅろんと 

供給  যাগান じょがん 

供給 সরবরাহ しょるぼらい 

供給 সরবরাহ しょろぼらは 

教師 িশ ক しっこく 

享受、飲食 উপেভাগ うぽぼぐ 

行商人  ফিরওয়ালা ふぇりわら 

強制させる বাধ  করা ばっど こら 

 

き 
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競争  িতেযািগতা ぷろてぃじょぎた 

兄弟  াতা ぶらた 

兄弟 মেহাদয় もほどい 

兄弟、仲間 ভায়া ばや 

兄弟姉妹 ভাইেবান ばいぼん 

教典、学問 শা  しゃすとろ 

共同、協同、集合 সমবায় しょんばい 

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 সালাম さらーむ 

脅迫する ভীিত দশ ন করা びてぃぷろどっしょん こら 

恐怖 আত  あとんこ 

恐怖 ভয় ぼい 

恐怖 স াস しょんとらしゅ 

興味 আ হ あぐろほ 

共有者 শরীক しょりく 

強要 বাধ তায় ばっどたい 

教養、教育、勉強 অনুশীলন おぬしろん 

教養のない、教育を受けていない অিশ ীত おしっきと 

教養のない人 িনর র মানুষ にるっこる まぬしゅ 

 

き 
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協力、手伝い（補助） সহেযাগ,সহেযািগতা しょほじょぐ 、しょほじょぎた 

協力する、協同する  যাগ  দওয়া じょぐ でわ 

強力な  বল ぷろぼる 

共和国の গণ জাত ী ごのぷらじゃとんとりぃ 

許可、同意 অনুমিত おぬもてぃ 

許可する অনুমিত   দওয়া おぬもてぃ  でわ 

許可を得る অনুমিত   নওয়া おぬもてぃ  ねわ 

許可を得る অনুমিত লওয়া おぬもてぃ ろわ 

極度に、大いに িনরিতশয় にるてぃしょい 

極度に、完全に িনতা  にたんと 

極度の困惑 আকিুলিবকিুল あくりびくり 

巨大な িবপলু,িবশাল びぷる 、びしゃる 

巨大な বহৃৎ,বহৃ র ぶりほっ、ぶりほっとる 

巨大な、大きな、莫大な িবরাট びらと 

巨大な、恐ろしい বাকট ばこと 

巨大な、太った  কেঁদা けど 

去年 গত বছর ごと ぼちょーる 

拒否 অ ীকার おしかる 

 

き 
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拒否する অ াহ  করা おぐらっじょ こら 

漁夫  জেল じぇれ 

漁夫 ধীবর でぃぼる 

距離  র  どぅるっと 

距離、遠さ তফাৎ とふぁと 

嫌い খারাপ লােগ からっぷ らげ 

キラキラ িঝ  িম   じくみく 

キラキラ輝いた ঝ  ঝ   じょくじょく 

切らせる কাটান かたん 

きらめき、光彩 ঝলমল じょるもる 

霧 কয়ুাশা, কয়ুাসা くわしゃ、くあしゃ 

着る পরা ぽら 

切る、（時が）過ぎる কাটা かた 

切る、摘む চঁাটা ちゃた 

切れ、部分 টকুরা とぅくら 

綺麗な、清潔な পির ার ぽりしゅかる 

綺麗にすること সাফ করা しゃふ こら 

切れる葉っぱ  চারকাঁটা ちょるか uた 

 

き 
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記録の  ারক িচিঠ しゃろく ちてぃ 

議論、啓発 চচ া ちょっちゃ 

議論、論理 তক   とっこ 

議論する বলাবিল করা ぼらぼり こら 

気をつけて、注意して সাবধােন しゃぶだね 

気をつける  খয়াল করা けやる こら 

気をつける、注意する সাবধােন থাকা しゃぶだね たか 

気をつけろ খবরদার こぼるだる 

気を悪くした、がっかりした   ু くんの 

気を悪くした、ガッカリした   ু くんの 

(金属の)金  সানা しょな 

銀  েপা,  পা るぽ、るぱ 

銀  পা, েপা るぱ 、るぽ 

緊急 তাড়া たら 

緊急の জ রী じょるり 

銀行 ব াংক べんく 

均衡のとれた সুষম しゅしょむ 

禁止 বরণ,মানা ぼろん 、まな 

 

き 
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禁止 বারণ ばろん 

近日中に িকছুিদেনর মেধ  きちゅでぃねーる もっで 

禁じられた হারাম はらむ 

金星、宵の明星    しゅくろ 

金属 ধাত,ুধতব だとぅ 、どとぶ 

近代の、現代の আধিুনক あどぅにく 

勤勉な িনরলস にるろしゅ 

緊密性、気が合うこと একা তা えかっとた 

緊密な関係 আ ীয়তা あってぃよた 

金文字  ণ  া র しょるなっこーる 

吟遊詩人（パウル） বাউল ばうる 

金曜日   বার しっくろばーる 

勤労、労働、勤勉 পির ম ぽりすろむ 

具表した মতূ   むっと 

グァワバ  পয়ারা ぺやら 、ぺあら 

区域  াম ぐらむ 

区域、村 প ী ぽっり 

空気、風 হাওয়া はわ 

 

き 
く 
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偶然に  দব ম どいぼくろむ 

空想、架空 আকাশকসুুম あかしゅくしゅむ 

空想に耽る ক নািবলাসী こるぽなびらし 

空白、切れ目、空間 ফাঁক ふぁく 

空腹 ি েদ きで 

空腹  ধুা,ি েধ くだ 、きで 

空腹 িখেদ きで 

9月  সে  র せぷてんばー 

釘  পেরক ぺれく 

苦行 তপস া とぽっしゃ 

草 ঘাস がーしゅ 

腐っている ন  のすと 

鎖 িশকল しこる 

腐る、腐っている পচা ぽちゃ 

櫛 িচ িন ちるに 

櫛 িচ নী ちるにぃ 

孔雀 ময ূর もじゅる 

クシャトリヤたる義務（ヒ）  া  かとぅろ 

 

く 
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くしゃみ হাঁিচ はち 

くしゃみをする হাঁিচ   দওয়া はち でわ 

屑 আবজ না あぼるじゃな 

屑、がらくた、くだらない物 ময়লা もいら 

屑、がらくた、くだらない物 রািবশ らびしょ 

くすぐったい感じ সুড়সুিড় しゅろしゅり 

くすぐる  কতুকতু ু দওয়া けとぅくとぅ でわ 

薬 ওষুধ おしゅっどぅ 

薬の効き目 ওষুেধর  ন おしゅでる ぐん 

砕く  ড়া করা ぐら こら 

果物 ফল ふぉーる 

果物ジュース সরবৎ しょるぼっと 

（川の）下り ভািটয়াল ばてぃやる 

口 মখু むく 

口、顔 মখু むっく 

クチナシの花 গ রাজ ごんどらーじゅ 

口の利けない  বাঝা ぼら 

口髭  গঁাফ ごーふ 

 

く 
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唇、くちばし ও  おすと 

唇、くちばし  ঠঁাট とーとぅ 

口笛 িশস ししょ 

アーンと口を開けること হাঁ はー 

靴 জুতা じゅた 

靴下  মাজা もじゃ 

くっつける、とどまらせる、落ち着かせる আটকােনা あとかの 

靴屋 মিুচ むち 

国  দশ でーしゅ、でしゅ 

国の রাি ক らすとりく 

国の、民族の জাতীয় じゃてぃよ 

クネクネした আকঁাবাকা あかばか 

苦悩、悲しみ  শাক しょく 

配る িবতরন করা びとろん こら 

頸(くび） ঘাড় がる 

首、肩 ঘাড় がる 

首にする চাকির খাওয়া ちゃっくり かわ 

窪み、穴  কাটর ことる 

 

く 
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窪んだ অবতল おぼとる 

熊 ভা কু,ভালুক ばっるく 、ばるく 

組合、ユニオン ইউিনয়ন いうにおん 

蜘蛛 মাকড়সা まくるしゃ 

雲  মঘ めぐ 

雲に覆われた  মঘলা めぐら 

曇り  মঘলা めぐな 

曇る  মঘ করা めぐ こら 

暗い অ করা おんどこら 

暗くなる অ কার হওয়া おんどかる ほわ 

クラス  াশ くらす 

クラス   ণী すれに 

ぐらす  াস ぐらす 

比べる তলুনা করা とぅるな こら 

比べる পাথ  ক  িন পন করা ぱるとっこ にるぽん こら 

グラム(重さの単位)  ম ぐらむ 

苦力、荷運び কিুল くーりー 

クリシュナ神 ক ৃ くりしゅの 

 

く 
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クリスチャン  ীি য়ান くりすちゃん 

来る আসা あしゃ 

来る、差し迫った আস  あしょんの 

来る、次の আগামী あがみ 

グループ দল どーる 

苦しみ、痛み য ণা じょんとろな 

苦しむ  ভাগা, ভুগা ぼが、ぶが 

苦しむ  ভাগা,ভুগা ぼが 、ぶが 

狂った  খপা, খ াপা けぱ、けっぱ 

狂った পাগল ぱごーる 

クルナ খলুনা くるな 

車 গাড়ী がり 

クレーム、主張  ঘাষনা ごしょな 

黒（い） কােলা かろ 

黒い কালা から 

苦労、困難、困惑 ক  こすと 

苦労する ক  করা こすと こら 

くわ  কাদাল こだる 

 

く 
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加える  দওয়া でわ 

郡 পরগণা,পরগনা ぽるごな 、ぽるごな 

郡、（行政の）管轄単位 থানা たな 

郡、近所、集落 পাড়া ぱら 

群集、人ごみ িভড় びーる 

軍隊 বািহনী, সনা ばひに 、しぇな 

毛  লাম ろも 

経営する、管理する চালােনা ちゃらの 

計画   ান ぷらん 

計画、プロジェクト  ক  ぷろこるぽ 

計画、予定、プログラム কায   ম かっじょくろむ 

計画表、計画、企画 কম  সুচী こるもすち 

経験 অিভ তা おびっごた 

経験、体験、熟練 অিভ তা থাকা おびっごた たか 

経験する অিভ তা হওয়া おびっごた ほわ 

蛍光灯 িটউব,িটউবা  てゅうーぶ 、てゅーうばるぷ 

経済 অথ   おると 

経済的な আথ  নীিতক あるとにてぃく 

 

く 
け 
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経済的な িমতব ায়ী みとべい 

警察、警官 পিুলশ ぷりしゅ 

警察署 থানা たな 

計算 িহসাব ひしゃぼ 

計算 িহেসব, িহসাব ひしぇぶ、ひしゃぶ 

計算、勘定、考慮 িহসাব,িহেসব ひしゃぶ 、ひしぇぶ 

計算する িহসাব রাখা ひしゃぶ らか 

計算高い、値踏みした গণ  ごんじょ 

軽視、なめること、侮る事 অবেলহ おぼれほ 

刑事被告人 আসামী あしゃみ 

傾斜させる  হলান へらの 

傾斜した、なだらかな ঢালু, ঢালূ だる 

芸術 কলা こら 

芸術家、技師 িশলৃপী,িশ ী しるぴぃ、しるぴぃ 

形状、形 আকার あかーる 

継承権、相続 উ রািধকার うっとらでぃかる 

軽食、朝食 জল খাবার じょる かばる 

軽食、朝食 নাশতা なすた 

 

け 
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軽食、朝食 নাশতা,জলখাবার なすた 、じょるかばーる 

計測、寸法 মাপ まーぷ 

形態、様態  প るぷ 

刑罰の মাি  মলূক ますてぃ むろく 

警備(犬の夜警など) পাহারা ぱはら 

警備員、門番、ポーター(公共施

設の)  চৗিকদার, চৗিকদারী ちょうきだる 、ちょうきだり 

景品、賞品、褒美 পরু ার ぷるしゅかる 

軽蔑する অব া কলা おぶがっ こら 

軽蔑する ঘনুা করা ぐな こら 

軽蔑の目で見る ঘনুা চে   দখা ぐな ちょっけ でか 

契約する、協定、条約 চুি  ちゅくてぃ 

形容詞 িবেশষণ びしぇしょん 

敬礼 নমঃ のも 

敬礼、挨拶（ヒンドゥー教徒）  ণাম ぷろなむ 

下界、冥界 পাতাল ぱたる 

怪我人 আহত  লাক あほとぅ ろーく 

怪我をさせる আঘাত  দওয়া あがっと でわ 

怪我をする আঘাত পাওয়া あがっと ぱわ 

 

け 
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怪我をする  চাট পাওয়া ちょと ぱわ 

劇場、演劇 িথেয়টার てぃえたる、てやたー 

激励 আ াস あっしゃしゅ 

激励された উৎসািহত うっしゃひと 

景色 দশৃ  どぅりっしょ 

ケシの実 খসখস こしゅこしゅ 

ケジュール（ナツメヤシ）  খজুর けじゅーる 

下宿 লিজং ろじん 

消す、消える  নভা, নভােনা,িনভােনা ねば 、ねばの 、にばの 

消す、消える মেুছ  ফলা むちぇ ふぇら 

消す、消える  রভা,  নভােনা れば、ねばの 

ケチ（の） কপৃণ くりぽん 

決意、約束､誓い  িত া ぷろてぃっが 

結果 ফল ふぉーる 

血管 িশরা しら 

月給 মািহনা まひな 

月給、給料 মাইেন, মািহনা まいね、まひな 

結局 অবেশেষ おぼしぇしぇ 

 

け 
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結局  শষ পয    しぇしゅ ぽじょんと 

結合 ব  ぼんど 

月光  জ াৎ া じょとすな 

結合、束縛 ব ন ぼんどん 

結合、融合 সংগম,স ম しょんごむ 、しょんごむ 

結合、論理 যিু  じゅくてぃ 

結合された য ু じゅくと 

結構です、はい、え一と、ところで、

わかりました আ া あっちゃ 

(イスラム教徒の)結婚 শাদী しゃでぃ 

結婚 িববাহ,িবেয় びばほ 、びえ 

結婚 িবেয় びえ 

結婚おめでとう শািদ মুবারক しゃでぃーむばらく 

結婚の時のベットのような物 পালকী ぱるき 

結婚の婿側のご馳走 বউ-ভাত ぼうばーとぅ 

決して〜ない কখনই...না ここにい...な 

決して〜ない িকছুেতই...না きちゅてい...な 

決心、決意 স   しょんこるぽ 

決心、決意、算出 িনণ  য় にるのい 

 

け 
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決心の মন ,মনি র ものすと 、ものすてぃる 

欠席の、用意のできていない অ  ত おぷろすとぅっとっ 

欠点、欠陥  দাষ どっしゅ 

欠点の無い、罪の無い অনবদ  おんぼっど 

げっぷ  ঢকঁুর てくる 

欠乏、不足 অভাব おばぶ 

結末、同意見 সায় しゃい 

月曜日  সামবার しょんばーる 

結論 চুড়া  ちゅらんと 

結論 পিরনাম ぽりなむ 

煙  ধাঁয়া どや 

蹴る লািথ মারা らてぃ まら 

券 প  ぽっとろ 

県 িবভাগ びばーぐ 

県、郡  জলা, জলায় じぇら 、じぇらい 

権威 এখিতয়ার えくてぃやる 

権威、権威を持つ人、支配人 কত  াপে  こるぽっけ 

原因、理由、何故なら কারণ かろん 

 

け 
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原因の無い অকারণ おかろん 

幻影、物質界 মায়া まや 

嫌悪 ঘণৃা ぐりな 

嫌悪 ঘনৃা ぐりな 

喧嘩 ঝগড়া じょごら 

喧嘩 িপটািপটী ぴたぴてぃ 

喧嘩(暴力を伴う、集団、個人間わ

ず) মারামাির まらまり 

喧嘩、衝突(社会的集団の) গ েগাল  ごんどごる 

喧嘩、騒動 দা া だんが 

厳格な কড়া こら 

厳格な গ ীর ごんびる 

弦楽器の一種 বীনা びな 

玄関  দউিড় でうり 

元気な、新鮮な、生き生きした তাজা たじゃ 

元気になる তাজা হওয়া たじゃ ほわ 

研究 গেবষনা ごべしょな 

言及 উে খ うっれく 

研究、調査 গেবষণা ごべしょな 
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研究者 গেবষক ごべしょく 

研究者 ত িবদ とっとびっど 

言及する উে খ করা うっれく こら 

謙虚 ন  のむろ 

謙虚さ、規律 িবনয় びのい 

謙虚な、控えめな িবনয়ী びのい 

現金（の） নগদ のごど 

言語 ভাষা ばしゃ 

言語、言葉 ভাষা ばしゃ 

健康  া   しゃすと 

健康的な  া  কর しゃすとこる 

健康な、元気な সু  しゅしゅと 、しゅすと 

言語学 ভাষাত  ばしゃとっと 

言語学者 ভাষাত িবদ ばしゃとっとびっどぅ 

原告、告訴人 বাদী ばでぃ 

拳骨打ち ঘিুষ মারা ぐし まら 

検査、調査(読み聞き)  দখা না でかしゅとな 

現在の、今の、現行の বত  মান ぼるとまん 

 

け 
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現実 বা ব,বা বতা ばすとぶ 、ばすとぶた 

現実 যথাথ   じょたっと 

原住民 আিদবাসী あでぃばし 

減少する কেম যাওয়া こめ じゃわ 

減少する  াস পাওয়া らしゅ ぱわ 

減少する、無くなる  য় こい 

献身 িন া にすた 

献身、愛、愛情 অনুরাগ おぬらご 

献身、信仰 ভি  ぼくてぃ 

建設、創作、作品 রচনা ろちょな 

源泉、ソース（源） উৎস うっしょ 

謙遜な িবনীত びにと 

現地の  হানীয় しゅにい 

現地の  হানীয় しょはにいよ 

現地の、地元の、自国の  দশী でしぃ 

現地の、地元の、自国の  দশৗ でしぃ 

限定された সীমাব  しまぼっど 

検討、審議、全体的見通し পয  ােলাচনা ぽるじゃろちょな 
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倹約な、つつましい স য়ী しょんちょい 

権利、請求、権利の要求 দাবী だび 

権利、占有、熟練 অিধকার おでぃかーる 

権力者(影響を与える力を持つ)、有力者  ভবশালী ぽろぼぼしゃり 

権力者(能力を持つ)、有力者  মতাশালী このたしゃりぃ 

権力者(村の中の)、リーダー মাত র まとっぼる 

5 পাঁচ ぱーち 

〜個、〜枚 ..খানা ..かな 

（〜個、枚など） -খানা -かな 

（色や明るさ）濃い টকটক とくとく 

鯉  ই るい 

濃い（色が） গাঢ়,কড়া がろ 、こら 

濃い、密な、暑い ঘন ごの 

恋人（女性）   িমকা ぷれみか 

恋人（男性）   িমক ぷれみく 

行為、品行、行儀 আচরণ あちょろん 

行為、名声、評判 জনি য়তা じょのぷりよた 

行為、名声、評判 সুনাম しゅなむ 

 

け 
こ 
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幸運  সৗভাগ  しょうばっご 

幸運、華麗  ী すり 

公園 পাক   ぱーく 

講演、講義 ব ৃতা ぼくとぅりた 

高価、値段 দামী,দাম だみ 、だむ 

後悔 আফেসাস あふぉしょしゅ 

郊外 শহরতলী しょほるとり 

合格 পাশ ぱしゅ 

合格した উ ীণ   うってぃんの 

高価な দামৗ だみ 

高価な ম◌ূূল বান むっろばん 

高価な真珠 গজেমািত ごじゅもてぃ 

交換 আদান- দান あだん -ぷろだん 

交換(口語) বদলা-বদিল ぼどら-ぼどり 

交換、交替 িবিনময় びにもい 

強姦、性的な暴力 ধষ ণ どるしょの 

交換、代償 িবিনময়,িবিনমেয় びにもい 、びにもえ 

交換する、交代する পিরবত  ন করা ぽりぼっとん こら 

 

こ 
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抗議、異議  িতবাদ ぷろてぃばっど 

好機、有利、好都合、便利 সুিবধা しゅびだ 

高気圧 উ  চাপ うっどちゃぷ 

好奇心  কৗতহুল こうとぅふる 

好奇心の強い অনুসি ৎসু おぬしょんでぃっしゅ 

高貴な শরীফ しょりふ 

高貴な、寛大な উদার うだる 

高貴な、貴殿 মহাশয়,মশাই もはしょい 、もしゃい 

高級バナナ সবরী কলা しょぼり こら 

工業（手工芸） িশ  হ াশ  しるぽ（ほすたしゅるぽ） 

工業、産業、芸術 িশ  しるぽ 

公共事業 জনসাধারেনর  কাজ じょのしゃだろねる かじょ 

拘禁､禁足 নজরব ী のじょるぼんでぃ 

光景 দশৃ  どぅりっしょ 

合計  মাট もーと 

光景､視野 নজর のじょる 

合計する､加える  যাগ করা じょぐ こら 

工芸の手腕 কা কয    かるこるじょ 

 

こ 
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攻撃 আ মণ あくろもの 

攻撃 হামলা はむら 

攻撃する আ মন করা あくろもん こら 

攻撃する হানা はな 

考古学   ত  ぷろっととっと 

広告,告知､宣伝 িব াপন びっがぽん 

口語的な  মৗিখক ভাব もうきく ばぶ 

交際、社交  মলােমশা めらめしゃ 

交際､社交 স  しょんご 

耕作 চাষ ちゃしょ 

耕作する চাষ  দওয়া ちゃしゅ でわ 

子牛 বাছুর ばちゅる 

工事、建造、建築 িনম  াণ にるまの 

口実､弁解 বাহানা ばはな 

絞首刑、絞首刑用の ফাঁস ふぁしゅ 

工場 কারখানা かるかな 

工場 ফ া রী ふぁくとりー 

工場（英語） িমল みる 

 

こ 
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厚情（どうぞよろしく）  েভ া しゅべっちゃ 

強情､頑固 িজদ じぃっど 

恒常的、永遠の、永久の  ায়ী しゅたい 

更新 নবায়ন のばよん 

香辛料（スパイス） মশলা, মসলা もしゅら、もしゅら 

香辛料､スパイス মসলা もしゅら 

洪水 বন া ぼんな 

合成文字 সংয ু অ র しょんじゅくと おっこーる 

合成文字 সংয ুবণ   しょんじゅくとぼんの 

功績､業績､手柄 অবদান おぼだん 

公然と  কাশ  ぷろかっしょ 

後退する িপছােনা ぴちゃの 

高低､凸凹 উচুঁ নীচু うちゅ にちゅ 

鋼鉄 ইসপাত いしゅぱっと 

行動 কায  কলাপ かっじょこらっぷ 

強盗､ゴロツキ、悪戯好きの দসু  どっしゅ 

行動、取り扱い、振る舞い ব বহার べぼはる 

口答の  মৗিখক もうきく 

 

こ 
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購入、購買、買う  য় くろい 

広範囲な ব াপক べぽく 

公布、発表、放送  চার ぷろちゃる 

幸福な আনি ত あのんでぃと 

興奮､激昂 আেবগ あべぐ 

興奮､刺激 উে জনা うってじょな 

鉱脈 খিন こに 

効率的に、タイムリーに সময় ভােব しょもい ばべ 

考慮 িবেবচনা びべちょな 

考慮すべき িবেবিচত びべちと 

口論 িববাদ,কলহ びばっどぅ 、こるふ 

声 ক  র こんとっしょる 

声､音 আওয়াজ あわじゅ 

声､調子 সুর しゅる 

声、のど ক  こんとぉ 

コーヒー কিফ こーふぃー、ねすかふぇ 

コーラン করুান, কারাণ くらん 、こらん 

コーラン(イスラーム教の聖典)  কারাগ こーらん 

 

こ 
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氷、（雪） বরফ ぼろふ 

5月  ম めー 

小柄な খব  কায় こるぼかい 

語幹の形 মলূ- প むるーるっぷ 

小切手  চক ちぇっく 

ゴキブリ আর লা,আরসুলা あろしゅら、あろしゅら 

ゴキブリ  তলা  পাকা, আরসলা てら ぽか 、あるしょら 

呼吸困難 হাঁসফাঁস はしゅふぁしゅ 

小奇麗な ঝরঝের じょーるじょれ 

極少ない､僅かの    しょるぽ 

告発､非難､不平、文句 অিভেযাগ おびじょぐ 

告発する､非難する অিভযু  করা おびじゅくと こら 

国民、民族 জািত じゃてぃ 

穀物、作物、収穫 শস  しょっしょ 

穀物庫､市場 গ  ごんじゅ 

穀類､種 দানা だな 

ご苦労さん আপনােক ক  িদলাম  あぷなけ こすと でぃらむ 

ここ এইখান えいかね 

 

こ 
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午後 িবকাল びかる 

午後 িবেকল びける 

ここ、ここに এখান, এখােন えかん、えかね 

ここ、ここに  হথা へた 

ココナツの木､椰子の木 ডাব গাছ だぶ がーちゅ 

9日(月の) নয়'ই のい い 

ココ椰子（ヤシ） নারেকল, নারেকাল なるける、なるこる 

心 অ র,মন,মানস おんとる、もん、まんしゅ 

心  াণ ぷらん 

心 মন もん 

心 মান িসক まん しっこ 

心(から)の আ িরক あんとりく 

心､精神 িচম ちむ 

心が優しい  কামল মেনর মানুষ こもる もねーる まぬしゅ 

快い কতৃ  くりとっご 

ござ পািট ぱてぃ 

ござ、マット মা র まどぅる 

小雨 িঝ  িঝ   じるじる 

 

こ 
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腰  কামর こもる 

孤児 এিতম えてぃむ 

孤児院､養老院 অনাথা ম,এিতমখানা おなたすろむ、えてぃむかな 

乞食 ফিকর ふぉきーる 

乞食 িভখাির,িভিখির,িভ া びかり 、びきり 、びっか 

ゴシゴシ洗う মাজা まじゃ 

50 প াশ ぽんちゃしゅ 

故障 অেকেজা おけじょ 

胡椒  গাল মিরচ ごーる もりっちゅ 

故障した িবকল びこる 

個人 ব ি  べくてぃ 

個人的な ব ি গত べくてぃごと 

個人的に、自発的に  য়ং しょいんぐ 

こす､ふるいにかける ছাঁকা ちゃか 

小銭(こぜに) খচুেরা くちょろ 

午前中の সারা সকাল しゃら しょかる 

固体の､固い নীেরট にれと 

答え､後の উ র うっとーる 

 

こ 
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答え､返事 জবাব じょばぶ 

こだま  িত িন ぷろてぃっどに 

ご馳走様でした আল হাম িল াহ ある はむどぅりるら（ある は

んどぅりっらー） 

ごちそうさまでした（すべての感

謝は神さまへの意） আ হাম িল া あるはむ どぅりっらー 

ご馳走する খাওয়ােনা かわの 

コチュリ(揚げパンの一種） কচুির こちゅり 

こちら এিদক えいでぃく 

こちら এিদেক えでぃけ 

国家 রা  らすとろ 

国旗 জাতীয় পতাকা じゃてぃよ ぽたか 

コップ  গলাস げらす 

固定された､妨害された  ি ত すとむびと 

固定した､決まった িনধ  ািরত  ান,ি র にるだりと すたん、すてぃる 

事、事柄 ব াপার ばっぱる 

事柄､出来事､事情 ব াপার べぱる 

孤独の（で） একাকী えかき 

異なった িবিভ  びびんの 

異なった､違った িভ  びんの 

 

こ 
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異なる､別の আলাদা あらだ 

言葉 বাণী ばに 

言葉､事､話､ কথা こた 

言葉で কথায় こたい 

言葉の意味 শে র অথ   しょぶでる おっと 

言葉の詐欺 কথার মার  পচঁ こたる まる ぺちゅ 

言葉の不自由な人  বাবা ぼば 

子供、赤ん坊 বা া ばっちゃ 

子供、ガキ(口語的、品が良くない)  বটা べた 

子供､子孫 স ান しょんたん 

（男の）子供、息子、男  ছেল ちぇれ 

子供時代  ছাটকাল ちょとかる 

子供達  ছেলপেুল ちぇれぷれ 

諺  বাদ ぷろばどぅ 

断る অ ীকার করা おしかる こら 

粉  ড়া ぐら 

粉､細かい物  ড়া, েড়া ぐら 、ぐろ 

粉々になった চুরমার ちゅるまる 

 

こ 
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粉にする  ড়ােনা,  ড়ঁা করা, ড়ঁােনা ぐらの 、ぐら こら 、ぐらの 

粉にする、掲きくだく  ড়ঁেনা ぐろの 

粉の薬  ড়া ওষুধ ぐら おしゅっどぅ 

この এটা えた 

この辺りで এই এলাকায় えい えらかい 

この当たりに কাছাকািছ এলাকায় かちゃかち えらかい 

この点について এই ব াপার えい べぱー 

木の葉、頁 পাতা ぱた 

木の葉、頁 প ৃা ぷりすた 

この人 ইিন いに 

この人、この人たち ইিন, এরা, এরঁা いに、えら、え 

この人達 এরা えら 

この他 এছাড়া えちゃら 

好み（の） পছ  ぽちょんど 

好み、韻律 ছ  ちょんど 

好み、趣味 শখ しょく 

このような এই প えいるぷ 

このような এমন えもん 

 

こ 
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この様な এমন,এমিন えもん、えむに 

このような এরকম えろこむ 

このように এভােব えばべ 

この様に এভােব,এমসভােব えばべ、えもしゅばべ 

この様に এ েপ えるぺ 

ご飯 ভাত ばーとぅ 

鼓舞 উ ীপনা うっでぃぽな 

鼓舞された অনু ািণত おぬぷらにと 

鼓舞された  ািণত ぷらにと 

こぶし মিু ,মঠু むすてぃ 、むーとぅ 

御婦人 মিহলা もひら 

小舟  ণৗক,  নৗকা のうこ、のうか 

小舟  নৗকা のうか 

こま লা ,ুলািটম,লাটু らとぅる 、らてぃむ 、らとぅ 

ごまかし ফাঁিক ふぁき 

誤魔化し、ペテン  তারণা ぷろたろな 

誤魔化す ফাঁিক  দওয়া ふぁき でわ 

細切れの কিুটকিুট くてぃくてぃ 

 

こ 
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困った হয়রাণ ほいらん 

ゴミ কাদামািট かだまてぃ 

ゴミ、きたない ময়লা もいら 

ゴム রবার るばーる 

小麦 গম ごむ 

小麦粉 ময়দা もいだ 

米 চাল ちゃる 

米（乾燥前の米） কাঁচা ধান かちゃ だん 

米(ちょっと太めの） িস  চাউল しっど ちゃうる 

米(日光で乾燥した米） আতপ চাউল あとっぷ ちゃうる 

米紛、メロンの一種 সেফদা しょふぇだ 

子山羊 ছাগলছানা ちゃごるちゃな 

小安貝、はり কিড় こり 

雇用、奉仕 চাকীর ちゃきる 

暦 পি কা ぽんじか 

コライ（豆科） কড়াই িঁট こらいぐてぃ 

娯楽 আেমাদ- েমাদ あもっど -ぷろもっ 

娯楽、趣味 সখ しょこ 

 

こ 
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コルニス、軒じゃばら কািন শ かるにしゅ 

これ এ え 

これ এই えい 

これ এটা えた 

これから এরপর えるぽーる 

これから ভিবষ েত ぼびっしょて 

これだけ এততকু ু えいととぅく 

これで এেত えて 

これですよ、ちょっと এইেয えいじぇ 

これの এটার えたーる 

これほどの（に） এত えと 

コレラ、下痢 ডায়িরয়া,কেলরা だいりや 、これら 

これらは এ লা えぐら 

転がり回ること লুটাপিুট るたぷてぃ 

殺された িনহত にほと 

殺された হত ほと 

殺し合い、喧嘩 কাটাকািট かたかてぃ 

殺す খনু করা くん こら 

 

こ 
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殺す、壊す নাশক なしょく 

殺すこと হনন ほのん 

転ぶ পেড় যাওয়া ぽれ じゃわ 

転ぶ িপছেল পড়া ぴちょれ ぽら 

転ぶ  হাচট খাওয়া ほちゅと かわ 

怖い、恐ろしい ভয় ぼい 

壊す、壊れる、割れる ভাঙা,ভা া ばんが 、ばんが 

壊れた ভ  ぼぐの 

壊れてしまう  ভে  ঁযাওয়া べんげ u じゃわ 

懇願、訴え িনেবদন にべどん 

根拠の無い িনম  ূল にるむる 

混合 িমশ,িম ণ みしゅ 、みしゅろん 

混合の একাকার えかかる 

混雑した ভীড় びろ 

金色の  সানালী しょなり 

昏睡 ঢলু どぅる 

今度 পেরর বার ぽれーる ばーる 

今度、今回 এবার えばーる 

 

こ 
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こんなに（多くの） এত えと 

困難な মশুিকল むしゅきる 

こんにちは（回教徒の挨拶） আ  সালামু আলাইকমু あっさらーむ あらいくむ 

こんにちは、さようなら（イスラム教以外

の挨拶） নম ার のもしゅかる 

こんにちわ、はじめまして（イスラーム教

徒の挨拶の言葉） আসসলামু আলায়কমু あっさらーむ あらいくむ 

こん棒 ডা া だんだ 

根本的な  মৗল もうる 

混乱、騒音  গালমাল ごるまる 

混乱した、矛盾した উলটপালট うるとぱると 

困惑、混乱 আকলুতা あくろた 

困惑した িব ত びぶろと 

さあ（かけ声） এই  য えい じぇ 

最愛の人 ি য়তমা ぷりよとま 

最近 ইদানীং いだにんぐ 

最近、近頃 আজীকার あじかる 

最近、近頃 ইদানীং,ইদািনং いだにん、いだにん 

最近、近頃 স িত しょんぷろてぃ 

最近、近頃 হালিফল はるふぃる 

 

こ 
さ 
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細菌の無い জীবানুমু্   じばぬむくと 

サイクロン ঘিুণ  বায়ূ ぐるにばゆ 

再建、再構築 পনুিনম  াণ ぷのにるまん 

債権、所得 পাওনা ぱおな 

最高の     すれすと 

最高の সবেচেয় しょぶちぇえ 

最高の সব  ািধক しょるばでぃく 

最高の সেব  া  しょるぼっちょ 

最後の、最終的な চুড়া  ちゅらんと 

財産 স ি ,স দ しょんぽってぃ 、しょんぽどぅ 

財産 স ল しょんぼる 

財産、所有物、富 িবষয় びしょい 

彩色された、色のついた রিঙন,রি ন ろんぎん 、ろんぎん 

祭日、回教 পব   ぽるぼ 

最小の িন তম にんのとも 

菜食の িনরািমষ にらみしゅ 

最初の、初期の  াথিমক ぷらとみっく 

最初の、元の、基礎的な  মৗিলক もうりく 

 

さ 
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催促する তািগদ  দওয়া たぎどぅ でわ 

催促を受ける তাগাদা たがだ 

祭壇  বদী べでぃ 

最低の সব  িন  しょるぼにんの 

災難 আপদ あぽど 

最年少の কিন  こにすと 

才能  িতভা ぷろてぃば 

才能のある  িতভাধর ぷろてぃばどる 

栽培、耕作 চাষাবাদ ちゃしゃばど 

裁判 ন ায়িবচার ねいびちゃる 

裁判 িবচার びちゃーる 

裁判官 িবচারক びちゃろく 

裁判所 আদালত, কাট   あだろっと、こーと 

裁判所  কাট   こーと 

裁判所 িবচারালয় びちゃらろい 

祭火  হামানল ほまのる 

裁縫  সলাই しぇらい 

採用、依頼 অবল ন おぼろんぼん 

 

さ 
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材料 উপকরণ うぽこるの 

材料 উপকরন うぽころん 

材料 উপাদান うぱだん 

サイン  া র しゃっこる 

さえぎる、邪魔する、やめにする বাদ   দওয়া ばど でわ 

坂 ঢালুখাড়া だるから 

栄えた、耕された、栽培する আবাদ あばっど 

逆さまにする、頁をめくる উলটােনা うるたの 

捜す、調べる  খাঁজা こじゃ 

捜す、調べる খুঁজা くじゃ 

魚 মাছ まーちゅ 、 まーつ 

魚等の頭を使った料理 মিুড়ঘ  むりごんと 

詐欺 ঠক とこ 

詐欺、ペテン、騙すこと ফাঁিক ふぁき 

サギ、水鳥、首の長い鳥 বক ぼく 

詐欺師  তারক ぷろたろく 

先に、前に আেগ あげ 

裂く িছড়া, ছড়ঁা ちら 、ちぇら 

 

さ 
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咲く ফটুা ふた 

柵、手すり  রিলং れりん 

裂く、割る িচরা ちら 

搾取する  চাষা ちょしゃ 

作物、収穫 ফসল ふぉしょる 

昨夜 গতরা  ごと らっとろ 

ザクロ ডািলম だりむ 

酒 মদ もっど 

裂けた িছ  ちんの 

叫び声 িচৎকার ちっかる 

叫ぶ  চঁচান ちぇちゃん 

叫ぶ、喚く   ঁােনা ちぇちょの 

避けられない、必須の অিনবায   おにばっじょ 

避ける、除ける এড়ান えらの 

避ける、除ける সরােনা しょらの 

匙（さじ）、スプーン চামচ ちゃむちゅ、ちゃむす 

指示された িনিদ    にるでぃすと 

刺し通す、突き通す কামড়  দওয়া かむる でわ 

 

さ 
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刺し通す、突き通す ঘা মারা が まら 

刺し通す、突き通す ছিুর মারা ちゅり まら 

刺し通す、突き通す ফটুা করা ふた こら 

刺し通す、突き通す  ফাড়া ふぉら 

授けている、与えている  দায়ক ぷろだよく 

〜させたい করেত িদেত চাই こるて でぃて ちゃい 

〜させないで下さい করেত  দেবননা こるて  でべんな 

〜させる করেত  দওয়া こるて でわ 

〜させる、〜を強要する  পাড়ােনা ぽらの 

定まった、じっとした ি র しゅてぃる 

作家、作者、書き手  লখক れこく 

殺菌剤  রাগনাশক ঔষধ ろぐなしょく おうしゅど 

雑誌 পি কা ぽっとりか 

殺人 হত া ほった 

雑草 আগাছা あがちゃ 

雑多な、小銭、釣り銭 খচুরা,খচেরা くちゅら 、こちゅろ 

殺虫剤 কীটনাশক ঔষধ きとなしょく おうしゅど 

さつま芋 িমি আলু みすてぃあるー 

 

さ 
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さつま芋 রাঙাআলু,রা াআলু らんがあるー 、らんがあるー 

さつまいも রাঙালু, রা ালু らんがる、らんがる、らんぐあるー 

サトイモ কচু コチュ 

砂糖 িচিন ちに 

砂糖黍 আক あーく 

サトウキビ আখ あーく 

サハジ派 সহিজয়া しょほじや 

寂しい একাকী えかき 

寂しい একাকী লাগা えかき らが 

寂しい িনিরিবিল にりびり 

寂しくなる িনজ ন হওয়া にっじょん ほわ 

ザブーン、パシャー ঝপুঝৃপু ৃ じゅぷりじゅぷり 

座布団 বসার গিদ ぼしゃる ごでぃ 

さぼる、怠慢 অবেহলা করা おぼへら こら 

ざぼん বাতািব  লব ু ばたびれぶー 

様々な品性  ি য়াজাতকরণ ぷろくりやじゃところん 

様々の অন ান  おんなんの 

様々の নানািবধ ななびど 

 

さ 
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妨げ、障害、邪魔な বাধা ばだ 

妨げられた িবি ত びぐにと 

妨げられない、自由な অনগ ল おんごる 

妨げられない、自由な অব াহত おべほと 

妨げる আটকান あとかん 

寒い、冷たい,クールな ঠা া たんだ 

寒い、冷い、冬 শৗতকাল しっとかーる 

寒くなる শীত ধরা しとぅ どら 

サモサ সােমাসা さもさ 

さもなければ তা না হেল た な ほれ 

さもなければ নইেল のいれ 

さもなければ নাহেল なほれ 

（長期の）さようなら、（一生の）別

れ、 িবদায় びだい 

さよなら（自己命令形） আিস あし 

さよなら（長い別れ）  দায়া কেরন どや これん 

（楽器用の鐘青銅の）皿 কাঁসর かしょる 

皿、容器 থালা たら 

皿、容器 বািট ばてぃ 

 

さ 
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さらさら ছল ছল ちょる ちょる 

ザラザラした、荒い খসখেস こしゅこしぇ 

更に、なお良い অিধকতর おでぃくとる 

サリー(女性の着物) শািড়,শাড়ী しゃり 、しゃりー 、さりー 

サリーの裾 আচঁল あちょる 

猿 বাঁদর,বানর ば uどる 、ばのる 

ざる ডালা だら 

ざる（物をふるう時に使う） কলুা くら 

ざる、かご ঝিুড় じゅり 

去る、脱ぐ ছাড়া ちゃら 

〜された কতৃ くりと 

騒ぎ  গাল ごーる 

騒ぎ、トラブル গ েগাল ごんどごる 

騒ぎ立てること、脅すこと দাপাদািপ だぱだぴ 

騒ぐ人 ছল ল ちょろっちょろ 

触る  শ  করা しゅぽっしょ こら 

3 িতন てぃん 

〜さん 目下の男性 িময়া みや 

 

さ 
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〜さん（男）  ী すり 

〜さん（女）  ীমিত すりもてぃ 

〜さん(男性一般の親称、軽称、

蔑称に使う)、姓の名前 িমযা みじゃ 

参加、加入 অংশ হন おんくぅしょぐろほん（おんしょ

ぐろほん） 

参加、交際する、連合する  যাগদান じょぐだん 

賛歌、呪文 ম  もんとろ 

３階の  ততালা てたら 

３階の ি তল とぅりとる 

三角 ি ভুজ とぅりぶーじゅ 

三角の、三角形 ি েকানাক ৃিত とぅりこなくりてぃ 

参加する অংশ হন করা おんくぅしょぐろほん（おんしょ

ぐろほん） こら 

3月 মাচ まーち 

散策 পাদচািক ぱっどちゃき 

30 িতিরশ, ি শ てぃりしゅ、とりっしゅ 

31 একি শ えくてぃりっしゅ 

30分 আধা ঘ া あだ ごんた 

サンスクリット語、洗練された সং তৃ しょんしゅくりと 

賛成、支持 সমথ  ন しょもっとん 

 

さ 
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賛成、同意 অনুেমাদন おぬもどん 

賛成、同意 সমথ  ণ しょもっとん 

賛成、同意 স িত しょんもてぃ 

酸素 অি েজন おくしじぇん （おきしじぇん） 

サンダル চিট ちょてぃ 

残忍な িনম  ম にるもむ 

残念な、不運  ভ াগ  でゅばっこ 

残念ながら  ঃেখর িবষয়  য, どぅっける びしょい じぇ 、 

３番目の ততৃীয় とぅりてぃお 

３番目の兄弟  সজ しぇじゅ 

散文 গদ  ごっど 

散歩する、歩き回る  বড়ােনা べらの 

残余 অবেশষ おぼしぇしゅ 

死 ই াকাল いんてばる 

詩 কিবতা こびた 

死 মতৃ ু むりっとぅ 

氏  ীমা   すりまん 

師、重大な    ぐるー 

 

さ 
し 
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市、街、都市 শহর しょほる 

試合、競争  িতেযাগীতা ぷろてぃじょぎた 

幸せ、嬉しい、喜び খিুশ, খশুৗ, খশুী くしぃ 

幸せ、嬉しい、喜び সুখ しゅこ 

幸せな、嬉しい সান  しゃのんど 

幸せな、幸福な সুখী しゅきい 

飼育、養育  পাষাণ ぽしゃん 

シーツ কাঁথা かた 

シーツ িবছানার চাদর びちゃなる ちゃどる 

ジープ জীপ じーぷ 

子音 ব  ণ বণ   べんじょん ぼるの 

シヴァ神 িশব しぶ 

ジェスチャー ইশারা いしゃら 

ジェスチャー、合図 সে ত しょんけとぅ 

塩 নুন ぬん 

塩 লবণ ろぼん 

塩辛い লবণা  ろぼなくと 

塩辛い  লানা ろな 

 

し 
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鹿 মগৃ むりぐ 

自我 অহং おほっ 

時価、値打ち দর どーる 

司会、使者 আখ ায়ক あっかよく 

四角 চতভুু জ ちょとぅるぶーじゅ 

資格 পদ ぽーどぅ 

資格、条件  যাগ তা じょっごた 

四角の、正方形の、四角形  চৗেকানা ちょうこな 

しかし িক  きんとぅ 

しかし、〜することができた অথচ おとちょ 

しかし、それで তেব とべ 

仕方が無い িকছ ুকরার  নই きちゅ こらーる ねい 

4月 এি ল えいぷりる 

叱られる বকা খাওয়া ぼか かわ 

叱る বকা ぼか 

叱る、怒る、文句を言う বকাবিক করা ぼかぼき こら 

叱る、どやす ধমকােনা どむかの 

然るべき時に যথসমেয় じょとしょもえ 

 

し 
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然るべき時に যথাকােল じょたかれ 

時間 সময় しょもい 

時間（60分）、鐘 ঘ া ごんた 

時間、場合、日中  বলা べら 

時間が過ぎた অতীত হেয় িগেয়েছ おてぃと ほえ ぎえちぇ 

時間が過ぎた  বেজ যাওয়া べじぇ じゃわ 

（決められた）時間に িনধ  ািরত সমেয় にるだりと しょもえ 

時間を作る সময় করা しょもい こら 

敷居  চৗকাঠ ちょうかと 

（成人）識字教室 বয়  িশ  ぼよしゅこ しっこ 

識字能力  া রতা しゃっこるた 

しきたり চাল ちゃる 

仕切り、区分 ভাগাভািগ ばがばぎ 

資金、元金 পুঁিজ ぷじ 

資金援助 আিথ  ক সাহায  あるてぃこ しゃはっじょ 

資金的 আিথ  ক あるてぃこ 

ジグザグ আকঁাবাঁকা あかばか 

刺激する、何度も言う উ    করা うっとくと こら 

 

し 



 

- 138 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

試験、検査 পরী া ぽりっか 

事件、出来事 ঘটনা ごとな 

自己 আ  あとも 

事故  ঘ  টনা どぅるごとな 

自己依存、自助 আ িনভ র あともにるばーる 

思考、概念 মনন ものん 

思考、思慮考慮深く考えること িচ া ভাবনা ちんた ばぼな 

自己犠牲 আ ত াগ あっとてぐ 

地獄  দাজখ どじょく 

地獄 নরক のろく 

自国製の  েদশী しょでし 

地獄の নারকীয় なるきよ 

事故死 অপমতৃ ু おぷむりっとぅ 

自己紹介 আ পিরচয় あっとぽりちょい 

自己中心的な人  াথ  পর  লাক しゃっとぽる ろーく 

仕事 কাজ かーじ 

仕事、行為 কম   こるも 

（心 or体の）仕事、労働 কায   かっじょ 

 

し 
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仕事が終わる  সের  ফলা しぇれ ふぇら 

仕事類 কায  কলাপ かっじょこらっぷ 

仕事にかかる কােজ লাগা かーじ らが 

仕事になる কােজ আসা かーじ あしゃ 

仕事を辞める চাকির  ছেড়  দওয়া ちゃっくり ちぇれ でわ 

仕事を辞める চাকির  থেক  বর হওয়া ちゃっくり てけ べる ほわ 

自己任命 আ িনেয়াগ あっとによぐ 

自作の  রিচত しょるちと 

視察、見学、見物 পিরদশ ন, পিরদ ぽりどるしょの、ぽりど 

持参金、持参品  যৗতুক じょうとぅく 

獅子(ライオン) িসংহ しんほ 

支持して、〜に関して সপে  しょぽっけ 

支持する、確かめる সমথ  ন করা しょもっとん こら 

事実、本質 ত  とんぼ 

事実、本質  কতৃ  ぷろくりとっと 

磁石 চু ক ちゅんぼく 

詩集 পদাবলী ぽだぼり 

支出 আয়-ব য় あい-ばい 

 

し 
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支出 খরচ ころちょ 

支出 ব য় べい 

支出、出資、費用 ব য় ぼっよ 

自主の、独立した  াধীন すばでぃの 

支所 শাখা অিফস しゃか おふぃしょ 

辞書 অিভধান おびだん 

市場 বাজার ばじゃーる、ばざーる 

詩人 কিব こび 

自信 আ িব াস あっとびっしゃしゅ 

地震 ভূিমক  ぶみこんぽ 

自信、自惚れ আ িব াস あともびしゃしょ 

自信を無くした হতা াস ほたっしゃしゅ 

静か（音がない） নীরব にいろぶ 

静かさ নীরবতা にいろぶた 

静かな িনথর にとる 

静かな（状態）、おとなしい শা  しゃんと 

静かな（人） চুপচাপ ちゅっぷちゃっぷ 

静かにして িনরেব にるべ 

 

し 
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静かにする চুপ করা ちゅっぷ こら 

しずく、粒  ফাটা ふぉた 

システム、 フレームワーク কাঠােমা かたも 

沈む  ডাবা , ডুবা どば , どぅば 

沈もうとしている ডুবডুুব ু どぅぶどぅぶ 

沈んでしまう ডুেব যাওয়া どぅべ じゃわ 

自制 আ সংবরণ あっとしょんぼろん 

視線 চাহিন ちゃふに 

自然、性質  কিৃত ぷろくりてぃ 

自然に আপনা আপিন あぷな あぷに 

自然に  াকিৃতকভােব ぷらくりてぃくばべ 

自然の  কতৃ ぷろくりと 

自然の、任意の  াভািবক しゃばびく 

自然物質  াকিৃতক স দ ぷらくりてぃく しょんぽっど 

思想、心配 ভাবনা ばぶな 

〜しそうになる উপ ম হওয়া うぽくろむ ほわ 

思想の流れ ভাবধারা ばぶだら 

舌 িজভ じぶ 

 

し 
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舌 িজ া じば 

下、下等な、低い নীচ にちょ 

下、下った নীচু にちゅ 

下、低い、卑しい নীচ,নীচু にちょ 、にちゅ 

シタール  সতার しぇたる 

シタール(インドの弦楽器)  সতা  したーる 

〜したい চাওয়া ちゃわ 

死体 মতৃ  দহ むりと でほ 

死体 লাশ らしゅ 

死体 শব  দহ しょぶ でほ 

時代 যগু じゅぐ 

肢体障害者 প  ু ぽんぐ 

次第に、徐々に  মশ くろもしょ 

次第に、徐々に  েম  েম くろめ くろめ 

次第に、徐々に ধােপ ধােপ だぺ だぺ 

下書き（する） খসড়া (করা) こしゅら 

従って ফেল ふぉれ 

従って সুতারাং, সুতরাং しゅたらん 、しゅとらん 

 

し 
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したがって、そして、だから সুতরাং しゅとらむ 

従って、の様に অনুযায়ী おぬじゃい 

下着（男女） জাি য়া じゃんぎや 

下着、Tシャツ、ポロシャツ  গি  げんじ 

支度 বে াব  ぼんどぼしゅと 

〜したことが無い কখনও না ここのお...な 

親しい、近い ঘিন  ごにすと 

親しい、同族の অ র  おんとろんご 

仕立て屋 দিজ ,দরিজ どるじ 、どるじ 

〜した所  যখােন じぇかね 

下に িনেচ にちぇ 

下の িন  にんの 

〜した人は িযিন じに 

〜した方が良い করাই উিচত িক  こらい うちっと きんとぅ 

〜した方が良い করাই ভাল こらい ばろ 

〜した物  য じぇ 

〜した様な  যমন じぇもん 

7月 জুলাই じゅらい 

 

し 
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実(の)、習慣 আদৎ あどっと 

質、美点、特性  ণ ぐん 

質、美点、徳性  ন ぐん 

しっかり শ  কের しょくと これ 

失業する চাকির চেল যাওয়া ちゃっくり ちょれ じゃわ 

失業の  বকার べかる 

実現する ফলা ふぉら 

実行 িনব  াহ にるばほ 

実行 বা বায়ন ばすとばよん 

実行、実施 সাধনা しゃどぅな 

実行する বা বািয়ত করা ばすとばいと こら 

実際に、確かに、本当に ব  টই ぼてい 

実際の、真の বা িবক ばすとびく 

しっしっ！（追い払う） দরূ-দরূ どぅる-どぅる 

叱責 ধমক どむく 

叱責する、責め立てる তাড়া たら 

実践、普及  চলন ぷろちょろん 

実践的な、実用的な、便利な ব বহািরক িব ান ぼっぼはりく びじゃん 

 

し 
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質素な সাদািসেধ しゃだしで 

質素な、倹約した িমতব ায়ী みとべい 

（相手を）よく知っている জানােশানা じゃなしょな 

(人、道などを)知っている、(本当

の姿を)知る、(それと)知る  চনা ちぇな 

湿度 আ  তা あっどろた 

嫉妬、恨み ঈষ া,ঈষ  া いるしゃ、いるしゃ 

嫉妬、恨み িবে ষ びっでしゅ 

嫉妬、羨望 িহংসা ひんしゃ 

じっとしていられない অি র おすてぃる 

じっとしていられない、落ち着きの

ない চ ল ちょんちょろ 

じっとしていられない、未定 অি হর おすひる 

嫉妬する িহংসা করা ひんしゃ こら 

実の、習慣 আদং あどん 

実は আসল থা হল あしょる たほれ 

失敗する অকতৃকায   হওয়া おくりとかるじょ ほわ 

失敗する  ফল করা ふぇる こら 

失望 হতাশা ほたしゃ 

失望した হতাশ ほたしゅ 

 

し 
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質問、議論、論争 িবতক   びとっこ 

質問、問題、問い    ぷろすの 

質問者   কারী ぷろすのかり 

失礼 অভ তা おぼどろた 

失礼 অিশ তা おしすとた 

〜しているのを見た করেত  দেখিছ こるて でけち 

〜してしまう কের  ফলা これ ふぇら 

〜してしまう কের যাওয়া これ じゃわ 

〜してみる কের  দখা これ でか 

〜してもらう কিরেয়  নওয়া こりえ ねわ 

視点 দিৃ  どぅりすてぃ 

支店、部署 শাখা しゃか 

自転車 সাইেকল さいける、しゃいける 

指導  নত ৃ ねとぅりっと 

指導者 নায়ক なよく 

指導者  নতা ねた 

指導者、首領 দলপিত どるぽてぃ 

指導する ত াবধান করা とったぼだん こら 

 

し 



 

 
- 147 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

指導する পিরচালনা করা ぽりちゃろな こら 

〜しないように言う তােক না করেত বলুন たけ な こるて ぼるん 

〜しないようにする বারণ করা ばろん こら 

〜しなさい、するべき উিচত うちっとぅ 

死ぬ িনহত হওয়া にほと ほわ 

死ぬ মরা もら 

死ぬ মের যাওয়া もれ じゃわ 

死ぬ মারা যাওয়া まら じゃわ 

死ぬ運命にある মরনশীল もろんしる 

地主 জিমদার じょみだーる 

死ぬまで আ াণ あぷらん 

芝居、劇、戯曲 নাটক なとっく 

支配、時期 আমল あもる 

支配、精通 দখল どこる 

支配、統治 শাসন しゃしょん 

支配下 আওতাভ্ূ   あおたぶくと 

芝居がかった নাটকীয় なときよ 

支配下に অধীন おでぃの 

 

し 
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支配された আয় াধীন あよったでぃん 

支配人、マネージャー ম ােনজার まねじゃー 

自白すること、懺悔すること  ীকােরাি  しかろくてぃ 

自発的な  ত ুত   しょとすふっと 

自発的に仕事をする人 কম  ী こるみ 

支払い、精算  শাধ しょどぅ 

縛る、結ぶ、締める বাঁধা ばーだ 

至福 ম ল もんごる 

ジプシー（船上生活者）  বেদ べで 

渋味、樹液 কষ こしゅ 

自分勝手な আ পর あとむぽる 

自分で িনেজ にじぇ 

自分の আ ীয় あってぃよ 

自分の আপন あぽの 

自分の   しょ 

自分の、自らの িনজ  にじょっしょ 

自分の妻の兄弟(転じて不義の子：罵倒

に使う) শালা しゃら 

自分の手  হ   しょほすと 

 

し 
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自分の母の兄弟、若い男性一般

への呼びかけ মামা まま 

脂肪 চিব   ちょるびぃ 

四方、周り চািরিদক ちゃりでぃく 

四方、まわり চািরিদক, চারিদক ちゃりでぃく、ちゃろでぃく 

自惚の দাি ক だんびく 

搾る িচপা ちぱ 

搾る িনংড়ােনা にんらの 

島  ীপ でぃーぷ 

縞、ストライプ  ডারা どら 

姉妹  বান ぼん 

姉妹 ভিগনী ぼぎに 

自慢、誇り গব   ごるぼ 

自慢である、誇り高い গিব  ত ごるびと 

シミのついた、印付きの িচিত ちてぃ 

市民 নাগিরক なごりく 

事務員、書記  করাণী けらに 

事務所 অিফস おふぃす 

湿った আ   あっどろ 

 

し 
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湿った িস  しくと 

湿った  সঁতেসঁেত しぇとぅしぇて 

湿る আ   হওয়া あっどろ ほわ 

湿る ওদা হওয়া おだ ほわ 

閉める ব  করা ぼんど こら 

湿る সঁ াতসঁ ােত হওয়া しゃっしゃて ほわ 

地面のくぼみ、クレーター িববর びぼる 

霜期  হম কাল へもんとかーる 

ジャーナリスト সাংবািদক しゃんばでぃく 

シャーベット、甘い飲み物 সরবত しょるぼっと 

ジャーム（雨季に黒紫の果実をつける木

の一種） জাম じゃむ 

社会 সমাজ しょまーじゅ 

社会、連盟、教団 স  しょんご 

社会的な সামািজক しゃまじく 

ジャガイモ আলু あるー 

じゃがいも  গালআলু あるー 

借家人 ভাড়ােট ばらて 

社交的 িম ক みしゅく 

 

し 
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日本語 ベンガル語 読み 

社交的 সামািজক しゃまじく 

社交をする、交渉する িমলােমশ করা みらめしゅ こら 

ジャスミン জঁুই じゅい 

シャツ、洋服 জামা じゃま 

若干の、ある程度 কতক ことく 

若干の、何か িকছ ু きちゅ 

若干の中の１つ অন তম おんのとも 

借金 ভাড়া ばら 

借金、貸し付け、ローン কজ  こっじょ 

借金、ローン、貸し付け ঋণ りん 

ジャックフルーツ কাঁটাল かたーる 

ジャックフルーツ কাঁঠাল かたーる 

シャナイ（結婚式の笛） সানাই しゃない 

しゃべらない、黙る চুপ ちゅっぷ 

邪魔、横暴 উপ ব うぽどろぶ 

邪魔する িবর  করা びろくと こら 

車輪 চাকা ちゃか 

ジャングル、藪 জ ল じょんごる 

 

し 
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日本語 ベンガル語 読み 

(既婚婦人が髪の分け目につける)朱印 িসঁ র しどぅる 

州  েদশ ぷろでしゅ 

週 স া,স াহ しょぷた 、しょぷたほ 

10 দশ どしょ 

自由、独立、アザド先生 আজাদ あざど 

自由、独立、解放  াধীনতা しゃでぃのた 

自由、独立、解放  াধীনতা すばでぃのた 

周囲 পিরিধ ぽりでぃ 

11 এগার えがろ 

11月 নেভ র のべんばー 

集会  গা  ごすと 

集会、会合 সভা (করা) しょば （こら） 

集会場 সভাক  しょばこっこ 

収穫、収穫量 ফলন ふぉろん 

収穫、作ること উৎপাদন うっぱどん 

収穫祭 নবা  উৎসব のばんの うっしょぶ 

収穫する、作る উৎপাদন করা うっぱどん こら 

１０月 অে াবর おくとーばー 

 

し 
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日本語 ベンガル語 読み 

習慣 রীিতনীিত りてぃにてぃ 

住居、家 বাসা ばしゃ 

住居、建物、社会 মহল,মহাল もほる 、もはる 

住居、ビル、館 ভবন ぼぼん 

宗教、法、正義 ধম   どるも 

宗教的な務め ধম   どるも 

集金する、お金などを集める আদায় করা あだい こら 

19 উিনশ, ঊিনশ うにしゅ 

15 পেনর ぽねろ 

集合、総体 সমােবশ しょまべしゅ 

集合、総体 সমহু しょむほ 

15分過ぎ、1/4おおい  সায়া しょわ 

13  তর てろ 

終止形 স ক  প しょんもく るぷ 

収集 সং হ しょんぐろほ 

収集、蓄積 স য় しょんちょい 

収集家 সং হক しょんぐろほく 

住所 িঠকানা てぃかな 

 

し 
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日本語 ベンガル語 読み 

就職する চাকরুী  নওয়া ちゃっくり ねわ 

ジュース রস ろしゅ 

従属 পরাধীনতা ぽらでぃのた 

従属した পরাধীন ぽらでぃん 

渋滞 িভড় びーる 

集団,〜達 গণ ごの 

羞恥、恥ずかしい ল া ろっじゃ 

執着 িন া にすた 

集中 মেনােযাগ もんじょぐ 

集中、没頭 একা তা えかぐろた 

集中して、熱心な মনিদেয় もんでぃえ 

集中して、熱心な মেনােযাগী ものじょぎ 

修道院，隠者の住処 আ ম あすろむ 

自由な     しょっちょんど 

17 সেতর, সতর しょてろ、しょとろ 

12 বােরা ばろ 

１２月 িডেস র でぃせんばー 

収入 উপাজ ন うぱっじょん 

 

し 
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日本語 ベンガル語 読み 

収入、収益、利益 আয় あい 

州の  ােদিশক ぷらでしっく 

自由の অবাধ おばっど 

18 আঠার あたろ 

充分、お腹いっぱい যেথ  じょてすと 

充分な প ানুপু  ぽんかぬぷんこ 

10万 ল  ろっこ 

充満した、入学 ভিত   ぼるてぃ 

住民 বািস া ばしんだ 

重要性     ぐるっと 

重要な、主な    প ূণ   ぐるっとぷるの 

14  চা  ちょっど 

修理  মরামত めらもとぅ 

修理された উ তৃ うっどぅりと 

16  ষাল しょろ 

主演女優 নািয়কা ないか 

主演男優 নায়ক なよく 

祝賀、祝辞、おめでとう অিভন ন おびのんどん 

 

し 



 

- 156 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

祝休日(イスラーム教徒の) পরব ぽろぶ 

熟した পিরণত ぽりのと 

熟した、完全な পাকা ぱか 

熟した、房 ছড়া ちょら 

祝福 আিশ বাদ あしばっど 

祝福 আশৗব  াদ あしぃるばっど 

祝福、〜のおかげ  দায়া どあ 

熟練した পাকা ぱか 

守護神 ই েদবতা いすとでぼた 

首相  ধানম ী ぷらどのみにすたー 

主人、夫  ামৗ しゃみぃ 

主人、所有者 মািলক まりっく 

数珠 জপমালা じょぷまら 

呪詛 অিবচার おびちゃーる 

主たる、第一の  ধান ぷろだん 

手段、方法 উপায় うぱい 

首長、本部、本庁所在地 সদর しょどーる 

熟考した িবেবিচত びべちと 

 

し 
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日本語 ベンガル語 読み 

出席 হাজরা ,হািজরা はじゅら 、はじら 

出席、集合、到着 উপি িত うぽすてぃてぃ 

出席した হাজর, হািজর はじゅる 、はじる 

出席した হািজর はじる 

出席している উপি হত うぽしと 

出席簿 উপি হত থাকা うぽしと たか 

出席簿 হািজরা বই はじら ぼい 

出発 রওয়ানা ろわな 

出発、出かける রওনা ろおな 

出発する  বিরেয় পড়া べりえ ぽら 

出版  কার ぷろかる 

出版社  কাশ ぷろかしゅ 

首都 রাজধানী らじゅだに 

守備 র া ろっか 

趣味、好み、嗜好、光沢  িচ るち 

シュミーズ  শিমজ しぇみじゅ 、しぇみじゅ 、せ

みーず 

シュミーズ  সিমজ しぇみじゅ 、しぇみじゅ 、せ

みーず 

寿命、年齢 আয়ূ あゆ 

 

し 
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日本語 ベンガル語 読み 

主門 িসংহ ার しんほだる 

需要 চািহদা ちゃひだ 

受容、採用  হণ ぐろほん 

狩猟、犠牲 িশকার しかる 

種類 রকম ろこむ 

種類、方法の ধারেনর だるねる 

しゅろ তাল たる 

瞬間  ন こん 

殉教者 শহীদ しょひどぅ 

巡査長、掃除夫 জমাদার じょまだーる 

瞬時 ম ুত   むふると 

瞬時の  িনক こにく 

純粋 িব   びしゅっど 

純粋の、地酒 খাঁিট かてぃ 

純粋の、正しい    しゅっど 

順番の  িমক くろみく 

準備 আেয়াজন あよじょん 

準備、作成  তির といり 

 

し 
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日本語 ベンガル語 読み 

準備、手配 ব ব া べぼすた 

準備、手配 ব ব া べぼすた 

準備のできた সমদু ত しょむっどぅと 

ジョイシュト月(西暦で5月半ばか

ら 6月半ば)  জ   じょいすと 

錠 তালা たら 

賞、景品 পরু ার ぷるしゅかーる 

情、同情、哀れみ সহানুভূিত しょはぬぶてぃ 

使用、振舞い ব বহার べぼはる 

消化 হজম ほじょむ 

生姜 আদা あだ 

浄化（イスラムの宗教的） পিব করণ ぽびっとろころん 

浄化、改訂、修正 সংেশাধন しょんしょどん 

紹介 পিরচয় ぽりちょい 

障害 বাধা ばだ 

生涯、人生 জীবন じぼん 

紹介、宣伝  চার ぷろちゃる 

生涯を送る জীবনযাপন じぼんじゃぽん 

上記の উপেরা  うぽろくと 

 

し 
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日本語 ベンガル語 読み 

上記の、先に述べた উি িখত うっりきと 

乗客 যাি  じゃっとぅり 

状況 পিরি ত ぽりすてぃと 

将軍、堂々たる、気取った জঁাদেরল じゃどぅれる 

条件 শত   しょっと 

条件、原料、構成物質 উপাদান うぱだん 

正午、昼  পরু どぅぷーる 

称号、学位 উপািধ うぱでぃ 

詳細 খুঁিটনািট くてぃなてぃ 

詳細な、広い িব ারীত びすたりと 

小冊子 পিু কা ぷしゅてぃか 

賞賛  শংসা ぷろしょんしゃ 

消散した িবলীন びりん 

常識 কা  ান かんどっげん 

常識 সাধারণবুি  しゃだろんぶっでぃ 

正直な、聖人君子、徳のある সাধ ু しゃどぅ 

消失した িবলূ  びるぷと 

小銃 ব ুক ぼんどぅく 

 

し 
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日本語 ベンガル語 読み 

招集、呼び出し আ ান あふばん 

成就させる、治療できる সাধ  しゃっど 

少女 িকেশারী きしょり 

少女、娘、女  মেয় めえ 

清浄な    しょっちょ 

〜が生じる ফলা ふぉら 

上手 কশুলী くしょり 

上手な িনপণু にぷの 

上手な、巧みな পট ু ぽとぅ 

上手に ভালভােব ばろばべ 

小説 উপন াস うぽんなす 

小説家  লখক れこく 

小説の、小説家 ঔপন ািসক おいぽんなしく 

消息､関連 সূ  しゅっとろ 

消息、確かさ িঠকানা てぃかな 

招待 দাওয়াত だわっと 

招待 িনম ণ,  নম   にもんろん、ねもんとんの 

招待 িনম ন にもんとろん 

 

し 
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日本語 ベンガル語 読み 

状態 অব া おぼすた 

状態 ভাব ばぶ 

(イスラム教徒による)招待、御馳走 দাওয়াৎ だわっと 

状況 অব া おぼしゅた 

状態、地位 অব ান おぼすたん 

招待する িনম ন  দওয়া にもんとろん でわ 

冗談、からかい ঠা া たった 

商談する、交渉する、値切る দার করা だる こら 

冗談を言う ঠা া করা たった こら 

象徴、記号  তীক ぷろてぃっく 

しようとしたので উদ ত হেয়িছল うっどと ほえちろ 

衝突する ধা া লাগা だっか らが 

商人 ব বসায়ৗ べぼしゃい 

商人 সওদাগর しょおだごる 

承認、受け取り、吸収  হণ ぐれいん 

証人、目撃者 সা ী しゃきい 

証人、目撃者、証拠  া ী しゃっき 

承認、了承 অনুেমািদত おぬもでぃと 

 

し 



 

 
- 163 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

承認できない অ াহ  おぐらっじょ 

少年 িকেশার きしょる 

少年、少女 বালক-বািলকা ばろく －ばりか 

少年時代  ছেলেবলা ちぇれべら 

滋養のある প ু ぷすと 

商売 ব বসা べぼしゃ 

商売 ব াবসা べぶしゃ 

商売の、商業の বািণজ  ばにっじょ 

消費、無駄 অপচয় おぽちょい 

商品 মালামালা まらまら 

商品、荷物、品物 মাল まーる 

上品な、紳士的な ভ  ぼっどろ 

上品に、紳士的に ভ তা ぼどろた 

丈夫 মজবতু もじゅぶとぅ 

小片 ফািল ふぁり 

小便  প াব ぺっちゃぶ 

小便   াব ぷろすらぶ 

使用法 ব বহার িবিধ べぼはる びでぃ 

 

し 
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日本語 ベンガル語 読み 

証明  শত ায়ন ぷろしょったよん 

証明、証拠  মাণ ぷろまん 

証明書  মাণপ  ぷろまんぽっとろ 

将来、未来 ভিবষ ৎ ぼびっしょっ 

勝利 জয় じょい 

勝利 িবজয় びじょい 

少量であることを示す接辞 -টকু ু -とぅく 

少量の িকি ৎ きんちっ 

性悪の বদমাশ ぼどましょ 

除外、のち বাদ ばっどぅ 

女学生 ছা ী ちゃっとりぃ 

書記 স াদক  しょむぱどこ 

職員 কম  চারী こるもちゃり 

職業  পশা ぺしゃ 

食事、料理 খানা かな 

食事の時の道具 বাসন  কাসন ばしょん こしょん 

職に就く চাকরুীেত  ঢাকা ちゃっくりて どか 

職人 কািরকর かりこる 

 

し 
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日本語 ベンガル語 読み 

職人 কািরগর かりごーる 

食パン পাউ িট ぱうるてぃ 

植民地 উপিনেবশ うぽにべしゅ 

食物、食事 আহার あはーる 

食物、食事 খাবার かばる 

食欲、センス  িচ るち 

食料、食物 খাদ  かっだ 

食料品店 মিুদ むでぃ 

食料品店 মিুদ, মদুী むでぃ、むでぃ 

助言   াব ぷろすたぶ 

助言(目上から目下への） উপেদশ うぽでしゅ 

助言、相談(友人間) পরামশ  ぽらもっしょ 

助言する পরামশ   দওয়া ぽらもっしょ でわ 

助手 সহায়ক しょはいく 

助手、アシスタント এিসে ট えしすてんと 

女性 নারী なり 

女性  ীেলাক しゅとりろく 

女性書記 স ািদকা しょむぱでぃか 

 

し 
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日本語 ベンガル語 読み 

女性の飾り物、宝石など  ণ   しょんの 

女性の先生 িশি কা しっきか 

女性の名誉、純潔 আব  あぼる 

除草剤 আগাছানাশক ঔষধ あがちゃなしょく おうしゅっどぅ 

女中 চাকরানী ちゃくらに 

所長、管理者、リーダー পিরচালক ぽりちゃろく 

食器、皿、容器 বাসন ばしょん 

序文 ভূিমকা ぶみか 

序文、紹介 সুচনা しゅちょな 

ジョムナ川 যমনুা じょむな 

署名 সই しょい 

女優 অিভেন ী おびねとぅり 

所有している、備えている  ভাগী ぼぎ 

書類 কাগজপ  かごじゅぷとろ 

書類 পুঁিথপ  ぷてぃぽっとろ 

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 শ しょんでしょ 

知らせ、情報 বাত  া ばっだ 

 

し 
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日本語 ベンガル語 読み 

知らせ、知識 অবগিত おぼごてぃ 

知らない、知らない人 অেচনা おちぇな 

知らない、面識のない অপিরিচত おぽりちと 

ジラピー、ジェラピー(渦巻状の砂

糖菓子） িজিলিপ, িজলািপ じらぴー 、 じぇらぴー 

調べる স ান করা しょんだん こら 

知り合う পিরচয় করা ぽりちょい こら 

知り合う পিরিচত হওয়া ぽりちと ほわ 

思慮のある িবচ ণ びちょっこん 

知る জানা じゃな 

知っている(人，場所において） িচনা ちな 

汁、肉汁、すーぷ  ঝাল じょーる 

印、線、合計 আকঁ あーく 

指令 িনেদ  শ にるでしゅ 

シレット িসেলট しれっと 

白 সাদা しゃだ 

シロアリ উই うい 

白い ধবল どぼる 

白い、明るい    しゅぶろ 

 

し 
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日本語 ベンガル語 読み 

素人 আনািড় あなり 

親愛な、恋人 ি য় ぷりよ 

深遠な、一途の ঐকাি ক おいかんてぃく 

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) িস াড়া, িশ াড়া, িশঙারা しんがら、しんがら、しんがら 

新規な অিভনব おびのぶ 

神経  ায়ু しゃゆ 

新月の夜 অমািনশা おまにしゃ 

（イスラム教徒の）信仰 একীন えきん 

人口 জনসংখ া じょのしょんか 

進行、進度 গিত ごてぃ 

進行、先進 অ সর おぐろしょる 

信仰、尊敬の念   া すろっだ 

進行している、流行している চলািত ちょらてぃ 

親交する  যাগােযাগ করা じょがじょぐ こら 

進行中の、現行の জাির じゃり 

人工の কিৃ ম くりとぅりむ 

紳士 ভ েলাক ぼどろろーく 

紳士、淑女 সুধীব ৃ しゅでぃぶりんどぅ 

 

し 



 

 
- 169 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

寝室 শয়নক  しょいんこっこ 

真珠 ম ুা むくた 

信じる িব াস করা びっしゃしゅ こら 

信じる、思う মেন করা もね こら 

申請、申請書(手続き上) আেবদন あべどん 

神聖な、純粋な পির  ぽりっとろ 

神聖な、純粋の পিব  ぽびとろ 

親切、手伝い অনু হ おぬぐろほ 

親切、同情 দয়া どや 

親切に অনু হ প ূব  ক おぬぐろほ ぷるぼく 

新鮮な টিঢকা とでぃか 

新鮮な টাটকা たっか 

心臓 কিলজা こりじゃ 

死んだ、死んでいる মতৃ むりと 

身体 শরীর しょりぃる 

寝台 খাট かと 

しんちゅう িপতল ぴとる 

身長 উ তা うっちょた 

 

し 



 

- 170 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

信念 আ া あすた 

心配、迷惑をかける ঝােমলা  দওয়া じゃめら でわ 

心配や不安の無いこと িনভ াবন にるばぼん 

神秘的な রহস ময় ろほっしょもい 

新聞 খবেরর কাগজ こぼれる かごーじゅ 

新聞 পি কা ぽっとりか 

進歩、発展 অ গিত おぐろごてぃ 

進歩する উ িত করা うんのてぃ こら 

（固い）信用 িন া にすた 

信用、信頼、信仰 িব াস びっしゃしゅ 

信頼を裏切る িব াসঘাতকতা করা びっしゃしゅがとこた こら 

真理、正義(イスラーム教徒の) হ   ほく 

人力車 িরকশা りきしゃ 

侵略者 হানাদার はなだる 

親類、親戚 আ ীয় あってぃよ 

人類学 নৃত  ぬりとっと 

人類学の、人類学者 নৃতাি ক ぬりたってぃく 

巣 নীড় にーる 

 

し 
す 



 

 
- 171 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

随意 ঐি ক おいっちく 

水泳 সঁাতার しゃたる 

すいか তরমজু とるむーじゅ 

水牛  মাঘ,মিহশ もぐ 、もひしゅ 

水牛  মাষ もしょ 

水銀 পারা ぱら 

水蒸気 জলীয় বা  じょりよ ばすぽ 

水星 বধ ু ぼどぅ 

推薦 সুপািরশ しゅぱりしゅ 

推測、想像 আ াজ あんだじゅ 

垂直な খাড়া から 

随筆 িনব  にぼんど 

睡眠、眠り、眠気 ঘমু ぐむ 

水曜日 বধুবার ぶっどばーる 

推理、見当、憶測 অনুমান おぬまん 

水路 খাল かろ 

水路  মাহনা もほな 

水路、運河、低地 খাল かる 

 

す 



 

- 172 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

数学 অংক,অ  おんこ、おんこ 

数学 অ  おんこ 

崇拝、祈り পজুা ぷじゃ 

崇拝、礼拝 ব ন ぼんどん 

崇拝される、（手紙に書く）拝啓  ে য় すろっでい 

崇拝者、礼拝者、従者  সবক しぇぶく 

崇拝者、礼拝者、従者（女性）  সিবকা しぇびか 

崇拝すべき মহনীয় もほによ 

姿、形、大きさ আকার あかーる 

姿、生長、作る গড়ন ごろん 

鋤 লা ল らんごる 

鋤 হাল はる 

過ぎ去った গড়া ごら 

過ぎた গত ごと 

好きである ভালবাসা ばろばしゃ 

隙間、割れ目 ফাঁকা ふぁか 

〜し過ぎる অিতির  হওয়া おてぃりくと ほわ 

〜し過ぎる  বশী হওয়া べし ほわ 

 

す 



 

 
- 173 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

すぐ、直ちに িশ  িগর, শী  しっぎる、しっごる 

すぐ、直ちに  ী  すりぐり 

救う উ ার করা うっだる こら 

救う、救出する পির ান ぽりっとらん 

すぐさま চট ちょと 

少ない কম こむ 

少なくとも অ ত おんとと 

少なくとも কম পে  こむ ぽっけ 

すぐに এ িুণ えっくに 

優れた উৎক ৃ うっくりすと 

すげえ!イカス!カッコイイ！ দা ণ  だるの 

助平な、えっちな ল ট  ろむぽと 

少し、何にか、少ない িকছ ু きちゅ 

少しの  িটকতক ぐてぃことぅく 

少しの間、暫くの間 িকছু ণ きちゅっこん 

少しの間、暫くの間 িকছু ন きちゅっこん 

すごす কাটােনা かたの 

錫、缶 িটন てぃん 

 

す 



 

- 174 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

涼しい সুখ দ ঠা া しゅくぷろどぅ  たんだ 

鈴のひも ঘঙুরু ぐんぐる 

進ませる এিগেয় আনা えぎえ あな 

雀 চড়াই ちょらい 

進める আগােনা あがの 

すする চুমকু ちゅむく 

ずつ কের これ 

ずっと একটানা えくたな 

酸っぱい টক とーく、とっく 

ステージ、舞台 ম  もんちょ 

すでに ইিতমেধ いてぃもっで 

捨てる  ফেল  দওয়া ふぇれ でわ 

捨てる、投げ捨てる、除外する  ছেড়  দওয়া ちぇれ でわ 

捨てる、放す ছাড়া ちゃら 

ストライキ ধম  ঘট どるもごっと 

ストライキ হরতাল ほるたる 

砂 বািল ばり 

素直な সরল しょろる 

 

す 



 

 
- 175 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

素直な সরাল しょらる 

素直な  সাজা しょじゃ 

砂壌土  বেল  দায়াশ べれ どやしゅ 

すなわち、つまり অথ  াৎ おるたっと 

即ち、つまり মােন まね 

頭脳、知性 মগজ もぐじゅ 

スパイスを擦り潰す石台 িশল しる 

すばやい চটপট ちとぱっと 

素晴らしい চমৎকার ちょもとかる 

素晴らしい（接頭語） সু- しゅ- 

すばらしい、びっくりの চমংকার  ちょもんかる 

スピーチする ব ব  রাখা ぼくとっぼ らか 

スプーン（大きいもの） হাতা はた 

全ての সব しょぶ 

全ての人 সবাই しょばい 

全てより সবেচেয় しょぶちぇえ 

すべり易い িপছল ぴちょる 

滑る িপছলােনা ぴちゅらの 

 

す 



 

- 176 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

スポーツ  ফলা-ধলূা ふぇら-どぅら 

ズボン পাজামা ぱじゃま 

住まい、移住地 বসিত ぼすてぃ 

炭、石炭 কয়লা こいら 

住み家、住居 আবাস あばっしゅ 

住み家、住居、巣 বাসা ばしゃ 

住み着くこと বাসা করা ばしゃ こら 

住む、留まる রহা ろは 

住むこと বাস ばす 

住むための、居住用の আবািশক  あばしこ 

図面 িচ  ちっとろ 

スラボン月(西暦で7月半ばから 8月半

ば)  াবণ すらぼん 

スラム街 বি  ぼすてぃ 

スリランカ ল া ろんか 

刷り込む､塗る､かける লাগােনা らがの 

スリランカ লা া らんか 

スリランカ  ীলা া すりらんか 

する করা こら 

 

す 



 

 
- 177 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

擦る ঘষা ごしゃ 

する、ついでに  সই সােথ しぇい しゃて 

擦る、揉み洗いをする কচলােনা こちょらの 

ずる賢い、賢い চালাক ちゃらっく 

することが出来る চলেব ちょるべ 

する様に（関係詞）  যমন.... তমন じぇもん....てもん 

する度に যখনই  তখনই じょこに とこに 

する為に、ので বেল ぼれ 

するつもり、望む ভাবা ばば 

（頭の）鋭い চালাক ちゃらっく 

鋭い খর こる 

鋭い、きつい  খর ぷろこる 

鋭い、複雑な、ずるい কলু くる 

する時 যখন じょこん 

鋭くとがった、矢、岸、きつい তী  てぃぶろ 

するに従って সােথ সােথ しゃて しゃて 

〜する方が良い、望ましい、〜す

べきだ উিচত うちと 

するや否や সেবমা  しょべまっとろ 

 

す 



 

- 178 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

すれば কের িনেল これ にれ 

座る、待つ বসা ぼしゃ 

座ること উপেবশন うぽべしょん 

済んだ、綺麗な পির   ぽりっちょんの 

姓 পদবী ぽどび 

制圧 অত চার おっとちゃる 

性格 চির  ちょりっとろ 

性格、性質、本来  ভাব しょばぶ 

性格がいい  ভাব ভােলা しょばぶ ばろ 

正確な যথাযথ じょたじょと 

正確に সিঠক しょてぃっく 

生活 যাপন じゃぽの 

生活する বাস করা ばす こら 

世紀 শতা ী しょたぶでぃ 

正義、正しい事、正しい ন ায় なえじゅ 

税金 কর こーる 

税金 খাজনা かじゅな 

生計、暮らし জীিবকা じびか 

 

す 
せ 



 

 
- 179 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

生計、暮らしの手段、人生 জীবন যা া じぼん じゃっとら 

清潔、清浄 পিব তা ぽびっとろた 

清潔な、さっぱりした িফ  ফা   ふぃとふぁと 

政権 রা  মতা らすとろこもた 

制限の有る িমত みと 

成功した、満足の চিরতাথ   ちょりたっと 

成功した、実った、有効な、有益な সফল しょふぉる 

性向を持った、夢中の  ব ৃ ぷろぶりっと 

生産 উৎপাদন うとぱどの 

生産 ফলন ふぉろん 

生産された িশ জাত しるぽじゃとぅ 

生産の、成長した উৎপ  うとぽんの 

生死 জীবন মরন じぼん もろん 

政治、政治色 রাজনীিত らじゅにてぃ 

性質、本来  ভাব しょばぁぶ 

政治的な、政治家の রাজৈনিতক らじゅのいてぃく 

静寂な িন   にすとぶど 

青春、若さ  যৗবন じょうぼん 

 

せ 



 

- 180 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

青春時代、  যৗবনকাল じょうぼんかる 

精神 সার しゃる 

聖人、仙人 ঋিষ りし 

聖人君子、徳のある সাধ ু しゃどぅ 

成人の বয়  ぼいしゅこ 

贅沢 িবলাসী びらし 

贅沢な িবলাস びらしゅ 

聖地 তৗথ   てぃると 

聖地 পণু ভূিম ぷんのぶみ 

聖地、巡礼地 তীর てぃーる 

成長、 増殖 বিৃ  ぶりっでぃ 

成長する、〜し始める লাগা らが 

成長する、増える、 বাড়া ばら 

生徒 িশ াথী,ছা ী しっかってぃ 、ちゃっとり 

生徒、学生 ছা  ちゃっとろ 

制度、措置、方策 ব ব া べぼすた 

政党 দল どーる 

青年（男性） যবুক じゅぼっく 

 

せ 



 

 
- 181 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

青年女性 ত নী とるに 

青年女性 যবুতী じゅぼてぃ 

精の付く、栄養のある বলকারক ぼるかろく 

政府 সরকার しょるかる 

征服できない অেজয় おじぇい 

西部地方 পি মা ল ぽすちまんちょる 

生物  াণী ぷらに 

政府の、公式の সরকারী しょるかり 

製本する、枠にはめる বাঁধান ばだん 

生命、息吹き、心  াণ ぷらん 

生命の無い、活気の無い জীবন শূন  じぼん しゅんの 

生命を持った  াণব  ぷらんぼんと 

西洋キョウチクトウ করবী こるび 

西洋女性  মমসােহব めもしゃへぶ 

西洋の পা াত  ぱしゅちゃっと 

生来､生まれつき  ভাবত しょばぼっとぅ 

整理、配置 িবন াস びんなしゅ 

整理する、片付ける  িছেয়  ফলা ぐちえ ふぇら 

 

せ 



 

- 182 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

セーター  সােয়টার そえたー 

世界 জগৎ じょごっと 

世界  িনয়া どぅにや 

世界 পিৃথবী ぷりてぃびー 

世界、全て、宇宙 িব  びっしょ 

世界の、世の中 সংসার しょんしゃる 

席 আসন あしょん 

咳 কািশ かし 

積雲 ঘনঘটা ごのごた 

せきせいインコ িটয়া てぃや 

石製の擂り粉木  নাড়া のら 

石炭 খিনজ কয়লা こにじゅ こいら 

責任、重さ ভার ばろ 

責任、義務 দািয়  だいっと 

責任ある দায়ৗ だい 

責任の、義務の দায়ী だい 

責任をとる দািয়  পালন করা だいっと ぱろん こら 

責任を持つ দািয়   নওয়া だいっと ねわ 

 

せ 



 

 
- 183 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

責任を持って দািয়  সহকাের だいっと しょほかれ 

咳払い খাঁকাির かかり 

咳をする কাসা-কািশ かしゃ －かし 

世帯 পিরবার ぽりばーる 

石灰 চুন,চুণ   ちゅん 、ちゅんの 

接近した আস  あしょんの 

○○○する টকুাটিুক করা とぅかとぅき こら 

絶句の অবাক おばく 

石鹸 সাবান しゃばん 

接合、統合  যাজন じょじょん 

接触 পরশ ぽるしゅ 

接触  শ  しゅぽっしょ 

接触、協力  যাগ じょぐ 

接触、連絡、交際、一致  যাগােযাগ じょがじょぐ 

接触する、近づく  ঘষঁা げしゃ 

絶対神（ヒンドゥー教） পরমপু ষ ぽるむぷるしゅ 

絶対的な িনব  ু ঢ় にるぶる 

切断、放免、否定 খ ন こんどん 

 

せ 



 

- 184 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

切断された খি ত こんでぃと 

接吻 চুমা,চুেমা,চুম ু ちゅま 、ちゅも 、ちゅむ 

接吻（キス） চুম,ু চুমা ちゅむ、ちゅま 

説明、釈明 ব াখ া べっか 

説明する ব াখ া করা べっか こら 

設立、設置  াপন すたぽん 

設立、設立物 সং া しょんすた 

設立する、設置する  াপন করা すたぽん こら 

背中 পাছ ু ぱちゅ 

背中、後ろ িপঠ ぴーとぅ 

ゼネスト হরতাল ほるたる 

背の低い、短い  বঁেট べて 

背骨  ম দ  めるどんど 

狭い অ শ  おぷろしょすと 

狭い শীণ   しんの 

狭い সংকীন  しょんきっの 

狭い স  しょる 

ゼロ、空 শূন  しゅんの 

 

せ 



 

 
- 185 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

世話  দখা না でかしゅな 

世話  সবা しぇば 

世話、世話をする পিরচয  া করা ぽりちょっじゃ こら 

1000 হাজার はじゃる 

栓(ガラス瓶などの） মখু むく 

線（幾何学的）  রখা れか 

線、列   ণী すれに 

線、列 সাির しゃり 

宣言、告知  ঘাষনা ごしょな 

先見の明のある পারদশ ী ぱるどっし 

先見の明のある人  রদশ ী どぅるどっしー 

閃光 িঝিলক じりく 

閃光、閃き চমক ちゅむく 

繊細な  পলব ぺるぼ 

繊細な সু  しゅっこ 

詮索好きな স ানী,স য়ী しょんだに 、しょんどい 

選手、競技者  খেলায়াড় けれろある 

全身 সব  া  しょるばんご 

 

せ 
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日本語 ベンガル語 読み 

全身から সব   ঃকরেণ しょるぼんところね 

前進してくる এিগেয় আসা えぎえ あしゃ 

前進する、前に進む অ সর হওয়া おぐろしょる ほわ 

先生 মা ার ますたー 

先生、教師 িশ ক しっこく 

先生、師匠 ও াদ おしゅたど 

先生、目上の方 সার さーる 

占星術  জ িতষ(িবদ া) じぇてぃす（びっだ） 

戦争 য ু じゅっど 

戦争 সং াম しょんぐらむ 

戦争、戦い লড়া ろら 

喘息 হাঁপািন はぱに 

センター（集会所）  ক  けんどろ 

中心  ক  けんどろ 

全体の  গাটা ごた 

全体の িনিখল にきる 

全体の  ববাক べばく 

選択、選挙 িনব  াচন にるばちょん 

 

せ 



 

 
- 187 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

(叩きつけて)洗濯する কাচা かちゃ 

洗濯屋  ধাপা どぱ 

先端 ডগা どが 

船団、船隊 বইর,বহর ぼいる 、ぼほる 

選定、品定め(口語的) বাছাই ばちゃい 

千手菊 গঁাদা ফলু がだふる 

千手菊(センジュギク) গঁাদা がーだ 

尖塔 িমনার みなーる 

船頭 মািঝ まじ 

船頭、漁夫 মািঝ まじ 

先頭の、第一の অি ম おぐりむ 

全土の、君主 সাব  েভৗম しゃるぼぼうむ 

全部 সকল しょこる 

全部、みんな সকেল しょこれ 

扇風機 ফ ান ふぁん 

扇風機  ব  িতক পাখা ぼいっどぅてぃく ぱか 

全部の、修復、回復する সারা しゃら 

前方に、以前に、先頭に  কািট こてぃ 

 

せ 



 

- 188 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

前方に、上部 অ  おぐろ 

全滅,どうしようもなし সব  নাশ しょるぼなしゅ 

洗面器、釜 গামলা がむら 

専門家 িবেশষ  びしぇしょご 

専門家の、熟練した অিভ  おびっご 

占有者 দখলকার どこるかーる 

占有の、ふさがって、従事して দখিল どこり 

占領 দখল どこる 

先例の無い অপবূ   おぷるぼ 

相う িমলা みら 

像  ৃিত   すりてぃんとんぼ 

像 হািত,হাতী はてぃ 、はてぃ 

象 হাতৗ はてぃ 

相違 পাথ  ক  ぱるとっこ 

相違、分離 িবেভদ, ভদ びべどぅ 、べどぅ 

僧院 িবহার びはーる 

騒音 কলরব,কলেরাল こるろぶ、こるろる 

騒音  গাল ごーる 

 

せ 
そ 



 

 
- 189 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

増加 বিৃ  বধ  ন ,বাড় ぶりっでぃ ぼっどん、ばる 

総計、合計  মাট もーとぅ 

捜索、追及、問い合わせ অনুস ান おぬしょんだん 

捜索、追求、問い合わせ স ান しょんだん 

掃除する পির ার করা ぽりしゅかる こら 

装身具 গয়না ごいな 

装身具（宝石） গহনা ごほな 

そうすれば、それでは তাহেল たほれ 

そうすれば、それなら、しかし তেব とべ 

創造 সৃি  すりすてぃ 

想像、考え ক না こるぽな 

創造主（ブラフマーの別名）  জাপিত ぷろじゃぷてぃ 

想像する ক না こるぽな 

早朝  ভার ぼーる 

そうでしょう তাইেতা たいな 

騒動、伝染病 ডামােডাল だまどる 

騒動、動揺  তালপাড় とるぱる 

そうなんですね（感嘆） তাই নািক たい なき 

 

そ 
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日本語 ベンガル語 読み 

送付 যাপন じゃぽん 

創立、設立、地位を築くこと  িত া ぷろてぃすた 

創立者  িত াতা ぷろてぃすたた 

俗世間、家族生活、世界、世間 সংসার しょんしゃる 

速度、躍動  বগ べぐ 

束縛 পাশ ぱす 

束髪 ঝ ুঁিট じゅてぃ 

そこ  সখান しぇかん 

底、麓 তলা とら 

底知れぬ、深遠な অতল শ  おとぅるしゅぽるしょ 

そこに  সখােন しぇかね 

組織、会 সং ান しょんすたん 

組織、機関、協会  িত ান ぷろてぃすたん 

組織、機関、協会 সংগঠন しょんごとん 

そして এবং えぼん 

そして ও お 

そして、もう、もっと আর あーる 

訴訟 মামলা まむら 

 

そ 
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日本語 ベンガル語 読み 

育てる মানুষ করা まぬしゅ こら 

育てる、飼う  পাষা ぺしゃ 

育てる、飼う  পাষা,পষুা ぽしゃ 、ぷしゃ 

育てる、実施する পালন করা ぱろん こら 

卒業する পাশ করা ぱしゅ こら 

率直なオープンな、あけすけな  খালাখিুল こらくり 

ぞっとする িশহিরত しほりと 

袖 আি ন あすてぃん 

袖 হাতা はた 

外 বািহর, বর ばひる 、べる 

外、曜日、〜度 বার ばーる 

外に বাইের ばいれ 

外に বািহের ばひれ 

外に  বর ばれ 

その ও おい 

その ওই おい 

その  সই しぇい、しぇた 

その、それ、あれ  সই,  সটা しぇい、しぇた 

 

そ 
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日本語 ベンガル語 読み 

その上 তেদাপির とどぽり 

その限り、あらゆる তাবৎ たぼっ 

その間に ইিতমেধ  いてぃもっで 

その間に、一方 ইতমেধ  いともっで （最近：いてぃもっで） 

その結果 তারফেল たるふぉれ 

その瞬間 তৎ ণা  ととっこなと 

そのため、だから  স জন  しぇ じょんの 

その時 ত িন(তখিন) とっこに (とこに) 

その時 তখন とこん 

その時〜する যখন...তখন じょこん...とこん 

その場所の  সখানকার しぇかんかる 

その日  সিদন しぇでぃん 

そのままの状態で বজায় ぼじゃい 

そのような  তমন てもん 

そのような  সই প しぇいるぷ 

その様に（関係詞）  যভােব.. সভােব じぇばべ..しぇばべ 

その様にして  সভােব しぇばべ 

側に、横に পােশ ぱしぇ 

 

そ 
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日本語 ベンガル語 読み 

祖父（父方） ঠাকরুমা たくるま 

祖父（母方） নানা なな 

祖母 দাদী だでぃ 

祖母 নানী なに 

空 আকাশ あかしゅ 

（髪を）剃る、嫁ぐ কামােনা かまの 

それ(関係代名詞 that)  য じぇ 

それ、で তা た 

それから তারপর たるぽーる 

それぞれ যারযার,িনজিনজ じゃるじゃる 、にじゅにじゅ 

それで、その通り তাই たい 

それで、その通り、だから তাই たい 

それでも、しかも、〜にかかわらず তব ু とぶ 

それなのに、しかし অথচ おとちょ 

それにしても、にもかかわらず তবওু とぶお 

それについて  স স ে  しぇ しょんもんで 

それは যা じゃ 

それ程、それだけ এইটকু ু えいとぅく 

 

そ 
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日本語 ベンガル語 読み 

それ程、それだけ  ধ ু しゅどぅ 

それ程の（に）、 যত じょと 

それ故、その結果 অতএব おとえぶ 

それ故、だから কােজই かじぇい 

それ故に、だから、よって অনুসের おぬしょれ 

それら ওই িল おいぐり 

それを知っていますか?  সটা িক জােনন しぇた き じゃねん 

損害、損失  লাকসান ろくしゃん 

損害、損失、リスク  িত こてぃ 

尊敬、歓待 স ান しょんまん 

尊敬、歓待 সা ান しょむまん 

尊敬すべき মাননীয় まのによ 

尊敬する、尊重する মান  করা まんの こら 

存在 অি   おすてぃっと 

存在 িবরাজ びらーじゅ 

存在 সৎ しょっとぅ 

存在、真正の সৎ しょと 

尊大な অহংকার おほっかる 

 

そ 
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日本語 ベンガル語 読み 

ぞんないな    るっこ 

そんなに অমন あむの 

そんなに  তমন てもん 

そんなに（多く） অত おと（とぅ） 

そんなに〜ない অত-না,অত-নয় おと -な、 おと -のい 

そんなにたくさん তত,অত,এত とと、おと、えと 

そんなにない  তমন না, তমন  নই てもん な 、てもん ねい 

村落 পাড়া ぱら 

村落、(高い所から)取る、産む、大

声で口にする গাড়া がら 

〜だ！（強調を表す表現）  তা と 

ターバン পাগিড় ぱぐりぃ 

ターラーの女神 তারা たら 

第 1位の অ  おぐろ 

第一の পয়লা ぽいら 

第 1の  থম ぷろとむ 

体温  র じょーる 

体温、温度 তাপ たぷ 

大学 ইউিনভািস িট ゆにばーしてぃ 

 

そ 
た 



 

- 196 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

大学 িব িবদ ালয় びっしょびっだろい 

対岸、岸、淵 পার ぱる 

第九 নবম のぼむ 

大工さん কােঠর(ছেুতার) িম ী かてーる (ちゅとる) みすとりぃ 

第 5 প ম ぽんちょむ 

対抗、競争  ধ  া しゅぽっだ 

対抗、競争、調停  মাকািবলা もかびら 

大根 মলুা,মেুলা むら 、むろ 

大根(だいこん) মেূলা むろ（むらー） 

大罪 মহাপাপ  もはぱぽ 

滞在、駐在、存在 অব ান おぼすたん 

滞在する、留まる অব ান করা おぼすたん こら 

第三者 পর ぽーる 

大使 রা  ত らすとろどぅっとぅ 

大使館  তাবাস どぅたばしゅ 

大事に育てられた আদের লািলত あどれ らりと 

第十 দশম どしょむ 

代書 কাদা করা かだ こら 

 

た 
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日本語 ベンガル語 読み 

大将、政府 সরকার しょるかる 

大将気取りの乱暴者 ম ান もすたん 

退職する অবসর  হন করা おぼしょる ぐろほん こら 

退職する িরটায়ার করা りたやる こら 

大臣 ম ী もんとり 

大勢で笑う､大笑いする হাসাহািস করা はしゃはし こら 

堆積、塊 রািশ らし 

堆積、集積 প ু ぷんじ 

体操 ব ায়াম べやむ 

体操 শরীর চচ া しょりる ちょっちゃ 

怠惰 অলস おろしゅ 

だいたい、おおよそ  মাটমুিট もとぅむてぃ 

だいたい、凡そ  মাটামুিঢ もたむでぃ 

大体のところ আ াজ あんだじゅ 

怠惰な অলসতা おろしゅた 

大地 ভূ ぶ 

大地、地球 ধরণী どるにぃ 

大地、地球 ধরা どら 

 

た 
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日本語 ベンガル語 読み 

大抵  ায়ই ぷらえい 

態度 উপায় うぱい 

態度 ছাঁদ ちゃーど 

態度 ধরন どろん 

態度 প িত ぽっどてぃ 

態度 、意図と行動 ভাবভি  ばぶぼんぎ 

大統領 রা পিত らすとろぽてぃ 

台所、料理場 রা াঘর らんなごーる 

台無し সব  নাশ しょるぼなしゅ 

第七 স ম しょぷとむ 

第二の ি তৗয় でぃてぃお 

第８の অ ম おすとむ 

台風 ঘিুন ঝড় ぐるにじょーる 

大部分  বশীর ভাগ べしる ばーぐ 

大部分の、殆どの অিধকাংশ おでぃかんしょ 

大変 অেশষ おしぇっし 

大便 পায়খানা ぱいかな 

大変、たっぷりと খুব くーぶ 

 

た 
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日本語 ベンガル語 読み 

大変色白の ফটুফেুট ふとぅふて 

大便をする পায়খানা করা ぱいかな こら 

逮捕   ফতার ぐれふたる 

怠慢 অবেহলা おぼへら 

代名詞 সব  নাম しょるぼなむ 

対面、対峙  মাকােবলা もかべら 

題目、科目 িবষয় びしょい 

太陽 ভা র ばしゅこる 

太陽 সূঘ   しゅるじょ 

太陽 সূয   しゅるじょ 

太陽が沈む পােট নামা ぱて なま 

太陽が沈む সূয    ডাবা しゅるじょ どば 

太陽系  সৗরজগৎ しょうるじょごっとぅ 

太陽の  সৗর しょうる 

第四 চতথু   ちょとぅると 

平ら সমতল しょもとる 

平らな、平面な সমতল しょむとろ 

代理、代表  িতিনিধ ぷろてぃにでぃ 

 

た 
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日本語 ベンガル語 読み 

対立、争い    どんど 

対立する、反対の িবেরাধী びろでぃ 

代理の、代わった বদলী ぼどり 

タイル টািল たり 

ダイレクター(女性) পিরচািলকা ぽりちゃりか 

ダイレクター(男性) পিরচালক ぽりちゃろこ 

第六 ষ  しょと 

耐えがたい  িব  সহ どぅるびしょほ 

耐えがたい  ঃসহ どぅっしょほ 

耐えがたい、我慢できない অসহ  おしょっじょ 

絶えず একটানা えくたな 

絶え間ざる িবরামহীন びらむひん 

絶え間ない（く） অনবরত,অিবরত おんぼろと、おびろと 

耐えられる、忍耐 সহ  しょっじょ 

耐える সহা しょは 

タオル  তায়াল とやる 

タオル  তায়ােল とあれ 

（うつぶせに）倒れる থবুড়ান とぅぶらの 

 

た 
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鷹 বাজ ばじょ 

〜だが বেট ぼて 

高い উচুঁ うーちゅ 

高い উচুঁ,উ ,উেঁ◌চা うちゅ、うっちょ、うちょ 

（値段が）高い、高価な দামী だみ 

高さ উ তা うっちょた 

高めの、長めの ল াট ろんばと 

耕す চাষ করা ちゃしゅ こら 

耕す চাষা ちゃしゃ 

だから তাই たい 

だから、それ故 সুতারং しゅたろん 

宝くじ লটারী ろーたり 

滝 জল পাত じょーるぷろぱっとぅ 

滝、泉 ঝরণা,ঝণ  া じょるな 、じょるな 

滝、谷川、泉 ঝরণা じょるな 

抱き合って挨拶すること  কালাকুিল করা こらくり こら 

薪 কাঠ かーつ 

薪（火葬用の） িচতা ちた 

 

た 
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日本語 ベンガル語 読み 

薪を売る少女 কাঠকড়ুািন かーとくらに 

妥協する、和解する আেপাষ করা あぽしゅ こら 

卓越 উৎক ৃ うっくりすと 

沢山  চুর ぷろちゅる 

沢山 ব  ぼふ 

たくさん、より多く  বশৗ べし 

沢山の ব ল ぼふる 

巧みさ、熟練 কশুলতা くしょろた 

巧みな、元気な কশুল くしょる 

たくらみ、意味 মতলব もとろぶ 

竹 বাঁশ ばしゅ 

〜だけ、ばかり、唯  ধ ু しゅどぅ 

〜だけ、唯一の  ধ ু しゅどぅ 

打撃  হার ぷろはる 

打撃、怪我 আঘাত あがっと 

竹の枝 কি  こんち 

竹の一切れ বাখাির ばかり 

竹笛 বাঁিশ ばしぃ 

 

た 
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竹笛、横笛 বাঁিশ ばし 

凧 ঘিুড় ぐり 

多彩、多様  বিচ   ぼいちっとろ 

多彩な、多様な িবিচ  びちっとろ 

確かに、きっと অবশ  おぼっしょ 

出す  বর করা べる こら 

多数 ব ৃ ぶりんど 

多数、多くの সমহু しょむほ 

多数派の সংখ াগির  しょんかごりすと 

助け、援助 সাহায  しゃはっじょ 

助け合い、ギブアンドテイク  লনেদন  れのでの 

助ける সাহায  করা しゃはっじょ こら 

尋ねること、疑問、質問 িজ সা じっがしゃ 

だそうですね নািক なき 

ただ  কবল, কবলমা  けぶる 、けぶる まっとろ 

ただ（〜だけ）  কবল けぼる 

ダタ（野菜）、茎、実の付け根 ডঁাটা だた 

唯、〜ばかり মা  まっとろ 

 

た 
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ただ、無料の িবনামলূ  びなむんろ 

戦い রণ ろの 

闘い লড়াই ろらい 

戦いの সামিয়ক しゃもいく 

戦う লড়া ろら 

叩く চেপটাঘাত ちょぺたがとぅ 

叩く ঝাড়া じゃら 

正しい িঠক হওয়া てぃっく ほわ 

正しい、決った、丁度、正常な状態、確か

さ িঠক てぃっく 

正しい、純な、本当の  কতৃ ぷろくりと 

正しい、本当、真理 সিত  しょってぃ 

正しい、本当の সত  しょっと 

正しい規則 পাকা িনয়ম ぱか によむ 

正しく িঠক মত てぃっく もと 

正しく ন ায়ত ねよと 

正しく、完全に সিঠক,সিঠকভােব しょてぃっく 、しょてぃっくばべ 

タダで এমিন えむに 

ただの、無料の মাগনা まぐな 

 

た 
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ただ一人  ধ ুএকজন しゅどぅ えくじょん 

たたむ  গাটােনা ごたの 

たたむ ভঁাজ করা,ভঁাজ  দওয়া ばじゅ こら 、ばじゅ でわ 

立会人、証人 সা ী しゃきい 

立ち去る অ রীণ おんとりん 

立つ、待つ、止まる দাঁড়ান,দাঁড়ােনা だらの 、 だらの 

立つ、待つ、止まる দাঁড়ােনা だらの 

ダッカ ঢাকা だか 

たった、今 এই মা  えい まっとろ 

立った、険しい খাড়া から 

たった、だけ মা  まっとろ 

たった今 এইমা  えいまっとろ 

たった今 সেব しょべ 

立っている দাঁিড়েয় আেছ だ u りえ あちぇ 

縦、横に  দঘ     দেঘ    どいっご、どいっげ 

建物 দালান だらん 

例えば উদাহরণ   প うだほろん しょるぷ 

例えば   া    প どぅすたんと しょるぷ 

 

た 
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例えば  যমন じぇもん 

例え話  প কািহনী るぷ かひに 

棚 তাক たこ 

種、種子 বীজ びじょ 

種まき  রাপণ ろぽの 

楽しい আন  দায়ক あのんど だいく 

楽しい、楽な উপেভাগ  うぽぼっご 

楽しみ、興味、美味しい মজা もじゃ 

楽しむ  ভাগ করা ぼぐ こら 

楽しむ、嬉しい আন  করা あのんど こら 

束 আিঁট あてぃ 

束  থাক とーく 

束 নুড়া ぬら 

煙草 তা কটু たぶろくと 

タバコ তামাক たまく 

タバコ িসগােরট しがれっと 

束ねた（もの、セットの単位） ছড়া ちょら 

多分  বাধ হয় ぼどぅ ほい 

 

た 
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多分  বাধহয় ぼっどい 

多分 হইেতা,হইত ほいと 、ほいと 

食べてみる  খেয়  দখা けえ でか 

食べる、飲む খাওয়া かわ 

多忙な ব  ,ব াপ ৃত べすと、べぷりと 

球、砲弾  গালা ごら 

卵 িডম でぃむ 

騙される ফাঁিকেত পড়া ふぁきて ぽら 

黙った、しっ!(静かに) চুপ ちゅっぷ 

たまに কখেনা কখেনা ここの ここの 

玉ねぎ  পয়ঁাজ ぺやじゅ 

黙りなさい চুপ কর ちゅっぷ ころ 

タマリンド（果物）  ততঁলু てとる 

貯まる জমা হওয়া じょま ほわ 

ダム বাঁধ ばど 

為に জন ,জেন  じょんの、じょんね 

駄目にする、無駄にする ন  করা のすと こら 

だめになった、損われた ন  のすと 

 

た 
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駄目になった、損なわれた ন  হওয়া のすと ほわ 

ためらい সংেকাচ しょんこちゅ 

ためらい、遠慮 সংেকাচ しょんこく 

貯める জমােনা,জমা করা じょまの 、じょま こら 

頼る、依存する িনভ র করা にるぼる こら 

頼る、採用する অবল ন করা おぼろんぼん こら 

多量、過多 বা ল  ばふっろ 

多量の  চুর ぷろちゅる 

足りる যেথ  হওয়া じょてすと ほわ 

ダルスープ ডাল だる 

誰（が） কারা から 

誰（が）  ক け 

誰、誰か  কউ けう 

誰かに、誰にも〜ない কাউেক かうけ 

垂れ下がった নত のと 

誰でも、誰にも  য  কউ じぇ けう 

誰にでも  য কাউেক じぇ かうけ 

誰の কার かーる 

 

た 
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誰の（複数形）  কউেকউ けうけう 

誰を、誰に কােক かけ 

戯れた রিঙন,রি ন ろんぎん 、ろんぎん 

弾圧、虐待  দৗরা   どうらっと 

単科大学 কেলজ これっじ 

単科大学 মহািবদ ালয় もはびっだろい 

短気な বদেমজািজ ぼどめじゃじ 

探索、調査  খাঁজ こじゅ 

断食 উপবাস うぽばしゅ 

断食、飢餓 অনাহার おなはーる 

断食終了後の食べ物 ইফতার いふたる 

断食月（回教暦９番目の月） রমজান মাস ろむじゃん まーしゅ 

誕生 জ  じょんも 

誕生日 জ িদন じょんもでぃん 

誕生日おめでとう  ভ জ িদন しゅぼ じょんもでぃん 

タンス আলমাির あるまり 

淡水魚の一種 মেৃগল むりげる 

男性性器 িলংগ  りんが 

 

た 
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男性の妻の父   র  しょすとろ 

男性の妻の母、転じて成人女性一般へ

の親称、軽称、蔑称   ড়ী しょすとり 

(ヒンズー教徒の)男性用腰巻 ধিুত どぅてぃ 

タントラの（ヒンドウー教） তাি ক たんとりっく 

旦那（異教徒に対して） বাব ু ばぶ 

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） সােহব しゃへぶ 

旦那、さん（回教徒に対して） সােহব しゃへぶ 

旦那様 বাবুমশাই ばぶもしゃい 

タンプラー তানপরুা たんぶらー 

断片 িছট ちぃっと 

田んぼ ধােনর জিম,ধান   ত だねる じょみ 、だんけっとぅ 

男優 অিভেনতা おびねた 

弾力の無い অি িত াপক おすてぃてぃすたぽく 

血 র  ろくと 

血  শািণত しょにとぅ 

血、殺人 খনু くん 

地、地球、地面 ভূিম ぶみ 

地位 পদ ぽーどぅ 

 

た 
ち 
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地域 এলাকা えらか 

小さい、下の、卑しい   ু くどろ 

小さい、下の、卑しい  ছাট ちょと 

小さい、普通の、つまらない সামান  しゃまんの 

小さい球、丸薬  িল ぐり 

小さな男の子  খাকা こか 

小さな商売 কারবার かーるばーる 

小さな木片 কািঠ かてぃ 

チェアマン সভা しょば 

チェアマン সভােন ী しょばねとり 

チェアマン সভাপিত しょばぽてぃ 

近い অদরূ おどぅる 

誓い মানৎ まのっ 

誓い শপথ しょぽとぅ 

違い、差、 তফাৎ とふぁと 

近い、すぐ傍に、〜に達する程 কাছাকািছ かちゃかち 

近く আশপাশ あしゅぱしゅ 

近く কাছাকািছ かちゃかち 

 

ち 
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近く দাড়াদাড়ী だらだり 

近く িনকটবতী にことぼてぃ 

近く পাশা-পাশী ぱしゃ －ぱし 

近くの িনকট  にことすと 

近くへ行く কােছ যাওয়া かちぇ じゃわ 

地下資源 খিনজ স দ こにじゅ しょんぽっど 

力 শি  しょくてぃ 

力、強い  জার, জাের じょる 、じょれ 

力、熱、威光  তাপ ぷろたぷ 

力、ボール বল ぼる 

力強い বিল  ぼりすと 

力強い শি ধর,শি শালী しょくてぃどる 、しょくてぃしゃり 

力強い、力のある শি মান しょくてぃまん 

力の無い অ ম おっこむ 

力の平行がないこと ভারসাম হীনতা ばるしゃんもひんた 

地球 পিৃথবী ぷりてぃびー 

地球、世界 ধির ী どりっとり 

稚魚  পানা মাছ ぽな まーちゅ 

 

ち 
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蓄積  যাগাড়  じょがろ 

遅刻  দরী でり 

遅刻 িবল  びろんぼ 

知識、学歴  বাধ ぼどぅ 

知識、学歴  মধা めだ 

知識、学歴、知能、知恵 বিু  ぶっでぃ 

知識、知恵、意識  ান じぇん 

知識人  ানীব া ু じぇにばっくる 

知識のある বিু জীবী ぶっでぃじび 

知識欲 িজ াসা じっがしゃ 

地図 মানিচ  まんちっとろ 

父 আ া,বাপ,বাবা あっば、ばぷ、ばば 

父 িপতা ぴた 

父 বাপ ばぷ 

父 বাবা ばば 

父方の伯父、父の兄 চাচা ちゃちゃ 

父方の伯母、父の姉 চাচী ちゃちぃ 

乳粥 পােয়শ ぱえしゅ 

 

ち 
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父君 িপতেৃদব ぴとぅりでぶ 

父の弟、父方の叔父 কাকা かか 

父の姉妹 িপিস ぴし 

父の姉妹 ফপু ু ふぷ 

縮める  গাটােনা ごたの 

乳を搾る  দায়া どや 

チッタゴン চ  াম ちょっとぐらむ 

血で塗られた র া  ろくたくと 

知能、知恵 বিু  ぶっでぃ 

乳房  ান すたん 

地方、地方の、方言 আ িলক あんちょりく 

茶 চা ちゃ 

チャドール（肩掛け） চাদর ちゃどーる 

チャナチュール（スナック） চানাচুর ちゃなちゅーる 

チャパティー চাপািট ちゃぱてぃ 

チャラチャラ、（頭が）クラクラ ঝ  ঝ   じょんじょん 

チャリティー খয়রাত こいらっと 

（素焼きの）茶碗 ভঁাড় ばーる 

 

ち 
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茶碗  পয়ালা ぺやら 

〜中、直る সারা しゃら 

注意 সামাল,সতক  তা しゃまる 、しょとっこた 

注意  ঁিশয়ারী ふしやり 

注意、熱心な য  じょとぅの 

注意しておく、覚えておく  খয়াল লাগা けやる らが 

注意すべき、気をつけ、用心 সাবধান しゃぶだん 

注意する 、気をつけ সাবধান করা しゃぶだん こら 

注意する、覚える ল   করা,ল  করা ろっこ こら、ろっこ こら 

中央の  ক ীয় けんどりよ 

中ぐらいの、標準の大きさ মাঝাির もじゃり 

中国 চীন ちん 

忠告、助言 পরামশ  ぽらもっしょ 

中国人 চীনা ちな 

中止、終わり অবসান おぼしゃん 

中止、終わり সমা  しょまぷと 

中止する ব  করা ぼんど こら 

中止する বািতল করা ばてぃる こら 

 

ち 
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中止の মলূতবী むるとび 

中傷された িবিশ  びしすと 

躊躇、ためらい ি ধা でぃだ 

躊躇、恥じらい ক ুা くんた 

〜中に（例：近日中に） মেধ  もっで 

中年男性一般への呼びかけ চাচা ちゃちゃ 

注目 নজর のじょる 

注目、瞑想 ধ ান だん 

注目、瞑想、熱心 মনেযাগ ものじょぐ 

注目、瞑想、熱心 মন াি ক ものすたってぃく 

中立の、無関心の তট ু ととぅすと 

中流の মধ িব  もっどびっと 

チョイットロ月(西暦で3月半ばから 4月

半ば)  চ  ちょいとろ 

蝶  জাপিত ぷろじゃぷてぃ 

彫刻 খদুাই, খাদাই くだい 、こだい 

調査、観察、検査 পিরদশ ন ぽりどっしょん 

調査者 তদ কারী とどんとかり 

調査する、研究する গেবষণা করা ごべしょな こら 

 

ち 
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調査する、研究する তদ  করা とどんと こら 

徴収、取り立て আদায় あだい 

頂上 িশখর しこる 

頂上、頂点 চূড়া ちゅら 

調整 িনযি ণ  にじょんとりの 

調整された িনযি ত  にじょんとりと 

朝鮮人  কািরয়ান こりやん 

提燈 ল ন ろんとん 

調停 মীমাংসা みまんしゃ 

丁度〜 িঠক てぃっく 

丁度その時 অমিন おもに 

跳躍 ল  ろむふぉ 

跳躍 লীফ りふ 

跳躍する লাফােনা らふぁの 

調和 িমল みる 

直接  ত   ぷろっとっこ 

直接 সরাসির しょらしょり 

直接  সাজাসুিজ しょじゃしゅじ 

 

ち 
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ちょっと、少しだけ একট ু えくとぅ 

ちょっと眠る ঘিুমেয়  নওয়া ぐみえ ねわ 

チョップ চপ ちょっぷ 

散らす、広げる ছড়ােনা ちょらの 

散らす、広げる িব ৃত びすとぅりと 

散らばる ছড়ান ちょらん 

治療 িচিকৎসা ちきっしゃ 

知力、理性 বিু ব ৃি  ぶっでぃぶりってぃ 

血を浴びること  শািনত ান しょにとっしゃん 

賃金  বতন べとん 

賃金 মজুির もじゅり 

沈黙  মৗন もうん 

沈黙の、静かな চুপচাপ ちゅぷちゃっぷ 

つい  বেখয়ােল べけやれ 

追憶力  রণশি  しょろんしょくてぃ 

追跡 অনুসরণ おぬしょろん 

ついに、最後に  শষকােল しぇしゅかれ 

通過儀礼 সং ার しょんしゅかる 

 

ち 
つ 
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通常 সাধারণতঃ しゃだろのと 

通じる、 似合う িমল みる 

通知、予告、注意 িব ি  びっごぷてぃ 

通知する、注意する িব াপন  দওয়া びっがぽん でわ 

通知の、広告の িব িত びっごてぃ 

通訳  দাভাষী どばし 

通用しない、時代遅れの অচল おちょる 

通用する চলা ちょら 

塚、ストゥーパ（仏塔）  প すとぅぽ 

つかえる、世話をする  সবা করা しぇば こら 

つかみ合い、喧嘩 মারামাির まらまり 

つかむ、つかまえる ধরা どら 

疲れ কািহল かひる 

疲れ  াি  くらんてぃ 

疲れ、疲労 ক  こすと 

疲れた  া  くらんと 

疲れる  া  হওয়া くらんと ほわ 

月 চঁাদ ちゃーどぅ 

 

つ 
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月 মাস まーしゅ 

月（一年のうちの） মাস まーしゅ 

次に、故に অতঃপর おとぅぽる 

次の অপর おぽる 

次の পেরর ぽれーる 

尽きる、全部なくなる ফরুেনা, ফুরােনা ふろの、 ふらの 

尽きる、前部なくなる ফরুেনা,ফরুােনা ふろの 、ふらの 

着く  পৗঁছেনা,  পৗঁছােনা ぽうちょの、ぽうちゃの 

着く  পৗঁছােনা, পৗঁছােনা ぽうちゃの 、ぽうちゃの 

付く লাগা らが 

付く、要る、〜しだす লাগা らが 

償う  ায়ি   করা ぷらいしゅちっと こら 

作られた、準備のできた   ত ぷろすとぅっと 

作られた、用意した  তির, তরী といり 、といり 

作られた、用意した  তরী,  তির といりー 

作り出す、生み出す、作る、産む সৃজন করা しゅりじょの こら 

作り出す、生み出す、作る、産む সৃি  করা しゅりすてぃ こら 

造る বানােনা ばなの 

 

つ 
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作る、造る、綴り বানান,বানােনা ばなん 、ばなの 

作る、造る、発達する গড়া ごら 

作ること আকিৃত あくりてぃ 

作ること、構造、形 গঠন ごとん 

都合のよい時 সুিবধ しゅびどぅ 

土 মিৃ কা むりってぃか 

土、地面、埃 মািট まてぃ 

土で作られた খিৃ  くりんてぃ 

筒、円筒 নল のる 

続けていく、続ける চািলেয় যাওয়া ちゃりえ じゃわ 

慎み深い、内気な লাজুক らじゅく 

つづり বানান  ばなん 

つづり、スペル বানান  ばなの 

勤め চাকির ちゃっくり 

勤め চাকরুী ちゃっくり 

常に অনু ন おぬっこん 

常に িনর ও にろんとお 

常に、平等の বরাবর ぼらぼる 

 

つ 
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つねる িচমিট কাটা,িচমটােনা ちむてぃ かた 、ちむたの 

唾 খতু ু くとぅ 

唾 থতু ু とぅとぅ 

翼、羽 পাখা ぱか 

つぶし米 িচড়া ちら 

粒にする দানা বাঁধা だな ばだ 

壺(つぼ) কলিস,কলস こるし、こるしょ 

つぼみ কিল,কুঁিড় こり、くり 

蕾(つぼみ) কুঁিড় くり 

妻 প ী ぽとぅに 

妻、女性  াঁ しゅとり 

妻、女性  ী しゅとりぃ 

つまずく আছাড় খাওয়া あちゃる かわ 

つまずく  হাঁচট খাওয়া ほちゅと かわ 

つまらない、繊細な ত ু とぅっちょ 

罪 অপরাধ おぽらど 

罪（宗教上のもの） অপরাধ おぽらっどぅ 

罪、失敗した責任  দাষ どっしゅ 

 

つ 
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罪、不道徳 পাপ ぱぷ 

積み上げられた  পীকতৃ すとぅぴくりと 

罪のない িন াপ にすぱぷ 

罪を犯す অপরাধ করা おぽらっどぅ こら 

罪を許す  মা করা こま こら 

爪 নখ のーく 

冷たい শীতল しとろ 

露 িশিশর ししる 

露、霜 িহম ひむ 

強い  জারাল,সবল じょらる 、しょぼる 

強い মজবতু もじゅぶとぅ 

強い শ  しょくと 

強い সবল しょぼる 

強い意思、熱意 আ হ あぐろほ 

強く、素早く  জাের  জাের じょれ じょれ 

釣竿 িছপ ちーぷ 

釣り針 বড়ঁিশ ぼろし 

吊る টা ােনা たんがの 

 

つ 
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つる草 লতা ろた 

吊るされる、かかる ঝলূা, ঝালা じゅら 、じょら 

吊るして使うラック িশকা しか 

弦の鳴る音 রণরিণ ろのろに 

で（手段）、〜を通して িদেয় でぃえ 

〜で、〜して কের これ 

で、によって  ারা だら 

〜であった、いた িছল ちる 

である（その物、事） যা じゃ 

〜である(その物、事)(関係代名詞) যা (-তা) じゃ (-た) 

提案   াব ぷろすたぶ 

定価 একদাম えくだむ 

低気圧 িন চাপ にんのちゃぷ 

定期市、博覧会  মলা めら 

定期市､博覧会､催し物  মলা めら 

定期市場（週に１,２回程度の） হাট はと 

提出 ক না こるぽな 

丁重な িবনীত びにと 

 

つ 
て 
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停電 িব  ত চেল যাওয়া びっどぅっ ちょれ じゃわ 

程度（関係詞） যত....তত.. じょと....とと.. 

丁寧な、やわらかい  মালােয়ম もろやむ 

テープ、リボン িফতা,িফেত ふぃた 、ふぃて 

テーブル  টিবল てびる 

手がかり、由緒、話の筋 হিদস ほでぃす 

手紙 িচিঠ ちてぃ 

手紙 পাতা,প  ぱた 、ぽっとろ 

敵  বরী ぼいり 

敵 শ  しょとぅる 

敵意、対立 িবেরাধ びろどぅ 

敵意のあること শ তামলূক しゅとろたむろく 

敵愾心 শ তা しょとぅるた 

適切な উপেভাগ  うぽぼっご 

適切な উপয ু うぽじゅくと 

できているもの  তরী といり 

適当な、相応な、有効な উপেযাগী うぽじょぎ 

できる、準備する  তির হওয়া といり ほわ 

 

て 



 

- 226 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

できる、することが可能 পারা ぱら 

できるだけ সাধ পে ,সাধ মত しゃっどぽっけ、しゃっどもと 

できるだけ〜する যত(টুক)ু স ব じょと (とぅく) しょんぼぶ 

できるはずない পারার কথা নয় ぱらる こた のい 

できるように、、〜のように  যন じぇの 

できるようになる ◌ৃেত স ম হওয়া 〜て しょっこむ ほわ 

出口  বর হওয়ার পথ べる ほわる ぽっとぅ 

デザイン নকশা,নকসা のくしゃ 、のくしゃ 

でさえ এমনিক えもんき 

でたらめな、値打ちのない বােজ ばじぇ 

鉄  লাহা ろは 

哲学者 দাশ িনক だっしょにく 

哲学的知識  বািধ ぼでぃ 

哲学の原理 দাশ িনকত  だっしょにくとっと 

鉄砲 ব ুক ぼんどぅこ 

出ない、目覚めない উঠেবনা うとぅべな 

でなければ নাহেল なほれ 

手に入れる পাওয়া যাওয়া ぱわ じゃわ 

 

て 
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手に入れること、調達 জাগাড়, যাগাড় じゃがる 、じょがる 

手に入れること、調達  জাগাড়,  যাগাড় じょがろ、じょがろ 

手ぬぐい গামছা がむちゃ 

〜ではない না,নই,নয় な 、のい 、のい 

手招き হাতছািন はーとぅ ちゃに 

テレビ  টিলিভশন てりびしょん 

テロリスト、犯罪者 স াসক , স াসী しょんとらしょく 、しょんとらし

ー 

テロリズム স াসবাদ しょんとらしゅばどぅ 

手を引く  গাটােনা ごたの 

電気（の灯り） িবজিল びじゅり 

電気、いなずま িব  ৎ びっどぅと 

電球 বা  ばるぶ 

天候、天気 আবহাওয়া あぶはわ 

天国  গ  しょるご 

天上の、神々しい িদব ,িদিব でぃっぼ、でぃび 

点数、ポイント、小数点 দশিমক どしょみっく 

伝説、物語 ইিতকথা いてぃこた 

点滴  সলাইন しぇらいん 

 

て 
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転倒 আছাড় あちゃる 

伝統、トラディション ঐিতহ  おいてぃほ 

天然痘 বস কাল ぼしょんとかる 

天王星 ইউেরনাস ゆれなす 

天秤 দািড় পা া だり ぱるぱ 

電報、電気コード তাব ু たーる 

電報、電線 তার たる 

展望、見通し পিরে ি ত ぽりぷれっきと 

展覧、表示  দশ ন ぷろどっしょん 

展覧会  দ  শ নী ぷろどっしょに 

伝令係  ত どぅとぅ 

電話  টিলেফান てりふぉん 

戸  ার だーる 

〜と、〜 এবং,ও えぼん、お 

〜と、〜 ও お 

戸、扉 দরজা どるじゃ 

〜と会う সে   দখা হওয়া しょんげ でか ほわ 

というのは তার কারেণ たる かろね 

 

て 
と 
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というのは তার মােন たる まね 

というのはつまり…だ যা তার মােন হে  じゃ たる まね ほっちぇ 

〜と一緒に সহ,সােথ,সে  しょほ 、しゃて 、しょんげ 

トイレット টয়েলট といれっと 

トイレなどを流すこと  াস কার ふらしゅ かる 

〜と言われる বলা হয় ぼら ほい 

銅 তামা たま 

籐、藤の棒  বত べとぅ 

どう、どのような  কমন けもん 

同意、承諾、自白  ীকার しかる 

同意、同意する রাজী,রাজী করা らじ こら 

認可 অনুেমাদন おぬもどん 

同意した、賛成、承知 রাজী らじ 

同意する এমনত হওয়া えもんと ほわ 

同意する স ত হওয়া しょんもと ほわ 

同一線上、同じ糸 সমসূ  しょもしゅっとろ 

〜かどうか？ িকনা きな 

唐辛子 মিরচ もりっちゅ 

 

と 
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唐辛子の品種 ল া ろんか 

同級生 সহপাঠী しょほぱてぃ 

当局 কত  ৃপ  こっとぅりぽっこ 

道具、機材、機械 য  じょんとろ 

統計調査 জরীপ  じょりぽ 

統計調査（土地の計測） জিরপ じょりぽ 

瞳孔 কনীিনকা,কিণ  কা こににか 、こにか 

統合、結合 সংহিত しょんほてぃ 

統合、結合、加える、足す  যাগ じょぐ 

動産 অ াবর おすたぼる 

動詞 ি য়াপদ くりやぽど 

投資、出資 িবিনেয়াগ びによぐ 

どうしても、どのようにしても িকছুেতই きちゅてい 

どうしても必ず、どんなことがあっても  য কেরই  হাক じぇ これい ほく 

同時に এককােল えくかれ 

当時の তৎকালীন とっとかりん 

同時の একই সমেয়র えき しょもえる 

同情的な সমব াথী しょんべてぃ 

 

と 
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どうしようもない  কােনা উপায়  নই この うぱい ねい 

灯心 সিলতা,সলেত しょりた 、しょるて 

籐製のかご ধামা だま 

当然のこと、当たり前のこと  ভািবক ঘটনা しょばびく ごとな 

どうぞ〜して下さい অনু হ করা おぬぐろほ こら 

逃走者 পলাতক ぽらとく、ぱらとく 

盗賊 ডাকাত だかっとぅ 

どうぞ宜しく  েভ া , েভ  しゅべっちゃ、しゅべっちょ 

到着、集会 সমাগম しょまごむ 

到着した আগত あごと 

到着する  পৗঁছান, পৗছােনা ぽうちゃの 、ぽうちゃの 

尊い、真面目な、熱心な িন াবান にすたばん 

道徳、倫理 নীিত にてぃ 

導入 ভূিমকা ぶみか 

同年輩 সমবয়সী しょむぼいっしゅ 

党派心 দলাদিল どらどり 

投票  ভাট ぼーとぅ 

動物 জােনায়ার じゃのやる 

 

と 
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動物 প  ぽしゅ 

動物園 িচিড়য়াখানা ちりやかな 

当分の間、とりあえず আপাততঃ あぱとと 

糖蜜  ড় ぐーる 

透明な    しょっちょ 

どうも〜でない  কমন  যন না けもん じぇの 〜な 

どうもどこかで〜だったのか  কমন  যন  কথাও けもん じぇの 〜こたお 

トウモロコシ ভূ া ぶった 

トウモロコシの穂 িশষ ししゅ 

どうやって  কমন কের,িক  কের けもん これ 、き  これ 

灯油  কেরািসন けろしん 

東洋  াচ  ぷらっちょ 

道楽、気まま   য় ぷろすろい 

同僚 সহকম  ী しょほこるみ 

遠い দরূ, রবত  ী どぅーる 、どぅるぼってぃ 

遠い、距離 দরূ どぅろ 

10日(月の) দশ'ই どしょい 

〜と同じ সমান しょまん 

 

と 
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〜と思う মেন হয় もね ほい 

溶かす গলােনা ごらの 

溶かす গূলােনা ぐらの 

髪を梳かす、漉く আচঁড়ােনা あちゅらの 

尖った শীণ   しんの 

尖った স  しょる 

咎められた লাি ত らんちと 

〜と考える、〜ととる গণ  করা ごんの こら 

〜と感じる লাগা らが 

時 কাল かる 

時 সময় しょもい 

時折 মেধ  মেধ  もっで もっで 

時々 মােঝমােঝ まじぇまじぇ 

時聞、場合  বলা べら 

毒 িবষ びしゅ 

独裁  সরাচার しょいらちゃる 

独裁（政府）   রশাসন しょいるしゃしょん 

独裁、専制   র しょいる 

 

と 
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独裁的な   রচারী,  রী しょいるちゃり 、しょいり 

読者 পাঠক ぱとく 

独身（女性） অিববািহতা おびばひた 

独身（男性） অিববািহত おびばひと 

特徴  বিশ   ぼいしすと 

特に িবেশষতঃ,িবেশষ কের びしぇしゅと 、びしぇしゅ これ 

特別、重要性、特色,目立つ িবিশ ,িবেশষ,িবে ষ びしすと 、びしぇしゅ 、びっしぇし

ゅ 

特別な িবেশষ びしぇしゅ 

特別の জনি য় じょのぷりよ 

特別の বালীন ばりん 

独立の  ত  しょとんとろ 

独立の、自由の  াধীন すたでぃん 

棘、魚の骨 কাঁটা かた 

フォーク কাঁটা かた 

時計 ঘিড় ごり 

溶ける গলা ごら 

何処  কাথায় こたい 

どこか、どこにも  কাথাও こたお 

 

と 
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どこかで বা অন   কাথাও ば おんの こたお 

どこでも  য  কােনা জায়গায় じぇ この じゃいがい 

何処に কই こい 

どこに、どこへ、どこで  কাখায় こたい 

閉ざされた   ,ব  るっど 、ぼんど 

屠殺 জবাই じょばい 

年 বৎসর,বষ , ぼっしょる、ぼっしょ 

年、歳 বছর ぼちょーる 

年、年度 সাল しゃる 

年老いた বয়  ぼいしゅこ 

閉じた ব  ぼんど 

〜として িহসােব ひしゃべ 

閉じている ব  ぼんど 

図書館 পাঠাগার ぱたがーる 

図書館 লাইে রী らいぶれり 

〜と知り合う সােথ পিরচয় করা しゃて ぽりちょい こら 

(空いているところを)閉じる  বাজা, বজুা ぼじゃ、ぶじゃ 

（開いているところを）閉じる বজুা ぶじゃ 

 

と 
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（開いているところを）閉じる  বাজা ぼじゃ 

閉じる বঝুা ぶじゃ 

ドシン、バタン  ম どぅむ 

土星 শিন しょに 

土地、畑   ত けぇっと 

土地、畑 জিম じょみ 

土地なしの、土地なし農民 ভূিমহীন  ぶみひの 

途中で切り上げる উেঠ পড়া うて ぽら 

途中にある পেথ পড়া ぽて ぽら 

どちらかと言えば… কথা বলেত  গেল こた ぼるて げれ 

突然 অক াৎ おこんまっ 

突然、急に হঠাৎ ほたっと 

突然来る এেস পড়লাম えしぇ ぽるらむ 

突然に হঠাৎ কের ほたっと これ 

突然の আকি ক あくしく 

突然吹く、予期せぬ দমকা どむか 

取ってしまう িনেয়  নওয়া にえ ねわ 

とっても、大変な একা  えかんと 

 

と 
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土手 পাড় ぱーる 

とても、見事に খুব くーぶ 

とても有名な খুব নাম করা くーぶ なむ こら 

徒党を組んで দেল দেল どれ どれ 

届けさせる  পৗঁেছ  দওয়া ぽうちぇ でわ 

届けられる পািঠেয়  দওয়া ぱてぃえ でわ 

滞り、未回収 বেকয়া ぼけや 

〜と共に সিহত しょひとぅ 

〜とともに সােথ しゃて 

とともに、いっしょに শে  しょんげ 

隣の（人）  িতেবশী ぷろてぃべし 

隣の、並んで পাশা-পািশ ぱしゃ －ぱし 

〜となる হয় ほわ 、ほい 

とにかく যাহা হউক,যাই  হাক じゃは ほうく 、じゃい ほく 

どのくらいの時間 কত ণ ことっこん 

どのくらい離れているか দরূ  কত どぅるっと こと 

どの時 যখন じょこん 

どの方向に  কান িদেক こん でぃけ 

 

と 
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どのもの  কান িজিনষ この じにっしゅ 

どの様な িকরকম きろこむ 

どのように、どんな方法で িকভােব きばべ 

飛ばす ওড়া, ওড়ােনা おら、おらの 

飛ばす ওড়া,ওড়ােনা おら、おらの 

鳶(とんび) িচল ちる 

飛び越える টপকান とぷかの 

跳び越える িড েনা でぃんごの 

跳び込む ঝাপােনা じゃぱの 

飛び込む ঝাঁপােনা じゃぱの 

飛びつく লুফা,লাফােনা るふぁ 、らふぁの 

飛び跳ね ঝাঁপ じゃぷ 

戸 কপাট こぱと 

飛ぶ উড়া,উড়ােনা うら、うらの 

トブラ（バングラデシュの太鼓） তবলা とぶら 

トマト টেমেটা とめと 

止まる、居る、住む থামা たま 

留まる、持続する  টকা,িটকা てか 、てぃか 

 

と 
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富、財産 স দ しょんぽっど 

富と財産 ধনেনৗলত どののうるとぅ 

友 ব  ু ぼんどぅ 

友、仲間 স ী しょんぎ 

友達(男） ব ু ぼんどぅ 

共に、さえ সু  しゅっど 

どもる、躊躇う（ためらう） ইত তঃ করা いとすとっ こら 

土曜日 শিনবার しょにばーる 

虎 বাঘ ばーぐ 

鳥 পাখী ぱき 

とりつく ধরা どら 

取り除く、排除する、キャンセル、こ

とわる বািতল  করা ばてぃる こら 

努力  চ া ちぇすた 

努力、注意、一生懸命 য  じょとん 

努力する  চ া করা ちぇすた こら 

取る、もらう  নওয়া ねわ 

どれ  কানটা こんた 

奴隷（男）召使 দাস だしゅ 

 

と 
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奴隷（女） দাসী だし 

トレイニー  িশ নখী ぷろしっこのき 

トレーナー、先生  িশ ক  ぷろしっこく 

トレーニング  িশ ণ ぷろしっこん 

トレーニング、勉強 িশ ণ しっこん 

トレーニング受講者  িশ ণাখী ぷろしっこなき 

どれか、どの  কান こん 

泥 কাদা かだ 

泥棒  চার ちょる 

とんでもなく আ য  জনক あすちょっじょじょのく 

どんな方法でも〜ない  কান েমই না このくろめい 〜な 

ない  নই ねい 

ナイフ ছিুর ちゅり 

苗 চারা ちゃら 

中 মধ  もっど 

長い、 背の高い ল া ろんば 

長い間 অেন ন おねっこん 

中くらいの মাঝারী まじゃり 

 

と 
な 
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長さ  দঘ   ,ল া どいっご、ろんば 

中州 নদীর চর のでぃる ちょーる 

中で িভতের びとれ 

中に、内部 মােঝ まじぇ 

泣く কাঁদা かだ 

泣くこと কা া かんな 

投げ捨てる、放つ  ফলা ふぇら 

投げる、放る  ছড়ঁা ちぇら 

〜なしで িবনা〜 びな 

茄子（なす）  ব ন べぐん 

何故  কন けの 

何故なら  কননা けのな 

なぜならば（関係詞）  যেহত.ু.. সেহত ু じぇへとぅ...しぇへとぅ 

夏  ী কাল ぐりっしょかーる 

なつめ কলু くら 

〜など  ভৃিত ぷろとぅりてぃ 

など ইত ািদ いったでぃ 

7 সাত しゃと 

 

な 
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70 স র しょっとる 

何が（を）、どんな、〜か（疑問文であるこ

とを示す） িক きー 

(話のつなぎに)何でしょうね、そうですね িক  যন  き じぇの 

何よりも সব  ােপ া しょるばぺっか 

(月の)7日 সাত' ই しゃと' い 

鍋のふた ঢাকনা たくな 

名前 নাম なーむ 

名前の、〜という নামক なむこ 

波  ঢউ でう 

悩み、心配  ি  া どぅすちんた 

悩み、反省 ভাবনা ばぼな 

鳴らす、響く、奏でる বাজােনা ばじゃの 

なる、である হওয়া ほわ、ほえ 

慣れ、上達、習慣、練習 অভ া   おぼすと 

慣れ、上達、習慣、練習 অভ াস おっばしゅ 

南京豆 চীনাবাদামআ ちなばだむ 

南京虫 ছারেপাকা ちゃろぽか 

〜なんだけど  য じぇ 

 

な 
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何度も বারবার ばるばる 

何の িকেসর きしぇる 

２  ই どぅい 

似合う、合う মানােনা まなの 

２分の１（1/2）多い、３０分過ぎ সােড় しゃれ 

煮えた、煮た িস  しっど 

煮えた、煮た িস ,  স  しぇっど、しっど 

煮えた、煮た  স  しぇっど 

臭い  গ   どぅるごんど 

苦い、苦味  তত てと 

苦瓜 উে  うっちぇ 

２月  ফ য়াির ふぇぶやりー 

苦味 িত  てぃた 

〜にかんする সং া  しょんこらんと 

握り মিুঠ むてぃ 

肉 মাংস まんくしょ 

肉、牛肉  গা  ごすと 

肉の揚げ物  কা া こぷた 

 

な 
に 
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逃げる পালােনা ぱらの 

濁った水  ঘালা পািন ごら ぱに 

〜に際して、〜場合に উপলে  , উপল   うぽろっけ、うぽろっこ 

西（の）、後 পি ম ぽすちむ 

20 িবশ びっしゅ 

20 িবসু  びっしょ 

21 একশু えくしゅ 

29 উ  ি শ , ঊ  ি শ うのとりしゅ 

25 পিঁঢশ ぽちしゅ 

23  তইশ ていしゅ 

27 সাতাশ しゃたしゅ 

22 বাইশ ばいしゅ 

28 আটাশ あたしゅ 

24 চি শ ちょびっしゅ 

26 ছাি শ ちゃびっしゅ 

似た、の様に মত,মতন もと 、もとん 

〜に対して  িত ぷろてぃ 

〜に対して িব   びるどっで 

 

に 



 

 
- 245 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

に近く、の頃 নাগাদ ながっどぅ 

日曜日 রিববার ろびばーる 

〜について স ে  しょんもんで 

〜にとって、立場で পে  ぽっけ 

２と２分の１（２と１／２） আড়াই あらい 

〜になる হওয়া ほわ 

２倍 ি  ন でぃぐん 

2番目の兄弟  মজ めじょ 

鈍い  ভঁাতা ぼた 

1/2(2分の 1) আধ あど 

1/2(2分の 1) আধা あだ 

日本 জাপান じゃぱん 

日本の、日本人、日本語 জাপানী じゃぱに 

入学 ভিত   ぼってぃ 

入手可能 পাওয়া যায় ぱわ じゃい 

ニュース、お知らせ এে লা えってら 

ニュース、消息 খবর こぼーる 

ニュース、情報 সংবাদ しょんばっど 

 

に 
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〜によって কৎক   ことっこ 

〜によって  ারা どらの 

〜によって、〜にしたがって অনুযয়ী おぬじゃい 

〜によってなされた(受け身の文語的表

現)ノ কত  ্  

庭、庭園 বাগান ばがん 

（雌）鶏 মরুগী むるぎぃ 

人形 পতুলু ぷとぅーる 

人間、男性 মানুষ まぬーしゅ 

人間性 মানুষ   まぬーしゅっと 

にんにく রসুন ろしゅん 

拭う、消す  মাছা, মছুা もちゃ、むちゃ 

盗み চুির ちゅり 

塗る মাখা まか 

濡れた、水を含んだ সজল しょじょる 

濡れる、濡れた  ভজা, িভজা べじゃ、びじゃ 

根 িশকড় しこる 

根 িশকড় しこる 

根  শকড় しぇこる 

 

に 
ぬ 
ね 
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根、始まり、土台  গাড়া ごら 

猫 িবড়াল びらる 

猫 িবরল びらる 

猫  বড়াল べらる 

鼠（ねずみ） ইদরূ いどぅる 

値段、価格 দাম,মলূ  だむ、むっろ 

値段、値打ち দাম だむ 

値段が高い চড়া দাম ちょら だむ 

値段交渉 দামাদািম だまだみ 

（体の）熱  ার じょる 

熱、かおり、味などのきつい、ひど

い ঝাঁজ, ঝাঁঝ じゃじょ、じゃじょ 

眠くなる、ものうくなる িঝমেনা じもの 

眠る ঘমুােনা, ঘমুেনা ぐまの、ぐもの 

年齢 বেয়শ ぼえしゅ（ぼよしゅ） 

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

〜の、する（所）（関係副詞）、〜す

れば、するほど যত （-তত） じょと (-とと) 

〜の、する(人、物、事)(関係代名

詞) যখন (-তখন) じょこん (-とこん) 

〜の、する(人、物、事)(関係代名

詞)  য (- স, তা) じぇ (-しぇ、た) 

 

ね 
の 



 

- 248 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

〜のあとで পের ぽれ 

農場、田圃 খামার かるまろ 

農夫、百姓 চাষী ちゃし 

農民 কষৃক くりしょっく 

能力、力  মতা こもた 

ノート খাতা かた 

のこり、あとは বাকীটুক ু ばきとぅく 

残り、つけ（クレジット） বািক ばき 

の様だ মত (লাগা) もとぅ (らが) 

の様に  যন じぇの 

の様に見える、表れる  চাহারা  দখান ちょはら でかの 

〜の仕方を学ぶ করা িশখা こら しか 

除かれた অপসািরত おぽしゃりと 

覗き見 উিঁক うーき 

〜の傍に、近く কােছ かちぇ 

望み、願望 সাধ しゃどぅ 

望み、期待 ভরসা ぼるしゃ 

望む আশা করা あしゃ こら 

 

の 
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望む ই কু いっちゅく 

望むように、満足するように ই ামেতা いっちゃもと 

〜のため জন  じょんの 

ノックする ঘা  দওয়া が でわ 

ノックする  টাকা মারা とか まら 

〜ので、〜だから  যেহত ু じぇへとぅ 

咽、声、首 গলা ごら 

咽の乾いた ত ৃাত   とぅりしゅなると 

咽の乾いた িপপাসাত  ,িপপাসী ぴぱしゃっと 、ぴぱし 

のどの声 গলার আওয়াজ ごらーる あわじゅ 

の無い হীন ひん 

〜の中に、で মেধ  もっで 

延ばす、広める、増やす বাড়ােনা ばらの 

のはずは無い করার কথা নয় こらる こた のい 

のはずは無い হওয়ার কথা নয় ほわる こた のい 

野鳩 ঘঘু ু ぐぐ 

〜のふりをする ছল করা ちょろる こら 

（川の）上り উজান うじゃん 

 

の 
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上り坂 খাড়া রা া から らすた 

飲み込む িগলা ぎら 

飲み物 পানীয়  ব  ぱによ どろっぼ 

飲むこと পান ぱん 

〜の群れ、〜達    ぼんど 

のめり込む、屈み込む  ঝাঁকা じょか 

の様だ（推量、不確実な判断）  বাধ হয় ぼどぅ ほい 

〜のような ন ায় にいや 

〜のように、似た মত もと 

糊 আঠা あた 

乗り物 বাহন ばほん 

乗り物の籠（結婚式で乗る） পালিক/পাি /পা ী ぱろき/ぱるき/ぱるき 

〜の理由で উপল  うぽろっこ 

乗る、登る、上がる চড়া ちょら 

乗る人 আেরাহী あろひ 

歯 দাঁত だーとぅ 

場合には  সে ে  しぇけとぅれ 

％ শতকরা ভাগ/শতাংশ しょとこら ばーぐ 、しょたんしょ 

 

の 
は 
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ハーモニアム(インドの小型手押

オルガン) হারেমািনয়ম はるもにあむ 

ハイ  ী-হ ঁা じーへー（じーはー） 

灰 ধলুা どぅら 

灰 ভ  ぼっしょ 

はい হ ঁা へー、はー 

はい（イスラーム教徒）  ী じー 

倍、掛ける（乗算）  ণ ぐん 

灰、埃 পাং  ぱんしゅ 

灰、埃、つまらないもの ছাই ちゃい 

灰色 ছাই রং ちゃい ろん 

バイオリン  বহালা べはら 

媒介手段 মাধ ম まっどむ 

ばい菌、微生物 জীবানু じばぬ 

拝啓（イスラム教） পাকজনােবষু ぱくじょなべしゅ 

拝啓（ヒンドゥー教）  ীচরেনয ু すりちょるねじゅ 

売春婦  বশ া べっしゃ 

売春婦(転じて女性に使う罵倒〉 মািগ まぎ 

賠償する  িত িবধান ぷろてぃ びだん 

 

は 
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賠償する  িতকার সংেশাধন ぷろてぃかる しょんしょどん 

排水路、溝 নদ  মা のっどま 

配置された  মাতােয়ন もたえん 

パイナップル আনারস あなろーしゅ 

売買、売上  বচােকনা べちゃけな 

売買する、取引する বািণজ  করা ばにっじょ こら 

ハイビスカス জবা じょば 

入る ঢকুা, ঢাকা どぅか 、どか 

入る  ঢাকা どか 

入る事  েবশ ぷろべしゅ 

蝿 মািছ まち 

パエーシュ（料理） পােয়স ぱえしゅ 

墓 কবর こぼる 

バカ、バカな、愚かな  বাকা ぼか 

破壊  ংস どぼんぐしょ 

破壊 নাশ なしゅ 

ハガキ  পা  কাড  ぽすと かーど 

ばかげた পাগলািম ぱごらみ 

 

は 
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バカな িনেব  াধ,িনব  ুি  にるぼっどぅ 、にるぶっでぃ 

バカにする  বাকা বানােনা ぼか ばなの 

測られない・無限の অপিরিমত おぽりみと 

測る মাপা করা まぱ こら 

パキスタン人 পািক ানী ぱきすたに 

拍手 তািল たり 

拍手する তািল  দওয়া たり でわ 

白状する কবলু করা こぶる こら 

莫大な ম  まんと 

爆弾  বামা ぼま 

爆弾を投げる人  বামা  ぼまる 

博打、賭博 জুয়া じゅや 

博物館 জা ঘর じゃどぅごーる 

博物館 যা ঘর じゃどぅごーる 

禿(の) টাক たっく 

激しい、きつい উ  うぐの 

バケツ বালিত ばるてぃ 

ハゲの  নড়া ねら 

 

は 
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励み、熱心 উৎসাহ うっしゃほ 

励む উৎসাহ  দওয়া うっしゃほ でわ 

箱 বা  ばくす 

運ぶ বহণ করা ぼほん こら 

運ぶ、流れる、（風が）吹く বওয়া ぼわ 

ハサミ কাঁিচ かーち 

ハサミ কাঁিট かてぃ 

挟む চাপ  দওয়া ちゃっぷ でわ 

挟む িচমটােনা ちむたの 

箸 কািঠ かてぃ 

端 িকনারা きなら 

橋 পলু ぷる 

橋  সত ু しぇとぅ 

恥 শরম しょろむ 

橋（竹で作った小さな） সঁােকা しゃこ 

端、境界、限界 সীমা しま 

恥・侮辱 অপমান おぽまん 

はしご মই もい 

 

は 
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日本語 ベンガル語 読み 

恥知らずな  বহায়া べはや 

恥知らずの িনল   にるろっじょ 

恥知らずの  বেল া べれっら 

始まり    しゅる 

始まる    হওয়া しゅる ほわ 

始め আর  あろんぼ 

始め、起源 আিদ あでぃ 

初めに আেদৗ あどう 

はじめの  থম ぷろとむ 

始める আর  করা あろんぼ こら 

始める    করা しゅる こら 

馬車  ঘাড়াগাড়ী ごらがり 

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

場所 (関係詞 where)  যখােন... সখােন じぇかね...しぇかね 

場所、地域  ান すたん 

場所、所  হান しゅはん 

場所、土地、地域 জায়গা じゃいが 

柱、くい খুঁটা くた 

 

は 



 

- 256 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

柱、くい খিুট くてぃ 

恥じらい ল া,লাজ ろっじゃ 、らじゅ 

走らせる  দৗড় পাড়ােনা どうる ぱらの 

走り回る  দৗড়ােদৗিড় করা どうらどうり こら 

走り回る事 ছটুাছিুট ちゅたちゅてぃ 

走る ছটুা, ছাটা ちゅた 、ちょた 

走る  ছাটা ちょた 

走る  দৗড়েনা,  দৗড়ান どうろの、どうらの 

走る  দৗড়ান どうらの 

走る ধাওয়া だわ 

恥をかかせる ল া  দওয়া ろっじゃ でわ 

蓮 প  ぽっど 

バス বা   ばす 

恥ずかしい লি ত ろっじと 

恥ずかしい সল  しょろっじょ 

外す খলুা くら 

蓮根 মণৃাল むりなる 

バスルーム বাথ ম ばーとぅるーむ 

 

は 



 

 
- 257 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

外れる খেুল যাওয়া くれ じゃわ 

罵声 গাল がる 

旗 পতাকা ぽたか 

バター মাখন まこん 

バターミルク  ঘাল ごる 

裸 খািলগা かりが 

裸 ন তা のぐのた 

裸の উল  うろんご 

裸の ন  のぐの 

働く খাটা かた 

働く চাকরুী করা ちゃっくり こら 

バタン、ドスン দড়াম どらむ 

8 আট あーと 

鉢 টব とーぶ 

8月 আগ  おうがすと 

80 আশী あしぃ 

蜂蜜 মধ ু もどぅ 

蜂蜜  মৗমািছ もうまち 

 

は 



 

- 258 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

罰を受ける শাি  পাওয়া しゃすてぃ ぱわ 

罰、刑罰 শাি  しゃすてぃ 

発芽 অংকেুরা  গম おんくろどぅごむ 

はっきりした পির ার ぽりしゅかる 

はっきりした、綺麗な、明瞭な পির ার ぽりしゅかる 

ハッキリとしている    しゅぽしゅと 

罰金、罰 জিরমানা じょりまな 

バッグ、カバン ব াগ べっぐ 

発言、言葉、障害、妨害 বাদ  ばど 

発見、発明 আিব ার あびしゅかる 

発光、輝き、力  তজ てじゅ 

罰する শাি   দওয়া しゃすてぃ でわ 

発生、発音 উ ারণ うっちゃろん 

罰せられるべき দ নীয় どんどによ 

発達 উ িত সাধন うんのてぃ しゃどん 

発展 ঊ িত うんのてぃ 

発展、開花 িবকাশ びかしゅ 

発展、繁栄、進歩 উ িত うんのてぃ 

 

は 



 

 
- 259 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

発展した、開花した িবকিশত びこしと 

発展する উ িত হওয়া うんのてぃ ほわ 

バッドロ月 ভা  মাস ばっどろ ましゅ 

バッドロ月(西暦で8月半ばから9

月半ば) ভা  ばどろ 

発表される  কাশ করা ぷろかしゅ こら 

発表する、申し出る উপসা◌্থপন করা うぽすたぽん こら 

果て পার ぱる 

果て、端 ধার だる 

馬丁 সিহস しょひしゅ 

鳩 পায়রা ぱいら 

鼻 নাক なく、なーく 

花 প ু ぷすぽ 

花 ফলু ふる 

鼻飾り（鼻ピアス） নােকর ফলু なける ふる 

鼻風邪 সিদ   しょるでぃ 

話、短編小説 গ  ごるぽ 

話し合い আেলাচনা, আেলাচন あろちょな, あろちょん 

話し合い  বঠক ぼいとく 

 

は 



 

- 260 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

話し合い、議論、考慮 আেলাচনা あろちょな 

話をする কথা বলা こた ぼら 

話をする গ  বলা(করা) ごるぽ ぼら 

話す কওয়া こわ 

話す、言う বলা ぼら 

話す人 ভাষী ばし 

バナナ কলা こら 

花の園芸屋 মালী まり 

花の名 িশউিল しうり 

花の名  শফালী しぇふぁり 

花火 অি কণা おぐにこな 

花火、賭け বািজ ばじ 

花びら পাপিড় ぱぷり 

花開く、現われ出る  ফাটা ふぉた 

花開く、現れ出る、沸く ফটুা/ ফাটা ふた/ふぉた 

花婿 পা  ぱっとろ 

花嫁 নববধ ু のぼぼどぅ 

花嫁 পা ী ぱっとぅり 

 

は 
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日本語 ベンガル語 読み 

花嫁 িবেয়র কেন びえーる こね 

花嫁、妻 বধ ু ぼどぅ 

離れた・除かれた অপনীত おぽにと 

離れた、別の পথৃক ぷりとく 

鼻輪  নালক のろく 

羽根 পালক ぱろっく 

跳ね回る事 লাফালািফ らふぁらふぃ 

母 আ া あんま 

母 জননী じょのに 

母 িপতা,মাতা また 

母 মা ま 

パパイヤ  পেঁপ ঁ ぺぺ 

母親 মাতা また 

母方の叔父、母の弟 মামা まま 

母の兄弟の妻､おばさん মামী まみ 

葉物野菜 শাক しゃーく 

速い  ত どぅると 

早く চ  পেট ちょっぽて 

 

は 



 

- 262 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

早く、急いで তাড়াতািড় たらたり 

早く、さっさと হাত চািলেয় はーとぅ ちゃりえ 

早く、素早く শী  しぐろ 

速さ  বগ べぐ 

速さ、感電  তাড় とーる 

バラ  গালাপ ごらっぷ 

ばら色  গালািপ ごらぴー 

払う িমটােনা,িমিটেয়  দওয়া みたの 、みてぃえ でわ 

はらう（埃などを）  ঝেড়  ফলা じぇれ ふぇら 

パラパラ টাপরু-টপুরু たぷる－とぅぷる 

ばらまく বনুা আমন ぶな あもん 

針 ছুঁচ ちゅーちょ 

針 সূচ しゅーちょ 

針金  ণা ぐな 

春 বস  ぼしょんと 

春 বস কাল ぼしょんとかる 

貼る、掘る、置く লাগােনা らがの 

晴れ上がった、晴天 ফরসা ふぉるしゃ 

 

は 
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日本語 ベンガル語 読み 

パン  িট るてぃ 

判、消印 িসল しーる 

半意識不明、半覚醒 অবেচতন おぼちぇとん 

ハンカチ  মাল るまーる 

反逆者 িব  ◌্ে◌রাহী びどろひ 

パンクする পাংক হওয়া ぱんく ほわ 

バングラデシュ বাংলােদশ ばんぐらでしゅ 

バングラデシュ、ベンガル বাংলােদশ ばんぐらでしゅ 

バングラデシュ人、バングラデシュ

産の বাংলােদিশ ばんぐらでしぃ 

番号、点数 ন র のんぼーる、のんぼる 

反抗的な、避けられない অবাধ  おばっど 

ハンサムの ি য়দশ ন ぷりよどっしょん 

判事、イスラム教の医師 হািকম はきむ 

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 

パンジャビ（服の名前） পা াবী ぱんじゃび 

反芻 জাবর, রাম ান じゃぼる 、ろもすたん 

反芻動物  রাম ক ろもしゅとく 

反対  িতবাদ ぷろてぃばっど 

 

は 



 

- 264 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

反対 িবপরীত びぽりと 

反対する、敵対する আপি  করা あぽってぃ こら 

反対の িব  ,উলটা びるっど 、うるた 

判断、判定、考慮、判決 িবচার びちゃる 

判断する িবেবচনা করা,িবচার করা びべちょな こら 、びちゃる こら 

判断する、決定する、決める িস া  করা しっだんと こら 

反動  িতি য়া ぷろてぃくりや 

パントゥア（お菓子） পানতয়ুা ぱんとぅあ 

販売 িব য় びっくろい 

販売 িব য়,িবি  びくろい 、びっくり 

販売する、売る িব য় করা びっくろい こら 

販売税 িব য় করা びくろい こら 

反復、朗読 আবিৃ  あぶりってぃ 

半分の অধ   おっど 

パンヤン樹 বট ぼと 

万有の、全宇宙 িব চরাচর びっしょちょらちょる 

反乱 িব  ◌্ে◌রাহ びどろほ 

火 আ ন あぐん 

 

は 
ひ 
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日本語 ベンガル語 読み 

美 লািলত  らりっと 

日、（陽の出ている間の１日） িদন でぃん 

火、浄化する পাবক ぱぶく 

日当たり、風通し আেলাবাতাস あろばたしゅ 

ピーナッツ িচনাবাদাম ちなばだむ 

ピーナッツ বাদাম ばだむ 

鼻音の নাকী なき 

被害、損  িতন こてぃん 

比較 তলুনা とぅるな 

皮革屋 মিুচ むち 

東、前（時間、場所） পবূ   ぷるぼ 

東ベンガル পবূ  ব  ぷるぼぼんご 

ピカピカ ঝরঝর じょるじょる 

ピカピカ、キラキラ  ল  ল じょる じょる 

ピカピカの(黒光り） কচুকচু くちゅくちゅ 

光、あかり আেলা あろー 

引き起こす、扇動する  খপােনা けぱの 

引き出し  য়ার どろやる 

 

ひ 



 

- 266 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

引き抜く উপড়ােনা うぽらの 

引く、奪う  খচঁা けちゃ 

引く、引っ張る  ণটানা ぐんたな 

引く、引っ張る টানা たな 

低い িনচু,নীচু にちゅ 、にちゅ 

低い腰掛け িপিঁড় ぴり 

ピクニック িপকিনক ぴくにっく 

ひげを剃る চঁাছা ちゃちゃ 

庇護、保護 আ য় あすろい 

庇護、保護 শরণ しょろん 

飛行機 উেড়াজাহাজ うろじゃはじゅ 

飛行機 িবমান びまん 

被告 িববাদী びばでぃ 

膝  কাল こーる 

膝 হাঁট ু はとぅ 

日射し、日光  রাদ ろど 

久しぶり অেনক িদন পর おねーく でぃん ぽる 

悲惨 দদূ  শা どぅるどしゃ 

 

ひ 
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日本語 ベンガル語 読み 

肘 কনুই こぬい 

ビジネスマン ব বসায়ী べぼしゃい 

美術 িশ কলা しるぽこら 

非常に অত   おっとんと 

非常に খুব,খুবই くーぶ、くびー 

非常に甘い সুিম  しゅみすと 

非常の、必要な জ রী じょるり 

ビスケット িবশকুট びすけっと 

ピタ(お菓子の名前) িপঠা ぴた 

額の印、一滴  ফাঁটা ふぉた 

ひたすらな একিন  えくにすと 

左 বােম, বাম, বাঁ ばめ、ばむ、ば 

悲嘆の声 হাহাকার ははかる 

（水で）ぴちゃぴちゃ ছ  ছ   ちょぷちょぷ 

ひっくり返す ওলটােনা おるたの 

びっくりする চমাকােনা ちょまかの 

びっくりする িবি ত হওয়া びっしと ほわ 

日付 তািরখ たりく 

 

ひ 



 

- 268 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

必須の বাধ তামলুক ばっどたむろく、ばっどたむろく 

必然的に、全く  নহাত ねはと 

学識 িবদ া বুি , িবেদ  বুি  びっだ ぶってぃ、びっで ぶっで

ぃ 

匹敵する সমক  しょもこっこ 

引っ張り合い টানাটািন たなたに 

必要 দরকার どるかーる 

必要  েয়াজন ぷろよじょん 

必要以上の、余計な অিতির  おてぃりくと 

必要性  েয়াজনীয়তা ぷろよじょによた 

必要である লাগা らが 

必要な、大切な দরকারী どるかり 

必要な、大切な  েয়াজনীয় ぷろよじょによ 

必要ない、余計な অযথা おじょた 

日照り অনাবিৃ  おなぶろすてぃ 

美点、神聖な পণু  ぷんの 

人（数える時）、大衆、個人 জন じょん 

人、男、世代 প ুষ ぷるしゅ 

人、人々、世の中  লাক ろーく 

 

ひ 
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日本語 ベンガル語 読み 

等しい সমন しょまん 

１つ একটা えくた 

ひとつも〜ない একিট ও নাই えくてぃ お ない 

人に頼った পরম ূখােপ ী ぽるむかぺっき 

人のいない িনজ ন にっじょん 

人々  লাকজন ろくじょん 

１人 একা えか 

１人当たり জন িত じょのぷろてぃ 

１人っ子  ধ ুএকা しゅどぅ えか 

１人で、自分で  য়ং しょいん 

独りぼっちの、孤独な িনিরিবিল にりびり 

人を送る এিগেয়  দওয়া えぎえ でわ 

非難 িনে ,িন া にんで 、にんだ 

日のいずる国（日本） সূেয  াদেয়র  দশ しゅるじょどえーる でしゅ 

日の入り সূয  া  しゅるじょすと 

非の打ちどころのない িনখুঁত にくと 

日の出 সূেয  াদয় しゅるじょどい 

批判 সমােলাচন, সমােলাচনা しょまろちょの、しょまろちょな 

 

ひ 



 

- 270 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

ひびが入る  ফেট যাওয়া,ফাটা ふぇて じゃわ 、ふぁた 

批評 সমােলাচনা しょまろちょな 

批評家 ব াখ াকারী べっかかり 

暇、余暇 অবসর,অবকাশ おぼしょる、おぼかしゅ 

ヒマラヤ িহমালয় ひまろい 

秘密 রহস  ろほっしょ 

秘密の、かくれた、秘やかな  গাপন ごぽん 

秘密の、寂しい িনভৃত にびる 

秘められた িনগূঢ় にぐろ 

紐 িফতা ふぃた 

ひも、糸 সুতা,সুতালী しゅた 、しゅたり 

ひも、ロープ রিশ ろし 

100 এক'শ えくしょ 

100 শত しょと 

白檀 চ ন ちょんどん 

比喩的な表現  দাতনা どとぅな 

ヒョウ িচতাবাঘ ちたばーぐ 

秒  সেক  せけんど 

 

ひ 



 

 
- 271 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

表、一覧表 তািলকা たりか 

費用、出費 খরচ ころちょ 

表、リスト সূিচ, সূচী, সূিচকা しゅち, しゅち, しゅちか 

病院 হাসপাতাল はしゅぱたる 

評価、鑑定、見積もり যাচাই じゃちゃい 

評価する যাচাই করা じゃちゃい こら 

病気 অসুখ おしゅこ 

病気 ব ােমা べも 

病気  রাগ ろーぐ 

病気で痩せた  বাগা ろが 

病気でやせた  রাগা ろが 

病気の অসু  おしゅすと 

病気の    るぐの 

ひょうきんな人、ユーモラスな人 রিসক ろしっく 

表現、現れ  কার ぷろかる 

表現、現われ、露見、出版  কাশ ぷろかしょ 

標準、基準 মানদ  まのどんど 

瓢箪（ひょうたん）、夕顔（かんぴょ

う） লাউ らう 

 

ひ 
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平等、似ていること সমতা しょもた 

病人  রািগ, রাগী ろぎ 、ろぎ 

評判、考え খ ািত かてぃ 

評判、考え জনমত じょのもと 

評判、考え মতামত もたもとぅ 

評判の、有名な  িতি ত ぷろてぃすてぃと 

肥沃さ উব  রতা うるぼるた 

肥沃な উব  র うるぼる 

開く、開いた  খালা こら 

平手打ち চড় মারা,চািট মারা ちょろ まら 、ちゃてぃ まら 

平手打ち থা ড়,থাবড়া মারা たっぽる 、たぶら まら 

平鍋 করাই こらい 

ビリヤニ（ベンガル料理） িবিরয়ানী びりやに 

肥料 সার しゃる 

微量な、微少の এক িরম えく りむ 

比類のない অপ প おぽるぷ 

昼前、〜時、〜回  বলা べら 

怯む িপছােনা ぴちゃの 

 

ひ 
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昼も夜も িদবারাি  でぃばらっとり 

広い চওড়া, শ   চওড়া ちょら 、ぷろしょすと ちょお

ら 

広い空き地  তপা র てぱんとる 

拾い集める কড়ুান くらの 

拾い集める জমা করা じょま こら 

拾う কড়ুােনা くらの 

拾う কিুড়েয় পাওয়া くりえ ぱわ 

拾う তেুল  নওয়া とぅれ ねわ 

広がる  শ  হওয়া ぷろしょすと ほわ 

広げる বাড়ােনা ばらの 

広げる িবছান びちゃん 

広げる、拡張する িব ৃত করা びすとぅりと こら 

広げる、敷く পাতা ぱた 

広さ  শ তা ぷろしょすとた 

広場、野原、運動場 মাঠ まと 

広々とした দরাজ どらーじゅ 

広まっている ব াপী べぴ 

卑猥な অ ীল おすりる 

 

ひ 
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貧困、悲惨  দন  どいんの 

貧困の症状 দািরে  র ল ণ だりっどれる ろっこん 

瀕死の、恐ろしい মারা ক まらっとく 

ヒンディー語 িহ ী ひんでぃ 

ヒント ইংিগত いんぎっと 

ヒンドゥー教徒 িহ ু ひんどぅ 

頻繁に ঘনঘন ごのごの 

貧乏 গরীব ごりーぶ 

檀榔樹（ビンロウジュ）の実を葉にくるん

だ嗜好品 পান ぱん 

ファルグン月(西暦で 2月半ばから 3月

半ば) ফা ন,ফা ন ふぁるぐん 、ふぁぐん 

不安、穏やかでないこと অশাি  おしゃんてぃ 

不安な、恐れた、臆病な ভীত びとぅ 

不意、突然 ফ   ふぉしゅ 

封筒 খান かん 

封筒 খাম かも 

夫婦  জঠা- জঠী じぇた-じぇてぃ 

夫婦 দ িত どんぽてぃ 

夫婦  ামী- ী しゃみ-すとぅり 

 

ひ 
ふ 
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不運な ভাগ হীন ばっごひん 

増える বাড়া ばら 

増える বাড়ােনা ばらの 

増える বিৃ  পাওয়া ぶりっでぃ ぱわ 

フォーク কাটাচামচ かたちゃむちゅ 

フォーム  প るぷ 

不穏な、平静でない অশা  おしゃんと 

深い গভীর ごびーる 

深い、計り知れない অগাধ おがど 

深いため息  ফাঁস ふぉしゅ 

不快な、不満な অস   করা おしょんとすと こら 

不確実の、疑わしい অিনি ত おにすちと 

深さ গভীরতা ごびーろた 

不可能 অস ব おしょんぼぶ 

不可分の অিবে দ  おびっちぇっど 

武器 অ  おすとろ 

武器 আে য়া  あぐれやすとろ 

武器 তেরায়াল とろやる 

 

ふ 
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拭き掃除をする ঝাড়  দওয়া じゃる でわ 

不規則、変則 অিনয়ম おによむ 

不規則な、変則的な অিনয়িমত おによみと 

不規則に、変則的に অিনয়িমতভােব おによみとばべ 

不気味なさま ছ  ছ   ちょむちょむ 

普及 সম সারণ しょんぷろしゃろん 

部局、部門 িবভাগ びばーぐ 

不謹慎な অিবনয় おびのい 

服 জামাকাপড় じゃまかぽーる 

服  পাষাক ぽしゃっく 

吹く ফুঁকা ふか 

拭く  মাছা もちゃ 

吹く（風が吹く） বহা,বেয় যাওয়া ぼは 、ぼえ じゃわ 

服、布 কাপড় かぽーる 

吹く、吹き消す  মাছা,মছুা もちゃ 、むちゃ 

副議長副リーダー উপ-সভাপিত うぽ-しょばぽてぃ 

副詞 ি য়া িবেশষণ くりや びしぇしょん 

福祉、厚生 কল াণ こんらん 

 

ふ 
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服従 তাঁেবদার たべだーる 

複数形語尾 - িল ぐり 

複数接辞  িল,  েলা ぐり、ぐろ 

服装、外観  বশ べしゅ 

プ口ジェクト(実行中の〉 কায   ম かっじょくろむ 

含む অ ভূ   おんとるぶくと 

含める অ ভূ   করা おんとるぶくと こら 

膨らむ、膨れる ফেুল উঠা ふれ うた 

ふくれる、怒って無視する অিভমান করা おびまん こら 

脹れる、ふくれる ফলুা ふら 

脹れる、ふくれる  ফালা ふぉら 

ふくろう  পচঁা ぺちゃ 

ふくろう প ঁচা,  পচঁা ぱーちゃ、ぺーちゃ 

不幸な  গ ত どぅるごと 

不幸な  িব  পাক どぅるびぱく 

不幸な হতভাগা ほとばが 

不合理な অেযৗি ক おじょうくてぃく 

房、束、株  গাছ, গাছা ごちょ 、ごちゃ 

 

ふ 
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不作法、無礼  বয়াদিব べやどぅび 

不作法な、無礼な、野暮な অভ  おぼどろ 

相応しい উিচত うちっとぅ 

相応しい  যাগ  じょっご 

相応しい時 ল  ろぐの 

不思議な、奇妙な অ ুত おどぅぶと 

不自然な、普通でない অ াভািবক おしゃばびく 

不自然な、普通でない িব য়কর びっしょいこーる 

不実の、不信の  বঈমান べいまん 

不死の、不滅の অমর おもる 

不純物  ভজাল べじゃる 

不正直な অসৎ おしょんと 

侮辱する、無礼 অপমান করা おぽまん こら 

夫人  ীমতী すりむてぃ 

夫人、奥さん(イスラム教徒の) িবিব びび 

不正、不正な অন ায় おんの 

不正する、不公平に扱う অিবচার করা おびちゃーる こら 

不正に অৈবধভােব おぼいどばべ 

 

ふ 
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不足 ঘাটিত がとぅてぃ 

部族、先住民 উপজািত うぽじゃてぃ 

不足する অভাব হওয়া おばぶ ほわ 

豚  ওর しゅおーる 

再び আবার あばーる 

再び পনুঃ/পনুরায় ぷん /ぷのらい 

二つ、二時  েটা どぅと 

縁 ধার だる 

不注意、無用心な অসাবধান, অসাবধানী おしゃぼだん、おしゃぼだにい 

ぶつ・殴る আঘাত করা あがっと こら 

普通の সাধারণ しゃだろん 

普通は সাধারণতঃ しゃだろのと 

2日(月の)  দাসরা どしょら 

フッカー（水キセル）  কা ふか 

フッカー（水キセル）  ঁেকা ふこ 、ふっかー 

仏教 ব ুধম   ぶっどどるも 

仏教徒  বৗ  ぼうっど 

不都合な অসুিবধা おしゅびだ 

 

ふ 
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不都合な、時期はずれ、ひどい時 অসময় おしょもい 

物質  ব  どろっぼ 

物質 পদাথ   ぽだっと 

沸騰する ফটুােনা ふたの 

ブツブツ টগৃবগৃ とぐりぼぐり 

筆 তিুল とぅり 

不適当な অেযাগ  おじょっご 

太い、太った  মাটা もた 

ブドウ আ রু あんぐる 

不動産  াবর すたぼる 

不透明な অ   おしょっちょ 

太股 উ  うる 

布団  তাষক としょっく 

(河の)船着場 ঘাট がーっと 

船乗り（舵取り） মািঝ まじ 

船乗り（船漕ぎ） মা া まっら 

船 জাহাজ じゃはじゅ 

船 িড া でぃんが 

 

ふ 
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船  নৗকা のうか 

船レース  নৗকা বাইস のうか ばいす 

舟を漕ぐ বাহা ばは 

不備、欠点  িঢ とぅろてぃ 

不備、欠点  িট とぅるてぃ 

不必要 অ েয়াজন おぷろよじょん 

不必要な অ েয়াজনীয় おぷろよじょにお 

不服、訴え、苦情 নািলশ なりしゅ 

部分、一片、切れ端の、ばらばら

の টকুেরা とぅころ 

部分、小銭 খচুরা くちょら 

部分、地方 খ  こんど 

部分、分割 ভাগ ばーぐ 

部分、分け前、分割 ভাগ ばーぐ 

部分、割合 অংশ おんくぅしょ （おんしょ） 

不平を言う নািলশ করা なりしゅ こら 

不便、困難 অসুিবধা おしゅびだ 

不満足の、気に入らない নারাজ ならじゅ 

踏む মাড়ান まらの 

 

ふ 
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不明 অ ান おぎゃん 

不明確な অিনিদ    おにるでぃすと 

不滅の অ য় おっこい 

不毛地  া র ぷらんとる 

増やす অিধক করা おでぃく こら 

冬 শীতকাল しとぅかーる 

フライパン কড়াই こらい 

フライパン  ডকিচ でくち 

ぶら下がる  ঝালা じょら 

ぶらつく  ঘারা , ঘুরা ごら 、ぐら 

ブラボー শাবাস しゃばしゅ 

ブラボー সা াস しゃっばしゅ 

振る ঝাঁকােনা じゃかの 

ふるい ছাঁকিন ちゃくに 

古い পরুেনা ぷろの 

古い পরুাতন/পুরেনা/ াচীন ぷらとん/ぷろの/ぷらちん 

ふるい（選米用） চালিন ちゃるに 

古い、前の、元の সােবক しゃべく 

 

ふ 
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古い、昔の প ুেনা, পরুােণা ぷるの、ぷらの 

震え িশহরণ しほろん 

震える কাঁপা かぱ 

震える িশহরান しほらん 

震える事 কি ত হওয়া こしゅぴと ほわ 

振るまい আচরণ あちょろん 

振るまい、態度 চালচলন ちゃるちょるん 

ブレスレット ছুঁিড় ちゅり 

触れる  ছাঁয়া ちょや 

風呂に入る、体を洗う  গাছল ごそーる 

分 িমিনট みにっと 

文化 সং িৃত しょんしゅくりてぃ 

文学 সািহত  しゃひっと 

文学者 সািহিত ক しゃひってぃく 

分割払い িকি ,িকি  きすてぃ、きすてぃ 

文章 বাক  ばっこ 

分析 িবে ষণ びしょれしょの 

分析する িবে ষণ করা びすれしょん こら 

 

ふ 
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分配 পিরেবশন ぽりべしょん 

分配、区分 ব ন ぼんとん 

分配者 পিরেবশক ぽりべしょく 

分別 পিরণামদিশ তা ぽりなもどっした 

分別、知恵 আে ল あっける 

分娩室 গভ গৃহ ごるぼぐりほ 

文法 ব াকরণ/ব করণ শা  べころん/べころん しゃすとろ 

文脈上の、関連ある  াসি ক ぷらしょんぎく 

文盲 িনর রতা にるっこるた 

分盲 বকলম ぼこらむ 

文盲の、非識字の িনর র にるっこる 

分類する、分ける、割り算する ভাগ করা ばーぐ こら 

米 চাউল ちゃうる 

平均 গড় ごーる 

兵士、軍隊  সন  しょいんお 

平板な সমতল しょもとる 

平和、静寂 শাি  しゃんてぃ 

平和的に、友好的に আেপােষ あぽしぇ 

 

ふ 
へ 
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平和な、平穏な শা  しゃんと 

平和に満ちた শাি পনূ  しゃんてぃぷるの 

ページ প ৃা ぷりすた 

ベール  ঘামটা ごもた 

下手な অনিভ  おんびっご 

ペチャクチャ কলকল こーるこーる 

ベッド  চৗিক ちょうき 

ベッド িবছানা びちゃな 

別の、別々の পথৃক ぷりとく 

別の、他の পের ぽれ 

ベテランの人 পাকা  লাক ぱか ろーく 

蛇 সাপ しゃーぷ 

蛇使い সাপেুড় しゃぷれ 

蛇の見世物 সাপেখলা しゃーぷけら 

部屋 ক ,কামরা,কঠুির こっこ 、かもら 、くとり 

部屋、家 গৃহ ぐりほ 

部屋、家、家柄 ঘর ごーる 

減らす কমােনা/কামােনা こまの/かまの 

 

へ 
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ベランダ দাওয়া だわ 

ベランダ বারা া ばらんだ 

減る、少くなる কমা こま 

ヘルメット  টাপর とぽる 

ペン বলম ぼろむ 

ペン、鉛筆 কলম ころむ 

変化 বদল ぼどる 

変化、変更 পিরবত  ন ぽりぼとん 

変化した、変容した、変身した  পা িরত るぱんとりと 

ベンガル ব  ぼんご 

ベンガル、ベンカル語、ベンガルの বাংলা ばんぐら 

ベンガル語、ベンガルの বাঙলা ばんぐら 

ベンガル語、ベンガルの বাংলাভাষা ばんぐらばしゃ 

ベンガル人、ベンガルの বাঙালী ばんがり 

ベンガルの、ベンガル人 বাঙালৗ べんがり 

ベンガル料理 বা ালী রা া ばんがり らんな 

返却  ফরত ふぇろっとぅ 

返却  শাধ しょどぅ 

 

へ 
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返却する  ফরত  দওয়া ふぇろっとぅ でわ 

勉強 পড়া না ぽらしゅな 

勉強  লখাপড়া れかぽら 

勉強する পড়া না করা ぽらしゅな こら 

変形  পা র るぱんとる 

変形、歪み িবকার びかる 

弁護士 উিকল うきる 

返済(借金、借り物の) পিরেশাধ ぽりしょど 

返事 উ র うっとーる 

編集 স াদনা しょんぱどな 

編集者 স াদক しょんぱどく 

便所 পায়খানা ぱいかな 

変な অ ুত おどぅぶと 

変な আজব あじょぶ 

帆 পাল ぱーる 

ポイシャ(１００分の１タカ）、お金 পয়সা ぽいしゃ 

ボイシャク月(西暦で 4 月半ばか

ら 5月半ば)  বশাখ ぼいしゃく 

母音  রবণ   しょるぼんの 

 

へ 
ほ 
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日本語 ベンガル語 読み 

棒 লািঠ らてぃ 

法会 িমলাদ みらど 

妨害 িব  びぐの 

妨害、騒動、天災、迷惑 উৎপাত うっぱとぅ 

妨害、道路封鎖 অবেরাধ おぼろっど 

方角、方向 িদক でぃく 

箒 ঝটঁা じょた 

ほうき ঝাঁটা じゃた 

放棄 ত াগ たーぐ 

放棄 িবসজ ন びしょっじょん 

放棄された বািতল ばてぃる 

暴虐 অত চার おっとちゃる 

方向  কাস  こーす 

芳香 সুগ  しゅごんど 

芳香 সুবাস しゅばしゅ 

芳香  সৗরভ しょうろぶ 

方向、半月 প  ぽっけ 

報告書、レポート  িতেবদন ぷろるてぃべどの 

 

ほ 
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日本語 ベンガル語 読み 

奉仕 পিরচয  া ぽりちょっじゃ 

奉仕  সবা しぇば 

帽子 টিুপ とぅぴ 

放出 উদগার うっがる 

ポウシュ月(西暦で12月半ばから

1月半ば)  পৗষ ぽうしゅ 

坊主、ムスリムの ইমাম いまーむ 

宝石 মািনক まにく 

包丁 বাঁিট ばてぃ 

法廷 কাছাির かちゃり 

法的に আইনত あいのと 

豊富  াচুয   ぷらちゅっじょ 

方法 ধরন どろん 

方法 প িত ぽっどてぃ 

方法  ণালী ぷろなり 

訪問者 দশ নাথী どっしょなってぃ 

抱擁 আিল ন ありんごん 

法律 আইন あいん 

ほうれん草 পালং শাক ぱろん しゃーく 

 

ほ 



 

- 290 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

法を作る আইন করা あいん こら 

ほえ声 গজ ন ごっじょん 

ボール  বাল ぼーる 

他の অন  おんの 

他の অন ান  おんなんの 

他の অপর おぽる 

他の、別の পর ぽーる 

牧師 পেুরািহত ぷろひと 

牧師 যাজক じゃじゅく 

ボクルの木＆花 বকলু ぼくる 

保険 বীমা びま 

保護 আওতা あおた 

母語 , 母国語 মাতভৃাষা まとぅりばしゃ 

保護、救助 র া ろっか 

保護者 পালক ぱろっく 

保護する、監視する আগলােনা あごらの 

誇り  মের ぐむれ 

ほこり ধিুল,ধলুী,ধেুলা どぅり 、どぅり 、どぅろ 

 

ほ 
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日本語 ベンガル語 読み 

誇り、プライド、栄光  গৗরব  ごうろぼ 

誇り高い অহংকারী おほんかり 

誇り高い গরিবনী ごるびに 

星 তারা たら 

欲しい চাওয়া ちゃわ 

保持した ধারী だり 

保証する িন য়তা  দওয়া にすちょいた でわ 

保証する িনি য়তা করা にすちょいた こら 

保証する、約束する আ াস  দওয়া あっしゃしゅ でわ 

補助の সহায়ক しょはいく 

干す  কােনা しゅかの 

細い শীণ   しんの 

細い স  しょる 

細い腕輪 চুিড় ちゅり 

舗装された পাকা ぱか 

舗装道路 পাকা রা া ぱか らすた 

保存 সংর ণ しょんろっこん 

保存の সংরি ত しょんろっきと 

 

ほ 
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日本語 ベンガル語 読み 

菩提樹 অ   おしょっと 

蛍  জানািক じょなきぽか 

ボタン  বাতাম ぼたん 

ボタン  বাতাম ぼたん 

墓地(イスラム教） কবর こぼーる 

墓地(回教）  গার ান ごるすたん 

墓地（ヒンドゥー教） সমািধ ান しょまでぃすたん 

勃興 অভু দয় おっぶどい 

布袋草 কচুিরপানা こちゅりぱな 

ホテル  হােটল ほてる 

施し物 খয়রাত こいらっと 

ボトナ（お尻洗いようの水入れ） বদনা ぼどな 

ポトポト ঝরঝর じょるじょる 

ボトル（瓶）  বাতল ぼとる 

骨 অি  おすてぃ 

骨 হাড় はろ 

骨折り পির ম ぽりすろむ 

炎  ালা じゃら 

 

ほ 
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日本語 ベンガル語 読み 

ほのめかし、ヒント ইশারা いしゃら 

歩兵 পদািতক ぽだびく 

粗挽き小麦粉（ルティ専用) আটা あた 

誉める  শংসা পাওয়া ぷろしょんしゃ ぱわ 

ポラーシュ（花名） পলাশ ぽらしゅ 

ポラオ米、ポラオ（料理名）  পালাও ぽらお 

ボランティア（♀）    ােসিবকা しぇっちゃしぇびか 

ボランティア（♂）    ােসবক しぇっちゃしぇぼく 

堀、壁  বড়া べら 

ボリシャル বিরশাল ぼりしゃる 

掘る  খাঁড়া , খুঁড়া こら 、くら 

彫る  খাদা こだ 

掘る  খাদা こだ 

掘る、 （足が）不自由の  খাঁড়া こーら 

幌 ঘটােটাপ ごたとぷ 

ポロタ（小麦粉で作った食べ物） পেরাটা ぽろた 

本 পুঁিথপ  ぷてぃぽっとろ 

本 বই ぼい 

 

ほ 
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日本語 ベンガル語 読み 

盆 থালা たら 

本質 ধম   どるも 

本田  রাপাজিম ろぱじょみ 

本当に  কতৃ পে  ぷろくりと ぽっけ 

本当の আসল あしょる 

本当の  কতৃ ぷろくりと 

本当の意見  কতৃাথ   ぷろくりたると 

ほんの少し、小さな、つまらない সামান  しゃまんの 

ポンプ পা  ぱんぷ 

本部、建物の外側 সদর しょどる 

翻訳 অনুবাদ おぬばっど 

翻訳 তজ মা , তরজমা とっじょま 、とるじょま 

翻訳された অনুিদত おぬでぃと 

ぼんやりした ঝাপসা じゃぷしゃ 

ぼんやりした িম  িমেট みとぅみて 

マーグ月(西暦 1月半ばから 2月半ば) মাঘ まーぐ 

麻雀 সাখ ুসাখ ু しゃく しゃく 

まあまあ এক  কার えく ぷろかーる 

 

ほ 
ま 
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日本語 ベンガル語 読み 

毎  িত ぷろてぃ 

毎〜  েত ক ぷろってく 

埋葬する কবর  দওয়া こぼる でわ 

埋葬する  গার  দওয়া ごる でわ 

マイナス４分の１、15分前  পৗেন ぽうね 

毎日  িতিদন ぷろてぃでぃん 

毎日  ত হ ぷろっとほ 

毎日  রাজ ろーじゅ 

毎日の  দিনক どいにこ 

マイル মাইল まいる 

前  া   ぷらく 

前に পেূব   ぷるべ 

前に সামেন しゃむね 

前に行く এেগােনা えごの 

前に進む এিগেয় চলা えぎえ ちょら 

前の  া ন ぷらくとん 

負かされた､抑制された､占領 জ  じょぶど 

任せる ভার  দওয়া ばる でわ 

 

ま 



 

- 296 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

曲がった  বঁকা べか 

賄路（わいろ） ঘষু, ঘসু ぐーしゅ 

曲がりくねった আকঁাবাঁকা あかばか 

曲る、曲った বাঁকা ばか 

巻く  গাটােনা ごたの 

播く িছটােনা ちたの 

幕、カーテン পরদা ぽるだ 

幕、カーテン পদ  া ぽっだ 

枕 বািলশ ばりしゅ 

枕カバー বািলেশর ওয়াড় ばりしぇる わる 

負ける পরািজত হওয়া ぽらじと ほわ 

曲げる ঝ ুঁকা じゅか 

曲げること মড় もら 

孫 নাতনী なとぅにぃ 

孫 নািত なてぃ 

混ざった সমি ত しょもんびと 

正にこの様な এমিন えむに 

まさにこのような、何となく、ただで এমিন えむに 

 

ま 
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日本語 ベンガル語 読み 

増した、増す বাড়া ばら 

混じった  ভজাল べじゃる 

真面目な গ ীর ごんびる 

真面目に িন ার সােথ にすたる しゃて 

麻酔 ঢলু どぅる 

貧しい গিরব ごりーぶ 

混ぜる িমশা みしゃ 

まだ এখনও えこのお 

まだ、未だかつて এখেনা えこの 

まだ、未だかつて এখনও えこのお 

まだ熟していないココヤシの実

（ココナッツジュース） ডাব だぶ 

又は অথবা おとば 

又は িকংবা きんば 

又は বা ば 

または、 〜か〜 িকংবা きんば 

間違い মাফ করা まふ こら 

間違う、忘れる  ভালা ぼら 

間違える ভুল হওয়া ぶる ほわ 

 

ま 
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日本語 ベンガル語 読み 

待ちかねる  ত াশী ぷろったし 

待つ অেপ া করা おぺっか こら 

待つ、落ち着く বসা ぼしゃ 

真っ赤 টকটেক লাল とことけ ろん 

待つこと অেপ া おぺっか 

まっさーじ মািলশ まりっしゅ 

真っ直ぐ  সাজাসুিজ しょじゃしゅじ 

真っ直ぐな খাড়া から 

真っ直ぐな সরল しょろる 

真っ直ぐな  সাজা しょじゃ 

真っ直ぐに সরাসির しょらしょり 

真直ぐの  সাজা しょじゃ 

全く একদম えくどむ 

全く একদম えくどむ 

全く、全然 এেকবাের えけばれ 

全く〜（ない）  মােটই もてい 

全く〜（ない）  মােটই もてい 

全くの আ  あすと 

 

ま 
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日本語 ベンガル語 読み 

マッチ িদয়াশলাই でぃやしょらい 

マッチ  দয়াশলাই でやしょらい 

マッチ  দশলাই でしょらい 

マットレス গিদ ごでぃ 

（イスラム教の）祭り উৎসব うっしょぶ 

祭り  মলা めら 

祭りの場所 য শালা じょっごしゃら 

〜まで অবিধ おぼでぃ 

〜まで নাগাদ ながっどぅ 

〜まで পয    ぽるじょんと 

〜までに এত েন えとっこね 

窓 জানলা じゃんら 

窓 জানালা じゃなら 

窓 বাতায়ন ばたよん 

マナー আচার ব বহার あちゃる べぼはる 

マナー ধরন どろん 

まな板 চািক ちゃき 

眼差し নজর のじょる 

 

ま 



 

- 300 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

学ぶ、習う、覚える িশখা しか 

学ぶ、習う、覚える  শখা しぇか 

マニュアル কায   ণালী かっじょぷろなり 

真似、偽（の）、コピー、模倣 নকল のこる 

真似をする অনুকরণ করা おぬころん こら 

マハーバーラタ(インド最大の古典叙事

詩) মহাভারত もはーばーらと 

まばたき পলক ぽろく 

瞬きしない অপলক おぽろく 

疎らな、希薄な、希な িবরল びるろ 

麻痺の肢体 অবশা  おぼしゃんご 

眩しくする উ ল うっじょる 

まぶた  চােখর পাতা ちょける ぱた 

マフワーの木＆花 ম য়া もふや 

豆 ডাল だる 

まめ মটর もとる 

守る র া করা ろっか こら 

眉をしかめる(嫌がる意味で） ভুে প, ে প ぶっけぷ 、ぶっけぷ 

丸い  গাল ごーる 

 

ま 
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日本語 ベンガル語 読み 

まるで  যন じぇの 

回る ঘরুা ぐら 

回る  ঘারা ごら 

回る , 廻る  ঘারা , ঘুরা ごら 、ぐら 

回ること  ঘারােফরা ごらふぇら 

マングース  নউল, বিজ ねうる 、べじ 

満月 পিূণ  মা ぷるにま 

マンゴー আম あーむ 

マンゴーの品種名 ফজিল ふぉじゅり 

満足 তিৃ  とぅりぷてぃ 

満足 সন্ুতি  しょんとぅすてぃ 

満足した স   しょんとぅすと 

満足する সন্ুত  করা しょんとぅすと こら 

満足できる物 সে াষজনক しょんとしゅじょのく 

満足の স   しょんとすと 

真ん中 মধ  もっど 

真ん中に মাঝখােন まじゅかね 、 まずかね 

見あたらなくなる  খায়া যাওয়া こや じゃわ 

 

ま 
み 
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日本語 ベンガル語 読み 

ミーティング িমিটং みーてぃんぐ 

見えない অদশৃ  おどぅりっしょ 

見えない উধাও うだお 

見える  দখেত পাওয়া でくて ぱわ 

見える  দখা যাওয়া でか じゃわ 

見回収金  খলাপী けらぴ 

未開発な অপ ু おぷすと 

磨かれた মািজ ত まっじと 

磨く মাজা まじゃ 

味方 িম  みっとろ 

蜜柑(みかん)、榿色 কমলা こむら 

右 ডান だん 

右 ডােন, ডান だね、だん 

右 , 右側 ডাইন だいん 

短い খােটা かと 

未熟な 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） কাঁচা かちゃ 

見知らぬ অেচনা おちぇな 

 

み 
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日本語 ベンガル語 読み 

Mr. জনাব じゃなぶ 

水 পািন ぱに 

水（ヒンドゥー教徒が使う）、雨 জল じょーる 

水遊び  ান করা すなん こら 

自ら  ায়  すばじゃとぼ 

水キセル গড়গড়া ごろごら 

水差し কলসী こるし 

Mr, （〜さん） 文語 িমঃ みすたー 

水つぼ ঘিট ごてぃ 

（川､池で）水に潜っての沐浴 অবগাহন おぼがほん 

水の জলীয় じょりよ 

水を浴びる  গাসল করা ごしょる こら （ごそーる こ

ら） 

店  দাকান どかん 

未成年の女性 নাবািলকা なばりか 

未成年の男性 নাবালক なばろく 

Mrs. （〜さん） 文語 িমেসস みしぇしゅ 

見世物、戯れ、からかい তামাসা たましゃ 

見せる  দখােনা でかの 

 

み 
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日本語 ベンガル語 読み 

道 পথ ぽーと 

道、道路 রা া らすた 

満ち潮  জায়ার じょやる 

満ち潮  জায়ারা じょやら 

満ちた পিরপনূ  ぽりぷるの 

満ちた ভিত   ぼってぃ 

満ちる、いっぱいになる ভরা ぼら 

三つ、三時 িতনটা てぃんた 

三つ、三時  বলা িতনটা べら てぃんた 

3日(月の)  তসরা てすら 

見つかる、見つける খুঁেজ পাওয়া くじぇ ぱわ 

貢物、面会  ভট べっとぅ 

密計、陰謀 ফি  ふぉんでぃ 

密集、密度 ঘন  ごのっと 

密な িনিবড় にびる 

密にする ঘনান ごなん 

蜜蜂  মৗমািছ もうまち 

見つめる তাকান, তাকােনা たかの 、たかの 

 

み 
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日本語 ベンガル語 読み 

見てしまう  দেখ  ফলা でけ ふぇら 

認め得る、気に留める  াহ  ぐらっじょ 

認められない অমান  করা おまんの こら 

緑 সবজু しょぶじゅ 、しょぶーじゅ 

港 ব র ぼんどーる 

南（の）, 右の দি ন どっきん 

醜い অসু র おしゅんどーる 

醜い িবি ির びっちり 

醜い িব ী びすり 

稔らない অপ ু おぷすと 

実り ফলন ふぉろん 

見栄えのしない অ প おるぷ 

見張り পাহারা ぱはら 

見張り পাহারাদার ぱはらだーる 

見張り人  হরী ぷろほり 

見張る পাহারা  দওয়া ぱはら でわ 

見本、サンプル নমনুা のむな 

耳 কান かん 

 

み 
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日本語 ベンガル語 読み 

耳飾の一種 মাকিড় まくり 

みみず  কেঁচা けちょ 

耳の聞けない কালা から 

耳の聞けない বিধর ぼでぃる 

未来 ভিবষ ৎ ぼびっしょと 

魅了される ম ু むぐど 

魅力  মাহন もほん 

魅力､輝き､美しさ কাি  かんてぃ 

魅力､誘惑 আকষ ণ あこっしょん 

見る  দখা でか 

見ること､哲学 দশ ন どっしょん 

ミロバラン、インドスグリ（果物） আমলিক あむろき 

見分ける、知る  চনা,িচনা ちぇな 、ちな 

民衆 জনতা じょのた 

民衆哲学  লাকসািহত  ろくしゃひっと 

民主主義 গণত  ごのとんとろ 

民族、種族  গা ী ごすてぃ 

民族音楽  লাকসি ত ろくしょんぎとぅ 

 

み 
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みんな সকল しょこる 

みんな সবাই しょばい 

みんなの সবার しょばーる 

民謡、  লাকগাথা, লা ািহনী ろくがた 、ろっかひに 

民謡、村の歌 প ীগীিত ぽっりぎてぃ 

6日(月の) ছয়'ই ちょい'い 

向かい合う、対立している মেুখাম ু むこむ 

向かい合って(口語） মখুামুিখ むかむき 

昔の  সেকেল しぇけれ 

無価値な、小安貝 কানা-কিড় かな －こり 

無感覚の、麻痺の অবশ おぼしゅ 

無関心 ঔদাস ,উদাস おいだっしょ、うだしゅ 

ムグライ  মাগলাই পরাটা もぐらい ぽらた 

無限の অন  おのんと 

無限の অপিরসীম おぽりしむ 

無限の অসীম おしむ 

向こう側 ওপােশ,ওপার おぱしぇ、おぱーる 

向こう岸 ওপার おぱーる 

 

み 
む 
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無効の বািতল ばてぃる 

無罪放免 খালাস からしゅ 

無罪放免になる শাি   থেক মিু  পাওয়া しゃすてぃ てけ むくてぃ ぱわ 

無視 অবেহলা おぼへら 

虫 কীট きーとぅ 

虫  পাকা ぽか 

無視、無関心 উেপ া うぺっか 

蒸し暑い  মটপ ূণ   ぐもとぷるの 

蒸し暑さ  মট ぐもとぅ 

虫歯  পাকায় খাওয়া দাঁত ぽかい かわ だーとぅ 

矛盾した িবপরীত びぽりと 

無職の人  বকার べかる 

むしろ বরং ぼろ 

むしろ বর  ぼろんちょ 

むしろ、かえって〜、ほかに বরং,বরৎ,বর  ぼろん 、ぼろっ 

無数の অগিণত,অসংখ  おごにっ、おしょんこ 

無数の অসংখ  おしょんこ 

難しい শ  しょくと 

 

む 
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難しい,困難な、堅い কিঠন こてぃん 

息子 প ু,পতু ぷっとろ 、ぷとぅ 

息子の嫁 প ু বধ ু ぷっとろ ぶどぅ 

結ばせる、冷やす জুড়ান じゅらの 

結ばれた ব  ぼっど 

結ばれる、加わる জুড়া じゅら 

結び目 কিপ こぴ 

結ぶ、合わせる  জাড়া じょら 

結ぶ、結ばれた、縛る বাঁধা ばだ 

娘 কন া,কন াস ান こんな、こんなしょんたん 

娘、女中 িঝ じ 

娘、息子  মেয়েছেল めえちぇれ 

ムスリム、イスラム教徒 মসুলমান むするまん 

無生物の িনজ ীব にるじぶ 

無駄、消費 বথৃা-অপচয় ぶりた－おぽちょい 

無駄な িন ল にすふぉる 

無駄な ব থ   べっと 

無駄な、無益な িন  েয়াজন にふる 

 

む 
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無駄に、理由無く খামখা かむか 

無駄にする অপচয় করা おぽちょい こら 

無駄話 আ া あっだ 

鞭 চাবকু ちゃぶく 

ムチ打つ চাবকু মারা ちゃぶく まら 

無知の、愚かな অেবাধ おぼっど 

夢中にさせるもの সে াহন しょんもほん 

夢中の、没頭した ত য় とんによ 

6つの季節 ষড়ঋত ু しょろりとぅ 

無頓着な  বপেরায়া べぽろや 

無頓着に、不注意に、転じて অবেহলা ভের おぼへら ぼれ 

胸 বকু ぶぅく 

無念､悲しみ িবে াভ びっこぶ 

無念、疲労  ািন ぐらに 

無名の অখ াত おっかと 

村 গঁা が 

村  ম ぐらむ 

村  াম ぐらむ 

 

む 
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紫色  ব নী べぐに 

村芝居 যা া じゃっとら 

村の  াম  ぐらんも 

村のボス的存在  ধন ,  মািনক  ぽろだん、ぽまにく 

村人  ামবাসী ぐらむばしい 

ムリ（米を煎った食べ物） মিুড় むり 

無理にさせる、強調する জুলুম করা じゅるむ こら 

無料の ম ু ত,ম ু ৎ むふっとぅ 、むふっとぅ 

無料の、名誉の অৈবতিনক おぼいとにこ 

無類の､唯一の অনন  おのんの 

群れ ঝাঁক じゃく 

目 আিঁখ あき 

目 চ  ু ちょっく 

目 নয়ন のよん 

目、まなざし  চাখ ちょーく 

冥王星  েটা ぷるーと 

冥界の町 পাতালপরুী ぱたるぷり 

名詞 িবেশষ  びしぇっしょ 

 

む 
め 
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名人、エキスパート িবেশষ  びしぇしゅご 

名声、誉めること সুখ িত しゅっこてぃ 

名声、ほめること সুখ ািত しゅっかてぃ 

瞑想 সমািধ しょまでぃ 

瞑想に耽った ধ ানগ ীর だんごんびる 

瞑想に耽った人 ধ ানী だに 

明白な    しゅぽしゅと 

命名 নামকরণ なむころん 

名誉、格式 স ম しょんぼむ 

名誉、限界 ময  াদা もるじゃだ 

名誉ある  গৗরবমি ত ごうろぶもんでぃと 

命令 ফরমাশ ふぉるまっしょ 

命令  কমু ふくむ 

命令、指示 আেদশ あでしゅ 

命令、指示 িনেদ  শবলী にでっしょぼり 

命令形 অনু - প おぬっご －るぷ 

命令する  কমু করা ふくむ こら 

命令を実行する人 ফরমাশ খাটা ふぉるまっしょ かた 

 

め 
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迷惑､邪魔 িবর  びろくと 

迷惑な､不愉快な､不機嫌の িবর  びろくろ 

迷惑を掛ける ক   দওয়া こすと でわ 

牝牛 গাই がい 

眼鏡 চশমা ちょしゅま 

眼鏡をかけた人 চশমা  লাক ちょしゅま ろーく 

目覚めさせる  চতান ちぇたん 

目覚めた জা ত じゃぐろと 

目覚めている､油断のない সজাগ しょじゃぐ 

召使 চাকর ちゃくる 

召使 ভৃত  ぶりっと 

雌 মাদী までぃ 

雌の虎 বািঘনী ばぎに 

珍しい  ল ভ どぅるろぶ 

メダル তকমা とくま 

目つき নজর のじょる 

滅多に কিচৎ こちん 

めでたい  ভ しゅぼ 

 

め 



 

- 314 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

目に良い感じ、ハンサムな সুদশ ন しゅどっしょん 

目の前に置く､対面する মকুািবলা করা むかびら こら 

目の前の､面会 সা াৎ しゃっかとぅ 

メロンの一種 ফিুট ふてぃ 

芽を出す､成長する গজান ごじゃん 

芽を出す、根付く গজােনা ごじゃの 

面識 আলাপ あらっぷ 

面識のある､知っている পিরিচত ぽりちと 

免職、解雇 বরখা  ぼるかすと 

面積 আয়তন あよとん 

面積 4.8 平方メートル、重さの単位 

58g ছটাক ちょたこ 

面接する､インタビューする সা াৎ করা しゃっかとぅ こら 

メンテナンス､維持 ভরন  পাষন ぼろん ぽしょん 

面倒､面倒くさい､トラブル ঝােমলা じゃめら 

面倒を見る  দখা না করা でかしゅな こら 

メンバー সদস  しょどっしょ 

綿棒  বলুন べるーん 

もう এরই মেধ  えり もっで 

 

め 
も 
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もう､既に আেগ あげ 

もう１回 আর একবার あーる えくばる 

儲かる লাভ হওয়া らぶ ほわ 

儲かる､為になる､利益のある লাভকর,লাভজনক らぶこーる 、らぶじょのく 

儲ける বািজ ধরা ばじ どら 

設ける লাভ করা らぶ こら 

毛細血管、小脈、子葉脈 উপিশরা うぽしら 

申し込み､申請 দরখা  どるかすと 

申し込み､申請 িনেবদন にべどん 

申し込む আেবদন করা あべどん こら 

申し込む   াব করা ぷろすたぶ こら 

もうちょっと বাড়িত ばるてぃ 

もう何も〜ない আর িকছইু... নই あーる  きちゅい・・・ ねい 

毛布 ক ল こんぼる 

盲目 কানা かな 

盲目（の） অ  おんど 

燃える পড়ুা, পাড়া ぷら 、ぽら 

燃える  লিলহান れりはの 

 

も 
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燃える､輝く গনগেন ごのごね 

燃える、輝く、痛む、燃やす জলা, জালান じょら、じゃらの 

燃える､輝く､痛む､燃やす  লা, লােনা, লৎ, ল  
じょら 、じょらの 、じょろっ 、じ

ょろっと 

燃える､焼ける পড়ুা যাওয়া,পেুড় ぷら じゃわ 、ぷれ 

もぎ取る পাড়া ぱら 

目撃者､証人  া   しゃっこ 

木材 কাঠ かーつ 

木星 বহৃ িত ぶりほしゅぽてぃ 

木製サンダル খড়ম ころむ 

木炭 কাঠ কয়লা かーと こいら 

目的､ねらい、意欲 উে শ  うっでっしょ 

目的、物事 িবষয় びしょい 

目的地 গ ব  ল ごんとっぼすとる 

目標、的、狙い ল   ろくしょ 

目標、目的、動機 উপল  うぽろくしょ 

木曜日 বহৃশপতীবার ぶりほしょぽてぃばろる 

木曜日 বহৃ িতবার ぶりほしゅぽてぃばる 

沐浴  ান, ান すまん 、すなん 

 

も 



 

 
- 317 - 

 

日本語 ベンガル語 読み 

沐浴､水遊び(イスラム）  গাছল, গাসল ごちょる 、ごしょーる、ごそー

る 

沐浴する নাওয়া なわ 

文字 অ র おっこーる 

文字 হরফ ほろふ 

もし〜 যিদ じょでぃ 

もし〜なら〜である যিদ...তেব じょでぃ...とべ 

若しくは বা ば 

文字通りの আ িরক あっこりく 

もたもたした、ずずぐずした িটেলিম てぃれみ 

持ち上げられた উ তৃ うっどぅりと 

持ち上げる､とる､摘む  তালা とら 

餅つきのような  ঢিঁক でき 

勿論、〜でない বইিক ぼいき 

勿論、必ず অবশ ই おぼっしょい 

勿論、きっと、必ず আলবৎ あるぼと 

勿体ない অপচয় হওয়া おぽちょい ほわ 

持っていく িনেয় যাওয়া にえ じゃわ 

持って来る、 আনা あな 

 

も 
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持ってくる িনেয় আসা にえ あしゃ 

もっと আরও,আেরা あろー、あろ 

もっと大きく言って  জাের বলুন じょれ ぼるん 

もっと何か〜ないある আরও িকছ.ু..   আেছ あろー きちゅ・・・   あちぇ 

最も সবচাইেত しょぶちゃいて 

最も সবেচেয় しょぶちぇえ 

最も大きい বহৃ ম ぶりほっとも 

モデル組合 আদশ  সিমিত あどるしょ しょみてぃ 

戻し  ফরত ふぇろと 

戻ってくる িফের আসা ふぃれ あしゃ 

戻る、巡る  ফরা, িফরা,িফরিত ふぇら 、ふぃら 、ふぃるてぃ 

戻る、巡る、帰る  ফরা, িফরা ふぇら、ふぃら 

物 ব  ぼすとぅ 

物（関係詞） যা...তা... じゃ...た... 

物、材料 স ার しょんばる 

物、中味 িজিনষ じにしゅ 

物置  দামঘর ぐだむごーる 

物思いに沈んだ িচি ত ちんてぃと 

 

も 
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物語 উপাখ ান うぱっかん 

物語 কািহনী かひに 

もの乞い、布施（ほどこし）、恵み িভ া びっか 

物乞いする িভ া করা びっか こら 

もの凄い দা ন だるん 

もの凄い ভীষণ びしょん 

ものすごく巨大な িবকট びくと 

籾取りをする ধানভানা だんばな 

揉む িটপা てぃぱ 

揉む、抑える、ウインクする িটপা てぱ 、てぃぱ 

揉む、抑える、ウインクする  টপা てぱ 

燃やす  লান, লােনা じょらの 、じょらの 

燃やす  পাড়ােনা,পিুড়েয় ぽらの 、ぷりえ 

燃やす  ফলা ふぇら 

催し অনু ান おぬすたん 

森 বন ぼん 

漏れる、こぼれる ঝরা じょら 

文句 আপি  あぽってぃ 

 

も 
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文句、不平、不満を言う নািলশ করা なりしょ こら 

問題、困ったこと সমস া しょもっしゃ 

門番、ポーター(個人的な) দােরাযান  だろじゃの 

文部省 িশ াম ক しっかもんとろく 

文部省 িশ াম ণালয় しっかもんとろなろい 

文部大臣 িশ া ম ী しっか もんとり 

やぁ、もしもし হ ােলা はろー 

〜やいなや、〜とたんに সেব মা  しょべまっとろ 

刃 ফলক ふぉろく 

野外劇 যা াগান じゃっとらがん 

喧しくする  হৈচ করা ほいちょい こら 

やかん  কটলী けとり 

山羊 ছাগল ちゃごーる 

焼く(食べ物) ঝলসােনা, সঁকা じょるしゃの 、しぇか 

やくざ、ちんぴら、ギャング   া ぐんだ 

役所 কাছাির かちゃり 

約束､誓い অ ীকার おんぎかる 

約束の否定  খলাপ けらぷ 

 

も 
や 
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役立たず অেকেজা おけじょ 

役に立つこと উপকার うぽかる 

役人 অিফসার おふぃさー 

焼ける（食べ物等を） ঝলেস যাওয়া じょるしぇ じゃわ 

焼ける、火傷する  পাড়ােনা, পড়ুােনা ぽらの、ぷらの 

焼ける､火傷する  পাড়ােনা,পড়ুােনা ぽらの 、ぷらの 

野菜 সি  しょぶじ 

優しい  কামল こもる 

優しい দয়ালু どやる 

優しい সদয় しょどい 

優しい   হপরায়ন すねほぽらよん 

優しい   হশীল すねほしる 

優しく   হভের すねほぼれ 

椰子の実 নািরেকল なりける 

椰子の実の外側の繊維  ছাবড়া ちょぶら 

安い স া しょすた 

安い､簡単な 、三等車 সুলভ しゅるぼ 

休み ছিুট ちゅてぃ 

 

や 
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休み ছিুঢ ちゅてぃ 

休み、休息 িব াম びすらむ 

休み無く অিবরাম おびらむ 

休みを取る ছিুট  নওয়া ちゅてぃ ねわ 

野生の বেুনা ぶの 

痩せた（人に対してのみ）  রাগা ろが 

家賃､料金､運賃 ভাড়া ばら 

やっと〜できるくらいです  কােনামেত করেত পাের このもて 〜こるて ぱれ 

雇う িনেয়াগ করা によぐ こら 

野党 িবেরাধীদল びろでぃどーる 

雇う লাগােনা らがの 

雇う、雇用する িনয ু করা にじゅことぅ こら 

雇われた িনয ু にじゅくと 

雇われた িনেয়ািজত によじと 

家主 বাড়ীওয়ালা ばりわら 

屋根 চালা ちゃら 

屋根がトタンで出来た家 িটন  শড বাসা てぃん しぇどぅ ばしゃ 

野蛮人、未開の বব  র ぼるぼる 

 

や 
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やぶ  ঝাপ じょぷ 

やぶにらみ আড়েচােখ চাহিন あるちょけ ちゃふに 

破れる、裂ける  ছড়ঁা ちぇら 

破れる、裂ける  ছঁরা ちぇら 

山 িগির ぎり 

山、丘 পাহাড় ぱはーる 

山、山脈 পব  ত ぽるぼっと、ぱるぼっと 

山の王（ヒマラヤ） িগিররাজ ぎりらーじゅ 

やむを得ず বাধ  হেয় ばっど ほえ 

止めさせる ছাড়ান ちゃらの 

やや黒い色 শ ামলা しゃむら 

やる気が有る、志が有る ই া いっちゃ 

〜野郎 ..র   বটী ..（る） べてぃ 

柔らかい কমল こもる 

柔らかい ম ৃ むりどぅ 

柔らかい、優しい নরম のろむ 

柔らかく、軽く আলেগােছ あるごちぇ 

唯一、たった一つの একমা  えくまっとろ 

 

や 
ゆ 
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遊泳、泳ぐ স রণ しょんとろん 

有害な অিন কর おにすとこる 

有害な人 অিন কারী おにすとかり 

夕方 স  া,সে   しょんだ、しょんで 

夕方時分 স  ােবলা しょんだべら 

勇敢な বীর びる 

勇気 বীর , びろっと 

勇気 সাহস しゃふしゅ 

勇気 সাহস しゃほーす 

遊技  খলাধলুা けらどぅら 

遊戯 লীলা りら 

幽鬼、鬼 ভুত ぶーとぅ 

夕暮、黄昏（たそがれ） স  া, সে   しょんど、しょんでぃ 

友情、情け   হ মমতা しゅねい ももた 

有能な কম  দ  こるもどっこ 

郵便 ডাক だく 

郵便局 ডাকঘর だくごる 

郵便料金 ডাকমা ল だくましゅる 

 

ゆ 
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夕べの祈り স  ািক しょんだき 

雄弁、屁理屈 বাকচাতুির ばくちゃとり 

有名な নাম করা なむ こら 

有名な নামী なみ 

有名な  িস ,িবখ াত ぷろしっど、びっかと 

有名な িবখ াত びきゃと 

ユーモア、冗談 রিসকতা ろしっこた 

夕闇 ভয় স  া ぼい しょんだ 

幽霊の ভুতেুড় ぶとぅれ 

床  মেঝ めじぇ 

行き来 যাতয়াত じゃとぅやとぅ 

行方不明 িনেখাজঁ にこじゅ 

輸出 র ািন ろぷたに 

輸出入税    しゅるこ 

譲り、謙遜 িবনয় びのい 

壌土  দাআশ どあしゅ 

豊かな সম ৃ しょむりっど 

ゆっくり আে  あすて 

 

ゆ 
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ゆっくり ধীের でぃれ 

ゆっくり、そっと ধীের ধীের あすて、でぃれ でぃれ 

指 আঙলু あんぐる 

指 আ লু あんぐる 

指輪 আংিট あんてぃ 

夢   , পন しょぷの、しょぽん 

夢、意識  খয়াল けやる 

ゆるい িঢলা でぃら 

緩い、ゆるい আলাগ あらぐ 

許されない、無視できない মারা ক まらともこ 

許し মাফ まふ 

許し、寛容、勘弁、容赦  মা こま 

許して下さい মাফ কের   দন まふ これ  でん 

許す（罪など） মাফ করব まふ こるぼ 

揺れる  লা, দালা どぅら 、どら 

揺れる、籠  দালা どら 

夜明け ঊষা うしゃ 

夜明け  ভার ぼろ 

 

ゆ 
よ 
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良い ভাল ばろ 

酔い、マニア、熱中の対象  নশা ねしゃ 

良いクラス 、二等車  শাভন   ণী しょぼん すれに 

良い結果 সুফল しゅふぉる 

ヨイショ（掛け声）  হইঁেয়া へいよ 

良い知らせ সুসংবাদ しゅしょんばっどぅ 

良い成績である ভাল ばろ 

良い匂い সুগ ময় しゅごんどもい 

良いニュース সুখবর しゅこぼーる 

用意   িত ぷろすとぅてぃ 

養育、飼育 পালন ぱろん 

容易な（事） অনায়াস おなやしゅ 

容易な、良い（接頭語） সু- しゅ- 

(月の)8日 আটই あーとい（あったい） 

陽気な রিঙন,রি ন ろんぎん 、ろんぎん 

陽気な、明るい人 হািসখিুশ はしくし 

要求 চািহদা ちゃひだ 

要求する দাবী করা だび こら 

 

よ 
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容姿、顔、姿  চহারা ちぇはら 

幼児、子供 িশ  ししゅ 

幼児期  শশব しょいしょぶ 

様式、習慣 রীিত りてぃ 

様式、文体  শলী しょいり 

容姿の美しい  পবতী, পসী るぷぼてぃ 、るぽし 

様子 ভাব ばぶ 

曜日、〜毎（繰り返し） বার ばる 

用務員 চাপরাসী ちゃぷらし 

ようやく、やっと এত েন,এতিদেন えとっこね 、えとでぃね 

要約する সংি   করা,সংে প しょんきぷと こら 、しょんけぷ 

ヨーグルト দই どい 

ヨガ  যাগ じょぐ 

予期しない আশাতীত あしゃてぃと 

余儀なく〜する、強制的な বাধ  ばっど 

預金として取るために জমা  নওয়া じょま ねわ 

抑圧された ধিষ ত どるしと 

浴室 কলঘ  こるごおる 

 

よ 
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浴室  গাসল খানা ごしょる かな、 （ごそーるか

な） 

欲望、貧欲  লাভ ろぼ 

抑留 অ রীন おんとりん 

抑留する অ রীন করা おんとりん こら 

横、側 পাশ ぱしゅ 

横、横に   , ে  ぷろすと 、ぷろすて 

横切って、〜の上に উপর িদেয় うぽる でぃえ 

邪な বদেমজাজী ぼどめじゃじ 

横たわる､寝る  য়া しゅや 

横たわる、寝る  শায়া しょあ 

横になる  শাওয়া しょわ 

汚れた আিবর あびる 

汚れた ি   くりんの 

汚れている、不潔な  নাংরা のんぐら 

汚れの無い িনম  ল にるもる 

汚れの無い、純粋な অনািবল おなびる 

予算 আয়ব য়ক あいべいく 

よし!、結構!、衣装、すぐれた  বশ べす（ばす） 

 

よ 
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よそ者 পরেদশী ぽるでし 

4日(月の)  চৗঠা ちょうた 

４日の  চৗঠা, চৗেঠা ちょうた 、ちょうと 

酔った、酔っ払い মাতাল またる 

酔っ払い মাতলািম まとぅらみ 

酔っ払う মাতাল হওয়া またる ほわ 

予定、計画 পিরক না ぽりこるぽな 

予定された、計画された পিরকি ত ぽりこるぴと 

夜通し、にわかに রাতারািত らたらてぃ 

呼ばれる  ডেক পাঠােনা でけ ぱたの 

呼びかけ、鳴き声、招待 ডাক だく 

呼びに出す  ডেক  দওয়া でけ でわ 

呼ぶ ডাকা  দওয়া だか でわ 

呼ぶ、鳴く ডাকা だか 

呼ぶ、鳴く ভাকা ばか 

よべない িনরা য় にらすろい 

予報 পবু  াভাস ぷるばばしゅ 

読み書きの出来る  া র しゃっこる 

 

よ 
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読む、勉強する পড়া ぽら 

読むこと পাঠ ぱーとぅ 

嫁 বউ,বধ,ুকেন ぼう 、ぼどぅ 、こね 

嫁入り道具  যৗতুক じょうとぅく 

嫁に貰う বউ আনা ぼう あな 

嫁にやる িবেয়  দওয়া びえ でわ 

〜より  চেয় ちぇえ 

より一層 আরও あろー 

より多い  বশী べしい 

〜よりも অেপ া おぺっか 

選り分ける বাছা ばちゃ 

夜 িনিশ にし 

夜 রজনী ろじょに 

夜 রাত らーとぅ 

夜 রাি  らっとり 

夜遅く অেনক রা  おねーく らっとろ 

夜が明ける、白む  পাহান ぽはん 

喜ばす খিুশ করা くし こら 

 

よ 
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喜び、愛情  ীিত ぷりてぃ 

喜び、気晴らし আন  あのんど 

喜び、幸福 হষ  ほっしょ 

喜ぶ、嬉しくなる খিুশ হওয়া くし ほわ 

喜ぶ、楽しむ মজা করা もじゃ こら 

喜んだ আনে -আটখানা あのんで －あっとかな 

よろしくという、よろしくとつたえる  েভ া しゅべっちゃ 

よろめく、つまづく টলা とら 

弱い দবূ  ল, ব  ল どぅるぼーる 、どぅるぼーる 

弱い শি হীন しょくてぃひん 

弱い、病弱な  ব  ল どぅるぼる 

弱った কমেজার こむじょーる 

弱った、細い  ীণ きん 

4 চার ちゃる 

40 চি শ ちょりっしゅ 

４番目の兄弟 চতথু   ちょとぅっと 

…の 1/4  সায়া しょや 

４分の１ সওয়া しょわ 

 

よ 
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1/4(4分の 1) ৪ ভােগর ১ভাগ ちゃーる ばげーる えく ばー

ぐ 

１／４（４分の 1）  পায়া ぽや 

1/4おおい、15分過ぎ  সায়া しょわ 

3/4、45分  পৗেন ぽうね 

4本脚の動物 জ  じょんとぅ 

〜ら、〜らを（複数形にする）  িল, েলা ぐり 、ぐろ 

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) রামায়ণ らーまやん 

来月 আগামীমাস あがみ まーしゅ 

来週 আগামীস াহ あがみ しょぷたほ 

ライチ(レイシの実) িলচু りちゅ 

来年 আগামীবছর あがみ ぼちょーる 

ライバル  িত  ী ぷろてぃどんでぃ 

楽、愉快 আরাম あらむ 

落胆の হতাশ ほたしゅ 

楽天主義、希望的観測 আশাবাদী あしゃばでぃ 

楽な、快適な আরামদায়ক あらむだいく 

ラジオ  রিডও れでぃお 

落花生、アーモンド বাদাম ばだん 

 

よ 
ら 
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ラック、服掛け আলনা あろな 

ラッシャヒ রাজশাহী らっしゃひ 

ランプ বািত ばてぃ 

乱暴、暴力、虐待 িনয  াতন にるじゃとん 

乱暴な、暴君 অত াচারী おったちゃり 

リードする、中心の、主な অ ণী おぐろに 

利益 মনুাফা むなふぁ 

利益、得、利潤、旨味 লাভ らぼ 

利益者 লাভবান らぶばん 

利益を得る、助かる উপকার うぽかる 

理解、認識、概念、創造 ধারণা,ধারনা だろな 、だろな 

理解する বঝুা, বাঝা ぶじゃ 、ぼじゃ 

理解する、感じる ধারণা করা だろな こら 

理解する、わかる বঝু ぶり 

理解する、わかる বদুঝা ぶどじゃ 

理解する、わかる  বাঝা ぼじゃ 

理解する事が出来る বঝুেত পারা ぶじゅて ぱら 

リキシャ িরকশা,ির া りくしゃ 、りきしゃ 

 

ら 
り 
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リキシャ夫 ির াওয়ালা りくしゃわら、 りきしゃわら 

陸地、岸 ডাঙা だんが 

利己的な、我が侭で  াথ  পর しゃっとぽる 

利己的な、わがままな  াথ  পর しゃるとぽる 

リス কাঠ িবড়াল かーと びらる 

リスト、カタログ তািলকা たりか 

理想、モデル আদশ  あどるしょ 

利息 সুদ しゅど 

理髪士、床屋 নািপত なぴと 

略奪 লুট るとぅ 

略奪された লুি ত るんてぃと 

理由  হত ু へとぅ 

流会、散会 সভাভ  しょばぼんご 

流血 র পাত ろくとぱとぅ 

理由で িবধায় びだい 

理由無く、無駄に、只々  ধ ু ধ ু しゅどぅ しゅどぅ 

量 পিরমান ぽりまん 

寮  হাে ল ほすてる 

 

り 
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料金 িবল びる 

漁師 মৎসজীিব もっしょじび 

漁師 িশকারী しかり 

両者（の）、両方 উভয় うぼい 

良心 নীিত にてぃ 

良心 িবেবক びべく 

両方とも উভেয়ই うぼえい 

料理 রা া らんな 

料理、消化 পাক ぱく 

料理する রাঁধা らだ 

料理する রা া করা らんな こら 

料理する、熟した、舗装された পাকােনা ぱかの 

料理人 বাবুিচ  ばぶるち 

旅行 পয  টন ぽるじょとん 

旅行  মণ, মন ぶろもの 、ぶろもん 

旅行、野外劇 যা া じゃっとら 

旅行者 পয  টক ぽるじょとっく 

旅費精算  মন-ব ৃা  ぶろもん－ぶりったんと 

 

り 
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りんご আেপল あぺる 

リンネル、木綿で出来た সুতী しゅてぃ 

倫理、道徳 ধম   どるも 

倫理、道徳 রীিতনীিত りてぃにてぃ 

累積した、集められた প ুীভূত ぷんじぶと 

ルーズな、怠慢な িঢলা でぃら 

ルール িবিধ びでぃ 

ルチ(バターで揚げたナン) লুিচ るち 

ルティ（粗い麦粉を練って鉄板で

焼いたパン） রিট るてぃ 

るんぎ（腰巻） লুি  るんぎ 

例、証拠 উদাহরণ うだほろん 

例、証拠 দ ৃা  どぅりすたんと 

例、証拠 িনদশ ন にどっしょん 

礼儀 ভ তা ぼどろた 

礼儀作法 আদব-কায়দা あだぶーかいだ 

礼儀正しい সভ  しょっぼ 

令状 পেরায়ানা ぽろやな 

例の、ある(特定の) অমকু  おむこ 

 

り 
る 
れ 
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礼拝（回教徒が一日５回行う） নামাজ なまーじゅ、なまじゅ 

礼拝、祈り আরাধনা あらどな 

礼拝、修行 সাদধনা しゃどどな 

礼拝、尊敬 সাধনা しゃどぅな 

礼拝の前の禊（イスラム教徒） ওজু おじゅ 

（イスラム教の）礼拝日（金曜日） জু া じゅま 

（回教の）礼拝日（金曜日） জু া, জমা じゅんま、じゅま 

歴史 ইিতহাস いてぃはしゅ 

歴史的、歴史の ঐিতহািসক おいてぃはしく 

レクリエーション、楽しみ িবেনাদন びのどん 

レストラン  র ুের  れすとぅれんと 

レスラー পােলায়ান ぱろやん 

レスリング কিু  くすてぃ 

列、集会 রািজ らじ 

レモン  লব ু れぶー 

煉瓦（レンガ） ইট いーと 

煉瓦造りの পাকা ぱか 

連呼する ডাকাডািক だかだき 

 

れ 
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練習 অনুশীলনী おぬしろに 

練習 অভ াস,অভ াস করা おっばしゅ、おっばしゅこら 

練習 হােত কলেম はて ころめ 

連絡、ニュース সমাচার しょまちゃる 

連絡、交わり、偶然の一致  যাগােযাগ じょがじょぐ 

廊下 দরদালাম どるだらむ 

老女 বয  মিহলা ぼよしゅこ もひら 

老女 ব ৃা ぶりっだ 

老人 বয়   লাক ぼよしゅこ ろーく 

老人 ব ৃ ぶりっど 

老人、年老いた বড়ুা,বেুড়া ぶら 、ぶろ 

ロウソク  মামবািত もんばてぃ 

蝋燭（ろうそく）  মামবািত もんばてぃ 

労働者 কম  ী こるみ 

労働者  িমক すろみく 

労働者、使用人 কম  চারী こるもちゃり 

ロープ、縄、紐 দিড় どり 

6 ছয় ちょい 

 

れ 
ろ 
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6月 জুন じゅーん 

60 ষট しゃと 

路地、小道 গিল ごり 

ロショゴッラ(お菓子の一種) রসেগা া ろしゅごっら 

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) রসেগা া ろっしょごっら 

ロバ গাধা がだ 

論文、随筆、評論  ব  ぷろぼんど 

わぁ、まぁ বাঃ ば 

猥褻、卑屈 অ ীলতা おすりるた 

賄賂 ঘষু ぐーしゅ 

賄賂を取る ঘষু খাওয়া ぐしょ かわ 

若さ  যৗবন じょうぼん 

若造(ちんちんに毛も生えてないガキ) নুনু বা া ぬぬ ばっちゃ 

我が侭  াথ  পরতা しゃっとぽるた 

我が侭な（女） আ লাদী あふらでぃ 

我が侭な人  গঁায়ার ごわる 

若者、青年 ত ণ とるの 

別れ（長期間別れる時） িবদায় びだい 

 

ろ 
わ 
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分かれた、破れた িবি   びっちんの 

別れる িবদায়  নওয়া びだい ねわ 

脇の下  বাগল ぼごる 

沸く ফটূা ふた 

沸く  ফাটা ふぉた 

惑星  হ ぐろほ 

分け前、割り当て বখরা ぼくら 

分ける আলাদা করা あらだ こら 

ワザと ই া কের いっちゃ これ 

僅か（の）、ちょっと অ  おるぽ 

煩い  কালাহলপণূ   こらほるぷるの 

煩い িবরি কর びるくてぃこーる 

忘れられた িব ৃত びすりと 

忘れる ভুলা ぶら 

忘れる ভুেল যাওয়া ぶれ じゃわ 

綿 তলু,তলুা とぅる 、とぅら 

私 আিম あみ 

私たち আমরা あむら 

 

わ 
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渡し舟  খয়া けや 

渡し守  খয়ামািঝ けやまじ 

渡す িনেয়  দওয়া にえ でわ 

渡る、通る পার হওয়া ぱーる ほわ 

渡ること পার ぱろ 

綿をすく ধনুা どぅな 

綿をすく人 ধিুনর,ধনুাির,ধনূক どぅにる 、どぅなり 、どぅのく 

輪なわ ফাঁস ふぁしゅ 

ワニ কিুমর くみーる 

鰐（わに) কমুীর くみる 

藁 খড় こーる 

笑い হািস はし 

笑い出す  হেস উঠা へしぇ うた 

笑う、ほほえむ হাসা はしゃ 

笑っている সহাস  しょはっしょ 

割合、首飾り হার はーる 

割合、度量衡 পিরমাণ ぽりまん 

悪い খারাপ からっぷ 

 

わ 
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悪い（精神状態） ম  もんど 

悪い、悪戯な বদমাশ,বদমাইশ ぼどましょ 、ぼどまいしょ 

悪い、不吉な（接頭語） ক-ু く- 

悪い考え、悩み  ভ াবনা どぅるばぶな 

悪い事をする খারাপ কাজ করা からっぷ かーじ こら 

悪い習慣、癖 বদঅভ াস ぼどおっばしゅ 

悪い態度 অসদাচার おしょだちゃる 

悪口、悪態、罵り গািল がり 

悪口、悪態、罵り(口語的) গালাগািল がらがり 

悪口、悪評判 বদনাম ぼどぅなむ 

悪口を言う নােম কথা লাগােনা なめ こた らがの 

悪者、悪魔 শয়তান しゃいたん 

割れる、壊れる ভা া ばんが 

割れる、裂く、開かせる ফাটােনা ふぁたの 

湾曲 বাঁক ばく 

〜を意味する ◌্ - দ ーぷろどぅ 

〜を怒る বকা করা, বাকািম করা ぼか こら 、ぼかみ こら 

〜を怒る、叱る বকা  দওয়া ぼか でわ 

 

わ 
を 
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〜を通って হেয় ほえ 

〜を着た পিরিহত ぽりひと 

〜を越えた অতীত おてぃと 

〜を連れて সােথ িনেয় しゃて にえ 

〜を除いて、離れる ছাড়া ちゃら 

〜を除く বাদ  দওয়া ばっどぅ でわ 

〜を含めて িনেয় にえ 

〜を含めて、と一緒 সহ しょほ 

〜を持った ধারী だり 

〜を基に িভিম びみ 

〜を辞めさせられる চাকরী খাওয়ােনা ちゃっくり かわの 

〜を辞めさせる চাকরী  খেয়  দওয়া ちゃっくり けえ でわ 

   

   

   

   

 

を 


