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A

A, a〔アルファベット〕ハワイ語のアルファベット A/a の発音は ‘a-

（‘あ−）である．〔用例〕A 型（あーがた）の名詞：ハワイ語の名詞に

ついては巻末参照．

a［あ］〔マーカー〕さまざまに使われる．1）〔所有詞として〕…の，…

によって習得した，後天的に得た，習性となった．Hale a ka lā.  太陽

の家．PPN ‘a.  2）〔接続詞として〕a- の異形として現れる．

‘a-.  【文法】数詞に付く接頭辞．「〜番目」といった序数詞的な意味が

付く．“‘akahi, ‘alua. ‘akolu, ‘ahā, ‘alima, ‘aono, ‘ahiku, ‘awalu, ‘aiwa”お

よび曜日を表す接頭辞 Pō- を参照．数詞に付く接頭辞には他に ‘E-
/‘e-, pā-, kua- などがある．

ā/ā［あ
-

］1. あご，ほお骨．PCP aa.  2. 〔マーカー・接続詞〕および，

そして，…する［した］時に，…まで，それから，…へ［に］．しばし

ば［a］と短く発音されたり書かれたりする．PCP  a.  
‘a［‘あ］〔間投詞〕おや，まあ，ああ．PNP kaa.  
‘ā/‘ā［‘あ-］火炎の，燃え［焼け］ている；火；燃える．ho-‘a-. …に火を

つける；（ランプなどに）灯をともす．PNP kaa.  
‘ā-/‘ā-.【文法】「…の性質を帯びている，…に似ている」を表わす接頭

辞．‘a-hina を参照．

a‘a［あ‘あ］小根，葉脈；静脈，動脈，神経，腱（けん），筋肉．PPN aka.
‘a‘a［‘あ‘あ］1. 冒険的に試みる，…にいどむ；大胆な，冒険的な．2.
（帯などを）巻く，結びつける；帯，ガードル（コルセットに似た胴

巻）．3. 袋，ポケット；ココナッツの外皮から取れる繊維．PPN kaka.  
‘a‘ā/‘a‘ā［‘あ‘あ-］1. 燃える；火．ho-‘a‘a-. …に火をつける，点火する．

PNP kakaa.  2. アア（式）溶岩（表面のあらい玄武岩質の溶岩）；石

の多い，でこぼこしたアア溶岩がたくさんある．

3



‘ā‘ā/‘ā‘ā［‘あ- ‘あ-］1. 口のきけない；どもる，口ごもって言う；口のき

けない人．2. 小びと，背の低い人；小びとのような，小さい．3. 発

狂した，恐慌を来たした．ho-‘a-‘a-. 混乱して見回す．4.【鳥】雄のオ

ーオー［‘o-‘o-］鳥．PPN ka(a)-kaa.  
‘a‘ahu［‘あ‘あふ］（一般的に）衣類；衣服を着る；（毛布で体などを）

覆う，くるむ．‘ahu を参照．

‘a‘ahuā/‘a‘ahuā［‘あ‘あふあ
-

］非難するように話す；ねたみの抗議．

‘a‘ahuwā/‘a‘ahuwā はつづりの異形．

‘a‘ai［‘あ‘あい］1. ‘ai の 1 の重複形；食べる；（痛みなど）広がること，

ますます増えること；潰瘍性の，がん性の；腐食［浸食］する；浸食，

腐食．2. （対照的な色などが）鮮やかな．

‘a‘aiole［‘あ‘あいおれ］（…より）劣った，弱い；弱いもの．〈比喩〉天

寿を全うせず死にかけている人々のような．

‘a‘aka［‘あ‘あか］不機嫌な，気むずかしい，いらだたせた；（労働な

ど）きびしい．

‘a‘aki［‘あ‘あき］ ‘aki の 1 の重複形；くり返しかむ；ひとかみ［かじ

り］．〈比喩〉（天候が）曇った，薄暗い，（霧などが）深い；（愛情や

出産などの）苦痛［心痛］を感じる．PNP kakati.
a‘a koko［あ‘あ_ここ］血管．

a‘a ku-ku-ku-/a‘a kūkūkū［あ‘あ_く
-

く
-

く
-

］怒張した静脈．〈逐語〉盛り

上がった静脈．

‘a‘ala［‘あ‘あら］香りのよい，芳香性の；香る；芳香．〈比喩〉高い身

分の，高貴な．PPN  kakala. 
‘A‘ala.  アアラ．【地名】オアフ島ホノルル市の地区名（地区 13）：通り，

商店街などの名．

‘A‘ala Honua［‘あ‘あら_ほぬあ］【気象】ハワイ島東部のヒロ地方に吹

く雨をともなった風．
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‘a‘ala‘ula［‘あ‘あら‘うら］ビロードのような緑色した水気の多い海草

（Codiumの一種）．

a‘alele［あ‘あれれ］脈はく，鼓動．〈逐語〉はねる血管．

‘a‘ali［‘あ‘あり］ ‘ali の 1 の重複形；…に傷跡を残した，印をした，…

に溝を造った；くぼみ，（木・金属に彫った）細い溝．

‘a‘ali‘i［‘あ‘あり‘い］【植物】自生の堅木（かたぎ）．（Dodonaea の全種）．

‘a‘alina［‘あ‘ありな］1. 傷跡のある．2.（肥満体の人のように）大き

い，太った，体力のない．

‘a‘alo［‘あ‘あろ］ ‘alo の 1 と 2 の重複形．

‘a‘a lole［‘あ‘あ_ろれ］ココナッツの葉のつけ根にある布のような葉鞘

（ようしょう）；西洋服地．

a‘alolo［あ‘あろろ］神経．〈逐語〉脳の血管．

‘a‘alu［‘あ‘ある］峡谷，山峡，小川，渓谷，谷間．

‘a‘ama［‘あ‘あま］1. 海辺の岩場を渡り歩く大きくて黒い食用になる

カニ（Grapsus  grapsus tenuicrustatus）．PPN kamakama.  2.（指などを）

開いたりゆるめたりする．

‘a‘a- maka/‘a‘ā maka［‘あ‘あ-_まか］（欲求する時や恐怖を感じた時に，

または驚かそうとして）見開いた目でにらむ；そのようにする人．

‘a‘amo‘o［‘あ‘あも‘お］ココナッツの若葉のつけ根にある布のような

葉鞘（ようしょう）；（ベールなどの）薄織；透き通った織物．

‘a‘ana［‘あ‘あな］悪態をつく，口ぎたない言葉を使う，悪口を言う，

ののしる．

‘a‘anema［‘あ‘あねま］意地悪く批評する；悪意のある，意地の悪い．

‘a‘a niu［‘あ‘あ_にう］ココナッツの葉のつけ根にある布のような葉鞘

（ようしょう）．

5



‘a‘ano［‘あ‘あの］1. 横暴な，横柄な，傲慢（ごうまん）な，大胆な，

図太い，向こう見ずの；（弱い者いじめの）乱暴者．hō‘a‘ano. あば

れ者のように振る舞う，からいばりする；挑戦する，冒険的に試み

る．2. 【品詞名】文法用語のステイティヴ動詞．『Ma-maka Kaiao』で

は略字の［‘a‘］が品詞名表示に使われている．

‘a‘api［‘あ‘あぴ］ゆがんだ，曲がった．

‘a‘apo［‘あ‘あぽ］物覚えが早い．

‘a‘apu［‘あ‘あぷ］ココナッツの実を半分に割ったカップ；カップのよ

うな．ho-‘a‘apu.  手のひらのくぼみでカップを形づくる；葉を包み

込んでカップのようにする．

‘a‘apua［‘あ‘あぷあ］矢筒（やづつ）．

a‘apu-haka/a‘apūhaka［あ‘あぷ
-

はか］帯，腰ひも， ベルト．〈逐語〉

腰ひも．

‘a‘a- pu‘upu‘u/‘a‘ā pu‘upu‘u［‘あ‘あ-_ぷ‘うぷ‘う］（とがった，または水

の作用で摩滅した）きめの荒いじゃりまたは岩．

‘a‘au［‘あ‘あう］あちらこちら移動する，うろつき回る；（海など）さ

ざ波が立つ．

‘a-‘aua/‘ā‘aua［‘あ- ‘あうあ］（しわが寄った，または吹き出ものが出来

た皮膚のように）きめの荒い．

‘a‘awa［‘あ‘あわ/ ‘あ‘あヴァ］【魚】キツネベラ（Bodianus bilunulatus) ：
唇（くちびる）が厚く歯は強力；体色の美しいものが多く食用に珍

重される種類もある．PPN kawakawa.
Adamu［あだむ］→ ‘Akamu［ ‘あかむ］を参照．

adimarala［あでぃまらら］→ ‘akimalala［‘あきまらら］を参照．
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a‘e［あ‘え］1. 【植物】アエ：種々の自生のムクロジ科の植物（Sapindus
saponaria f.  inaequalis）と Zanthoxylumの全種．PPN ake.  2. 〔マーカ

ー〕1）〔指揮詞として〕上へ向かう，横の，近くの，隣接する，次

の，接近する．PPN hake.  2）動詞に関係するマーカー［e］と同じ，

［a  e］ともつづられ詩のなかで多く使われる．〈比較〉a‘i, a‘o.  
A‘e［あ‘え］【気象】北東貿易風．A‘e Loa, Moa‘e もほぼ同じ．〈参照〉

na‘e.  
‘ae［‘あえ］1.  ｢はい｣という言葉［返事］；｢はい｣と言う，同意する，

承諾する，認可する；是認，承認，許可．PCP (‘)a(a)e.  2.  カロ（タ

ロイモ）などの植物の葉や海草から絞った液汁；唾液（だえき），つ

ば，よだれ．3.（ほこりや粉など）細かな，つきつぶした；（パン生

地のように）滑らかな．ho-‘ae. 細かく［やわらかく］する．4. 潮が

さす，潮が満ちる．‘ae kai.  波打ちぎわ．

‘a‘e［‘あ‘え］踏み越える，…の一番上に乗る，踏む，侵入する；禁忌

を破る，法律を犯す．〈比喩〉圧迫した．PPN  kake.
aea［あえあ］立ち上がる；頭を上げる；水面下から上がる．

‘ae‘a［‘あえ‘あ］定住地を持たない，無策な，不安定な；（あてもなく）

歩き回る；放浪者．ho-‘ae‘a. 迷わせる；…を歩き回る．

aeae［あえあえ］延ばした声［音］，泣き叫び；引き延ばす．ho‘a-eae. 長

く発音する母音と，ごく短い句を用いて詠唱するやり方．

a‘ea‘e［あ‘えあ‘え］（レイに使われる羽のような）暗い色［明るい色］

と，それより鮮やかな色との混合；（飲みものなどを）混ぜる．

‘ae‘ae［‘あえ‘あえ］ ‘ae の 3 の重複形．

‘a‘e‘a‘e［‘あ‘え‘あ‘え］ ‘a‘e の重複形．

‘ae‘a hauka‘e［‘あえ‘あ_はうか‘え］放浪者，邪魔（じゃま）者；（他

人の私生活などを）侵害する，邪魔する．

‘ae kai［‘あえ_かい］海と陸が接する地点；水ぎわ．
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‘aeko［‘あえこ］1. 【鳥】ワシ．2. 【音楽】アルト，中高音．aeto は

異形．英語 alto より．

‘aeko kula［‘あえこ_くら］【鳥】イヌワシ：北半球に生息し，頭・首

の後ろ羽が黄金色．

a‘ela［あ‘えら］〔指揮詞〕…のそば（側）の，…の近くの：聞き手や言

及することがらの側のまたはとなりの方向を示す．‘Ī a‘ela ‘o ia.  彼

は側近に語りかけた．

‘aelike［‘あえりけ］協定，契約，停戦［休戦］協定；合意に達する；

契約［協定］した．

āelo［あ
-

えろ］〔無精卵のため，期日までに孵化（ふか）しない卵など

の〕腐った．〈比喩〉役に立たない，価値のない．PPN ‘elo.  
A‘e Loa［あ‘え_ろあ］【気象】貿易風．

a‘e nei［あ‘え_ねい］たった今，最近；近くの，遠くない；普通の，通

常の．Ua hele a‘e nei ‘o ia. 彼［彼女］はたった今出かけたところで

す．

ae‘o［あえ‘お］1.  竹馬，たかあし．2. 【鳥】ハワイセイタカシギ（Hi-
mantopus mexicanus knudseni）．

‘ae one［‘あえ_おね］砂浜．

aeto［あえと］→ ‘aeko［ ‘あえこ］を参照．

āewa［あ
-

えヴァ］1.  細い，細長い；（海草などが）あちらこちらを縫

うように漂う，（木の枝や海の小さな渦などが）揺れ動く．2.  所帯や

一族を持つこと．

Aferika［あふぇりか］→ ‘Apelika［‘あぺりか］を参照．

aha［あは］〔疑問詞〕なぜ，何，どうして，何をするんだって．He aha
kēlā? あれは何ですか．No ke aha?  なぜですか．PPN hae, PEP afa.

āhā［あ
-

は
-

］〔間投詞〕ははあ，へへえ，ほほう（驚き・喜び・勝利・

あざけり・皮肉などを表わす叫び）．
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‘aha［‘あは］1.  会合，集まり，集会，議会，法廷．2.  船で用いる麻

などの糸で編んだロープ類，ココナッツの樹皮や人間の髪の毛で編

んだひも，楽器の弦；（ロープなどを）いっぱいに伸ばす；（ある平

面・地域の）へりや境界の測量．ho-‘aha. ‘aha を作る［編む］．PPN
kafa.  

‘ahā［‘あは
-

］〔数詞〕4；4 回．Pō‘ahā.  木曜日．

ahaaha［あはあは］あえぐ，息切れする，（犬のように）暑さのため

激しく呼吸する．

‘aha‘aha［‘あは‘あは］1. （集合的に）縄（なわ）類．2. （いばった態

度で）背すじを伸ばし，ひじを張り頭を上げて座る；足を組んで座

る．PPN（たぶん）kafa.
‘aha‘aina［‘あは‘あいな］祝宴，宴会；ごちそうになる．〈逐語〉食事

会．

‘Aha‘aina a ka Haku［‘あは‘あいな_あ_か_はく］【教会】聖体拝領（キ

リストの聖体の象徴であるパンと霊の象徴であるぶどう酒のいず

れか一方，またはその両方を拝領すること）；神の祭礼．

‘aha‘aina ho‘ola‘a［‘あは‘あいな_ほ‘おら‘あ］（家・教会・カヌー・魚

取りの網などの）聖別または奉納の祝宴．

‘aha‘aina ho‘omana‘o［‘あは‘あいな_ほ‘おまな‘お］記念［記念祭］の

祝宴．

‘aha‘aina komo［‘あは‘あいな_こも］入会式の祝宴．

‘aha‘aina laulima［‘あは‘あいな_らうりま］（特に穀物の収穫などの）

合同事業［共同事業］が完成した後に催される宴会．

‘aha‘aina make［‘あは‘あいな_まけ］（会葬者を慰めるためになされ

る）葬式のもてなし．

‘aha‘aina male［‘あは‘あいな_まれ］結婚式の祝宴［披露宴］．‘aha‘aina
mare は異形．
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‘aha‘aina māwaewae［‘あは‘あいな_ま
-

わえわえ］初めての子供の誕

生後まもなく催される祝宴（この祝宴は，その子の後に生まれて

来るすべての子供の不幸な道を断ち切るために行なわれる）．

‘Aha‘aina Mōliaola［‘あは‘あいな_も
-

りあおら］過ぎ越すしの祭りの祝

宴（ユダヤ暦の 1 月 14 日に行なうユダヤ人の祭り）．

‘Aha‘aina Pelena［‘あは‘あいな_ぺれな］【教会】聖体拝領．〈逐語〉【聖

書】命の糧のもてなし．‘Aha‘aina Berena は異形．

‘aha‘aina piha makahiki［‘あは‘あいな_ぴは_まかひき］子供の一歳の

誕生日，または記念日を祝うすべての祝宴.〈逐語〉一年の完了を祝

う会．

‘aha‘aina puka［‘あは‘あいな_ぷか］卒業祝宴．

‘aha‘aina ‘ūniki［‘あは‘あいな_ ‘う-にき］フラダンスまたは格闘技の卒

業祝宴．

‘aha ‘āpana［‘あは_‘あ-ぱな］地方裁判所．

‘aha ‘elele［‘あは_ ‘えれれ］代議員達の代表者会議；アメリカ大統領

党大会の名称．

ahahana［あははな］歌の中でくり返される音節［言いまわし］；（特

に子供達に歌われる）人をからかう［いじめる］へぼ歌．

‘aha hāwele［‘あは_は
-

うぇれ］ヒョウタン（瓢箪）の水がめを支える

ひも．

‘aha hı-meni［‘あは_ひ
-

めに］歌の祭典，コンサート．

‘aha hō‘ike makahiki［‘あは_ほ
- ‘いけ_まかひき］（キリスト教信者たち

の）日曜学校における年 1 回の集会．

‘aha ho‘okolokolo［‘あは_ほ‘おころころ］下記のような各裁判所の一

般名称．

‘aha ho‘okolokolo ‘āpana［‘あは_ほ‘おころころ_‘あ-ぱな］地方裁判所．

‘aha ho‘okolokolo ho‘omalu［‘あは_ほ‘おころころ_ほ‘おまる］警察

裁判所．
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‘aha ho‘okolokolo ka‘apuni［‘あは_ほ‘おころころ_か‘あぷに］巡回裁

判所．

‘Aha Ho‘okolokolo Ki‘eki‘e［‘あは_ほ‘おころころ_き‘えき‘え］連邦最

高裁判所．

‘aha ho‘okolokolo koa［‘あは_ほ‘おころころ_こあ］陸軍裁判所．

‘aha ho‘okolokolo ko‘iko‘i［‘あは_ほ‘おころころ_こ‘いこ‘い］上級司

法　裁判所．

‘aha ho‘omalu［‘あは_ほ‘おまる］管理［行政］の組織体［集会］．

‘aha ho‘oponopono i ka nohona［‘あは_ほ‘おぽのぽの_い_か_のほ

な］家庭裁判所．

‘ahahui［‘あはふい］団体，同好会，協会．

‘Ahahui Hō‘ikaika Kalikiano［‘あはふい_ほ
- ‘いかいか_かりきあの］共

励会：プロテスタント教会の青年が伝道と奉仕のため，1881 年に教

派を越えて設立した団体．

‘ahahui hō‘ole wai ‘ona［‘あはふい_ほ
- ‘おれ_わい_‘おな］禁酒主義同

盟．

‘Ahahui Kanu Kō Hawai‘i［‘あはふい_かぬ_こ
-

_はわい‘い/はヴァい

‘い］ハワイ砂糖栽培者同盟．

‘ahahui kula Kāpaki［‘あはふい_くら_か
-

ぱき］日曜学校協会．‘ahahui
kula Sabati は異形．

‘Ahahui Ma-makakaua［‘あはふい_ま
-

まかかうあ］ハワイ人戦士の子

供達の集まり．〈逐語〉戦士協会．

‘Ahahui Mo‘olelo Hawai‘i［‘あはふい_も‘おれろ_はわい‘い/はヴァい

‘い］ハワイ史学協会．

‘āha‘i［‘あ-は‘い］運び去る，追いたてる，敗走させる；のがれ去る，立

ち去る．

‘āha‘iha‘i［‘あ-は‘いは‘い］ ‘a-ha‘i の重複形．
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‘aha iki［‘あは_いき］私的な会話の小集会；（緊急に招集されたよう

な）小人数［秘密］の会議．

‘āha‘ilono［‘あ-は‘いろの］通信［報道］員，使者，ニュースを伝える

人；ニュースを伝える．

‘aha inu［‘あは_いぬ］飲酒パーティ．

‘āha‘i ‘ōlelo［‘あ-は‘い_‘お-れろ］使者；消息を伝える．

‘aha ka‘apuni［‘あは_か‘あぷに］巡回裁判所．

‘aha kākau［‘あは_か
-

かう］記録裁判所．

‘aha kau kānāwai［‘あは_かう_か
-

な
-

わい/か
-

な
-

ヴァい］州議会の開会

期・会期．

‘Aha Ki‘eki‘e［‘あは_き‘えき‘え］連邦最高裁判所．

‘ahakū［‘あはく
-

］（庭や家を地取りするのに使われるような）寸法を

測るためのひも．

‘aha kuhina［‘あは_くひな］閣議，大臣たちの会合．

‘aha kūkā［‘あは_く
-

か
-

］評議集会，討議集会，協議会．

‘ahalualike［‘あはるありけ］矩形（くけい），長四角形．〈逐語〉二等

辺．

‘aha lunakahiko［‘あは_るなかひこ］長老会．

‘aha lunakānāwai［‘あは_るなか
-

な
-

わい/るなか
-

な
-

ヴァい］裁判所の開

廷期，裁判官の会合．

‘aha maha［‘あは_まは］（模擬戦などの）競技試合をするための場所

や集まり．〈逐語〉レクリエーションのための集まり．

‘aha mele［‘あは_めれ］演奏会，音楽会，歌謡祭．

‘aha mokupuni［‘あは_もくぷに］（各島の教会信者の代表者たちによ

る）島の協議会．

ahana［あはな］ahahana と同じ．

‘aha‘ōlelo［‘あは‘お-れろ］州議会，（特に討議の）集会；これらの会合

を開く．
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‘aha‘ōlelo kau kānāwai［‘あは‘お-れろ_かう_か
-

な
-

わい/か
-

な
-

ヴァい］州

議会，立法の組織体．

‘aha‘ōlelo lāhui［‘あは‘お-れろ_ら
-

ふい］アメリカ合衆国の議会；国民

議会．

‘aha‘ōlelo nui［‘あは‘お-れろ_ぬい］（代表者・使節・委員などの正式

な）大会議，評議委員会，代議委員会，学術大会．

‘aha o nā lunakānāwai ‘āpana［‘あは_お_な
-

_るなか
-

な
-

わい/るなか
-

な
-

ヴァい_‘あ-ぱな］地方裁判所．

‘aha pae‘āina［‘あは_ぱえ‘あ-いな］全島からの派遣団員の代表者会議

（特に会衆派キリスト教会の，ハワイ福音主義者協会によって開か

れる会議）．

‘aha pule［‘あは_ぷれ］（礼拝のための人々の）集まり，祈祷（きとう）

集会．

‘aha ‘ula［‘あは_‘うら］王の閣議：ハワイ人にとって赤い色［‘ula］は

神聖な色とされた．

ahe［あへ］微風；静かに風が吹く．

āhē［あ
-

へ
-

］1.  驚きの声をあげる．2.  驚きの〔間投詞〕えぇっ，本当，

ウソ．

‘ahē［‘あへ
-

］しきりに出るからせき；せきをする．

‘āhē［‘あ-へ
-

］おく病な，内気な．

āhea［あ
-

へあ］1. （風などに）吹かれる．ahe の受身形または命令形．

Lohe lau āhea.  多くの風（うわさ）を聞く．2. 〔未来を示す疑問詞〕

いつ．

aheahe［あへあへ］ahe の重複形；音がやわらかい［静かな］；弱々し

い．

‘āheahea［‘あ-へあへあ］（草花などが）しぼむ，しおれる；暖かい，風

のない．
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‘āhewa［‘あ-へヴァ］非難する，とがめる，有罪と宣告する；非難，と

がめ，有罪の判決．ho‘a-hewa. 有罪と判決する，とがめる，非難す

る．

ahi［あひ］火，マッチ；火の中で燃える，焼失する．PPN afi.
‘ahi［‘あひ］【魚】マグロの総称：特に黄色いひれのマグロ属のキハダ

（Thunnus albacares）．

‘ahia［‘あひあ］〔疑問詞〕いくつ．

ahiahi［あひあひ］夕方；夕方になる．PPN afiafi.
‘ahi‘ahi［‘あひ‘あひ］そしる，中傷する；中傷．‘Ahi‘ahi malu.  隠れて

中傷する．

Ahiahi Kalikimaka［あひあひ_かりきまか］クリスマス・イブ，クリ

スマス前夜（12 月 24 日）．

Ahiahi Makahiki Hou［あひあひ_まかひき_ほう］ニュー・イヤーズ・

イブ，大晦日の夜．

‘āhihi［‘あ-ひひ］【植物】アーヒヒ．1）Lehua ‘āhihi と同じ（Metrosideros
sp.）．オアフ島（ホノルル地方）ヌウアヌの群生が有名．2）（イチゴ

などの）繊匐枝（せんふくし）やつるのあるすべての植物．

‘ahi kananā［‘あひ_かなな
-

］kananā に同じ．成長段階にある若いマグ

ロのことで「強い闘士」の意味を持つ．nanā を参照．Ka pūkaua ‘ahi
kananā.  マグロのような強い戦士．

‘ahiku［‘あひく］〔数詞〕7；7 回．

‘āhina［‘あ-ひな］灰色の，白髪の．hina の 2 を参照．

‘āhinahina［‘あ-ひなひな］1.  ‘a-hina と同じ．2. 【植物】シルバーソー

ド（銀剣草）（Argyroxiphium sandwicense）：原産のものは，マウイ島

とハワイ島の海抜 1,870m以上の山だけに見られる．

ahipele［あひぺれ］マッチ．

‘āhiu［‘あ-ひう］（動物や植物など）野性の，抑制されない．

‘Āhiu［‘あ-ひう］オアフ島東部カハナ［Kahana］の山域に吹く海風．
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‘āhiuhiu［‘あ-ひうひう］野生の．‘āhiu の重複形．

‘āhiwa［‘あ-ひヴァ］（色が）暗い，薄黒い，薄暗い．

aho［あほ］1.  綱（つな），ひも（紐），縄（なわ），釣り糸．PPN  afo.
2.  息；呼吸する．ho‘a-ho.  やっとの脱出［避難］；限界に近い状態で

脱出する；勇気を持つ；偉大な力を発揮する．PCP a(f, s)o.  3.  より

良い（常に e の後に使われる）．E aho ia.  その方が良い．

‘aho［‘あほ］屋根ふき材料の棟木（むなぎ）．PPN  kaso.  
āhole［あ

-
ほれ］【魚】淡水および海水に生息するハワイ固有の魚（Kuhlia

sandvicensis) ：別名｢海豚｣とも呼ばれる．

āholehole［あ
-

ほれほれ］a-hole の稚魚．

ahona［あほな］…より良い，申し分ない，好転した；（…する）必要

がある，要する．

ahonui［あほぬい］忍耐；忍耐強い，我慢強い；我慢する．〈逐語〉大

きい息．

ahu［あふ］（物を積み重ねた）山；（教会堂の）祭壇，供物台．ho‘a-hu. 積

み重ねる，積み上げる；（将来のためにものを）とっておく；代金受

取人払いの［で］；（ほこりなどの）堆積（たいせき），小山．PPN afu.
‘ahu［‘あふ］（肩マント・シャツ・コートのような）上半身や肩部を

覆う衣服や外被；このようなものを着る［身につける］．PPN kafu.  
‘āhua［‘あ-ふあ］（波などが）異常に大きくなる；うず高い山，土手，

小丘；積み上げた；巨大な．ho‘a-hua. 積み重ねる［上げる］；築堤，

堤防，盛り土．

ahuahu［あふあふ］健康な，精力的な；（動植物の）抵抗力と生長力；

急速に成長する．

ahu ‘ai［あふ_‘あい］（体に悪いほど）食べすぎる，食物をむだにする．

‘ahu ‘ao［‘あふ_‘あお］約 3cmの細かい目で編まれたマット（若い柔ら

かいパンダナスの葉を使用する）．

‘āhui［‘あ-ふい］（バナナやぶどうなどの）ふさ．
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‘āhui hala［‘あ-ふい_はら］【植物】パンダナス［hala］の実．

Ahukini.  アフキニ．【地名】カウアイ島，リーフエ地方ナーヴィリヴ

ィリの海岸地帯の名．

ahu la‘ī［あふ_ら‘い-］ティーリーフ［lau kı-］で出来たレインコートや

ケープ．

ahulau［あふらう］ペスト，流行［伝染］病．

‘Ahulili.  アフリリ．【地名】マウイ島東南部（カウポー区画）キーパフ

ル保護林にある峰の名．

ahuli‘u［あふり‘う］過熱した；極端に熱い．

ahulu［あふる］煮［焼き］すぎた．

‘āhuluhulu［‘あ-ふるふる］【魚】ku-mu-（ヒメジの一種）の稚魚．PNP
‘afulu.

ahupua‘a［あふぷあ‘あ］通例，高台から海までの延長による土地区分．

‘ahu ‘ula［‘あふ_‘うら］オーオー鳥やイイヴィ鳥などの羽で作られた

マントやケープ．

ahu waiwai［あふ_わいわい/ヴァいヴァい］倉庫，商品の山．

ahuwale［あふわれ］（風雨・人目に）さらされた，目立った，明らか

な，顕著な；積み上げられた．Ahuwale nā kualono.  山の形が目立つ

（そそり立つ）．

ai［あい］1. 〔疑問代名詞〕誰，誰の，誰を，何．wai と同じ．PPN hai.
2.  aia（そこに［で］）の短縮形．〈参照〉ai  loa, ai luna.  3.  性的な関

係をもつ，（内縁の男女が）同棲する；性交，交接．PPN（たぶん）ha‘i.
4. 【文法】連結するまたは（代名詞など）前出の語を指すマーカー．

PPN ai.
aī［あい

-
］〔間投詞〕驚きを表す間投詞［感嘆詞］．

a‘i［あ‘い］1.  a‘ia‘i と同じ．2. 〔マーカー・指揮詞〕マーカー［i］と

同じ．［a  i］ともつづられ詩のなかで多く使われる．〈参照〉a‘e, a‘o.  
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-a‘i.【文法】他動詞化する接尾辞．lua‘i, luma‘i を参照．〈比較〉Kaua‘i,
kaula‘i.  PPN -‘aki.

‘ai［‘あい］1.  食物または食べられる植物（特に野菜）；食べる．〈比喩〉

さしず［指導］する，主権を握る．ho-‘ai.（子供・病人などに）物を

食べさせる，…に食物を与える．PPN kai.  2. （競技の）得点，ゲーム

における点数；賭博（とばく），賭け事．PPN kai.
‘ā‘ī［‘あ- ‘い-］首．PNP ka(a)kii.
aia［あいあ］1.  そこに［で］，そちらにある．2. （…によって）決ま

ること，…するもの［こと］は何でも，…する時はいつも．Aia nō ia
iā ‘oe. あなたしだいであること；あなたにまかせます．

‘aiā［‘あいあ
-

］不信心の，不道徳な；邪悪，不道徳．PPN kaiha‘a.
aia ho‘i［あいあ_ほ‘い］〔間投詞〕見よ，ごらん，それ，あれ（突然言

う時に使われる）．

a‘ia‘i［あ‘いあ‘い］（月光のような）輝き；（空が）晴れた，（水・空気・

光が）透明な，澄んだ，まじりけのない，光り輝く，ぴかぴかする．

aia kā［あいあ_か
-

］〔間投詞〕それ見たことか，やっぱりちゃんとそこ

にあるじゃないか．

‘ai-a-ka-ne-ne-［‘あいあかね
-

ね
-

］【植物】黒い実をつけるコプスマ（Co-
prosuma ernodeoides）．kūkaenēnē, lepo-nēnē, pūnēnē も同じ．nēnē berry
とも呼ばれる．〈逐語〉nēnē［ハワイガン］の食べ物．

aia lā［あいあ_ら
-

］〔間投詞〕そっちだ，そう言っただろ，やれやれ，

それだよ．

‘aialo［‘あいあろ］首長の侍者．

‘aiana［‘あいあな］アイロン；（洋服などに）アイロンをかける．英語

iron より．

aia na‘e［あいあ_な‘え］〔接続詞〕しかし，なお，その上，さらに．

‘ai‘e-［‘あい‘え-］借りているもの；…に支払う［返済する］義務がある．

ho-‘ai‘e-. 貸す，借りる；掛け売り勘定，貸し付け．
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‘aiea［‘あいえあ］【植物】木質のやわらかい低木：ハワイに生息する

Nothocestrum属の全種．

‘ai ha‘a［‘あい_は‘あ］ひざをまげて踊るフラのステップ；このように

踊る．

ai hea, aia i hea［あい_へあ，あいあ_い_へあ］〔疑問詞〕どこ．

‘aihue［‘あいふえ］盗みをする，…から奪う；泥棒．

‘aihue kanaka［‘あいふえ_かなか］誘拐する；誘拐者．

‘ā‘ı-kala［‘あ- ‘い-から］（衣服の）えり，カラー．〈逐語〉首（の）えり．

‘aikalima［‘あいかりま］アイスクリーム．kalima は英語 creamより．〈逐

語〉クリーム状の食べ物．

‘ai kanaka［‘あい_かなか］人食い；人肉を食べる．

aikāne［あいか
-

ね］友達；親しい；友達になる．

‘ai kapu［‘あい_かぷ］タブー［禁忌］のものを除いて食べる；タブー

のものを食べるかどうか見張る．

‘ai kepa［‘あい_けぱ］（歯や刃物で）斜めに切る［引き裂く］．

‘aikepakepa［‘あいけぱけぱ］‘aikepa の重複形；ガミガミ言う；早く

しゃべる，あわてて話す．

‘āiki［‘あ-いき］薄明かりをつける；覗き見する，盗み見る，薄目を開

ける．

‘aikola［‘あいこら］軽蔑（けいべつ）やあざ笑いの不意の発声．

ho-‘aikola. 軽べつ的に取り扱う；皮肉な，卑劣な，見下げ果てた．

PCP kaitoa.
‘Aikupika.  アイクピカ．【地理】エジプト．ギリシャ語より転．

ai lā［あい_ら
-

］aia la- の短縮形．

‘aila［‘あいら］（各種の）油，油脂；…に油を塗る，…に油を差す．英

語 oil より．

‘ai lā［‘あい_ら
-

］（日焼けで）色が黒くなった．

‘ailahonua［‘あいらほぬあ］石油．〈逐語〉大地［地球］油．
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‘aila ho‘omalo‘o pena［‘あいら_ほ‘おまろ‘お_ぺな］テレピン油．〈逐

語〉ペンキを乾燥させる油．

‘aila ho‘onahā［‘あいら_ほ‘おなは
-

］ひまし油．〈逐語〉下剤油．

ai laila, aia i laila［あい_らいら，あいあ_い_らいら］あそこに［で］，

そこにある．

‘aila koka［‘あいら_こか］肝油．‘aila koda は異形．この koka は英語

cod-liver oil より．

‘aila kolī［‘あいら_こり
-

］ひまし油．〈逐語〉ひまの実油．

ai lalo, aia i lalo［あい_らろ，あいあ_い_らろ］そこへ降りる．

‘aila māhu［‘あいら_ま
-

ふ］灯油，石油．〈逐語〉スチームオイル．

‘ailana［‘あいらな］1.  恋に落ちて．2.  島，諸島．英語 island より．

Mākala ‘Ailana.  マーシャル諸島．

‘aila palai［‘あいら_ぱらい］フライ用油，揚げ油．この palai は英語 fry
より．

‘aila pua‘a［‘あいら_ぷあ‘あ］ラード，豚の脂肪．

‘ailea［‘あいれあ］ガソリン（‘aila［オイル］と ea［エアー］の短縮形）．

ai loa, aia i loa［あい_ろあ，あいあ_い_ろあ］遠方から切り離す．

‘ailolo［‘あいろろ］閉会式；儀式で一緒に食事をする．

-‘ailona.  ho-‘ailona［ほ
- ‘あいろな］目印，象徴，シンボル，表彰，前

兆；…に印を付ける．Hō‘ailona lanakila. 勝利の象徴，優勝記念品（ト

ロフィーなど）．

ai luna, aia i luna［あい_るな，あいあ_い_るな］そこへ上がる．

‘ai māmā［‘あい_ま
-

ま
-

］軽食，スナック；軽食を食べる．

‘ai moku［‘あい_もく］地域または島の支配者；地域または島を支配す

る．

‘aina［‘あいな］食事．

‘āina［‘あ-いな］土地，陸地．PEP kaainga.  
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‘a‘ina［‘あ‘いな］爆発的な音，大きく長く続く音；パチパチ音を建て

ること．

‘aina ahiahi［‘あいな_あひあひ］夕食．

‘aina awakea［‘あいな_あわけあ/あヴァけあ］昼食．

‘āina ‘e-［‘あ-いな_‘え-］異国の地，外国，外国人．Ua komo mai kō nā ‘āina
‘ē i loko o kou ho‘oilina.  多くの異邦人があなたの嗣業の地にやって

きた．

‘Āina-Haina.  アーイナハイナ．【地名】オアフ島ホノルル市の副地区

名：ショッピングセンター，小学校などの名：第 2 次大戦後に開発

が進められた地域．〈逐語〉Haina［人名 Robert Hind］の土地．

‘Āina-hau［‘あ-いなはう］【建築物】　　カイウラニ王妃の邸宅名．現

在プリンセス・カイウラニ・ホテルが建っている場所にあった．

‘āina hānau［‘あ-いな_は
-

なう］出生地，本国，母国．

‘aina kakahiaka［‘あいな_かかひあか］朝食．

‘ainakini［‘あいなきに］ネービーブルーの木綿生地．

‘aina kō［‘あいな_こ
-

］（シュロ・サトウキビなどの）茎のくず［かす］，

バカス（サトウキビ・テンサイの絞りかす）．

‘āina kū‘ai［‘あ-いな_く
- ‘あい］買った，または売りにだしてある土地；

無条件相続地．

‘āina lei ali‘i［‘あ-いな_れい_あり‘い］王室御料地．

‘āina makua［‘あ-いな_まくあ］祖国，本土．

‘āinana［‘あ-いなな］maka‘āinana［庶民］の短縮形．

‘ai noa［‘あい_のあ］タブーの儀式をせず自由に食べる．

a i ‘ole［あ_い_‘おれ］〔接続詞〕または，あるいは，もしくは．

‘ai pa‘a［‘あい_ぱ‘あ］水と混ぜないで固いかたまりのまますりつぶし

料理されたカロ（タロイモ）．しばしばティーリーフ［lau kı-］に包ま

れ保存される）．〈比喩〉困難な問題．〈逐語〉固い食べ物（poi のこ

と）．
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‘ā‘īpahāha［‘あ- ‘い-ぱは
-

は］【病理】流行性耳下腺炎，おたふくかぜ．〈逐

語〉はれた首．

‘aipuni［‘あいぷに］（取り）囲む．

‘ā‘īpu‘upu‘u［‘あ- ‘い-ぷ‘うぷ‘う］給仕，ボーイ．

Airport［英語］エアポート．【地名】オアフ島ホノルル市の副地区名．：

ホノルル空港/ダニエル・イノウエ空港がる．【地名】モロカイ島の

地域名（区画名）．

āiwa［あ
-

いヴァ］āiwaiwa と同じ．Kapu-āiwa（カメハメハ V 世の名前）．

神秘的な禁忌．

‘aiwa［‘あいヴァ］〔数詞〕9；9 回．

‘ai waiū［‘あい_わいう
-

/ヴァいう
-

］…に乳を飲ませる，（赤ん坊に）授

乳［哺乳］する；乳飲み子，乳離れしていない動物．〈逐語〉ミルク

を飲む．

āiwaiwa［あ
-

いヴァいヴァ］不可解な，神秘的な．ho‘āiwaiwa. 神秘

化すること，驚異の原因となること；神秘的にする．

Aiwohikupua.  アイヴォヒクプア．【人名】カウアイ島の王子の名．雪

の女神とされるポリアフとの愛の伝説がある．

aka［あか］1.  物陰．ho‘oaka. 影を落とす．PPN ‘ata.  2.  映像，イメ

ージ，肖像．PPN ata.  
aka-. 注意深く，入念に，ゆっくり．〈比較〉akahai, akahele, akahoe.  PCP

ata-.
aka-［あか

-
］〔接続詞〕しかし，しかしながら，それにもかかわらず，他

方では．

‘aka［‘あか］笑う；笑うこと．PPN kata.  
‘āka‘a［‘あ-か‘あ］引き裂く，皮をむく，封印を解く．Ā e ‘āka‘a i kona

mau wepa ‘ehiku.  そして彼の 7 つの封印を解く．
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akaaka, akaka［あかあか，あかか］（見て）分かりやすい，明らかな；

明るい，明瞭な．ho‘a-kaaka. 明らか［明白］にする，はっきりさせ

る；説明，解明．

‘aka‘aka［‘あか‘あか］笑う，あざ笑う，ひやかす；笑い声，陽気な騒

ぎ．ho-‘aka‘aka. 笑わせる，笑いを引き起こす；喜劇的な．

‘aka‘akai［‘あか‘あかい］1. 【植物】カヤツリグサの一種（Scirpus validus）．

2.  一般的なタマネギ．

‘aka‘akai pilau［‘あか‘あかい_ぴらう］ニンニク．

‘aka‘akai pūpū［‘あか‘あかい_ぷ
-

ぷ
-

］ニンニク．〈逐語〉束になったタ

マネギ．

akahai［あかはい］上品な，静かな，柔和な；おとなしさ，しとやか

さ．

akahele［あかへれ］おっとりした，穏健な，用心深い，注意深い．

‘akahi［‘あかひ］1. 〔数詞〕1；1 回：kahi の 1 を参照．2.  初めて，か

つてない．

akahoe［あかほえ］（ボートやカヌーなどを）静かに注意深くこぐ．

akaholo［あかほろ］慎重に航行する［走る］．

a kai［あ_かい］海の近くに，海のそばで．

Akāka.  アカーカ．【地形】オアフ島，マーノア渓谷（ホノルル 28 マー

ノア地区）にある尾根の名．

‘Akaka.  アカカ．【地形】ハワイ島，ヒロの町（ヒロ区画）の近くにあ

る滝の名．

‘akakē［‘あかけ
-

］（特に人の邪魔（じゃま）をしたり，もんちゃくを

起こす時など）活発な，素早い．

akakū［あかく
-

］夢うつつの，夢に描いた；（鏡などに）映った影；幻

覚；幻を見る．

akaku‘u［あかく‘う］少なく［小さく］した，減らした；（次第に）静か

になる；静かになった．
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‘ākala［‘あ-から］1.  ピンク（色）の，桃色の．2. 【植物】ハワイ固有

のキイチゴ：ラズベリーの 2 種（Rubus hawaiiensis と R. macraei）と

スィンブルベリー（R. rosaefolius）．

akamai［あかまい］頭の良い，賢明な，気のきいた；機敏，機知．PPN
‘atamai.

‘Akamu［‘あかむ］アダム．Adamu は異形．英語 Adamより．

‘ākau［‘あ-かう］1.  右；右方の．lima ‘ākau.  右手．PPN mata‘u, PCP katau.
2.  北．‘Amelika ‘Ākau.  北アメリカ．

aka‘ula［あか‘うら］夕焼け．〈逐語〉赤い影．

ake［あけ］1.  レバー，（食用の）肝臓．PPN  ‘ate.  2.  望む，願う，切

望する．

ākea［あ
-

けあ］幅の広い，社会（一般）の，広々した；幅，横幅．〈比

喩〉リベラル（心の広い）．

Ākea［あ
-

けあ］【神話】Wa-kea の異形．ワーケアは全てのハワイ人の

祖先．

‘ākea［‘あ-けあ］ダブルカヌー［双胴船］の船体の外側または右舷．PPN
katea.

‘āke‘ake‘a［‘あ-け‘あけ‘あ］（道などを）ふさぐ，妨げる，邪魔（じゃ

ま）する；妨害．

ake maka［あけ_まか］（食用の）生レバー．

akemāmā［あけま
-

ま
-

］肺臓．〈逐語〉軽い肝臓．

akena［あけな］自慢する，誇る．

a-kepakepa［あ
-

けぱけぱ］（髪に）くしを入れてない，もじゃもじゃの；

斜めの，はすの．

‘akeu［‘あけう］活動的な，活発な，元気な；（人・態度・気だてなど

が）愛想のよい，親しみやすい．
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‘aki［‘あき］1.  一咬みして放す，ぱくっと咬む；少しずつ咬む；サト

ウキビの樹皮を咬み切る；（傷・痛みなどを）いやす；激しくくり

返す痛み．〈比喩〉激しく非難する，鋭い口調で素早く言う；中傷，

悪口．PNP kati.  2.  高所，（山などの）頂点，頂上（冠詞は ke が使わ

れる）．3.  まくら．

‘ākia［‘あ-きあ］1.  自生の木（Wikstroemia spp. ）：小さい葉と黄色い花

をつける．樹皮からは繊維をとる．根や葉は魚採りの際の毒薬にす

る．2.  ニイハウ島においては別の植物（Solanum nelsonii）をいう．3.
発酵させる；（発酵させたポイのように）酸っぱい．‘ai ‘ākia.  酸っぱ

いポイ．〈比較〉po‘i ‘awa‘awa.  4.  ‘aki の 1 の受身形または命令形．

‘Ākia［‘あ-きあ］【地理】アジア；アジア人．Asia, ‘Asia は異形．

‘aki‘aki［‘あき‘あき］‘aki の 1 の重複形；（魚などを）少しずつかじっ

て食べる．

‘aki‘aki haole［‘あき‘あき_はおれ］【植物】バッファロー・グラス

（Stenotaphrum secundatum）：米国中部平原の牧草の一種．

‘akiki［‘あきき］1.  小さく見せた；小びと，特別に小さい動［植］物．

2.  ‘ūkīkiki に同じ．若い ‘ōpakapaka［魚］．

‘akilolo［‘あきろろ］【魚】小型のベラ（Gomphosus varius）．

‘akimalala［‘あきまらら］海軍大将，海軍将官．adimarala は異形．英

語 admiral より．

‘akiu［‘あきう］捜す，捜索する，厳密に調べる．

ako［あこ］（屋根の）ふきわら；（屋根を）草でふく．PPN ‘ato.  
‘ako［‘あこ］1. （髪を）切る，刈る，整髪する；（花などを）摘む，（果

実などを）もぐ．PEP kato.  2.  かゆい；のどの炎症．〈比喩〉押えが

たい欲望．

‘ako‘ako［‘あこ‘あこ］1.  ‘ako の 1 と 2 の重複形．2. （波の）峰，波

がしら；（波が）砕ける，（潮が）さす．
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‘ākoakoa［‘あ-こあこあ］集まる；召集した，収集した．ho‘a-koakoa. 集

める，召集する．PPN ka(a)toa.
‘āko‘ako‘a［‘あ-こ‘あこ‘あ］一般のサンゴ（珊瑚），サンゴの岬（みさ

き）．

‘akolo［‘あころ］（つる・木の根などが）絡みつく，はびこる；（ジャ

ガイモなどが）小さな根を出す．

‘akolu［‘あこる］〔数詞〕3；3 回．

aku［あく］1. 【魚】カツオ（Katsuwonus pelamis）；（aku のように）空

中を滑走する．PPN ‘atu.  2. 【文法】1）話し手から離れた方向をを

表わすマーカー．この aku はmai と対照的に使われる．Hele aku.  行
く．Hele mai.  来る．Kū‘ai aku kū‘ai mai.  売買．2）nei を伴い過去を，

nei は伴わないで未来を表わすマーカー．Kēlā makahiki aku nei.  昨年．

Kēia lā aku.  今日以降．3）比較を表す（しばしば ‘Oi とともに使われ

る）．‘Oi aku ka ‘ino.  より悪い．4）（慣用句 i nā aku で）直ちに，す

ぐに．He mea ‘ai i nā aku.  食べ物は直ちに届くでしょう．PPN atu.  
akua［あくあ］神，女神，霊，偶像，神像；神の，超自然の，信心深

い．ho‘a-kua. 神としてあがめる，神とみなす；神のような．PPN
‘atua.

Akua kahikolu［あくあ_かひこる］神聖な三位一体の神．

akua lapu［あくあ_らぷ］幽霊，幻影，おばけ．

akua loa［あくあ_ろあ］背の高い偶像（特にロノという神の偶像が収

穫祭の間，島の各地を巡回された）．

akua pā‘ani［あくあ_ぱ
- ‘あに］スポーツ・フェスティバルを統轄する

ために，akua loa の巡回に同行したスポーツの神として象徴される

偶像．

akua poko［あくあ_ぽこ］akua loa の一種（特にこの偶像は，小地域

または首長の私有地の中だけを巡回された）．
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‘āku‘iku‘i［‘あ-く‘いく‘い］1.  つき砕く，強く打つ，連打する．ku‘i の

1 を参照．2. 魚取り用の長い網；棒で水面をたたいて，網に魚を追

い込む．

‘akūkŪ［‘あく
-

く
-

］（荒海が船などを）激しく動揺させること；（でこぼ

この道を走る車が）がたがた揺れること．

akula［あくら］方向を示す語 aku + 指示詞 lā の語．‘Ī akula ‘o ia.  彼は

（自分より離れたところにいる聴衆に向かって）語りかけた．

akule［あくれ］【魚】メアジ（Selar crumenophthalmus）：体型はマアジ

に似ているが目が大きい；太平洋・インド洋の熱帯および米国大

西洋岸に分布する．PPN ‘atule.
‘ākulikuli［‘あ- くりくり］【植物】多肉多汁組織の植物の総称．PCP

ka(a)tuli.  
‘ākulikuli lei［‘あ-くりくり_れい］【植物】アイスプラント（Lampranthus

glomeratus）：マツバギグ属の草；ピンク，オレンジ，赤系統の色の

花で，細長い葉を持つアフリカから来た植物；レイに使われる．

‘akumu［‘あくむ］（えんぴつの先などが）折れた，かけた；（刃などの）

鈍い，とがっていない，ずんぐりした．

aku nei［あく_ねい］ずっと以前，よほど以前．aku の 2 を参照．

ala［あら］1. （人・動物に踏まれて自然にできた）道，小道，細道．

【地名】Ala-〜．Ala_〜で「〜通り」となり多数ある．PPN hala.  2.  目
が覚める，起きる；目が覚めて．PPN ‘ara.  ho‘a-la.（寝ている人を）

起こす．3.  立ち上がる，起き上がる，進み出る．〈参照〉ala hou.
ho‘a-la. 奮起させる，（関心・好奇心などを）かき立てる．

‘ala［‘あら］香りのよい，…に香水をつけた；香気（冠詞は ke が使わ

れる）．〈比喩〉重んじた，主として．ho- ‘ala. …に香水をつける．

‘alā［‘あら
-

］水の作用で摩滅した火山の石：カロ（タロイモ）をすり

つぶしたり，おの（斧）に使われる．また石を打って踊る踊りにも

使われる．PNP kalaa.
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‘āla‘a［‘あ-ら‘あ］【植物】ハワイ固有の大木（Planchonella 種）．PPN
kalaka.

‘ala‘ala wai nui［‘あら‘あら_わい_ぬい］【植物】アオイソウの全種：

自生の小さな水分の多い薬草；‘awa と同類．

‘alae［‘あらえ］【鳥】バンまたはハワイバン（Gallinula chloropus sand-
vicensis）：この鳥の鳴き声は縁起が悪いと信じられている．PPN
kalae.

‘alaea［‘あらえあ］（塩の着色・薬・染色などに使われる）水溶性コロ

イド状の黄土色の土．

‘alae kea［‘あらえ_けあ］【鳥】ハワイオオバン（Fulica americana alai）：

沼地や池にいる；くちばしと前頭部の盾板（たていた）の白い部分

以外は灰色がかった黒色；‘alae ke‘oke‘o も同じ．

‘alae ‘ula［‘あらえ_‘うら］【鳥】ハワイバン（Gallinula chloropus sand-
vicensis）：くちばしの先端は黄色いが，くちばしから前頭部の盾板

（たていた）にかけて赤い．

alahaka［あらはか］厚板で作った橋；峡谷のあちこちにあるでこぼこ

の道．

alahaki［あらはき］（特に海岸の）がけ（崖）や絶壁に切り込まれた

階段．

alahao［あらはお］線路，鉄道線路．〈逐語〉鉄の道：かつては主要な

島には鉄路が敷設されていた．現在は，オアフ島ではパールハーバ

ー〜カポレイ〜ルアルアレイに鉄路があり，マウイ島では西マウイ

のカアナパリでそれぞれ観光客用に走っている程度で，公共交通機

関としての鉄道はない．

alahe‘e haole［あらへ‘え_はおれ］【植物】ゲッキツ（Murraya panicu-
lata）．

ala hele［あら_へれ］（輸送のための）道筋，路線，航路，ルート，進

路．
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ala hele wa-wae［あら_へれ_わ
-

わえ/ヴァ
-

ヴァえ］歩行者の道，人道，

歩道．

alahia［あらひあ］【文法】ala の 2 の受身形または命令形．PPN ‘arafia.  

ala hou［あら_ほう］生き返ること，復活；よみがえる，生き返る，復

活する．

alahula［あらふら］よく訪れるなじみの散歩道；その散歩道へしばし

ば行く．

ālai［あ
-

らい］障害物，妨害；妨害する，邪魔（じゃま）をする．PPN ‘aarai.  
‘āla‘i［‘あ-ら‘い］（風などが）優しい．〈参照〉la‘i.  
‘ala‘ihi［‘あら‘いひ］【魚】イットウダイ科のさまざまな種類．

ā laila［あ
-

_らいら］laila を参照．

ala kai［あら_かい］（カヌーや船の）航路；がけ（崖）などが突き出

しているため，その回りを泳いで行かなければならない進路．

alaka‘i［あらか‘い］導く，案内する，指導する；リーダー，案内者．

alako-［あらこ
-

］（重い物を努力して）引きずって行く．

‘alalā［‘あらら
-

］1.  叫ぶ，わめく，どなる，泣き叫ぶ，（カラスなどが）

カアカア鳴く；このような叫び．2. 【鳥】ハワイカラス（Corvus trop-
icus）．

(Kōwā) ‘Alalā-keiki. （コーワー）アララーケイキ．【海峡】アララー

ケイキ海峡：マウイ島とカホオラヴェ島間の海峡名．〈逐語〉子供の

泣き声．

alaloa［あらろあ］ハイウェイ，大通り，島の環状道路．

‘alamihi［‘あらみひ］「アラミヒ」と呼ばれる一般の黒いカニ（Meto-
pograpsus thukuhar）．PPN kalamisi.

alamimo［あらみも］急速な，素早い．
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Ala Moana.  アラ・モアナ．【地名】オアフ島ホノルル市の地区名（地

区 23）：ショッピングセンター，港，海浜公園などの名．〈逐語〉大

洋通り．

ala muku［あら_むく］切り放された［未完成の］道路，行き止まりの

道．

alana［あらな］目ざめ，起床．ala の 2 と 3 を参照．

‘ālana［‘あ-らな］1. （特に自由意志による）奉納，献金；（祈りなどを

神に）捧げる．2.  軽い，浮揚性のある．

alani［あらに］茶色の海草（Dictyota 種）：細長い節に分かれていて味

は苦い．

‘alani［‘あらに］【植物】柑橘類（かんきつるい）：果実・木ともにオ

レンジの全種をいう．

‘alani Pākē［‘あらに_ぱ
-

け
-

］【植物】タンジェリン，ミカン（Citrus retic-
ulata cv. ‘deliciosa’）．〈逐語〉中国産オレンジ．

alanui［あらぬい］道路，大通り，ハイウェイ．〈逐語〉大きな道．

alanui hele wāwae［あらぬい_へれ_わ
-

わえ/ヴァ
-

ヴァえ］（特に舗装し

た）歩道．

ala ‘ololī［あら_‘おろり
-

］細道，小道．

‘ālapa［‘あ-らぱ］（体格が）スポーツマンらしい，活動的な；スポーツ

マン．

‘alapahi［‘あらぱひ］中傷，うそ，偽り；中傷する，うそをつく．

alapi‘i［あらぴ‘い］階段，はしご段．

alapi‘i kū［あらぴ‘い_く
-

］傾斜の急な坂道［細道］．

alapi‘i  mele［あらぴ‘い_めれ］【音楽】音階．

alapine［あらぴね］1.  急速な．2.  しばしば，ひんぱんに．

alaula［あらうら］夜明けの陽光，夕焼け．〈逐語〉燃え立つような赤

い道．

ala‘ula［あら‘うら］（特に赤土の）道路の土ぼこり．
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ala‘ume［あら‘うめ］引く，引っ張る，引き付ける．

‘alawa［‘あらわ/ ‘あらヴァ］ちらりと見る；ひと目，一見．

alawai［あらわい/あらヴァい］水路，運河．

Ala Wai.  アラ・ワイ．【地名】オアフ島ホノルル市の地区名（地区

30）：運河，小型船の係留，ゴルフコース，プロムナードなどの名．

alawī［あらうぃ
-

/あらヴィ
-

］金切り声で叫ぶ，悲鳴を上げる；鋭い，金

切り声の．

alawiki［あらうぃき/あらヴィき］急ぐ；急速な．

ale［あれ］ぐっと飲む，飲み下す，ごくごく飲む．

‘ale［‘あれ］波，波頭；波を立てる；（目に涙を）あふれさせる．PCP kale.
‘ale‘ale［‘あれ‘あれ］ ‘ale の重複形；こきざみに揺れている［動いて

いる］，さざ波が立っている，あふれるばかりの．hō‘ale‘ale.（感情

などの）波を起こさせる，（人の）心をかき乱す．PCP kalekale.  
‘Aleamai.  アレアマイ．【地名】マウイ島中央北部（パーイア区画）に

ある地名．【地名】ハワイ島のヒロの北方のカラオアにある地名．

‘Alekoki.  アレコキ．【地形】オアフ島，ホノルル地方のヌウアヌ川に

あった池の名．

alelo［あれろ］1.  舌；言語．PPN ‘alelo.  2.  舌を思わせるような lei
palaoa（くじらの歯で作ったペンダント）の下部のくぼんだ曲線．

‘alemanaka［‘あれまなか］暦，カレンダー．英語 almanac より．

(Kōwā) ‘Ale-nui-hāhā. （コーワー）アレヌイハーハー．【海峡】アレ

ヌイハーハー海峡：マウイ島とハワイ島間の海峡名．〈逐語〉破砕す

る大波．

‘ale‘o［‘あれ‘お］塔，展望台；非常に高い，そびえ立つ．

‘alepapeka［‘あれぱぺか］アルファベット．alepabeta は異形．英語

alphabet より．

alepabeta［‘あれぱべた］→ ‘alepapeka［‘あれぱぺか］を参照．
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‘āleuleu［‘あ-れうれう］（タパ・マット・衣類など）古い，使い古した；

使い古したタパ［衣類］．

‘ālewa［‘あ-れヴァ］ ‘a-lewalewa と同じ．

‘Ālewa.  アーレヴァ．【地名】オアフ島ホノルル市の地区名（地区 9）：

運動場，街道などの名．

‘ālewalewa［‘あ-れヴァれヴァ］浮揚性のある，浮かんでいる．

‘ali［‘あり］1.  絶壁，山腹の切り立った岩，（石材・木材・金属などの

表面に刻んだ）溝．2.  掘り起こす［返す］．PNP  kali.
alia［ありあ］待つ，止まる；通常は命令形で「止まれ」または「ちょ

っとお待ちなさい」のように使われる．

ālia［あ
-

りあ］塩層（塩で覆われた地帯），塩田地帯；塩気のある．PCP
aalia.  

Ālia-manu.  アーリアマヌ．【地名】オアフ島ホノルルの西部エアポー

ト副地区（エヴァ地方，ワイパフ区画）のソルトレイクにある地名：

学校，運動場．火山の女神ペレが一時住んだといわれている．

aliali［ありあり］（水晶のように）よく澄んだ，白い；透明さ，白さ．

PNP ‘ali‘ali.  
Ālia-pa‘akai.  アーリアパアカイ．【地名】ソルトレイク．オアフ島ホ

ノルルの西部エアポート副地区（エヴァ地方，ワイパフ区画）にあ

る内陸の池：海とつながっていると信じられている．

‘alihi［‘ありひ］1.  浮きとおもりを付けるため網の上端と下端のあみ

目に通された細綱やロープ．PCP kalifi.  2.  地平線，水平線．

‘alihikaua［‘ありひかうあ］陸軍大将，戦争における指揮者．

ali‘i［あり‘い］首長，女首長，王，女王，貴族；王の，王者の；首長

として支配［行動］する，（国・国民を）治める，統治する；首長に

なる．〈比喩〉思いやりのある．PPN ‘ariki.
ali‘i ‘ai moku［あり‘い_‘あい_もく］島［地区］を支配［統治］する首

長．
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ali‘i  koa［あり‘い_こあ］陸軍［海軍］将校．

‘Ālika［‘あ-りか］1.  北極．英語の Arctic の転．2. 『北極号』という船

の名．同名の歌［mele］もある．3.  アーリカ．【地名】ハワイ島カウ

ー地方（マウナ・ロア区画）にある円錐火山（239m, 7,843ft.）の名．

かつてはアリカー［‘Alikā］と呼ばれていた．

‘ālikalika［‘あ-りかりか］冷たくてべとべとする，ねばねばする，粘り

強い．〈比喩〉けちくさい．

‘ālike［‘あ-りけ］同様で，よく似て，等しい．

‘alima［‘ありま］〔数詞〕5；5 回．

‘alimakika［‘ありまきか］算数，計算．arimatika は異形．英語 arith-
metic より．

‘a-lina［‘あ-りな］傷跡，傷；不具の．

alo［あろ］前面，表面，外面；面前，出席．alo lani.  高貴な容貌．He
alo ā he alo.  面と向かって．Eia ‘oe i  ke alo o ka ‘aha.  あなたは会議

に出席している．PPN  ‘aro.  
‘alo［‘あろ］1.  よける，避ける，逃れる．PPN kalo.  2.  一緒にいる，

…に同伴する，…に出席する．

aloali‘i［あろあり‘い］首長達の参列の中に；宮廷の中庭．

aloalo［あろあろ］【植物】ハイビスカスの全種．

‘aloe［‘あろえ］【植物】アロエの全種．アロエはアラビア語で「ロエ」

と発音されたため，漢字で『蘆薈』と書かれ，日本では「ロカイ」と

も呼ばれた．
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aloha［あろは］アロハ，愛，愛情，思いやり，好意，親切，慈悲，あ

われみ，同情；あいさつ；愛される人，恋人，愛人；最愛の，愛す

る，親切な，あわれみ深い，愛らしい；愛する；親切［慈悲・同情・

愛情］などを示す；尊ぶ，崇拝する；情愛を込めて思い出す；あいさ

つする，歓呼して迎える．（手紙などのあいさつの言葉の）よろしく，

（あいさつ・呼びかけで）やあ，（別れのあいさつとして）さような

ら，（主に文語）さようなら，（悲しみの表現として）ああ．一般的

なあいさつ：Aloha ‘oe. あなたが愛され［歓迎され］ますように（一

人の相手に対する親愛のあいさつ）．Aloha kāua. わたしたちに友情

［愛情］がありますように（一人の相手に対する親愛のあいさつ）．

Aloha kākou. 上記の Aloha kāua と同じ意味だが，kākou は 3 人以上を

表わす語．Ke aloha nō!  Aloha!（手紙などのあいさつの言葉）よろし

く．Aloha ali‘i. 王制主義者．Aloha ‘āina. 愛国心．Aloha ‘ino! なんて

かわいそう．Aloha akua. 神の愛.  Me ke aloha o Kawena. カヴェナ（人

名）の愛［あいさつ］をもって．以下のあいさつは宣教師たちによ

って伝えられた：Aloha ahiahi. こんばんわ．Aloha kakahiaka. おはよ

うございます．PPN ‘alofa.
aloha kakahiaka［あろは_かかひあか］〔あいさつ〕おはようございま

す．aloha を参照．

ālohaloha［あ
-

ろはろは］aloha の重複形．ho‘a-lohaloha.（恋人たちが）

抱擁する；愛情［感謝・同情］を表現する；愛情の表現；感謝を述

べる．

Alohamauloa［あろはまうろあ］永遠の愛．〈逐語〉永く不変の愛．

aloha ‘oe［あろは_‘おえ］aloha を参照．

aloha ‘ole［あろは_‘おれ］無慈悲な，情け容赦のない，恩知らずの，

愛情のない．

Aloha pau ‘ole［あろは_ぱう_‘おれ］永遠の愛．〈逐語〉終わりのない

愛．
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‘alohi［‘あろひ］（光を発してまたは反射して）光る，きらきらと照り

映える；（発光体・反射物が）光る，きらきら輝く；輝き，光輝．PCP
kalo(f, s)i.  

‘ālohilohi［‘あ-ろひろひ］ ‘alohi の重複形．

alolani［あろらに］alo, lani を参照．

alolua［あろるあ］両面のある，2 面の，両側のある；（渓谷の反対側

にある絶壁のように）他の一方に面していること．

‘alopeke, alopeka［‘あろぺけ，あろぺか］キツネ．ギリシャ語の alopeks
より．

alu［ある］結合した，連合の，協力した，一体となった；協力する，協

同する，助け合う．

‘alu［‘ある］沈下，（地盤の）陥没，凹地（おうち），峡谷；（山中など

の小道のような）下り坂［道］；体を曲げる，前かがみになる，かが

む，頭をひょいと下げる，たれ下がる，（道路などが）沈下する，（綱

などが）ゆるむ；まぶた，手のひらのしわ；衣服の縫いひだ［タック］，

シャーリング．ho-‘alu. ゆるめる，たらす，下げる，折り曲げる，（頭・

背などを）かがめる；沈下，ゆるみ．PPN kalu．

‘alua［‘あるあ］〔数詞〕2；2 回．

alualu［あるある］（人・物の）あとに続く，追いかける；（行政官職な

どに）立候補する．

‘alu‘alu［‘ある‘ある］だぶだぶの，ゆるんだ，たるんだ；しわの寄っ

た，でこぼこした；たれ下がる；皮膚，外皮，果物や野菜などの皮；

（綱など）締まっていない；胎児．ho-‘alu‘alu. ゆるめる；（スカート

などの）ギャザーを寄せる；曲げやすい，しなやかな，たるんだ．

‘ālualua［‘あ-るあるあ］（道路など）未完成の，でこぼこのある；（サ

ンゴ礁のように）たくさんの穴でくぼみが出来た；（板など）節穴が

いっぱいの．
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‘āluna［‘あ-るな］下りること，落ちること，ゆるむこと，たるむこと．

‘alu を参照．

‘a-luna ahiahi［‘あ-るな_あひあひ］夕方近く．

‘āluna awakea［‘あ-るな_あわけあ/あヴァけあ］昼過ぎ．

‘ālunu［‘あ-るぬ］暴食の，どん欲な，強欲な；どん欲，どん欲な人．

‘ānunu も同じ．

ama［あま］舷外浮材（カヌーなどに付ける安定用の浮材）．PPN hama.
‘ama［‘あま］1.  明るい，輝いている．PCP kama.  2.  話好きな，おし

ゃべりな，口数の多い．PCP kama.
‘ama‘ama［‘あま‘あま］【魚】ボラ（Mugil cephalus) ：食用魚．PCP ka-

makama.
‘āma‘amau［‘あ-ま‘あまう］矢継ぎ早に．直ちに/迅速に．

‘amakihi［‘あまきひ］【鳥】小さなハワイミツスイドリ（蜜吸鳥）（Loxops
virens）のグループ．

‘āmama［‘あ-まま］（キリスト教以前に行なわれていた祈りが）終わっ

た，完了した（祈りの最後に唱えられた）；祈りを終える．

‘āmana［‘あ- まな］棒の先が Y の形をした横木；Y の形をした木の

枝；絞首台；T の形をした；直立物における水平線．

‘ama‘u［‘あま‘う］アマウ．【植物】ハワイ固有のシダ類の全種（Sadle-
ria）．

‘ama‘uma‘u［‘あま‘うま‘う］成長していない‘ama‘u シダ；沢山の

‘ama‘u シダ；‘ama‘u シダの茂み．

ā me［あ
-

_め］〔接続詞〕そして（時には a me と書かれる）．〈比較〉me.
‘Amelika［‘あめりか］アメリカ；アメリカの；アメリカ人．America

は異形．英語 America より．

‘Amelika ‘Ākau［‘あめりか_‘あ-かう］北アメリカ；北アメリカの．

‘Amelika Hema［‘あめりか_へま］南アメリカ；南アメリカの．

‘Amelika Huipū［‘あめりか_ふいぷ
-

］アメリカ合衆国；アメリカの．
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‘amene［‘あめね］〔間投詞〕アーメン（キリスト教で祈りの終わりに

唱える言葉）；アーメンと唱える．

America ［あめりか］→ ‘Amelika［‘あめりか］を参照．

‘ami［‘あみ］1.  ちょうつがい，関節，節間；関節［ちょうつがい］を

回す．2.  腰を回転するフラダンスのステップ；このステップを踏む．

〈比較〉‘ami kūkū, ‘ami ‘ōniu.  なお，‘ami kā-hela, ‘ami honua, ‘ami
ku‘upau, ‘ami ‘ōpū, ‘ami poepoe といったステップがあるが，クム・フ

ラ（フラの指導者）により動作内容が異なる．3. 【文法】後に続く

語と共に，文法用語を作る．‘ami piko.  主語を表すマーカー．‘ami hea.
呼格を表すマーカー．

‘ami ‘aike［‘あみ_‘あいけ］【文法】文法用語の「同一性（同じである

こと）」．‘Ami ‘aike me ‘o.  マーカー［‘O/‘o］を使った同一性を表す文．

‘ami‘ami［‘あみ‘あみ］ ‘ami の 1 と 2 の重複形．

‘ami hea［‘あみ_へあ］【文法】呼格を表すマーカーをいう．呼格を表

すマーカーには［Ē/ē］がある．

‘ami kūku-［‘あみ_く
-

く
-

］【フラ】フラのステップ：腰を早く 3 回まわ

す．

‘amina［‘あみな］【複合語】‘ami［ゆれ動く］+ na（名詞化の語尾）で

「ゆれ動くこと，ゆれ動く動作」．

āmio［あ
-

みお］（海水の流れがよどんで深くなっている所に通じてい

る）幅の狭い水路；このような水路を通り抜ける．〈比喩〉死ぬ．〈比

較〉mio.  PPN  ‘a(a)mio.  
‘ami ‘ōniu［‘あみ_‘お-にう］【フラ】フラのステップ：腰を 8 の字に回

す．

‘ami piko［‘あみ_ぴこ］【文法】主格［主語］を表すマーカーをいう．

主格を表すマーカーには［‘o］がある．

amo［あも］肩に荷物をかつぐ，重いものを持ち上げる；荷物．〈比喩〉

重荷，責任．〈比較〉‘auamo.  PPN ‘amo．
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‘amo［‘あも］（光の）またたき，きらめき；（星・光などが）ちらちら

光る，またたく．PPN kamo．

amu［あむ］ののしる，…の悪口を言う．〈比較〉ku-amuamu.  PPN （amu）

amu．

Āmu-［あ
-

む
-

］【気象】カウアイ島，カワイハウ地方の山域の峰カラレア

の近くに吹く風．

amuamu［あむあむ］amu の重複形．

‘āmuku［‘あ-むく］切り放した［落とした］．

ana［あな］1.  …の寸法を取る，（土地を）測量する；測量図，見取り

図，設計図，模型，金型．ho‘oana. 寸法を測る，再び配列する，…

を整える．PPN hanga.  2.  満足する程十分［沢山］ある．3.  洞窟（ど

うくつ），ほら穴．PPN ‘ana.  4.【解剖】喉頭．5. 【文法】e + 動詞の

後に来るマーカー．e + 動詞+ ana を参照．6. 【文法】命令文または

平叙文において動詞の後に続き,あることがらや状態を示すマーカ

ー．

āna［あ
-

な］〔人称代名詞 3 人称単数 所有格・所有代名詞〕彼［彼女］の，

彼［彼女］のもの，それの．PPN ha‘ana.
‘ana［‘あな］1. 【文法】名詞化するマーカー．2. （こするのに使われ

る）軽石．PPN  kana.
ana ‘a-ina［あな_‘あ-いな］土地測量；測量する．

‘anā‘anā［‘あな
- ‘あな

-
］黒魔術（悪魔の助けで行なう魔術），（悪霊の力

を借りて行なう）魔術；この魔術を実行する．

‘anae［‘あなえ］【魚】完全に成長した‘ama‘ama（ボラ）．PPN kanahe.
Anahola.  アナホラ．【地名】カウアイ島東部，カワイハウ地方にある

名：山域，町，谷，用水路，湾など．

anahonua［あなほぬあ］幾何学．

ana honua［あな_ほぬあ］測量；地上［路面］を測量する．
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anahulu［あなふる］10 日間，旬；10 日間にわたって；10 日間過ぎる．

PPN hangafulu．

‘ānai［‘あ
-

ない］1.  する，磨く．2.  破壊する Lokomaika‘i mai nō na‘e ‘o
ia,  ‘a‘ole i ‘ānai mai iā lākou.  彼はさらに情け深かったので，彼らを

滅ぼさなかった．3.  のろう（呪う）．Ka mea e ‘ānai ‘ia.  のろわれた

者．

anaina［あないな］集まり，集会，集まった人々，群衆；集まる，会

合する．

anaina ho‘olewa［あないな_ほ‘おれヴァ］葬式や通夜の集まり．

anaina ho‘omana［あないな_ほ‘おまな］礼拝の集会．

‘anakā［‘あなか
-

］錨（いかり），アンカー．英語 anchor より．

anakahi［あなかひ］単位．anakahi mekalika.  メートル法．anakahi ‘Ame-
lika.  ヤード・ポンド法．anakahi nuipa‘a ‘ātoma.  原子量．

‘anakala［‘あなから］（親族，姻族としての）おじ，（親愛語としてよ

その）おじさん．英語 uncle より．

‘anake-［‘あなけ
-

］（親族，姻族としての）おば，（親愛語としてよその）

おばさん．anate は異形．英語 aunt, auntie より．

anakomia［あなこみあ］解剖学：身体各部，内臓諸器官，筋肉，骨格

などの解剖学用語にはハワイ語訳がある．英語 anatomy より．

‘anali‘i［‘あなり‘い］1.  ほんの小さい，発育を妨げた．2. 【植物】自

生のシダ（Asplenium lobulatum）．

ana loa［あな_ろあ］（端から端まで測定した場合の物の）長さの寸法．

anana［あなな］ファゾム：海や鉱山で用いる長さの測量単位（約 1.8

m）．

ananu-［あなぬ
-

］【植物】カブラ，カブ．

ana ‘ole［あな_‘おれ］不均等な，不平等な．

‘anapa［‘あなぱ］光る，きらめく，ぴかぴか光る；輝き，きらめき．

‘anapu を参照．ho‘anapa.  光らせる．PCP kanapa. 
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‘ānapanapa［‘あ-なぱなぱ］1.  輝く．‘anapa の重複形．2.  石けんの木

（Colubrina asiatica）．3.  食用になる赤い色の海藻（Gelidium spp.）．

ana paona［あな_ぱおな］はかり，天秤（てんびん）；目方を量る，は

かりにかける．〈逐語〉ポンド測定．

‘anapau［‘あなぱう］飛ぶ，はね回る，ふざけ騒ぐ，じゃれる；快活

な．ho-‘anapau. （陽気に）はね回る；体をひねって回転する（特に

フラの踊りの最後の素早い腰の動き）．

‘Anapau.  アナパウ．【人名】リリウオカラニ女王の愛称．He aha ka
hana a ‘Anapau?  アナパウの仕事はなんですか．

‘ana piwa［あな_ぴヴァ］体温計；体温を計る．〈逐語〉熱の測定．

‘anapu［‘あなぷ］‘anapa に同じ：光る，きらめく．ho‘o‘anapu.  光ら

せる．E ho‘o‘anapu mai i ka uila, ā e ho‘o-puehu iā lākou.  いなずまを放

って彼らを散らしてください．

anapuni［あなぷに］境界，周囲；（…を）巡る．

anawaena［あなわえな/あなヴァえな］直径．〈逐語〉中央の寸法．

anate ［あなて］→‘anake-［ ‘あなけ
-

］を参照．

anatomia［あなとみあ］→ anakomia［あなこみあ］を参照．

ana wai［あな_わい/ヴァい］水量計：管内［出口］を流れる水量を測

定する計器．

ana waina［あな_わいな/ヴァいな］液量：ミルク・油など液体の日常

品の体積を計る単位．

ana wela［あな_うぇら/ヴェら］温度計；温度を計る．

ane［あね］（羽細工の羽に付く）カツオブシムシ科の甲虫；（鶏などに

たかる）ダニ；たむし；虫の食った，かみ切った．PPN ane.
ānea［あ

-
ねあ］1.  風味のない，まずい，気の抜けた．2.  熱による震え．

3. 【文法】ane の受身形または命令形；虫の食った．PPN anea.  4.  露
出した，葉のない．
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‘ane［‘あね］1.  ‘ane‘ane に同じ．‘Ane loa‘a ‘ole. ほとんど持ってこれ

ない．2.  軽石．

‘ane‘ane［‘あね‘あね］ほとんど，ほぼ，かろうじて，ほとんど…でない，

完全には…ではない，かなり；やっとの，きわどい．

‘āne‘e［‘あ-ね‘え］けいれんしながら進む，びっこを引きながら歩く，

にじり進む．

‘āne‘e ali‘i［‘あ-ね‘え_あり‘い］首長にたかる居候（いそうろう）．

ānehe［あ
-

ねへ］黙って不意に襲う，こっそり移動する．

anei［あねい］【文法】「はい」または「いいえ」が答えになるような

質問を示す言葉の次に続くマーカー．E hele ana anei ‘oe i ke kaona?
あなたは町へ行くところですか．

‘ane‘i［‘あね‘い］1. 〔所格名詞〕ここ（通常ma-, i, ko- の後に付く）． 2.
〔慣用語的に使われる疑問をいだかせるマーカー〕たぶん，おそらく．

auane‘i の 2 と同じ．

‘ānela［‘あ-ねら］守り神，天使，エンジェル．英語 angel より．

‘anemoku［‘あねもく］半島．〈逐語〉近い島．

ani［あに］（うなずいたり手を振ったりして）さし招く，（手・旗など

を振って）合図する；（風などが）静かに吹く；手まね［うなずき・身

ぶり］で招くこと．ho‘a-ni. 手まねで招く，手や旗などを振って合図

する；絡みつかせる．PPN angi.
aniani［あにあに］1.  鏡，ガラス；すき通った，透明な．2.  涼しい；

風がここちよく吹く．〈比喩〉速やかに旅行する．PPN  angiangi.
aniani ho‘onui ‘ike［あにあに_ほ‘おぬい_‘いけ］拡大鏡，虫めがね．〈逐

語〉見えるものを大きくするガラス．

aniani kilohi［あにあに_きろひ］鏡．

aniani kū［あにあに_く
-

］姿見．

Aniani-kū.  アニアニクー．【地名】オアフ島ホノルル市パウオア地区

（19）にある通りの名．〈逐語〉姿見．
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aniani kukui uila［あにあに_くくい_ういら］電球．〈逐語〉電光ガラ

ス．

aniani pa‘a lima［あにあに_ぱ‘あ_りま］手鏡．

ani pe‘ahi［あに_ぺ‘あひ］（手や扇などを振って）合図する［さし招

く］．

ano［あの］1.  畏（おそ）れ，崇敬；気味の悪い寂しい場所；威厳に打

たれた．ho‘a-no.  神聖な，神に捧げた；崇敬する，神聖にする．mauna
ho‘āno.  聖なる山．E ho‘āno ‘ia kou inoa.  あなたの名は神聖であるべ

きです（マタイ 6-9）．〈参照〉ho‘āno, wai ho‘āno.  2.  〜どきという時

刻（詩の中で使われる）．ano ahiahi.  夕暮れどき，薄暮．ano kakahiaka.
夜明け前（あまり使わない）．

‘ano［‘あの］1.  本質，性格，性質（冠詞は ke が使われる）．ho-‘ano.
明確にする．E hō‘ike mai ‘oe ia‘u i ke ‘ano o kāu mau kauoha.  あなたの

もっている様々な掟の本質をわたしにお示しください．PPN kano.
2.  いくらか，多少，やや；…の兆候を示す．‘Ano  maika‘i. いくらか

良い．

‘āno-［‘あ-の
-

］今，現在．

‘ano‘ai［‘あの‘あい］1.  あいさつ；あいさつする．2.  予期しない，思

いもよらない．3.  あるいは，ことによると，たぶん．

anoano［あのあの］ano の重複形．

‘ano‘ano［‘あの‘あの］種，（小麦など）穀物の粒．

‘ano ‘e-［‘あの_‘え-］見慣れない，普通でない，異常な，珍しい，変な，

妙な．

‘ano hou［‘あの_ほう］新しい種類；新しい，見慣れない，珍しい．

‘ano‘i［‘あの‘い］欲望，熱望，愛情；望みどおりの人，愛する人；切

望する；最愛の，いとしい．

‘ano like［‘あの_りけ］（性格またはタイプの）類似している；類似，同

様であること．
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‘ānoni［‘あ-のに］混じり合う，混乱する；混ぜる，かき混ぜる；混合

した；編み込む，撚り合わせる．〈比喩〉困惑した，あいまいな，疑

問を抱かせる．‘Ānoni ‘ia me ke koko Kepanī.  日本人の血と混じる．

‘ano nui［‘あの_ぬい］重大な，重要な，大切な；重要，重大．

‘ano ‘ole［‘あの_‘おれ］とるに足らない，つまらない，ささいな，意

味のない；つまらないもの，ばかげた考え［行為］．

anu［あぬ］1.  涼しい，寒い；涼しさ．ho‘a-nu.  涼しくする．PCP anu.
2.  寒け，悪寒（おかん）；かぜを引く．

anuanu［あぬあぬ］anu［寒い］の重複形．

ānuenue［あ
-

ぬえぬえ］虹；虹のように見える．PNP nua-nua.
‘anuhe［‘あぬへ］【昆虫】芋虫，毛虫．PPN  ‘anufe.
anuhea［あぬへあ］（森林地帯の高地のような）涼しく快い香り；甘

い香り；涼しく甘い香りがする．

‘ānunu, ‘ānulu［‘あ-ぬぬ，‘あ-ぬる］どん欲．‘ālunu と同じ．Hiki mai ka
‘elele o ka loko ‘ino, palapala ‘ānunu me ka pākaha. 〈歌詞〉悪意に満ち

た使者がやってくる，強欲と強奪の文（を持って）．

‘anu‘u［‘あぬ‘う］1.  階段，段丘．2.  古代の heiau の塔．

‘ānu‘unu‘u［‘あ
-

ぬ‘うぬ‘う］階段を上がる；波打つ，うねる，振動す

る；（整体師などが）体をぐいと動かす；礼拝に向かう．He hīmeni
‘ānu‘unu‘u. 都もうでの歌：ヘブライ人がお祭りで神殿に昇るときに

歌う歌．

ao［あお］1.  光，日光，昼の光，あけぼの；夜が明ける．ho‘a-o. 結

婚する；結婚．PPN ‘aho.  2.  雲の全種．PPN ‘ao.  3.  世界，地球．4.
wao［内陸部］の異形．ao Pauoa.  パウオアの高台．
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a‘o［あ‘お］1.  教育，学習，教えること，教養，教科書，手引き，助

言，相談；教える，助言する，学ぶ，教育する，指導する，命令す

る，訓戒する．ho‘a-‘o. 試験する，試みる，経験する，請け負う，努

力する，試す．PPN ako.  2. 〔マーカー〕所有詞の〔o〕，また主語を

示す〔‘o〕と同じ．詩のなかで多く使われる．〈比較〉a‘e, a‘i.  
‘ao［‘あお］1.  カロ（タロイモ）の新芽，新芽，若葉，若芽．PCP kao.

2.  乾燥してから焼いたカロまたはサツマイモ．PCP kao．

‘a‘o［‘あ‘お］【鳥】ミズナギドリ属の海鳥（Puffinus puffinis newell）：

ハワイ諸島にだけ生息していると言われる．

‘aoa［‘あおあ］（犬などが）ほえる；（人などが）泣きわめく；犬のほ

え声，嘆き．PCP (k)aoa.
‘ao‘ao［‘あお‘あお］1.  側，方，境界を示すもの．PPN kaokao.  2.  集

団，行動を共にする人間の集まり，（競技の）チーム；（政党などの）

派．3. （本などの）ページ．4.  習慣，生活様式．

‘ao‘ao kālai‘a-ina［‘あお‘あお_か
-

らい‘あ-いな］政党．

‘ao‘ao ku-‘e-［‘あお‘あお_く
- ‘え-］（裁判などにおける）対立，対抗者；

未成年者の集まり．

‘ao‘ao ku-pale［‘あお‘あお_く
-

ぱれ］（裁判などにおける）弁護．

‘a‘ohe［‘あ‘おへ］だれも…ない，少しも［決して］…ない；ない，…で

ない；少しもない，誰もいない．

a‘o heluhelu［あ‘お_へるへる］読本，リーダー，入門書；読むことを

教える［教わる］．

a‘o hōkū［あ‘お_ほ
-

く
-

］天文学，天文学者；天文学を教える［教わる］．

aokanaka［あおかなか］道理に従って振る舞う［考える］；啓蒙（け

いもう）；理性のある，道理をわきまえた．

a‘o kepela［あ‘お_けぺら］綴字（ていじ）教本：字［語］のつづり方

を書いた本；字［語］のつづり方を教える［教わる］．a‘o sepela は

異形．
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a‘o kiko［あ‘お_きこ］句読法手引き；句読法を教える［教わる］．

‘a‘ole［‘あ‘おれ］いいえ，…ない；何もない，少しも持ってない．‘A‘ole
loa! もちろん違うよ，全然ちがう．

‘ao lu-‘au［‘あお_る
- ‘あう］広がらないカロ（タロイモ）の芽；犠牲を

捧げる．

‘aono［‘あおの］〔数詞〕6；6 回．

a‘o palapala［あ‘お_ぱらぱら］教育，教養；書くことを教える［教わ

る］．

a‘o pili‘o-lelo［あ‘お_ぴり‘お-れろ］（学問としての）文法，文法教育；

文法を教える［教わる］．

aouli［あおうり］（丸天井と見なした）天空，大空．

‘apa［‘あぱ］ぐずぐずする，時を浪費する，ほかのものを待ち続ける．

Mai ‘apa mai ‘oe, e hele kākou.  ぐずぐずしないで，さあ出かけよう．

〈比較〉lohi, lohilohi,  
‘apa‘apa［‘あぱ ‘あぱ］‘apa の重複形；ぐずぐずする，遅れる．

ho-‘apa‘apa.  ほかの者をスローダウンさせる；だらだらさせる，ぐ

ずぐずさせる．Mai hō‘apa‘apa mai ‘oe.  〈逐語〉あなたは他の人を遅

らせないで→ぐずぐずしないで．

‘āpa‘apa‘a［‘あ-ぱ‘あぱ‘あ］1.  乾いた，干あがった．2.  固い，しっか

りした，小さくまとまった．

‘Āpa‘apa‘a［‘あ-ぱ‘あぱ‘あ］【気象】ハワイ島，コハラ地方に吹く強い

風．

‘āpala［‘あ-ぱら］リンゴ，アップル．英語 apple より．

‘a-pana［‘あ-ぱな］1 区画，一部，区分，土地区分；（羊・豚などの）小

さな肉片．

‘āpani［‘あ-ぱに］ふさぐ，締め出す，閉じる．

‘āpapa［‘あ-ぱぱ］地層，平地，平らなサンゴ礁．
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‘apapane［‘あぱぱね］【鳥】ハワイミツスイドリ（蜜吸鳥）（Himatione
sanguinea) ：スズメ目ハワイミツスイ科の鳴き鳥の総称；種類によ

ってくちばしの形が異なる．

āpau, apau, a pau［あ
-

ぱう，あぱう，あ_ぱう］全て，完全に．

‘ape［‘あぺ］アペ．【植物】大きなカロ（タロイモ）のような植物（Alocasia
macrorrhiza, Xanthosoma robustum）．PPN kape.  

‘āpekepeke［‘あ-ぺけぺけ］【鳥】カウアイ島のエレパイオ鳥（Chasiempis
sandwichensis sclateri）．‘elepaio を参照．

‘ā pele［‘あ-_ぺれ］火山岩の全種，でこぼこの凝固した溶岩，溶岩流．

‘Apelika［‘あぺりか］アフリカ；アフリカの；アフリカ人．Aferika は

異形． 英語 Africa より．

‘Apelila［‘あぺりら］四月．Aperila は異形．英語 April より．

Aperila［あぺりら］→ ‘Apelila［ ‘あぺりら］を参照．

‘api［‘あぴ］1.  こめかみのやわらかい部分；人体の骨盤と肋骨との間

のやわらかい部分；動物の腹の部分．2.  脈が打つ，動悸（どうき）が

する；動悸．3.  魚のえら；えらで呼吸する．4. 【魚】ゴマニザ（Acan-
thurus guttatus) ：ニザダイ科の魚．PPN hapi.

‘api‘api［‘あぴ‘あぴ］ ‘api の 2 の重複形；弾力［弾性］のある；息切

れ．

‘āpi‘i［‘あ-ぴ‘い］巻き毛の，ちぢれ毛の，巻き上がった，ちぢれた．

‘āpi‘ipi‘i［‘あ-ぴ‘いぴ‘い］（絹布などの）波状模様の，波状の，よじれ

た，すごくちぢれた．

‘āpiki［‘あ-ぴき］ずるい，悪賢い，いたずら好きな，こうかつな（狡

猾な），ぺてんの，不正直な，腕白な，不忠な，一風変わった，妙な；

ぺてん，詐欺，裏切り，違約，いたずらっ子，人の仲をさく人．

‘āpikipiki［‘あ-ぴきぴき］1. （海が）荒れた，波立っ た．2.  折り目，

ひだ，プリーツ；折りたたむ．PPN kapitipiti.  
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apo［あぽ］円形のもの，たが，金輪，ベルト，指輪；取り巻く，指で

測る，（クラスプで）留める，抱き締める．PPN apo.  
‘apo［‘あぽ］捕らえる，取り押える，つかむ，捕まえる，抱き締める；

受納，受理．PNP kapo.  
‘apoa［‘あぽあ］‘apo の受身形または命令形．Ua ‘apoa e ka ua nahua o

nā pali . 〈歌詞〉崖を激しく打っている雨に捕えられてしまった．

‘āpoho［‘あ-ぽほ］沈下，くぼみ；くぼんだ，穴のいっぱいあいた．

‘āpohopoho［‘あ-ぽほぽほ］1.  ‘āpoho の重複形．2. （海・波などが）

叩きつける，打ちつける．

‘āpo‘ipo‘i［‘あ-ぽ‘いぽ‘い］（ワシやタカなどが）襲いかかってつかむ，

飛びかかる；隠すためにうずくまる；品物を分けるよりむしろ隠

そうとする．

apo kula［あぽ_くら］金の腕輪．apo gula は異形．

apo lima［あぽ_りま］腕輪，ブレスレット．

‘āpona［‘あ-ぽな］取り囲んでいる，つかんでいる，捕まえている．

‘āpono［‘あ-ぽの］認可する，容認する，確証する，十分な根拠を示す，

裁可する，承諾する；（議案などが）認められる．ho‘a-pono. 容認す

る，裁判で無罪と認定する；是認された，…するに足りる；是認，許

可，認可．

‘apōpō［‘あぽ
-

ぽ
-

］明日（は）．

‘apu［‘あぷ］ココナッツの実を半分に割って作ったカップ；飲む．PPN
kapu．

‘Āpua-kea［‘あ-ぷあけあ］【気象】オアフ島東部のコオラウポコに降る

優しい雨．〔伝説〕アープアケアという美しい女性が女神ヒイアカに

よって雨に変えられたことにより名づけられた．また，ヒイアカ自

身の生まれ変りともいわれる．

‘āpu‘epu‘e［‘あ-ぷ‘えぷ‘え］困難な；困難，難事；もがく，あがく，苦

闘する（冠詞は ke が使われる）．
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‘āpuka［‘あ-ぷか］ぺてんにかける，だます；偽造，にせ物；詐欺（行

為）の．ho‘āpuka.  にせ物を作る；詐欺行為を行なう．

‘āpulu［‘あ-ぷる］（衣服などを）すり減らした；すり減っている；粗毛

の，薄汚い．

Arika［ありか］→ ‘A- lika［‘あ-りか］を参照．

arimatika［ありまてぃか］→ ‘alimakika［‘ありまきか］を参照．

‘Asia, Asia［‘あしあ，あしあ］→‘Ākia［‘あ-きあ］を参照．

‘ātoma［‘あ-とま］原子；原子の．

au［あう］1.  期間，年齢，年代，時代，時の経過．2. （川などの）流

れ，潮流などが満ちる．PPN ‘au.  3.  動くこと，（液体・気体の）主

流と異なった流れ，潮流；位置を変える，（潮流・気流などの間に）

漂う，歩く，急ぐ，動く．ho‘a-u. （材木などを）浮流させる．4.  胆
嚢（たんのう）．PPN ‘ahu.  5.  wau と同じ．〔人称代名詞 1 人称単数主

格〕わたしは［が］．PPN au．

āu［あ
-

う］〔人称代名詞 2 人称単数 所有格・所有代名詞〕あなたの，あ

なたのもの．

a‘u［あ‘う］1. 【魚】メカジキ，バショウカジキ，マカジキ．PPN haku.
2. 〔人称代名詞 1 人称単数目的格〕わたしを，わたしに，わたしへ

（e とme の後に使われ ia- と連結して ia‘u となる）． ‘Ai ‘ia e a‘u. わた

しが食べた．Hā‘awi mai ia‘u. わたしにください．3. 〔人称代名詞 1
人称単数 所有格・所有代名詞〕わたしの，わたしのもの．PPN ha‘aku．

-a‘u. わたしを．ia‘u［いあ‘う］を参照．

‘au［‘あう］1.  泳ぐ，船で進む．ho-‘au. 泳ぐことを教える［教わる］．

PPN kau.  2.  取っ手，柄，（歩行用・武器としての）棒，（植物の）茎，

槍（やり）の柄．PPN kau.  3.  グループ，群れ，集団．PPN kau．

‘au‘a［‘あう‘あ］けちくさい，しみったれた；保留する，（感情など）

抑える，引き止める，手放すことを拒絶する；しみったれ，けち；

倹約して，控え目に．
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auālipo［あうあ
-

りぽ］（愛情や苦しみの）激しい感情でぐったりさせ

る，無力にする，圧倒する．Heahea mai ka ‘i‘iwi i ke auālipo aloha.  密
吸い鳥は強烈な愛で招いている．

‘auamo［‘あうあも］肩で荷を運ぶために使われた棒；天びん棒，（中

国・インド・日本などの）駕籠（かご）；‘auamo で運ぶ．〈逐語〉運

搬のための取っ手．

‘auana［‘あうあな］さまよう，放浪する，あちらこちらへ行く．hula
を参照．

auane‘i［あうあね‘い］1.  間もなく，やがて．2.  たぶん，単に（…に

すぎない），たぶん…でない，とても…（ない），確かでない．

‘au‘au［‘あう‘あう］水浴びする，入浴する．hō‘au‘au. 湯をつかわせ

る，水浴びさせる．PPN kaukau．

(Kōwā) ‘Au‘au. （コーワー）アウアウ．【海峡】アウアウ海峡：マウイ

島とラーナイ島間の海峡名．

aue［あうえ］ue の 3 と同じ：高い，はるか遠く離れて．Aue i luna lilo.
ずーっと高く．lilo の 4 を参照．

auē［あうえ
-

］〔間投詞〕まぁ，あらまぁ，ああ，悲しいかな，まぁひど

い（このような迷い・恐怖・軽蔑（けいべつ）・同情・愛情などを表

わすために使われる）；うなる，（痛み・悲しみなどで）うめく，深く

悲しむ．Auē noho‘i ē! えっ，おや，まぁ，ああ．PPN aue(e)．
‘auhau［‘あうはう］税金，税額，徴税；税金を徴収する，（人・収入・

財産・物品などに）税を課す．

‘auhea［‘あうへあ］1. 〔疑問詞〕どこに［へ・を・で］．2. （通常，命

令的に）聞きなさい．

‘auhea ho‘i［‘あうへあ_ほ‘い］へぇｰどこに（無視や冷淡さの含みを伴

なう）．

‘auhe‘e［‘あうへ‘え］危険から逃げる；完全に打ち負かした，散乱［解

放］させた，打ち破った．
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auhele［あうへれ］（確かな方針もなく）あちこち見て歩く，目的なし

に漂う［帆走する］，漂流する．

‘auhuhu［‘あうふふ］【植物】細長い低木のマメ科の植物（Tephrosia pur-
purea 異名 T. piscatoria）：昔は魚を毒殺するのに使われた．

auhuli［あうふり］打倒する，ひっくり返す；（土地を）耕す．ho‘āuhuli.
auhuli の使役形．革命，騒動．

auhulihia［あうふりひあ］auhuli の受身形または命令形．kaua auhulihia.
革命戦争．E auhulihia ka po‘e hewa i lalo i ka malu o ka make.  悪しき者

は地獄へ引き返させられる．

auī
ī
［あうい

-
］〔間投詞〕（痛みの表現）痛い．

‘aui［‘あうい］1.  道をそれる，通りすぎる．2. （海などが）増水して

うねる；（船が）縦に揺れる；大波，大うねり．3.  フラダンスのステ

ップ；このステップで踊る．4. 【文法】名詞の格．後に続く語によ

ってそれぞれの格を表す文法用語を作る．〔用例〕‘aui kumu.  主格．

‘aui hea.  呼格．‘aui alo.  対格．‘aui iki, ‘aui kōha‘i.  属格．ho-‘aui.  語
を変化させる．【文法】ハワイ語には動詞の活用，名詞の曲用ともな

い．

‘auina［‘あういな］湾曲，傾斜；下り傾斜，下り坂［道］．‘auwina は

つづりの異形．

‘auinalā［‘あういなら
-

］午後．〈逐語〉傾いてる太陽．

‘aukā［‘あうか
-

］（石けんや金などの）棒状の塊，（特に金鉱脈の）塊；

切り株．

‘aukai［‘あうかい］船で行く；船乗りの；船員．

‘Aukake［‘あうかけ］八月．英語 August より．

‘aukā kopa［‘あうか
-

_こぱ］棒石けん．〈逐語〉石けんの塊．

‘Aukekulalia［‘あうけくらりあ］オーストラリア；オーストラリア人

‘Aukekularia は異形．Nūhōlani, Hō
ō
lani Hou ともいう．

‘au ko‘i［‘あう_こ‘い］まさかりの柄．
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‘au kolo［‘あう_ころ］【水泳】クロール；クロールで泳ぐ．

‘auku‘u［‘あうく‘う］【鳥】ゴイサギの一種（Nycticorax nyticorax hoactli）．

‘aulama［‘あうらま］たいまつに点火する．

‘aulani［‘あうらに］首長の使者．

aulau［あうらう］（料理をするために）魚などを包む葉を採集する．

‘aulau［‘あうらう］（lau kı- など）引き網の端に並べてしばりつけられ

る葉．

aulele［あうれれ］（何かにおびえた鳥の群れなどが）飛んで逃げる．

‘auli‘i［‘あうり‘い］1.  きゃしゃな，端正な，かわいらしい．2.  小さ

いつえ（杖），こん棒．(kāma‘a) hila ‘auli‘i.  ハイヒール（の靴）．

aulike［あうりけ］1. （材木などの）滑らかな，平らな．2.  親切に取

り扱う．

‘au lima［‘あう_りま］1.  ひじより下の腕の骨．2.  溝火きり，火きり

犁（すき）． ‘aunaki を参照．

‘aumakua［‘あうまくあ］家族や自分が信仰する神．

‘aumākua［‘あうま
-

くあ］ ‘aumakua の複数形．

‘a-‘ume‘ume［‘あ- ‘うめ‘うめ］敵対，対立，戦い；対立する，戦う．

‘aumoana［‘あうもあな］外洋を旅する；船員．

aumoe［あうもえ］深夜（真夜中ごろ）．〈逐語〉寝る時刻．ho- ‘aumoe. 夜

を過ごす．

‘au moku［‘あう_もく］船隊，船団．

‘aunaki［‘あうなき］1. （‘au lima で摩擦によって火をおこす時に使う）

棒．PPN kaunatu, PCP kaunati.  2.  オンス（28.35 グラム）．‘aunake,
‘auneki も同じ．英語 ounce より．

aupuni［あうぷに］国家，王国，国民；国民［国家］の．

‘au umauma［‘あう_うまうま］【水泳】ブレスト，平泳ぎ；平泳ぎで

泳ぐ．
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‘au wa‘a［‘あう_わ‘あ］カヌー船団．

‘auwae［‘あうわえ］あご．〈比喩〉冷淡な，横柄な．‘Elemakule ‘auwae
lena-lena.  黄色いあごの老人（大変な年寄り）．ho- ‘auwae. 関心を示

さない；横柄な，禁忌について敬意を示さない．PPN kauwa‘e, PNP
kauwa‘e.

‘auwaepa‘a［‘あうわえぱ‘あ］堅固に反対［対立］した，…に反対の傾

向を示した．〈逐語〉堅いあご．

‘auwaepahāha［‘あうわえぱは
-

は］【病理】流行性耳下腺炎，おたふく

かぜ．〈逐語〉ふくれたあご．

‘auwaha［‘あうわは/‘あうヴァは］溝，運河，塹壕（ざんごう）；切り

込みを入れる，溝を掘る．Hā‘ule nō i kāna ‘auwaha  i ‘eli ai.  自分自身

で掘った溝に落ちる．hō‘auwaha.  穴を掘る．

‘auwai［‘あうわい］溝，どぶ，排水溝．

‘Auwai-o-limu.  アウワイオリム．【地名】オアフ島，ホノルル地方パ

ウオア地区（19），パンチボール地区（18）の地名：競技場，通り，

パウオア渓谷の入口．

‘auwai papa［‘あうわい_ぱぱ］用水路［導水路］，かけひ（掛樋），と

い（樋）．

‘auwana［‘あうわな］さまよう，放浪する．‘auana のつづりの異形．

auwē［あううぇ
-

］auē
ē

のつづりの異形．

auwı-［あううぃ
-

］auī［痛い］のつづりの異形．

‘auwina［あううぃな］湾曲；下り坂． ‘auina のつづりの異形．

awa［あわ］1. 港；（暗礁の間を通した）水路，航路．PPN awa.  2.【魚】

サバヒー（Chanos chanos）：アジア南東部海域産のニシンに似た魚．

PPN ‘awa.  
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‘awa［‘あわ/ ‘あヴァ］1. 【植物】カワカワ（Piper methysticum）；ポリ

ネシア産コショウ属の低木：カワカワの根から造った酒（カヴァ）

は，飲む人に麻薬的陶酔感を与える．PPN kawa.  2.  酸っぱい，苦い．

ho-‘awa. 苦くする．PPN kakawa，PCP kawa.  3.  山に降る［かかる］

冷たい雨［霧］；雨が降る，霧がかかる．〈比喩〉痛ましい不幸．

awaawa［あわあわ］awāwa の異形．awa の重複形ではなく長音を aa,
ee, ii とつづったなごり．

Awaawa-loa.  アワアワロア．【地形】オアフ島コオラウ山脈東南部マ

ウナヴィリ（ココヘッド区画）の峰．

‘awa‘awa［‘あわ‘あわ/ ‘あヴァ‘あヴァ］1. ‘awa の 2 の重複形；苦い，

酸っぱい，酸味のある，発酵した；苦さ，すっぱさ．hō‘awa‘awa. 苦

味をつける，苦く［酸っぱく］する；苦い味．2.  ‘awa の 3 の重複形．

‘awahia［‘あわひあ］ ‘awa［酸っぱい，苦い］に受身形または命令形

を作る接尾辞 -hia がついた語．‘ōlelo ‘awahia.  苦いことば．huhū
‘awahia.  激しい怒り．

awaiāulu［あわいあ
-

うる］しっかり［確実に］結び付ける．Awaiāulu ‘ia
ke aloha me ku‘u lei pīkake.  愛はわたしのピーカケのレイと共にしっ

かり結び付けられている．

awakea［あわけあ/あヴァけあ］正午；正午です，正午になる．

awa kū moku［あわ/あヴァ_く
-

_もく］船の港または投錨地．

‘ā wale［‘あ-_われ］原因不明で燃える；自然燃焼；煮［焼き］すぎた．

‘awalu［‘あわる/あヴァる］〔数詞〕8；8 回．

‘awapuhi［‘あわぷひ］【植物】ハナショウガ（Zingiber zerumbet）：根

茎部の形状は食用ショウガとほとんど同じだが，ニガショウガとも

いわれるように食用には適さない．PNP kawapu(s)i.  
‘awapuhi ‘ai［‘あわぷひ_‘あい］‘awapuhi Pākē と同じ．〈逐語〉食用シ

ョウガ．
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‘awapuhi kea［‘あわぷひ_けあ］【合成語】‘awapuhi［ジンジャー］，kea
［ホワイト］で白いジンジャーであるが種の名ではない．ホワイト・

ジンジャーは ‘awapuhi ke‘oke‘o.  
‘awapuhi ke‘oke‘o［‘あわぷひ_け‘おけ‘お］【植物】ホワイト・ジンジ

ャー（Hedychium coronarium）：ショウガ属の植物の一種；白い花が

咲く．

‘awapuhi ko‘oko‘o［‘あわぷひ_こ‘おこ‘お］【植物】トーチ・ジンジャ

ー（Phaeomeria speciosa）：ショウガ属の植物の一種；たいまつのよ

うな形のピンクまたは赤い花が咲く．〈逐語〉ステッキ［つえ］ショ

ウガ．

‘awapuhi luheluhe［‘あわぷひ_るへるへ］【植物】シェル・ジンジャ

ー（Catimbium speciosum）：ショウガ属の植物の一種；貝のような小

さな花がふさのようにたれさがる．〈逐語〉たれさがるショウガ．

‘awapuhi melemele［‘あわぷひ_めれめれ］【植物】イエロー・ジンジ

ャー（Hedychium flavescens）：ショウガ属の植物の一種；黄色い花が

咲く．

‘awapuhi Pākē［‘あわぷひ_ぱ
-

け
-

］【植物】ショウガ（Zingiber officinale）．

〈逐語〉中国のショウガ． ‘awapuhi ‘ai とも呼ばれる．

‘awapuhi puakea［‘あわぷひ_ぷあけあ］【合成語】‘awapuhi［ジンジ

ャー］，puakea［淡いピンク色］で淡いピンク色のジンジャーであるが

種の名ではない．

‘awapuhi ‘ula‘ula［‘あわぷひ_‘うら‘うら］【植物】レッド・ジンジャー

（Alpinia purpurata）：ショウガ属の植物の一種；赤い花が咲く．

awāwa［あわ
-

わ/あヴァ
-

ヴァ］絶壁，峡谷．ho‘āwāwa. 細長い溝［す

じ］を造る．

‘awa‘awahia［‘あわ‘あわひあ］ ‘awahia の重複形．

awe［あうぇ/あヴェ］1.  撚り（より）糸，縫糸（ねんし）；細い，柔

らかい．PPN， PCP（たぶん）awe.  2.  航跡．
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‘awe［‘あうぇ/ ‘あヴェ］1.  荷物，背中にしょったナップサック；背中

にしょって運ぶ．〈比較〉‘auamo， ha-‘awe.  PPN kawe.  2. （動物の）

触覚，（植物の）触糸．PPN  kawe.  3. 【文法】目的語，補語を意味す

る文法用語．

aweawe［あうぇあうぇ/あヴェあヴェ］しっかりついて離れない，粘

りづよい．Ē Lono ē i ke aweawe aloha.  おー愛を結びつけるロノ（神

の名）よ．

‘awe‘awe［‘あうぇ‘あうぇ/ ‘あヴェ‘あヴェ］ ‘awe の 1 の重複形．

‘āwe‘awe‘a［‘あ-うぇ‘あうぇ‘あ/ ‘あ-ヴェ‘あヴェ‘あ］かすかな跡［しみ］，

かすかに見えること；ぼんやりした，ぼやけた；色あせた．

‘āweoweo［‘あ-うぇおうぇお/ ‘あ-ヴェおヴェお］【魚】ハワイに生息す

るキントキダイ科の種々の魚．

‘āwihi［‘あ-うぃひ/ ‘あ-ヴィひ］目くばせする，ウインクする，挑発す

るような目付きをする．

‘āwiki［‘あ-うぃき/ ‘あ-ヴィき］急ぐ，速い．E ‘āwiki mai ‘oe! 急げ．

‘āwikiwiki［‘あ-うぃきうぃき/ ‘あ-ヴィきヴィき］ ‘a-wiki の重複形．

‘āwili［‘あ-うぃり/ ‘あ-ヴィり］混ぜる，織り混ぜる［込む］，絡み合わ

せる；混ぜた，かき混ぜた．PCP kaawili.
‘Āwili.  アーヴィリ．【地名】ハワイ島コナ地方南部（ホオプーロア区

画）の岬名：いにしえ（古）のサーフィンエリア．

‘āwini［‘あ-うぃに/ ‘あ-ヴィに］ずるい，図太い，ずうずうしい．

‘Āwini.  アーヴィニ．【地名】ハワイ島コハラ地方北部（コハラ区画）に

ある地名：峡谷，トレイル．【地名】カウアイ島，ワイメア地方の地

名：滝，川など．

‘āwīwī［‘あ-うぃ
-

うぃ
-

/ ‘あ-ヴィ
-

ヴィ
-

］急いで行く；迅速な，素早い，速

い．
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B

B, b〔アルファベット〕ハワイ語では B は使わない．ハワイ語からみ

て外国語（主に英語）の B は P に転訛し，P で借用する．ハワイ語

の歌詞には B/b を含んだ語が現れることがしばしばあり，ハワイ語

での発音は「ば行」音である．

Baibala［ばいばら］→ Paipala［ぱいぱら］を参照．

(Ka) Baibala Hemolele［ばいばら_へもれれ］キリスト教の聖書．〈参

照〉Kauoha Hou,  Kauoha Kahiko,  Palapala Hemolele.  
baka［ばか］→ paka［ぱか］2. を参照．英語の tabacco 由来の語．

balota［ばろた］→ pāloka［ぱ
-

ろか］を参照．

baluna［ばるな］→ pa-luna［ぱ
-

るな］を参照．

bana［ばな］バンド，楽隊．英語の band より．

banako［ばなこ］→ panako［ぱなこ］を参照．

bapatema［ばぱてま］→ papakema［ぱぱけま］を参照．

bapetema［ばぺてま］→ papekema［ぱぺけま］を参照．

bapetiso［ばぺてぃそ］→ papekiko［ぱぺきこ］を参照．

Bapetite［ばぺてぃて］→ Papekike［ぱぺきけ］を参照．

barani［ばらに］→ palani［ぱらに］を参照．

Barbers Point［英語］バーバーズ・ポイント．【地名】オアフ島南西

の地域名（区画名）：海浜公園，ゴルフコース，海軍施設：Henry Bar-
ber 船長の名に由来．ハワイ名は Ka-lae-loa.  長い岬．

bata［ばた］→ paka［ぱか］4. 5. を参照．英語の butter 由来の語で waiu
bata［バター］と使われた．

bea［べあ］］→ pea［ぺあ］を参照．

beauty［英語］美しさ．I ka beauty poina ‘ole.  忘れることの出来ない美

しさ．
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belle［べれ］ベル．「良い，美しい」という意味のラテン語系の語をそ

のまま使ったもの．日本語になっている「ベル・エポック，ベルビ

ー」などと語源が同じ．Ē ku‘u belle o ka pō la‘ila‘i.  穏やかな夜のわた

しの美しい人よ．

berena［べれな］→ pelena［ぺれな］を参照．

Beretania［べれたにあ］ベレタニア．【地理】→ Pelekania［ぺれか

にあ］ペレカニア．【地理】を参照．

【地名】ホノルルの《主要道路》の名．英語 Britain のハワイ語化は

Pelekania であるが，異形の Beretania の方がよく使われる．

berita［べりた］→ pelika［ぺりか］を参照．

Bernice Pauahi Bishop［英語］バーニス・パウアヒ・ビショップ

（1831-1884）．【人名】ビショップ王女/パウアヒ王妃．モロカイ島の

首長の血筋．パウアヒの名は，カメハメハ II 世の未亡人で叔母のパ

ウアヒ女王により，バーニスは洗礼名．周囲の反対を押し切ってチ

ャールズ・リード・ビショップ氏と結婚．慈善家で，ハワイアンの

ためにカメハメハ・スクール男子校，カメハメハ・スクール女子校

を設立する．ビショップ博物館［Bernice Pauahi Bishop Museum］は夫

君によって，カメハメハ・スクール男子校などを中心に作られた複

合施設．“Kamehameha Schools Bernice Pauahi Bishop Estate.”はよく現

れるクレジット．

be-still (tree)［英語］→ nohomalie［のほまりえ］を参照．

Betelehema［べてれへま］ベテレヘマ．【B 地名】口語訳はベツレヘ

ム．イエスの生誕の地．〔出現例〕A hānau ‘ia ‘o Iesu ma Beterehema i
Iudea.  イエスはユダヤのベツレヘムで産まれる（マタイ 2-1）．

Betesaida［べてさいだ］ベテサイダ．【B 地名】口語訳はベッセイダ．

ガリラヤ地方の町の１つ．〔出現例〕Auwē ‘oe, e Korazina!  Auwē ‘oe,
e Betesaida!  わざわいだ，コラジンよ．わざわいだ，ベッセイダよ（マ

タイ 11-21）．
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Bethel［英語］ベテル．【地名】ホノルル，ダウンタウン（地区 15）の

《通り［N. Bethel Street］》の名．Bethel は「霊場，祈りの場」という

意味でイギリスのキリスト教団の１つ．

bia［びあ］］→ pia［ぴあ］を参照．

bihopa［びほぱ］→ pīhopa［ぴ
-

ほぱ］を参照．【概説】英語 Bishop［ビ

ショップ］のハワイ語化は pīhopa［ピーホパ］であるが，異形の bi-
hopa［ビホパ］の方がよく使われる．日本語訳はキリスト教会各派

により司教，監督，主教などをとる．

bila［びら］→ pila［ぴら］を参照．

Bingham Tract［英語］ビンガム地区．【地名】オアフ島ホノルルの地

区名（地区 26）：通りなどの名．宣教師のリーダーで教育などに力を

尽くしたビンガム（Reverend Hiram Bingham）氏にちなんだ地名．

Bishop［英語］ビショップ．【人名】Charles Reed Bishop（1822-1915）．

銀行家．パウアヒ王妃と結婚（1850 年）．パウアヒ王妃の財産などを

もとにビショップ財団を設立，ハワイアンのための慈善活動を進め

る．王制がクーデターにより倒された後も王族を保護し，共和国政

府からの入閣なども断ったりしている．財団は博愛主義のもとにビ

ショップ博物館をはじめハワイ文明の保護・継承に努めているが，

いわゆるバラマキ福祉はおこなっていない．

【関連地名】ホノルル，ダウンタウン（地区 15）の《通り/St.》の名．

【関連施設名】⇒ Bishop Museum (Complex) を参照．

Bishop Estate Building［英語］ビショップ・エステイト・ビルディ

ング．【施設名】ホノルル，ダウンタウン（地区 15）にあるビショッ

プ財団の《ビル》の名．
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Bishop Museum (Complex)/Bernice Pauahi Bishop Museum［英

語］ビショップ・ミュージアム（・コンプレックス）/バーニス・パ

ウアヒ・ビショップ・ミュージアム【施設名】ホノルル，カリヒ・

ワエナ（地区 2）にある《博物館を中心にした，プラネタリウム，地

学館などを配した複合施設/総合施設》の名．パウアヒ王妃の死後，

王妃の名を冠して夫君によって建てられた．

Bishop Point［英語］ビショップ・ポイント．【地名】オアフ島エヴァ

地方（パール・ハーバー区画）パール・ハーバー湾入り口《東側の

岬》の名．

Black Point［英語］ブラック・ポイントというサーフ・サイト，釣り

場は各島に多くある．ほとんどが愛称/通称である．

【地名】ホノルル，ダイヤモンド・ヘッド（地区 38）東方，カーハラ

（地区 37）の《一画/Pl.，岬，通り/Rd.，同地区の海水のスイミング・

プールなど》の名．旧名はクーピキピキオー（気流など荒れた，し

け）．

【地名】ハワイ島北部コハラ地方（コハラ区画西側）ケハナ 2，ケア

ワヌイ湾［Keawanui Bay］南の《フィッシング・ポイント》の名．

Black Rock Point［英語］ブラック・ロック・ポイント．【地名】オア

フ島ワイアナエ地方（ワイアナエ区画）ワイアナエ，カーネイーリ

オ岬の《サーフ・サイト》の名．

Black Sand［英語］ブラック・サンド【地名】ハワイ島プナ地方（プ

ナ区画）カイムー海浜公園の《かつての砂浜［Black Sand Beach］》の

名．1983 年から始まったキーラウエアからの溶岩流で様相は一変し

ている．冷えた溶岩の上には道路や家も作られている．

Black Sand Mānele/Black Mānele［英語］ブラック・サンド・マーネ

レブラック・マーネレ．【地名】「マーネレの黒砂」というラーナイ

島南部マーネレ湾先端の《浜辺》の名．
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Black Sands［英語］ブラック・サンズ【地名】モロカイ島（カウナ

カカイ区画）カラウパパ半島西裾のアワフア湾の《浜辺》の名．

bipi［びぴ］→ pipi［ぴぴ］を参照．

biwa［びヴァ］→ piwa［ぴヴァ］を参照．

boi［ぼい］ボーイ，少年．英語の boy より．

bola［ぼら］→ pola［ぽら］の 2. を参照．

Bolabola［ぼらぼら］→ Polapola［ぽらぽら］を参照．

bona［ぼな］→ pona［ぽな］を参照．

bonito［ぼにと］愛しい，かわいい．スペイン語より：同じスペイン

語から英語になった語が魚のカツオ．

buke［ぶけ］→ puke［ぷけ］を参照．

bulu［ぶる］→ pulu［ぷる］4. を参照．

bumi［ぶみ］→ pumi［ぷみ］を参照．

buro［ぶろ］→ pulo［ぷろ］を参照．

burumi［ぶるみ］→ pu-lumi［ぷ
-

るみ］を参照．
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C

C, c〔アルファベット〕ハワイ語では C は使わない．ハワイ語からみ

て外国語（主に英語）の C は H, K に転訛し，K で借用する．ハワイ

語の歌詞には C/c を含んだ語が現れることがしばしばあり，発音は

「か行，さ行」音である．

Calafrisco［からふりすこ］【地理】サンフランシスコ．〈比較〉（英語）

Kaleponi（California），Kapalakiko（San Francisco）．

Captain Cook［英語］キャプテン・クック（1728-1779）．【人名】James
Cook.  イギリスの海軍士官，探検家，海図制作者．

Chinatown［英語］チャイナタウン．【地名】ホノルル，ダウンタウン

（地区 15）西部の《リバー，ベレタニア，ヌウアヌなどの通りに囲ま

れた地域》の名．1886 年と 1900 年に大きな火災に見舞われた．1900

年の火災は前年の 1889 年 12 月に発生が確認された線ペストの拡

大を防ぐために行なわれた汚染された建物の破壊が，予期せぬ強風

のため思わぬ形で拡大したものであった．消失面積は 38 エーカー

（約 300 メートル×500 メートル四方）で，火災後の建物はすべて，石

やレンガなどの耐火建築でなされた．

Cone［英語］コーン．【地形】火山錐［volcanic cone］，噴石丘［cinder
cone］．固有名詞で使うときはハワイ島のキーラウエア火山をいうこ

とが多い．

Cook［英語］クック．【人名】→ Captain Cook［英語］キャプテン・

クック．【人名】を参照．

【地名】ハワイ島コナ地方（ホーナウナウ区画）ケアラケクア湾北西

側の《岬［Cook Point］》の名．キャプテン・クックに由来した地名．

60



Cooks Heiau［英語_へいあう］クックス・ヘイアウ．【ヘイアウ】ハ

ワイ島コナ地方（ホーナウナウ区画）カアワロアにある《ヘイアウ》

の名．キャプテン・クックの遺体が焼かれ置かれたヘイアウ．ハワ

イ名はプヒナ・オ・ロノ．カプヒオロノともいう．

〈語意〉クックのヘイアウ．

Crouching Lion［英語］クラウチング・ライオン．【地形】オアフ島

北東部コオラウ・ロア地方（カハナ区画）カハナ湾のマーヒエ岬に

ある岩，形が座っているライオンに似ていることによる．
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D

D, d〔アルファベット〕ハワイ語では D は使わない．ハワイ語からみ

て外国語（主に英語）の D は K に転訛し，K で借用する．ハワイ語

の歌詞には D/d を含んだ語が現れることがしばしばあり，ハワイ語

での発音は「だ行」音である．

daimana［だいまな］→ kaimana［かいまな］を参照．

dala［だら］→ ka-la-［か
-

ら
-

］を参照．

Damien［英語］ダミアン．【人名】Jozef de Veuster（1840-1889）．ヨゼ

フ・デ・ブーステルは，Saint Damien de Veuster,  Father Damien,  Saint
Damien of Moloka‘i とも呼ばれるベルギー生まれのカソリックの聖

職者．モロカイ島のカラウパパ（カラワオ郡で地図上ではカウナカ

カイ区画北部）で布教とハンセン病治療に取り組み，自らも罹病す

る．セツルメントのあったカラワオはマウイ郡ではなく独立した

郡・自治体である．

Daniel Ken Inouye［英語_日本語］ダニエル・ケン・イノウエ．【人名】

→ Inouye［日本語］イノウエ．【人名】を参照．

⁋ Daniel K. Inouye International Airport.  ダニエル・K.・イノウエ国

際空港．ホノルル国際空港の新名称．2017 年 4 月 17 日より．

degere［でげれ］→ kekele［けけれ］を参照．

Dekemaba［でけまば］→ Kēkēmapa［け
-

け
-

まぱ］を参照．

demokarata［でもからた］→ kemo-kalaka［けもからか］を参照．

dia［でぃあ］→ kia［きあ］を参照．

diabolo［でぃあぼろ］→ kiapolō［きあぽろ
-

］を参照．

Diamond Head［英語］ダイアモンド・ヘッド．【地名】オアフ島ホノ

ルル市の地区名（地区 38）：ダイアモンド・ヘッドは要塞で，砲台な

どが置かれていた．Kaimana-Hila を参照．
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Dowsett Highlands［英語］ドゥセット・ハイランズ．【地名】オアフ

島ホノルル市の地区名（地区 12）：地名の元になった Captain Samuel
James Dowsett はハワイに植民した最初の西洋人．

Downtown［英語］ダウンタウン．【地名】オアフ島ホノルル市の地区

名（地区 15）：官庁街で，金融機関の多い．

duke［でゅけ］→ kuke［くけ］を参照．
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E

E, e〔アルファベット〕ハワイ語のアルファベット E/e の発音は ‘e-

（ ‘え−）である．

e［え］〔マーカー〕1. 〔動詞の前に置き〕命令または義務を示す．E hele!
行きなさい．PCP e.  2. 〔受け身の文において名詞の前に置き〕受け

身の動作主であることを示す．…によって．Ua ‘āhewa ‘ia ‘o ia e ke
ali‘i. 彼は，首長に（よって）非難された．

ē［え
-

］〔マーカー〕呼格を示す：呼びかけで日本語の助詞「〜よ」に

対応．Ē Pua.  おおプア（人名）よ．PPN (‘e)e.
‘e-.  【文法】数詞に付く接頭辞．“‘ekahi, ‘elua. ‘ekolu, ‘ehā, ‘elima, ‘eono,

‘ehiku, ‘ewalu, ‘eiwa”を参照．数詞に付く接頭辞には他に ‘A-/‘a-があ

る．

‘ē［‘え-］1.  違う，異質の，妙な；（ある場所から）あちらへ，離れて，

どこか他の所で［に・へ］；あらかじめ，すでに．Hele ma kahi ‘ē! 立

ち去れ，出て行け．PPN kese, PEP kee.  2. （さほど強くない同意の）

はい，そうですね，（呼びかけなどに答えて）はい．3. 文字の「E」．

ea［えあ］1.  独立，支配，主権．2.  生命，息，はかないもの，空気，

気体，ガス；霊魂．3.  上がる，上昇する．PPN e‘a.
‘ea［‘えあ］1.  伝染病；白くなった舌，（乳幼児に起こりやすい伝染病

の）鵞口瘡（がっこうそう）．PPN keakea.  PCP  kea.  2. 【動物】タイ

マイ（Chelonie imbricata）：ウミガメの一種；甲はべっこう細工にす

る．PNP kea.
‘eā［‘えあ

-
］〔間投詞〕そうですか，そうですよね． ‘Oia, ‘eā?  そうで

すか；ほんとかね，へえー．：古いオリやメレでは ‘eā は lā などと結

びつき，‘eā lā, ‘eāla, eala のつづりで現れることがある．
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‘ē a‘e［‘え-_あ‘え］別の，ほかの，他の．

‘eā‘eā［‘えあ
- ‘えあ

-
］歌詞の一節の最後に付いてリズムを保ち，景気を

付ける働きをする言葉．‘eā も同じ．

e + 動詞 + ai.【文法】e に続く動詞の命令または強意を表わす文型．こ

の文型のおける ai は多くの場合前方照応語で文の主語である．

e + 動詞 + ala. 【文法】e+動詞+la- と同じ．

e + 動詞 + ana.【文法】e に続く動詞の未完了の相を示し，英語の未来

形に相当する文型．e + 動詞 + nei / la- を参照．〔用例〕E hele ana ‘o ia.
彼［彼女］は行くでしょう．PCP ‘e +動詞+‘ana.

e‘e［え‘え］上がる，登る，乗船する；（山などに）登る人，乗船する

人．ho‘e-‘e.（寄せ波のように）ふくれあがる；（サーファーが波に乗

るように）…に乗る．PPN heke.
‘ē‘ē［‘え- ‘え-］1.  ‘e- の重複形．2.  わきの下．PCP keekee.  
‘e‘ehi［‘え‘えひ］hehi（踏みつける）と同じ．

‘e‘ehia［‘え‘えひあ］崇敬の念に圧倒された；畏敬［畏怖］の念を起こ

させる，恐れ多い，荘厳な；恐れ，畏敬，畏怖．

e‘e kuahiwi［え‘え_くあひヴィ］山に登る；登山者．

‘e‘ele［‘え‘えれ］ ‘ele‘ele と同じ．古いオリのなかで使用．「黒い，暗

い」の意味．Ka manu ‘e‘ele.  黒い鳥．

e‘e moku［え‘え_もく］船に乗り込む；船客；（外国からの）移民，（入

国）移住者．

‘e‘ena［‘え‘えな］1.  恥ずかしがりな，内気な，臆病な．2.  異常な，風

変わりな．Kani ‘e‘ena ka pahu i ka moana.  海に太鼓が異様な音を響

かせる．

‘e‘epa［‘え‘えぱ］（奇跡的な力をもった人間などの）非凡な，理解で

きない；このような人間のこと．
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‘eha［‘えは］けがをした，痛みのある，うずく；痛む；損傷，苦痛；苦

しみを与える．‘eha koni.  ずきずきする痛み．ho- ‘eha. 苦痛［罰］を

課する．

‘ehā［‘えは
-

］〔数詞〕4，4 回；4 個［人］の．

‘eha‘eha［‘えは‘えは］‘eha の重複形；すごい痛み，苦悩．ho-‘eha‘eha．

hō‘eha の重複形；苦痛を課する，悲しませる．Kāu hana hō‘eha‘eha
na‘au. 〈歌詞〉あなたの仕打ちが深く（わたしの）心を傷つけた．

ēhē［え
-

へ
-

］〔間投詞〕メレやオリの句の最後に繰り返して使われる「喜

びや賛美」の間投詞．

ehehene［えへへね］1.  愉快に笑う；笑い．Ehehene kō ‘aka i ka le‘ale‘a.
あなたの笑いは喜びいっぱいの笑い方です．2.  メレやオリの句の中

で使われる調子を変えるかけ声．ēhē に同じ．

‘ehehene［‘えへへね］ehehene の 2 の異形．

‘ēheu［‘え-へう］（鳥・凧・飛行機などの）翼；翼のある，飛べる；飛

ぶ．

‘ehia［‘えひあ］〔疑問詞〕（通常，数などの質問として）いくつ，どの

くらい；（値段は）いくら．

‘ehiku［‘えひく］〔数詞〕7，7 回；7 個［人］の．

‘Ehiku［‘えひく］7：固有名詞（何かの喩え）で使う時には大文字表記

をする．〈参照〉Māmalahoa の用例，‘Umi.  
‘eho［‘えほ］（特に，土地の境界を示すために使われた）石のくい；石

の偶像；海中の石ころの山（時々，漁師が網の一方を石のかたまり

で固定し，他の一方から魚を追い込むために使われる）．PEP ke(f,
s)o.  
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‘ehu［‘えふ］1.  しぶき，水煙，あわ，あぶく（多くの年寄りは ehu と

言う）；あわのような状態［世界］．Kū ka ‘ehu.  しぶきをかける（正

気を失わせる）．Na ke kea ‘ai, kū ka ‘ehu o nā wa‘a li‘ili‘i i ke keiki o
Kuai-he-lani.  白玉の得点，『クアイへラニの子供』は『小さいカヌー

のあわ』を混ぜた（コナネゲームのあそび歌）．2.  ほこり，ほこりっ

ぽい．Kū ka ‘ehu.  ほこりを立てる．3. （白人でなくポリネシア人の）

赤みがかった色あいの髪の毛；赤みがかった色あいの髪の毛の

人；赤みがかった．PPN kefu．

‘Ehu, Ehu［‘えふ，えふ］【人名】ハワイ島・南コナを平穏に治めた古

代の首長の名，賢君の例え：ehuehu にある出現例はカラーカウア王

への讃歌．

ehuehu［えふえふ］1. （霊的な力が）形となって姿を現すこと；強力

な，乱暴な，権威ある；暴力，権威．Ā ka la‘i a ‘Ehu lā, ehuehu ‘oe ē
ka lani lā. 〈歌詞〉そしておごそかな威厳の現れ，王よ，権威をもっ

て現れた方．‘Ike i ka la‘i o ‘Ehu, lā, ehuehu ‘oe, ē ka lani, lā.  〈歌詞〉エ

フの平和を感じる，あなたの威厳ある力，王よ．2.  ahuahu と同義；

健康な，精力的な．3. 石斧（せきふ）に使われた岩石の一種．

‘ehuehu［‘えふえふ］‘ehu の 1 の重複形；しぶき，飛沫（ひまつ）．

‘ehu‘ehu［‘えふ‘えふ］‘ehu の 2 の重複形

‘ehu kai［‘えふ_かい］（波が砕けた時の）波しぶき，あわ．

‘ehu pua［‘えふ_ぷあ］花粉．

eia［えいあ］1. ここに［で］，ここにある，（点呼に対する返事のよう

に）ここにいる．2. この場所．

eia a‘e［えいあ_あ‘え］ここにすぐ近くの，ここに接近している．

eia aku［えいあ_あく］接近している，近くの［で・ へ］，間もなく，

そのうちに．

eia ala［えいあ_あら］ここ，ここに，こちらです；そちらにいるあな

た，あなた．
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eia ho‘i［えいあ_ほ‘い］…すると，ついに，見よ．

eia iho［えいあ_いほ］少しの間待ちなさい．

eia kā［えいあ_か
-

］このようにして，ついに，とうとう，そういうわ

けで，それで．

e ia nei［え_いあ_ねい］あなた，そちらのあなた（時には夫婦の間で

愛情をこめて言われる）．

eia (nō) na‘e［えいあ_（の
-

）_な‘え］しかし，なお，その上，さらに．

ei nei［えい_ねい］ e ia nei と同じ．

‘eiwa［‘えいヴァ］〔数詞〕9，9 回；9 個［人］の．

‘eka［‘えか］1.  汚れた，きたない；不潔，汚物．wai ‘eka.  汚水．kaha
‘eka.  くさい土壌．2.  エーカー（約 4,046.8 m2）．英語 acre より．

‘Eka［‘えか］【気象】ハワイ島西部，コナ地方に吹く風．He ‘Eka ka
makani a‘e ‘olu ai.  爽やかな風はエカです．

‘ēkaha［‘え-かは］【植物】シマオオタニワタリ（Asplenium nidus）：熱

帯性のシダ；葉のかたまりが鳥の巣に似ている．

‘ekahi［‘えかひ］〔数詞〕1，1 回；1 個［人］の．

‘e-kake［‘え-かけ］【動物】ロバ．kēkake の異形．英語 donkey より．

‘ekalekia［‘えかれきあ］教会（建物でなく組織）．ekalesia は異形．

ekalesia → ‘ekalekia［えかれしあ→ ‘えかれきあ］．

‘eke［‘えけ］1.  麻袋，ポケット，かばん，かご；【解剖】陰嚢（いん

のう）．2.  尻込みする，（恐怖などで）縮みあがる，ひるむ，たじろ

ぐ．PPN kete.  
‘Eke.  エケ．【地名】マウイ島西部のラハイナとワイルクの境界にある

クレーター，峰．【地名】ハワイ島北部（ワイピオ区画）にある地名．

‘eke huluhulu［‘えけ_ふるふる］ズック製の袋．〈逐語〉毛ばだった袋．

‘ekeke‘i［‘えけけ‘い］（洋服の丈などが）短い．

‘eke leka［‘えけ_れか］郵便袋．郵袋（ゆうたい）．‘eke leta は異形．
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‘ekemu［‘えけむ］手短に答える．‘Ekemu ‘ole.  口数の少ない，音のし

ない．Kahi ‘ekemu ‘ole.  死の世界．

‘eke pa‘a lima, ‘eke‘eke pa‘a lima［‘えけ_ぱ‘あ_りま，‘えけ‘えけ_ぱ

‘あ_りま］ハンドバッグ，（書類入れの）折りかばん．

‘ekepue［‘えけぷえ］かがむ，うづくまる．〈比喩〉（浮気をしている

時のように）隠し立てをする；秘密を守る．ho-‘ekepue.  ‘ekepue の

使役形・擬態形．E hō‘ekepue ana ‘oe i ke aha?  どうしてあなたはそ

んなにうぶなの．

‘eki［‘えき］（トランプで最強の）1 の札，エース．英語 ace より．

‘eki‘eki［‘えき‘えき］【鳥】アジサシ（Anous 種）．

‘ekolu［‘えこる］〔数詞〕3，3 回；3 個［人］の．

‘eku［‘えく］（豚などが）鼻で地を掘って食物を捜す．〈比喩〉カヌー

のへさき（舳先）．PEP  ketu．

e + 動詞 + la-.【文法】e +動詞+ nei と同じだが，la- は話し手より離れて

いることがらを示す．〔用例〕E kau la- ke ao i ke kuahiwi.  雲があの山

の頂に浮かんでいる．

‘ēlau［‘え-らう］1.  先，先端，末端．2.  銃剣，やり先，短いやり．

‘ēlau alelo［‘え-らう_あれろ］舌の先．

‘ele［‘えれ］黒色．PPN kele.
‘ele‘ele［‘えれ‘えれ］1.  黒い，暗い；ハワイ人の目の黒色．ho-‘ele‘ele.

黒く［暗く］する；暗くなる．2.  食用の海草（Enteromorpha prolif-
era）：緑色で丈は長い．

‘eleku-［‘えれく
-

］1.  きめのあらい小胞状の玄武岩．2.  まっ黒（黒人

を含む皮膚の黒い人達のことを冗談で言う言い方）．

‘elele［‘えれれ］使者，使節；すべての外交上の代表者．PCP kelele.
elelo［えれろ］alelo（舌）と同じ．

‘elelū［‘えれる
-

］【昆虫】ゴキブリ（Blattidae）．
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‘elemakule［‘えれまくれ］老人；老人になる；老年の．（男性の老人

‘elemakule に対し，老女は luahine, luwahine）．

‘elemākule［‘えれま
-

くれ］ ‘elemakule の複数形．

‘elepaio［‘えれぱいお］【鳥】ヒタキの類．ハワイ島にいるヒタキ

（Chasiempis sandwichensis sandwichesis）．オアフ島にいるヒタキ（C.
sandwichesis gayi）．カウアイ島にいるヒタキ（C.  sandwichensis scla-
teri）：カウアイ島のエレパイオ鳥はアーペケペケと呼ばれる．森で

虫を捕食する彼らは，この木は虫が喰っている，喰っていない，と

いって，カヌーに適しているかどうかを教えるという．カヌー製作

者たちの女神でもある．

‘elepani, elepani［‘えれぱに，えれぱに］【動物】ゾウ．英語 elephant
より．

‘eleu［‘えれう］活動的な，機敏な，活発な．ho-‘eleu. 人を動かす，（行

動に）駆（か）りたてる．

‘eli［‘えり］（地・畑などを）掘り起こす，（穴を）掘る．PPN keli.  
‘eli‘eli［‘えり‘えり］‘eli の重複形．

‘elima［‘えりま］〔数詞〕5，5 回；5 個［人］の．

‘elo［‘えろ］濡れた，水浸しの．pulu ‘elo.  びしょ濡れの．‘Elo i ka ua
Wa‘ahila.  ワアヒラの雨に濡れる．

‘elua［‘えるあ］〔数詞〕2，2 回；2 個［人］の．

emi［えみ］1.  減少する，縮小する；うなだれる，たれる，下がる；

少ない，縮小した；縮小，減少．ho‘e-mi, ho‘oemi. 縮小する，減ら

す．PCP emi.  2.  安い．ho‘e-mi. 価格を下げる；安い．

‘emo［‘えも］待つこと，遅滞；待つ，遅滞する．

‘emo ‘ole［‘えも_‘おれ］即刻，…やいなや，突然．

‘emepela, ‘emepera［‘えめぺら］皇帝，エンペラー．英語 Emperor よ

り．
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‘ena［‘えな］1.  赤熱した，熱情的な，熱心な．〈比喩〉激怒した，お

こった．‘Ena aku nā maka.  目を輝かせる．2. （…に）しりごみする．

恥ずかしがる．Mai ‘ena i ke kanaka i laka aku.好意をいだいた人に対

して恥ずかしがってはいけない．3. たくさんある，豊富な．One-lau-
‘ena.  楽園，豊富な地；伝説的なカーネ神の国．

‘ena‘ena［‘えな‘えな］‘ena の重複形；赤熱している，真っ赤な，激怒

した．

e + 動詞 + nei.【文法】e に続く動詞の未完了の相を示し，英語の現在

形，現在進行形に相当する文型．e + 動詞 + ana/ la-. を参照．〔用例〕E
heluhelu nei ‘oe i ka puke.  あなたは本を読んでいる．

‘Enelani［‘えねらに］【国名】イギリス．英語 England より．

‘enemi［‘えねみ］敵；敵意をいだく；敵になる．英語 enemy より．

‘enuhe［‘えぬへ］【昆虫】スズメガの幼虫．‘anuhe も同じ．

eo［えお］…に勝つ；勝利．

eō［えお
-

］1. （名前を呼ばれた返答として）はい，ここにいます．2.
呼び声；大声で呼ぶ，返事をする．

‘eono［‘えおの］〔数詞〕6，6 回；6 個［人］の．

‘epa［‘えぱ］油断のならない，いたずら好きな；策略；だます，裏切

る．

Esetera［えせてら］【地理】イースター島．英語 Easter (Island)より．

‘eu［‘えう］1. （子供のように）ちゃめっ気のある，いたずら好きな；

いたずらっ子；いたずら．ho-‘eu.（人を）奮起させる，扇動する，勇

気［元気］づける．2.  はって進む；起き上がる，立ち上がる；上が

ること．Ka ‘eu o ka noe.  霧が立ち込めること．PCP keu．

‘euanelio［‘えうあねりお］福音主義者の；福音，よい知らせ．

‘eu‘eu［‘えう‘えう］刺激的な，興奮させる，機敏な，奮起させた．

ho-‘eu‘eu. 勇気［元気］づける，奮起［感動］させる；元気のよい，

勇気のある．
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‘Eulopa［‘えうろぱ］【地理】ヨーロッパ；ヨーロッパの．Europa は

異形．英語 Europe より．

Europa［えうろぱ］→ ‘Eulopa［‘えうろぱ］を参照．

ewa［えヴァ］不安定な，変わりやすい，とりとめのない．PPN ‘ewa.  
‘ewa［‘えヴァ/‘えわ］曲がっている，形がくずれている，不完全な．

‘Ewa.  エヴァ．【地名】オアフ島の地方名・地域名（区画名）：ホノル

ルの西方にあり，方角用語としても使われる：町，農場，小学校．

‘ewalu［‘えヴァる］〔数詞〕8，8 回；8 個［人］の．

ewanelio［えわねりお］ ‘euanelio のつづりの異形．

ēwe［え
-

ヴェ］1.  新芽，小根；血縁関係；出生地；（気質・容ぼうなど）

一族の特徴；葉を出す，発生する．2.  へその緒．3.  ‘iewe〔後産（あ

とざん）〕と同じ．PCP  eewe.  
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F

F, f〔アルファベット〕ハワイ語では F は使わない．ハワイ語からみて

外国語（主に英語）の F は H, P に転訛する．ハワイ語の歌詞には F/f
を含んだ語が現れることがしばしばあり，ハワイ語での発音は「ふ

ぁ行」音である．

Farani［ふぁらに］→ Palani［ぱらに］を参照．

Fatifika［ふぁてぃふぃか］→ Pa-kı-pika［ぱ
-

き
-

ぴか］を参照．

fea［ふぇあ］］→ pea［ぺあ］を参照．

fiku［ふぃく］→ piku［ぴく］を参照．

Filipino［ふぃりぴの］→ Pilipino［ぴりぴの］を参照．

fiwa［ふぃヴァ］→ piwa［ぴヴァ］を参照．

Foremoku, Foremosa, Foromoku, ［ふぉれもく，ふぉれもさ，ふぉ

ろもく］台湾．ポルトガル語 Formosa［麗しき島］より．日本語では

「フォルモサ」．

Ford Island［英語］フォード・アイランド．【地名】オアフ島南部エ

ヴァ地方（パール・ハーバー区画）パール・ハーバーの湾内にある

《島，橋（島の東のアイエア側），海峡（島の西側）》の名．USS アリ

ゾナ記念館［USS Arizona Memorial］，太平洋航空博物館［Pacific Avi-
ation Museum P. H.］などの施設がある．島命はオーナーだった Dr. S.
P. Ford（1818-1866）による．元のハワイ語名はモクウメウメである．

Fort DeRussy［英語］フォート・デルシー．【地名】ホノルル，ワイ

キーキー（地区 31）の《合衆国陸軍の軍用地》の名．海岸，公園，陸

軍博物館［U.S. Army Museum］，ホテル［The Hale Koa Hotel］，軍の

保養施設［Armed Forces Recreation Center］などがある．René Edward
De Russy 准将（1789-1865）に因んだ名．
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G

, g〔アルファベット〕ハワイ語では G は使わない．ハワイ語からみて

外国語（主に英語）の G は K に転訛し，K で借用する．ハワイ語の

歌詞には G/g を含んだ語が現れることがしばしばあり，ハワイ語で

の発音は「が行，ざ行」音である．

galani［がらに］→ ka-lani［か
-

らに］を参照．

Galapanu［がらぱぬ］ガラパヌ．【地理】ガラパゴス島（諸島）：太平

洋東部，赤道直下，エクアドル領の火山群島．

galika［がりか］→ ka-lika［か
-

りか］を参照．

generala［げねらら］→ kenelala［けねらら］を参照．

Gilibati［ぎりばてぃ］→ Kilipaki［きりぱき］を参照．

gini［じに］→ kini［きに］を参照．

Guama［ぐあま］【地理】グアム島．英語 Guamより．

gula［ぐら］→ kula［くら］を参照．
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H

H, h〔アルファベット〕ハワイ語のアルファベット H/h の発音は he-

（へ
−

）である．

hā［は
-

］1.  4，第 4（番目）の：通常，数詞の接頭辞 ‘e-, ‘a-, が先につ

く．PPN faa.  2.  呼吸する，息を吐き出す；息，命，呼吸．3. （声が）

かれた，かすれた；（声の）しゃがれ．PPN faa.  4. （植物の）柄，茎．

PPN fa‘a.  5. （屋根の）雨どい，溝，どぶ；溝やどぶを形成する．

hā-. ha‘a-と同じ．PPN faa-.
ha‘a［は‘あ］1. 低い；小びと．PNP saka.  2. ひざを曲げて踊る踊り．

PPN saka.
ha‘a-.【文法】ho‘o- と意味が類似した接頭辞．ho‘o- を参照．PPN faka-.
hā‘ae［は

- ‘あえ］唾液（だえき），つば；よだれをたらす［流す］．

ha‘aha‘a［は‘あは‘あ］ha‘a の 1 の重複形；（身分・地位などの）低い，

卑しい，劣った，いくじのない，謙虚な，内気な；低いこと，卑下．ho‘o-
ha‘aha‘a. （自尊心などを）くじく，（威厳などを）落とす，恥をか

かせる；（身分などが）卑しい．

ha‘aheo［は‘あへお］高慢な，傲慢（ごうまん）な；気どって［もっ

たいぶって］歩く；誇りをもって大事にする；うぬぼれ．

ho‘oha‘aheo. 傲慢に振る舞う．

ha‘akei［は‘あけい］誇る，自慢する，あざける（嘲る）．Ka noho o ka
po‘e ha‘akei.  あざける者の座．

ha‘akoi［は‘あこい］1.  独善的な；自慢する．Ha‘akoi au i kou nani pau
ā pau.  わたしはあなたの美しさをとわ（永久）に讃えます．2.  強い

る．3.  オナニーする．
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hā‘ale［は
- ‘あれ］一杯になりいまにもあふれ出る：水などだけでなく，

「感動した」などの感情の表現によく使われる．Hā‘ale i ku‘u maka,  わ
たしの目は（涙で）一杯になる．Ua hā‘ale ka wai i ka lau o ke pili.  水
の流れはピリ草の葉を越えた．

hā‘ale‘ale［は
- ‘あれ‘あれ］hā‘ale の重複形．Hā‘ale‘ale ana i ku‘u manawa.

〈歌詞〉わたしの心に溢れ出ます．

ha‘alele［は‘あれれ］（場所を）去る，（見）捨てる，（地位を）なげう

つ，（人から）去る，あきらめる，拒絶する．

ha‘alele loa［は‘あれれ_ろあ］1.  永久に［完全に］去る．2.  極端に，

きわめて．

ha‘alewa［は‘あれヴァ］lewa の 2，ho‘olewa に同じ．Ka wahine ha‘alewa.
腰を揺らして踊る女性．Ke kai ha‘alewa.  うねる海．

Ha‘alili-a-manu.  ハアリリアマヌ．【地名】オアフ島，ホノルル地方（ダ

ウンタウンのホテル通り）にあった地名．Ka-pā-lama の解説を参照．

ha‘alipo［は‘ありぽ］ho‘onipo に同じ；暗くなる，葬儀などで頭を下

げる．Eia ‘o Ka-pili ē, ke ha‘alipo nei ana lipo walohia.  ここにカピリ

（人名）がおります，彼女の苦悩と悲しみは暗く（より深く）なって

いきました．

ha‘anipo［は‘あにぽ］ho‘onipo の異形．Na ka ua Kuahine o Wa‘ahila e
noho ha‘anipo lā i ka wao.  ワアヒラのクアヒネ（オアフ島，マーノア）

の雨により，（その雨は）森林地帯で愛の暮らしをいとなんでいます．

ha‘alulu［は‘あるる］揺れる，身震いする，ぶるぶる震える．

ha‘anui［は‘あぬい］自慢する，誇る，誇張して言う，ひとり満悦する．

Hā‘ao.  ハーアオ．【地名】ニイハウ島，中央部（Pu‘uwai の集落の東）

にある谷の名．【地名】ハワイ島，カウー地方（ホヌアポ区画）にあ

る地名：泉，同地域のワイオーヒヌにある教会の名．カウーの雨，超

能力の少女で名高い．
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hā‘awe［は
- ‘あヴェ/は

- ‘あうぇ］荷物を背中にしょって運ぶ；そのよう

にして運ばれた荷物または包み．

hā‘awi［は
- ‘あヴィ/は

- ‘あうぃ］与える，授ける；提供する．

ha‘awina［は‘あヴィな/は‘あうぃな］授業，（任命された）任務，仕事，

充当された物；寄贈品，分与産．

ha‘awina ho‘i hope［は‘あヴィな/は‘あうぃな_ほ‘い_ほぺ］復習．〈逐

語〉前に戻る学課．

ha‘awina hō‘ike［は‘あヴィな/は‘あうぃな_ほ
- ‘いけ］試験，テスト．〈逐

語〉見せる学課．

hae［はえ］1.  野生の，怒り狂う，獰猛（どうもう）な；憤激，激怒；

あばれ回る．ho‘ohae. 野生［獰猛］にする；怒らせる，からかう．

PCP (f, s)ae.  2. （犬などが）ほえる，うなる；（キュウカンチョウの

ように）かん高い声で言う［小言を言う］．ho‘ohae. ほえさせる，う

ならせる．3. （布・紙・着物などを）引き裂く．PPN sae.  4.  旗，旗

印．E kau ai kākou i ka hae.  われらは旗印をかかげよう．5.  赤と白の

ハワイの旗にちなんで花の名前になっている．hae Hawai‘i を参照．

ha‘e［は‘え］あこがれ，思慕；あこがれる，慕う．

hā‘e‘ena［は
- ‘え‘えな］恥ずかしがる．‘ena の 2 を参照．この語は hā‘ena

とつづられることがある．

haehae［はえはえ］1.  hae の 2 と 3 の重複形．O haehae mai ‘o ia i ko‘u
‘uhane mehe liona lā.  さもないと彼は，ライオンのように，わたしの

心をかき裂くでしょう．2.  hae の 1 の重複形．ho‘ohaehae.  野生に

する；怒らせる，からかう．3.  野生のカロ（タロイモ）．

ha‘eha‘e［は‘えは‘え］ha‘e の重複形；強い愛情と願望．Pau‘ole ko‘u
ha‘e-ha‘e.  わたしの強い願望は終わらない（永遠なるわたしの願望）．
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Ha‘eha‘e.  ハエハエ．【地名】ハワイ島最東端に位置するクムカヒ岬

（マクウ区画）の近くにある地名．Aia i ka hikina a ka lā.  Puka i
Ha‘eha‘e. 〈歌詞〉太陽のある東はあちらです．ハエハエに現れます．

Ha‘alele aku au i Ha‘eha‘e.  わたしはハエハエに向かって出発します．

hae Hawai‘i［はえ_はわい‘い/はヴァい‘い］1. 【植物】ハイビスカス

の一種．〈逐語〉（白いしまのある赤い花びらということから）ハワ

イの旗．2. 【植物】カーネーションの一種（Dianthus Caryophyllus）：

花びらは赤と白のしまになっている．3. 【植物】プルメリアの種類．

haele［はえれ］行く，来る（2 人またはそれ以上）．PPN sa‘ele.  
hā‘ena［は

- ‘えな］1.  真っ赤に焼けた，焼けている；赤色．‘ena の 1 を

参照．2.  恥ずかしがる．hā‘e‘ena と同じ．

Hā‘ena［は
- ‘えな］カウアイ島のハーエナの王子ロヒアウとペレの絡ん

だ恋物語を追った地名で各島に数多くある．【地名】カウアイ島北部

ハナレイ地方の地名：町，岬，ヘイアウ，洞窟，海浜公園．【地名・

地形】1）ハワイ島北部（コハラ区画）の地名：町名，岬名．2）ハ

ワイ島東部（マクウ区画）の地名・地形：町名，マクウのケアアウ

の海にあった岩：レフアの花園を守っていたホーポエとハーエナ

の王子ロヒアウがペレの嫉妬心で岩にされたという．この岩は津波

で流され今はない．3）ハワイ島南部（カウー区画）の地名：町名な

ど．【地名】1）オアフ島ホノルル地方マーノア地区（28）の街道名．

2）オアフ島南部（エヴァ区画）のヘイアウ名．

haha［はは］1. ha- の 2 の重複形；激しく呼吸する．2. haha kā ‘upena
（網の目のサイズを計るゲージ）と同じ．PNP ‘afa.

hāhā［は
-

は
-

］手探りで見つける，さわってみる．PNP faafaa.  
-hāhā.  ho‘ohāhā［ほ‘おは

-
は
-

］（激しく続けざまに）打つ，（道具・武

器・こぶしなどで）何度も強く打つ．PPN sasa.
hahae［ははえ］（編むためにパンダナスの葉などを）はぐ；（布・紙・

着物などを）引き裂く．
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hahahi［ははひ］hahi［踏みつける］の重複形．

hahai［ははい］…のあとについて行く，追いかける，追跡する；（人

に）同行する，…と一緒に行く；追跡．

haha‘i［はは‘い］1.  ha‘i の 1 と 2 の重複形；こなみじんに砕く；（サ

ツマイモの細いつるなどを）折り取る；話す．E haha‘i ana i ka moe
‘ole i ka pō.  夜の間中眠らないで話し続ける 2. （股間などが）痛みを

ともなって腫れ上がる．

hahaki［ははき］haki［壊す］の重複形．

hāhā lua［は
-

は
-

_るあ］【魚】マンタ．イトマキエイ科．

hahana［ははな］（感情の）熱っぽさ，軽い怒り；興奮した，情熱的

な，（感情などが）高ぶった．ho‘ohahana. 熱意を引き起こす；憤激

をかきたてる．

hahao［ははお］差し込む，入れる．PPN fafa‘o．

hāhāpa‘akai［は
-

は
-

ぱ‘あかい］塩田；塩を収穫する．ho‘oha-ha-pa‘akai.
塩を収穫する．

hahau［ははう］一撃を加える，なぐる，（棒やむちなどで）打ちのめ

す．Hahau ikaika.  力をこめてなぐる；（力を入れてトランプなどを）

投げおろす；（トランプや kōnane の小石などで）勝負する．pepa
hahau.  トランプ．

hahi［はひ］hehi［踏みつける，踏みつぶす］と同じ．

hahu［はふ］（障害物・困難などを）取り除く；（腸に）下剤をかける．

PPN safu．

hai［はい］1. （神への）奉納，神にいけにえ（生け贄）を捧げること；

犠牲に供する．PNP fai.  2.  …のあとについて行く．PCP (f, s)-ai.  
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ha‘i［は‘い］1. （棒などを）折る，（花などを）摘む；破損，割れ目；

壊れた．PPN faki.  2.  話す，語る，言及する，はっきり述べる．PNP
fa(a)ki.  3. 〔所格の名詞〕，端，境界．Lepo ma ha‘i o ke kalo. カロ（タ

ロイモ）の端の泥．4.  コケテッシュな，いちゃつく．ho‘oha‘i.  な
まめかしく（艶かしく）する，つやっぽく（艶っぽく）する．ha‘i の

使役形または擬態形．5.  曲げる．6.  カウアイ島において「家」．7.
誰か他の人；他の場所（この場合は冠詞を使わない）．

haiamū［はいあむ
-

］集まる，群れる；（たわわに実った果物のように）

たくさんの数の．Ua haiamū ‘ia a‘e nā huina alanui.  大通りの交差点

は（人で）溢れていた．

ha‘iano［は‘いあの］【品詞名】「形容詞」を意味する文法用語．

ha‘iha‘i［は‘いは‘い］1.  ha‘i の 1 の重複形．Ha‘iha‘i pua kamani paukū
pua kī.  ティーの花と編むためにカマニの花を摘もう．2.  ha‘i の 2 の

重複形．

ha‘ihana［は‘いはな］【品詞名】動詞を意味する文法用語．ha‘ina を参

照．

ha‘iinoa［は‘いいのあ］【文法】後に続く語と共に品詞名の名詞を作る．

〔用例〕ha‘iinoa helu.  質量名詞．ha‘iinoa lau lā.  普通名詞．ha‘iinoa poli
kahi.  固有名詞．

hāiki［は
-

いき］〔早口の会話では haiki〕狭い，窮屈な；制限，限定．

ha‘ikū［はいく
-

］1. 【植物】バンクスハゴロモノキ（Grevillea banksii）：

カーヒリ（ka-hili）フラワーとも呼ばれる．2. （態度などが）高慢な，

うぬぼれた．

Ha‘i-kū.  ハイクー．【地名】カウアイ島リーフエ地方にある地名．【地

名】オアフ島（カーネオヘ区画）にある谷の名．【地名】マウイ島中

央北部の地域名（区画名）：町，小学校，貯水池，導水路．【地名】ハ

ワイ島（ホノムー区画）にある岬名．〈逐語〉ぶっ切らぼうに話す．

hailepo［はいれぽ］【魚】アカエイの一種．PPN fai.
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haili［はいり］hali‘a と同じ．

Haili.  ハイリ．【地名】オアフ島，ホノルル地方パシフィックハイツ地

区（14）にある通り（街区）の名．【地名】ハワイ島ヒロ地方にある

森林地帯の名．

hā‘ili, hā‘ili‘ili［は
- ‘いり，は

- ‘いり‘いり］のろう（呪う）；のろうこと．

hailona［はいろな］占い，予言；くじ（籤）をひく，サイコロを投げ

る；試す．Kūkulu nā hailona. 前兆を論じる；試みる．Hailona ‘o
Mo‘ikeha i nā keiki āna.  モイケハ（人名）は彼の子供たちを試した．

ha‘ilono［は‘いろの］ニュースを伝える，報告書を公表する．

hailuku［はいるく］…に石を投げつける．

ha‘i mana‘o［は‘い_まな‘お］意見を述べる，証言する．

ha‘i manawa［は‘い_まなわ］時を告げる．

haina［はいな］（神への）奉納，神にいけにえ（生け贄）を捧げるこ

と．

hainā［はいな
-

］残酷な，無慈悲な；虐待する．

ha‘ina［は‘いな］1.  言う［言った］こと，声明；（詩歌の各節の終わ

りの）折り返し句；なぞかけの答え；歌の ha‘ina（折り返し句）を歌

う．Ha‘ina ‘ia mai ana ka puana. 折り返し句が告げられる．Ha‘ina
hou. ha‘ina を再び歌う．2. 【品詞名】動詞を意味する文法用語．こ

の ha‘ina は動詞に関連した文法の解説に大変よく使われる．〔用例〕

Ha‘ina pili aku.  他動詞．

hainakā［はいなか
-

］ハンカチーフ．hinaka-. も同じ．英語 handkerchief
より．

ha‘ina kuhikuhi, ha‘inale‘a kuhikuhi［は‘いな_くひくひ，は‘いなれ

‘あ_くひくひ］【品詞名】指揮詞（方向詞）を意味する文法用語．mai
［話し手に向かう］，aku［話し手から離れる］，a‘e［上方へ］，iho［下

方へ］などの語．
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ha‘inale‘a［は‘いなれ‘あ］【品詞名】品詞名の「副詞」を意味する文法

用語．

ha‘inoa［は‘いのあ］【品詞名】名詞を意味する文法用語．ha‘iinoa を参

照．

hāinu, ho‘oha-inu［は
-

いぬ，ほ‘おは
-

いぬ］飲みものを与える：inu［飲

む］に接頭辞 ha-- がついた形．ha--, ha‘a- は ho‘o- と同じような働きを

する接頭辞．Ā ho‘ohāinu ihola i nā hipa.  そして，ヒツジたちに水を飲

ませる．Ua ho‘ohāinu mai ‘oe iā mākou i ka waina o ka ha‘alulu.  あなた

はわたしたちに悪酔いするワインを飲ませた．

ha‘i‘ōlelo［は‘い‘お-れろ］演説，あいさつの言葉；演説する，説教す

る；話す［語る］人．

haipule［はいぷれ］宗教（上）の；敬神，信心深い人；礼拝［参拝］

する；礼拝．

ha‘i waha［は‘い_わは］口伝えの，口［言葉］で表わした；口頭で告

げる．

ha‘iwale［は‘いわれ］【植物】自生のベゴニアの全種（Cyrtandra bego-
niaefolia. ）：しなやかな森に生える低木，白い管状の花をつける．

haka［はか］1.  棚，とまり木，（人が乗る）壇；鶏舎．PPN fata.  2.  霊
媒，（霊媒に）取りつかれた人．3.  羽で作られた三日月型のヘルメッ

ト．4.  空間；からの，すき間や空間のいっぱいある．ho‘ohaka. （穴

やスペースなどを）あける．5.  じっと見つめる，じろじろ見る，に

らみつける．

Haka‘ano［はか‘あの］【気象】モロカイ島東部（ハーラヴァ区画）に

吹く風．

Hāka‘a‘ano.  ハーカアアノ．【地名】モロカイ島東部（ハーラヴァ区画）

にある海岸地帯の平地．

hakahaka［はかはか］haka の 3 の重複形；空間；（アンケート用紙な

どの）余白；やせた，やつれた．PEP (f, s)ata(f, s)ata.
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hakakā［はかか
-

］…と戦う，けんか［口論］する；戦い．

hakakā-a-moa［はかか
-

あもあ］1.  闘鶏．2.  鶏の型：ハワイの伝統的

格闘技［lua］における決め技の１つ．

Haka-lau.  ハカラウ．【地名】ハワイ島ヒロ地方（ホノムー区画）の地

名：町，急流の川のある渓谷，入り江．1946 年に津波に襲われた．同

名の小学校がヒロ市にある．〈逐語〉たくさんの止まり木．

hakalı-［はかり
-

］高い．‘A‘ole au i hele ma muli o nā mea nunui, ā me nā
mea hakalī ia‘u.  わたしは（自分の能力を超えた）大きなことがらや，

高いことがらにはかかわりません．

hākālia［は
-

か
-

りあ］遅い，のろい．ho‘o-hākāia.  遅れる；遅くする．

Mai ho‘ohākālia aku ‘oe.  あなたは遅れてはならない．

hākālia no- a-［は
-

か
-

りあ_の
-

_あ
-

］【文法】慣用句［接続詞］として「…

するやいなや」と使われる．Hākālia nō ā ao, ‘o kō mākou hele nō ia.  夜
が明けたらすぐにわたしたちは出かけます．

haka pono［はか_ぽの］注意深く目をとめる［観察する］．Haka pono
akula kona maka, ā hilahila ihola.  彼［彼女］のひとみはじっと見つめ

ていた．目を伏せて恥かしがるまで．

haki［はき］ha‘i の 1 と同じ．PPN fati.
hāki‘i［は

-
き‘い］結ぶ，縛る．

hākikili［は
-

ききり］雷．PNP fatutili.
hākilo［は

-
きろ］接近して観察する，偵察する，立ち聞き［盗み聞き］

する．

hakina［はきな］壊れた一片［破片・一部］；（算数の）分数．

hakina maoli［はきな_まおり］【数学】常分数．

hakina ‘o-lelo［はきな_‘お-れろ］言葉の一部，一語．

hākōkō［は
-

こ
-

こ
-

］レスリング；レスリングをする．
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haku［はく］1.  支配人，主人，雇い主，所有者．ho‘ohaku.  haku と

して振る舞う；他の人を支配する．PCP fatu.  2.  作り上げる，創作す

る，整える；（レイなどを）編む．PPN fatu.  3.  石，（果実）の核，種．

PPN fatu.  
Haku［はく］haku は英語の gods, God と同じく haku［神々の神］，Haku
［エホヴァの神］と使い分ける．

hakua［はくあ］haku の 2 の受身形または命令形．Ke hakua ‘ia mai lā
e ke Ki‘owao.  キオワオ（オアフ島のヌウアヌ渓谷などに降る雨）に

よって育てられる．

haku ‘āina［はく_‘あ-いな］土地所有者；地主．

hakuhaku［はくはく］（タパ布などを両腕に）かかえる．PPN fatu．

haku hale［はく_はれ］家主，家の所有者，（自宅で客をもてなす）主

人役，女主人役．

haku hana［はく_はな］監督（官），管理者，雇用者．

hāku‘i［は
-

く‘い］打つ，心臓がどきどきする；こだまする；（タバコな

どを）ふかす．ho‘oha-ku‘i.  hāku‘i の使役形．（音を）反響させる．

Ho‘ohāku‘i i ko‘u na‘au.  わたしの心を響かせる．

hāku‘iku‘i［は
-

く‘いく‘い］hāku‘i の重複形．Ka ‘īloli hāku‘iku‘i pu‘uwai.
心がどきどきするほどのあこがれ．ho‘o-hāku‘iku‘i.  hāku‘iku‘i の使

役形．

hakuko‘i［はくこ‘い］妨げられた，興奮した；圧倒する；（水・風が）

勢いよく流れる［吹く］．Hakuko‘i ka wai i ka/nā pali.  水は崖を越え押

し寄せる．

hākuma［は
-

くま］1.  天然痘によりあばたになった；ハンセン病によ

って損なわれた；きめの粗い，でこぼこの；苔むした．〈比喩〉古風

な．2.  暗い，（雲などが）厚い．〈比喩〉愛情が濃い．

hākumakuma［は
-

くまくま］hākuma の 1 と 2 の重複形；雲などが厚い．

Ua ‘ula‘ula mai ke ao, ua hākumakuma.  空が赤く，雲が厚くなった．
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haku mele［はく_めれ］詩人，歌人，作曲者；（歌を）作曲する．

haku mo‘olelo［はく_も‘おれろ］著者，作家．

haku nui［はく_ぬい］（農園や商店の）経営者．

hala［はら］1.  罪，過失，違反；罪を犯す．ho‘ohala. 罪を犯させる，

…を惑わす．PPN sala.  2. （時が）経過する；（時・機会などが）過ぎ

去る；死ぬ．ho‘ohala.（時が）たつ．Ho‘ohala manawa. 時を過ごす．

3.【植物】パンダナスまたはタコノキ（Pandanus odoratissimus）．PPN
fara.

halahala［はらはら］hala の 1 の重複形；訂正，非難，不平．ho‘oha-
lahala. 批判する，不平［苦情］を言う，欠点を見つけ出す．

hāla‘i［は
-

ら‘い］静かな．la‘i に同じ．Ke kai hāla‘i.  穏やかな海．

hala kahiki［はら_かひき］【植物】パイナップル（Ananas comosus）．

〈逐語〉外国産のハラ［hala］．

hālala［は
-

らら］1.  大きい，成長しすぎた，（植物などが）伸びすぎた．

2.  低く折り曲げる．PPN falala.  
Hālala［は

-
らら］カラーカウア王の生殖器の呼称．

halalē［はられ
-

］音をたてて飲む［食べる］，（口から）よだれや飲食

物をこぼす；言葉が明瞭でない；（波などが）サーッと音をたてる．

‘Ai halalē.  ガツガツ食べる．Lomaloma ‘ai halalē.  怠け者の大食らい．

‘O ka ‘ō‘io halalē ke kai lā. 〈歌詞〉ソトイワシのスープに舌つづみを

打つ．

Halāli‘i.  ハラーリイ．1. 【人名】古代において人々から慕われたニイ

ハウ島の首長の名．転じて喜び・幸せをもたらす意味．なお，オア

フに関連した神話上の詐術師の名でもある．E hele mai i ka pō le‘a o
Halāli‘i.  ハラーリイの楽しい夜においで下さい（パーティなどの招

待状）．2. 【地名】ニイハウ島中央部の地名．ハラーリイという名サ

トウキビ畑から．【地名】マウイ島東部ハレアカラー火山の火山錐．
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hālalo［は
-

らろ］1.  下におく，下からあげる．He maka hālalo ka lehua-
maka-noe. 〈歌詞〉レフアマカノエ（花の名）はうつむいている．2.
hālalo po‘i［せんじ薬］の略．3.  熱心に見つめる，認識する．Hālalo
ku‘u na‘au i nā hana.  わたしの心はそれらの偉業を見た．

hala loa［はら_ろあ］過ぎ去った時間［道のり］；遠方に［へ］，はる

かに．

halalū［はらる
-

］1. 【魚】akule［メアジ］の稚魚（Trachiurops crumenoph-
thalmus）．2. （音を）ゴロゴロ［ガラガラ］と出す．

hālau［は
-

らう］1. （カヌーをしまっておく）横長の家，（フラダンス

教授のための）スタジオ．PNP folau.  2.  大きい；多数の，多量の．

Hālau-lani.  ハーラウラニ．【地名】オアフ島のワイピオ（ワイパフ区

画）にある地名．今はハワイ島に祀られているアフエナ・ヘイアウ

はかつてはこの地にあった．〈逐語〉偉大な王の大きな家．

hālawa［は
-

らわ/は
-

らヴァ］kālawa［曲線，湾曲部］と同じ．

Hālawa.  ハーラヴァ．【地名】モロカイ島東部の地域名（区画名）：町，

海浜公園，公園，湾，岬，峰，渓谷など．【地名】オアフ島南部（ワ

イパフ区画）の地名：町，公園，小学校，川．【地名】ハワイ島北西

部（コハラ区画）の地名：町，峡谷．

ha-la-wai［は
-

ら
-

わい/は
-

ら
-

ヴァい］会合；会う．ho‘oha-la-wai. 会合の手

はずを整える．

hale［はれ］家，建物；家を持つ．ho‘ohale. 家に泊まる；家へ迎え

（入れ）る．PPN  fale.
hale ‘aina［はれ_‘あいな］レストラン，料理店，食堂．
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Hale-a-ka-lā.  ハレアカラー．【地名】1）マウイ島東部の国立公園：峰，

牧場，国立公園など．マウイ島を代表する山域．2）マウイ島のカフ

ルイ（ワイルク区画，パーイア区画）にある自営農地の名．【施設名】

1）リリウオカラニ女王が幼いとき過ごしたビショップ夫妻の邸宅

の名（オアフ島ホノルル）．2）オアフ島ホノルルにあるカメハメハ・

スクール（ビショップ財団）の建物の名．

hale ali‘i［はれ_あり‘い］首長の家，王宮，宮邸．

hale ‘au‘au［はれ_‘あう‘あう］水浴びをする場の近くにある小屋．

Hale-‘au‘au.  ハレアウアウ．【地名】オアフ島，ワイアルア地方（スコ

ーフィールド基地西方）にある渓谷の名．

hale ‘auhau［はれ_‘あうはう］税務署．

hale aupuni［はれ_あうぷに］議事堂，政府の建物．

hale hālāwai［はれ_は
-

ら
-

わい/は
-

ら
-

ヴァい］教会堂，ユダヤ教会．

halehale［はれはれ］高い，（建物，崖，波のように）そびえ立つ；空

洞の，空っぽ．〈比喩〉飢え．Halehale ke aloha.  深い愛情．

hale hō‘ike‘ike［はれ_ほ
- ‘いけ‘いけ］展覧会場，博物館，芸術院．Hale

Hō‘ike‘ike o Ka-mehameha.  ビショップ博物館．

hale hō‘ike‘ike  i‘a［はれ_ほ
- ‘いけ‘いけ_い‘あ］水族館．

hale ho‘okipa［はれ_ほ‘おきぱ］（高級）下宿屋，迎賓館，下宿やど．

hale  ho‘okolokolo［はれ_ほ‘おころころ］裁判所．

hale ho‘olewa［はれ_ほ‘おれわ/ほ‘おれヴァ］葬式用の特別休憩室，葬

儀屋の建物．

hale ho‘omaha［はれ_ほ‘おまは］（旅行者用の質素な）宿泊所，レス

トハウス．

hale ho‘omalu［はれ_ほ‘おまる］（伝染病患者などを）隔離する家や

場所．

hale ho‘oponopono［はれ_ほ‘おぽのぽの］（正義・罰などを）執行す

る建物．
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hale inu pia［はれ_いぬ_ぴあ］ビヤホール．

hale ipukukui［はれ_いぷくくい］灯台．

Hale-‘iwa.  ハレイワ［ハレイヴァ］．【地名】オアフ島北西部，ワイア

ルア地方の地域名（区画名）：町，小学校，湾，波止場，海浜公園，

サーフィンエリア．〈逐語〉グンカンドリの家．

hale ka‘a［はれ_か‘あ］車庫，ガレージ．

hale keaka［はれ_けあか］劇場．

hale kinai ahi［はれ_きない_あひ］消防署．

hale kipa［はれ_きぱ］1.  旅館，下宿屋，もてなしの良い家．2.  もて

なし［客扱い］のよい友人．

hale koa［はれ_こあ］兵器工場，軍事教練所，兵舎．

hale ku-‘ai［はれ_く
- ‘あい］店，商店．

hale ku-‘ai la-‘au［はれ_く
- ‘あい_ら

- ‘あう］薬屋．

hale ku-‘ai lole［はれ_く
- ‘あい_ろれ］洋品店，織物類を売る店．

hale ku-‘ai mea ‘ai［はれ_く
- ‘あい_めあ‘あい］食料品店．

hale ku-‘ai palaoa［はれ_く
- ‘あい_ぱらおあ］ベーカリー，パン屋．

hale kuke［はれ_くけ］税関．

hale kula［はれ_くら］校舎．

Halelani.  ハレラニ．【地名】オアフ島，ホノルル地方マーノア地区（28）

の街道．〈逐語〉王の家．

Hale-le‘a.  ハレレア．逐語は「喜びの家」，地名や人名などに広く使わ

れる．【地名】カウアイ島ハナレイ地方の地名：保護林など．

hale leka［はれ_れか］郵便局．〈逐語〉手紙の家．

halelewa［はれれヴァ］宿営のテント，幕屋（ヘブライの民の祈りの

場）．

hale lole［はれ・ろれ］テント，天幕．〈逐語〉布の家．聖書［Baibala］
では 1 語つづり．

halelū［はれる
-

］【聖書】賛美歌；賛美歌を歌う．
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hale lua［はれ_るあ］洞窟の住居．墓：特に岩に掘った墓を指す．〈逐

語〉穴の家．

haleluia［はれるいあ］ハレルヤ：エホヴァの神の栄光をたたえること

ば．ヘブライ語 Halelu-yah より．Halelu-ia e ola nō ka haku a mau loa.
〈逐語〉神に栄光があるようにそして続くように．

hale ma‘i［はれ_ま‘い］病院．

hale māka‘i［はれ_ま
-

か‘い］警察署．

Hale-ma‘uma‘u.  ハレマウマウ．【地名】ハワイ島，キーラウエア（キ

ーラウエア区画）にある火口名，トレイル名．

hālena［は
-

れな］lena を参照．1. 【色彩】黄色，淡い黄色．2.  ‘aiea に

同じ．自生の低木．3.  lena の 3 に同じ；きつく引っ張る．

hale noho［はれ_のほ］（店や事務所に対し）住宅，邸宅．

halepā［はれぱ
-

］（食器を入れておく）食器棚［部屋］．〈逐語〉皿の家．

hale pa‘ahana［はれ_ぱ‘あはな］工場，作業場．

hale pa‘ahao［はれ_ぱ‘あはお］刑務所，牢獄（ろうごく）．

hale pa‘i［はれ_ぱ‘い］出版社［所］，印刷所．

hale pe‘a［はれ_ぺ‘あ］1.  天幕，テント．2.  女性が月経の期間中過ご

す家．

hale pili［はれ_ぴり］ピリ草で屋根をふいた家．

Hale-pua‘a.  ハレプアア．【地名】ハワイ島プナ地方の地名（Kahu-wai
の近く）．〈逐語〉ブタの家．

hale puhi ko-［はれ_ぷひ_こ
-

］砂糖製造工場；砂糖を煮出す建物．〈逐

語〉（砂糖きびの）茎を料理する建物．

hale pule［はれ_ぷれ］教会．〈逐語〉祈りの建物．

hāleu［は
-

れう］トイレットペーパー；トイレットペーパーでふき取る．

PPN fa‘elu．

hale wili ko-［はれ_うぃり/ヴィり_こ
-

］砂糖製造工場．
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hali［はり］運ぶ，行って取って来る；（義務・責任などを）負う，引

き受ける．Nāu i hali aku i ko‘u aloha.  あなたによってわたしの愛は運

ばれる．

hali‘a［はり‘あ］フラッシュバック，突然によみがえる想い出（特に

愛した人などの）；思い出す，思い起す．ho‘ohali‘a.  突然思い出す；

思い出させる；思い出，回想．Hanini ku‘u waimaka i ka ho‘ohali‘a.  追
憶の中でわたしの涙は溢れる．

hāli‘ali‘a［は
-

り‘あり‘あ］hali‘a の重複形．ho‘oha-li‘ali‘a.  hāli‘ali‘a の使

役形．E hui hou kākou ā ho‘ohāli‘ali‘a ē.  突然思い出した時，わたした

ちは再び結ばれる．

halihali［はりはり］hali の重複形．moku halihali.  フェリーボート．moku
hali-hali mokulele.  空母［航空母艦］．Hali-hali mai ana (‘oe) i ka le‘ale‘a.

（あなたは）喜びを運ぶ．‘A‘ole e hiki ia‘u, ‘o wau wale nō ke halihali i
kēia po‘e kānaka apau.  わたし一人ではこの全ての民を率いていくこ

とはできません．

hāli‘i［は
-

り‘い］シーツ，敷くもの；（シーツなどを）広げる．PPN faaliki.  
Hāli‘i.  ハーリイ．【地名】カウアイ島リーフエ地方の内陸部にある地

名：滝，川．〈逐語〉まき散らした．

Hāli‘i-maile.  ハーリイマイレ．【地名】オアフ島ホノルル市のダウンタ

ウン地区（15）の地名．【地名】マウイ島（パーイア区画東部）にあ

る地名：町，教会．

hāli‘i  moe［は
-

り‘い_もえ］ベッドカバーまたはシーツ．

hālike［は
-

りけ］同様で，類似した．ho‘oha-like. 比較対照する，等し

くする．

hālikelike［は
-

りけりけ］ha-like の重複形．ho‘oha-likelike. ho‘oha-like
の重複形．
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hāliko［は
-

りこ］芽を出す，（泉などが）噴き出る；（カニなどが）脱

皮する．Hāliko ka wai i ka maka o ka ‘ōpua. 〈歌詞〉一陣の雲のすぐそ

ばで，水が噴き出す．

hālili［は
-

りり］【貝】クルマガイ科の一種（Architectonicidae）；pu-lewa
も同じ．

hāliu［は
-

りう］（注意などを）向ける，注視する，耳を傾ける．PPN fa(a)liu．

halo［はろ］泳ぐ時のひれや手の動き；こする動作；こする．PPN
sa‘alo．

hālo-［は
-

ろ
-

］手をかざしてじっと見る；覗（のぞ）く．

hāloa［は
-

ろあ］（影響・効果などが）遠くまで及ぶ，（計画など）遠大

な，広域にわたる，広範囲に及ぶ．

Hā-loa.  ハーロア．【神話】ワーケア［Wākea］の息子，ワーケアによ

り命を与えられた民（ハワイ人のこと）．【天体】星の名．【地名】ハ

ワイ島北部（ワイピオ区画）の高地（1,245m.  4,084ft.）．【地名】オア

フ島エヴァ地方（ワイパフ区画）ハーラヴァ，フォスターヴィレッ

ジの街道名．

hālo‘i［は
-

ろ‘い］涙があふれ出る．

hāloko［は
-

ろこ］水たまり，池；池を形づくる．Kai hāloko.  ほとんど

陸に取り囲まれた海．

hālokoloko［は
-

ろころこ］hāloko の重複形．

Hālona.  ハーロナ．【地名】マウイ島西部（ラハイナ区画）ラハイナの

内陸部の地名，渓谷など．【地名】カホオラヴェ島東部の地名，突端

［岬］の名．【地名】ハワイ島東部（カラパナ，マクウ区画）の地名．

【地名】オアフ島（ココヘッド区画）の入り江，潮吹き岩の名．

hālua［は
-

るあ］lua［穴］に接頭辞 ha-- がついた語．1.  穴，溝，くぼ

み；穴のいっぱい空いた．2.  待ちぶせする，スパイする．ho‘ohālua.
待ちぶせする．Ke ho‘ohālua lākou ko‘u ‘uhane.  彼らはわたしの魂（命

のこと）を待ち伏せしている．
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hālu‘a［は
-

る‘あ］1.  しま模様［ストライプ］，（布の）ひだ（襞），さ

ざ波（模様）；ストライプのある，ひだのある．2.  カパ（タパ）の模

様の１つ．3. （胃の中など）何も入っていない．

haluku［はるく］カタカタ［カチカチ・ガチャガチャ］と鳴る，ズド

ン［ドタン］と鳴る，ガラガラ［ガタガタ・ゴロゴロ］鳴る．

halulu［はるる］（ライオンなどが）ほえる，どなる；騒々しい叫び，

騒音．

Halulu.  ハルル．1. 【神話】人を食べたという伝説の鳥の名．2. 【地

名】ニイハウ島西部の地域名：湖など．【地名】ハワイ島のプナ地方，

ラーナイ島南部のカウノルーにあるヘイアウの名．

Hāmākua.  ハーマークア．【地名】ハワイ島の地方名，地域名（区画

名）：ゴルフコース，保護林，導水路などの名．【地名】マウイ島北

部（ハイクー区画）にハーマークア・ロア，ハーマークア・ポコと

いう地名がある．

hāmale［は
-

まれ］ハンマー，金づち；つちで打つ［たたく］．hamare
は異形．英語 hammer より．

hāmama［は
-

まま］（戸などが）開いている，（障害物などで）仕切ら

れていない；開ける，大口をあける．ho‘oha-mama.  開ける，露出す

る．

hamani［はまに］【品詞名】他動詞を意味する文法用語．『Māmaka
Kaiao』では略字の［ham］が品詞名表示に使われている．

hamare［はまれ］→ ha-male［は
-

まれ］を参照．

hāmau［は
-

まう］音のしない，静かな；沈黙，静粛．ho‘oha-mau. 沈

黙させる，静かにさせる．

hame［はめ］ハム（豚のもも肉の塩漬けを薫製にしたもの）．英語 ham
より．
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hamo［はも］1. 【キリスト教】聖油で清めた［清める］，（油などを）

塗りつけた；べたべたに塗りつける；かわいがる，愛撫する；（バ

ターなどを）塗る．2. （槍などで）突きとおす，引き裂く．

Hāmoa.  ハーモア．【地名】マウイ島東部（ハーナ区画）の地名：町，

海岸，湾，サーフィンエリア．この地名は Ha‘amoa（サモアの旧名）

のなまりといわれている．

hamohamo［はもはも］hamo の 1 と 2 の重複形．

Hamohamo.  ハモハモ．【地名】オアフ島，ワイキーキーの一角（海岸

地帯）．

hamo puna［はも_ぷな］左官，レンガ（積み）職人；しっくい，白色

塗料；…にしっくいを塗る．

hamu［はむ］残り物を食べる；破片，くず．PPN samu．

hana［はな］1.  仕事，労働，任務，役目，約束；すべての活動，行為，

行動；（写真を）現像する；働く，苦心して作る．ho‘ohana. 使用す

る，雇用する，仕事をさせる，実行する；使用，雇用，経営，運営．PNP
sanga.  2.  無価値な，役に立たない；怒りをおぼえた．3.  hahana と同

じ：熱い，温かい，情熱的な．PPN fana.  〈参照〉hahana, hanahana,
kōhanahana, mahana, pumehana.  4. （木にあるような）V 字形の切り込

み，くぼみ．PPN kausanga.  
Hana-. 入り江，湾，渓谷（Hanalei など）． PPN fanga.  
-hana. 【文法】 ‘ana と同じに名詞化する接尾辞．PPN -fanga, PNP -

sanga.  
Hāna.  ハーナ．【地名】マウイ島東部の地域名（区画名）：町，高等学

校，湾，サーフィンエリア，海浜公園，農場，保護林．この地のポ

ーナハケオネ宮殿はカアフマヌ王妃の誕生の場所．

hana aloha［はな_あろは］愛の魔力；愛の魔力を使う．
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hanahana［はなはな］（日・天気など）熱い；（気分・感情など）高ぶ

った，興奮した，（行為など）激した；（情熱的な，怒りに燃えたな

ど）感情が激しい．Kāu hanahana pono.  あなたの優しさ；（生活など

が）厳しい．Ua hanahana loa ka wī.  飢饉は非常に激しかった．

hana ho‘ohiwahiwa［はな_ほ‘おひわひわ/ほ‘おひヴァひヴァ］（個人

の栄光・名誉をたたえる）祝い．

hana ho‘onanea［はな_ほ‘おなねあ］娯楽，趣味，気ばらし．

hana hou［はな_ほう］再び行なう，繰り返す；アンコール．

hānai［は
-

ない］1.  もらい子，里子；里子の，養子になった．2. （子

供を）養う，育てる，はぐくむ，（生命などを）維持する；家族に衣

食を供給する人．PPN  faangai.
hana ‘ino［はな_‘いの］虐待する，酷使する，残酷に取り扱う；残酷

な，無慈悲な；残酷．

Hanakahi.  ハナカヒ．【人名】ハワイ島ヒロの首長名．ヒロハナカヒと

呼ばれることが多い．【地名】ハナカヒはハワイ島のヒロの町一帯を

呼ぶ場合と，ヒロの町の１つの区画をいう場合がある．⇒Hilo, Hilo-
Hanakahi を参照．

Hana-ka-ipo［はなかいぽ］逐語が「恋人のハナ［hana］」となるこの

語は人名などに広く使われる．

hana kı-wila［はな_き
-

ヴィら］行政事務，文官勤務．

hana kolohe［はな_ころへ］損害，危害；危害を加える．

Hanalei.  ハナレイ．【地名】カウアイ島北部の地方名/地域名：町，小

学校，湾，川，渓谷などの名．

hana lepo［はな_れぽ］汚れ仕事；汚れ仕事をする；排泄（はいせつ）

物；排泄する．

hana lima［はな_りま］手製の，手動の；手を使って仕事する；手仕

事．
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hana ma‘i［はな_ま‘い］性交；このような行為をする．〈逐語〉生殖

（器）の活動．

hana make［はな_まけ］（武器のような）破壊するもの；殺す，破壊

する；残忍な．

hanana［はなな］儀式，祭典，イベント，行事，出来事．

hanane‘e［はなね‘え］崩れるように倒れる．hāne‘ene‘e の 1 に同じ．

Hanane‘e ke kīkala o kō Hilo kini,  ho‘i lu‘ulu‘u i ke one o Hanakahi. 〈歌

詞〉ヒロの人々の腰が崩れるように倒れ，ハナカヒの浜に頭を下げ

て戻ってくる．

hana pa‘a［はな_ぱ‘あ］1.  強固にする，しっかり締める．2.  安定し

た仕事．

hanapēpē［はな_ぺ
-

ぺ
-

］（木材・金属などを）傷つける，へこます，押

しつぶす［砕く］．

Hanapēpē.  ハナペーペー．【地名】カウアイ島ワイメア地方の地名：

町，湾，滝，川，導水路，いにしえのサーフィンエリア．〈逐語〉押

しつぶされた湾．

hana pipi［はな_ぴぴ］（特にカウボーイのように）家畜を飼って［使

って］働く；このような仕事．

hana punahele［はな_ぷなへれ］大好きな娯楽，趣味．

hānau［は
-

なう］1. （子を）生む；（卵を）生む；生まれる；（生まれた）

子，出産；生産的な，繁殖力のある．Lā hānau 誕生日．ho‘ohānau.
助産婦として振る舞う，赤ちゃんを分娩（ぶんべん）する；生む，生

殖する．PPN faanau.  2. 〔間投詞〕誕生日おめでとう（乾杯の時に言

う）．hau‘oli を参照．

hānau hope［は
-

なう_ほぺ］弟，妹；末っ子．

hānau hou［は
-

なう_ほう］生まれ変わった；【教会】洗礼（式）．

Hanauma.  ハナウマ．【地名】オアフ島東部（ココ・ヘッド区画の地

名）：湾，海浜公園など．
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hānau mua［は
-

なう_むあ］最初に生まれた子供；長男，長女．

hanauna［はなうな］世代；先祖，出生．

hanawai［はなわい］1.  灌漑（かんがい）；土地に水を注ぐ［引く］．

2.  月経；月経がある．3. 尿，小便；排尿する．

hane［はね］1.  霊的なソフトでよく分からない音．〈比較〉hinihini.  2.
生命を与える．〈参照〉‘uhane.  

hāne‘e［は
-

ね‘え］（建物などが）崩れ落ちる；滑り降りる，（地面が）

陥没する，（物が）滑る．ho‘oha-ne‘e. 滑って進む，地滑り［なだれ］

を起す，倒壊させる；（地面などを）平らにする．

hāne‘ene‘e［は
-

ね‘えね‘え］1.  hāne‘e の重複形；（建物などが）倒れる．

2.  ne‘ene‘e に同じ．3.  kīkala hāne‘ene‘e に同じ．

hanele［はねれ］〔数詞〕100，百．haneri は異形．英語 hundred より．

haneri［はねり］→ hanele［はねれ］を参照．

hani［はに］軽くまたは静かに歩を進める［動く］；軽く触れる，かす

る．

hanini［はにに］あふれる，流れ出る；（雨が） 猛烈に降る．

hano［はの］1. （声が）かれた，かすれた．PCP (f, s)ango.  2.  鼻笛．

3.  hanohano と同じ．

hānō［は
-

の
-

］ぜんそく；（ぜんそくなどで）ぜいぜい息を切らす．

hanohano［はのはの］光栄［栄誉］ある，…に名誉［光栄］を与えた，

威厳のある；はなやかさ，栄光．ho‘ohanohano. …に名誉［光栄］を

与える，賞揚する，（人・行動などを）賞賛する．

hanu［はぬ］呼吸する，…のにおいをかぐ；呼吸．ho‘ohanu. 人工呼

吸をする，息を吹き込む，生き返らせる．PPN  fangu．

hānuna［は
-

ぬな］鼻にかけて発音した；いびきをかくこと．

hānupa［は
-

ぬぱ］（波のように）押し寄せる，水かさの増した；三角

波の立つ；滑りやすい，ぬかるんだ．
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hānupanupa［は
-

ぬぱぬぱ］hānupa の重複形．No ke kai hānupanupa．押

し寄せる海のために（によって）：ハワイは津波の多いところ．アラ

スカ，日本など太平洋のあらゆるところから津波が押し寄せてくる．

日本が襲われたチリ津波はハワイから警告があったにもかかわら

ず気象庁が軽視した結果，大きな惨事となった．太平洋の津波セン

ターはハワイにある．

hanu pau［はぬ_ぱう］臨終の言葉，またはあえぎながら言う最後の

短い言葉．

hao［はお］1.  鉄；（馬などに押す）焼き印．PPN fa‘o.  2. 【植物】自

生の背の低い木（Rauvolfia）の全種．PPN fao.  3.  すくい上げる，皿

に盛る；（ぎゅっと）つかむ．4. （風や雨が）激しくなる，力を入れ

て勢いよくやる，力を持って襲ってくる，略奪［強奪］する．ho‘ohao.
他動詞・使役形．Ho‘ohao nei ke ahe makani.  微風が急に激しくなる．

ha‘o［は‘お］1.  ha‘oha‘o と同じ；普通でない，驚く．Ha‘o ana i kou nani
ē. あなたの美しさに驚く（あなたの美しさは普通ではない）．2.  待
ち望む，あこがれる；見逃す，望ましいかどうかを見落とす．

Ha‘o［は‘お］【天体】星の名前．

hao‘a［はお‘あ］（溶岩やサンゴ礁などの）岩ばかりの，平坦でない；

三角波の立つ．

hao‘e［はお‘え］hao‘a の異形．Hao‘e nā ‘ale o Hōpoe i ka ‘ino.  嵐のな

かのホーポエの波は三角波になる（プナの海は荒れている）．Hōpoe
を参照．

ha-o‘eo‘e［は
-

お‘えお‘え］hao‘e の重複形．‘Ōhi‘a  kupu hāo‘eo‘e i ka ua.
オーヒアの木は雨のなかで不揃いに育つ．

hao hakahaka［はお_はかはか］（肉などを焼く）焼き網．

haohao［はおはお］1.  hao の 3 と 4 の重複形．2.  若いココナッツの

果肉．He ‘ono ka wai o ka niu haohao.  若いココナッツの果肉の果汁

は極めて美味だ．
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ha‘oha‘o［は‘おは‘お］不思議な，まごつかせる；驚いた，困らせた；

驚く．ho‘oha‘oha‘o. 驚異［驚き・当惑］を誘発する．

haole［はおれ］白人，アメリカ人，イギリス人；アメリカの，イギリ

スの；以前はすべての外国人；（植物・豚など）外国の，持ち込んだ，

外国生まれの．ho‘ohaole. 白人のような行動をする，白人のまねを

する，または傲慢（ごうまん）な態度をとる（しばしば特に混血の

白人をけなして言われる）．Ho‘ohaole ‘ia. ヨーロッパ化した，アメリ

カ化した；白人のようになっている，白人の習慣を取り入れている．

hao ma-ke-neki［はお_ま
-

け
-

ねき］磁石．hao mageneti は異形．〈逐語〉

磁性のある鉄．

hao waha［はお_わは/ヴァは］はみ（馬銜，銜）：馬具の一種で，馬の

口にはめるくつわ（轡）の馬の口中に入れる金属製の棒．〈逐語〉口

の鉄．

hapa［はぱ］1.  一部，破片，部分；一部［少量］ある．2.  混血の；

混血人．

hapahā［はぱは
-

］4 分の 1，四半分，25 セント；1 年 4 回の［に］，4

期の［に］．〈逐語〉4 分の 1 の部分．

hapa haole［はぱ_はおれ］一部白人の人；一部白人の血の；（個人ま

たは現象が）一部白人と一部ハワイ人の（混ざった）．

hapahapai［はぱはぱい］hāpai の 1 のの重複形；（子供などを）持ち

上げる；大きく息をつく；褒める，賞賛する．

hāpai［は
-

ぱい］1.  運ぶ，持ち［引き］上げる；高く揚げる，あがめ

る．Hāpai i ka leo.  声を上げる．PPN sapai, PCP saapai.  2.  妊娠してい

る；妊娠する．ho‘oha-pai. 受胎［妊娠］させる． 3.  支える，勇気

づける．

hapaipū［はぱいぷ
-

］（ぜんそく持ちの人のような）激しい呼吸；激し

く呼吸する．

hapakolu［はぱこる］3 分の 1．
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hapaku‘e［はぱく‘え］奇形の，不具の；（脳卒中などにかかった人の

ように）障害のある言葉で話す；損なうこと．

hāpala［は
-

ぱら］（塗料などを…に）塗りつける，しみをつける，塗り

たくる；（パンにバターなどを）つける．

hapalima［はぱりま］5 分の 1．

hapalua［はぱるあ］半分；50 セント；2 つに分けられた．

hapa makahiki［はぱ_まかひき］半年ごとの，年二回の．

hāpane［は
-

ぱね］返事のことば，答え．pane［答え］に使役の接頭辞

hā- のついた語．E halihali ‘ia ku‘u hāpane aloha a/ā hāli‘i.  〈逐語〉わ

たしの愛の言葉は運ばれ，そして広がる．

hapa nui［はぱ_ぬい］過半数，大多数；最多数［最多量］の部分．

hāpapa［は
-

ぱぱ］1.  土に覆われた岩地；砂州，浅瀬；浅い．2.  手探

りで探す［捜す，進む］．‘O ka makapō wale nō ka mea hāpapa i ka pō uli,
暗い夜に目の見えない者が手探りで探す（ようなことです）；経験

［体験］する，感じる．3.  鳥刺しの棒：棒には鳥モチを塗り，おとり

をつける．

hapa‘umi［はぱ‘うみ］10 分の 1 の部分；5 セント．

hapa ‘u‘uku［はぱ_‘う‘うく］小数，小さな部分；より少ない数［量・

額］．

hapawalu［はぱわる/はぱヴァる］8 分の 1；8 分の 1 の部分．

hape［はぺ］不正確な，不完全な．PPN sape.  
Hapenuia［はぺぬいあ］ハッピーニューイヤー，新年明けましておめ

でとうございます．英語 Happy New Year より．

hāpokopoko［は
-

ぽこぽこ］（雲の断片や材木の切れ端のように）短い．

hāpuna［は
-

ぷな］1.  泉，水たまり．2. （捕鯨用の）もり．英語 har-
poon より．
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hāpu‘u［は
-

ぷ‘う］1. 【植物】（ キーラウエア火山など）ハワイの山々

に生息するハワイ固有のシダ（Cibotium splendens）：現在は頻繁に

栽培されている．2. 【魚】ハタの一種（Epinephelus quernus）：ハタ

科マハタ属の海産魚．PPN faapuku．

Hāpu‘u.  ハープウ．この語は具体的な地名のほかに「シダの生い茂っ

た場所」とも使われる．Ka luna o Hāpu‘u.  「ハープウ」の頂上．【地

名】ハワイ島北部コハラ地方（ワイピオ区画）の湾名（コハラの町

とニウリイの町の中間あたり）．

hāpu‘upu‘u［は
-

ぷ‘うぷ‘う］【植物】幹が発育していない ha-pu‘u シダ．

hau［はう］1. 【植物】オオハマボウ（Hibiscus tiliaceus）．アオイ科の

常緑木．別名はユウナ（奄美，沖縄地方），ヤマアサ．PPN fau.  2.  冷
たい，氷で覆われた；氷，露，雪；（冷たい風が）吹く；冷たい風．PPN
sau.  3.  hahau と同じ；打つ，強打する．PPN fa‘u, sau.  4.  前に［前面

に］置く［横たえる］．

hau-.  1.  きたない，不快に関連した接頭辞．hau‘eka, hauka‘e, haumia,
hauna を参照．PCP fau.  2. 【大文字】Haulani, Haunani のような支配

者，統治者を意味する接頭辞．PPN  sau.  
ha‘u［は‘う］息を切らす，（歯が）ガチガチいう，いななく（嘶く）．

hau‘eka［はう‘えか］汚れた，不潔な，黒くなった．

hā‘ue‘ue［は
- ‘うえ‘うえ］パイプウニ（Heterocentrotus mammillatus）：

サンゴ礁に生息する．殻は風鈴などの工芸品に使われる．pūnohu も

同種．

hauhana［はうはな］（手斧などの）激しい動き；激しく動かす．PNP
fa‘usanga.  

ha‘uha‘u［は‘うは‘う］1.  ha‘u の重複形．Ha‘uha‘u uē.  息を切らして

泣く．2. 〔間投詞〕ダンスの中でかける（息を切らすようにという

意味を含んだ）速いテンポのかけ声．Ho‘olewa a‘e ‘oe.  Ha‘uha‘u ē.  ダ
ンスで腰をクルクル回しなさい．息が切れるほどに．
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hauhia［はうひあ］hau の 3 の受身形または命令形．

hauka‘e［はうか‘え］汚した，（名声・人を）汚した；…にしみをつけ

る，汚す；カプ（タブー）の食物などを汚した．ho‘ohauka‘e. （投

票用紙などを）だいなしにする．

haukalima［はうかりま］アイスクリーム．〈逐語〉クリーム状に固ま

った氷．kalima は英語 creamより．‘aika-lima を参照．

haukapila［はうかぴら］病院．英語 hospital より．

hā‘uke［は
- ‘うけ］1.  hā‘uke‘uke の 1，2，3 に同じ．2. （人や動物の毛

にたかる）寄生虫またはシラミを捜す．

hau kea［はう_けあ］雪．

ha‘ukeke, ha‘ukekeke［は‘うけけ，は‘うけけけ］（寒さなどで）ぶる

ぶる震える，震動する．

hā‘uke‘uke［は
- ‘うけ‘うけ］1.  食用になるウニ（Colobocentrotus atratus）

の種類．2.  白癬（はくせん）：たむし，みずむしなど数種の寄生菌に

よる皮膚病の総称．3.  カパ（タパ）の模様の一種．

hā‘ule［は
- ‘うれ］落ちる，したたる；落ちた．ho‘oha-‘ule. 落とす．

hā‘ule lau［は
- ‘うれ_らう］秋．〈逐語〉葉が落ちる．

hāuli［は
-

うり］1.  黒みがかった，黒ずんだ，浅黒い．2. （心の）痛

手．3.  黒い色の稚魚；胎児．

hāuliuli［は
-

うりうり］【色彩】hāuli の 1 の重複形；深緑（黒に近い緑）

という意味もある．

haumana, hauma-na［はうまな，はうま
-

な］学生，生徒，実習生．

haumāna は複数形であるが，haumana のままで集合名詞（質量名詞）

として使われることがある．〈逐語〉（たぶん）かみこなした球状の

食べ物［māna］を人の前に並べる．ho‘ohauma-na. 生徒として振る

舞う，生徒になる．
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Haumea.  ハウメア．【神話】女神の名：オアフ島東部，へエイアの海

（カーネオヘ区画）のルアモオと呼ばれる養魚池に住み，魚を守って

いる．【天体】冥王星などの準惑星の１つ．女神ハウメアにちなんだ

命名．準惑星マケマケもハワイ語（ポリネシア語）由来の命名．

haumia［はうみあ］不潔，汚すこと；汚した．ho‘ohaumia. 汚す，不

潔［不衛生］にする．

hauna［はうな］（腐った魚や肉などの）嫌なにおい．ho‘ohauna. 嫌

なにおいのもとになる．PNP saunga.  
hāuna［は

-
うな］hau の 3 と 4 に同じ；強く打つ［叩く］；（神への）奉

納；（魚取りの）網を修理する；（キル［kilu］ゲームに使う輪などを）

投げる．

haunaele［はうなえれ］パニック，恐怖，動揺，騒動．ho‘ohaunaele. パ

ニックを引きおこす，暴動をおこす．

Haunu-na--niho.  ハウヌナーニホ．【地名】オアフ島東南部（ココヘッ

ド区画）のワイマーナロの高台．ハワイ人の避難場所とされた神聖

な場．高台であることから，津波などを避ける場であったとも考え

られる．

hau‘oki［はう‘おき］1.  骨まで冷やされた，寒さでこわばった；霜，氷，

寒気；（氷のように）冷たい風．2.  陣痛の女性のためのハウ［hau］の

樹皮（花と樹液ともいわれる）から作られた民間薬．

hau‘oli［はう‘おり］幸福な，うれしい，喜ばしい；幸福，喜び．Hau‘oli
Makahiki Hou. 新年明けましておめでとうございます．Hau‘oli lā
hānau. 誕生日おめでとうございます．ho‘ohau‘oli. 幸福［陽気］に

する，喜ばせる．

hau‘oli‘oli［はう‘おり‘おり］hau‘oli の重複形．‘O kou kānāwai ka‘u e hau-
‘oli‘oli nei.  あなたの（定める）掟はわたしの喜びです．

haupa［はうぱ］思う存分食べる．Haupa ‘oe ā kena.  あなたはたくさ

ん食べて（空腹を）満たす．
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haupia［はうぴあ］ココナッツクリームで作ったお菓子のプディン

グ：昔はアロールート（くずの一種）で固まらせていたが現在はコ

ンスターチを用いる．

haupe‘epe‘e［はうぺ‘えぺ‘え］遊びのかくれんぼ；かくれんぼをする．

Haupe‘epe‘e［はうぺ‘えぺ‘え］【気象】オアフ島ホノルル地方のカリ

ヒ谷に吹く風の名．Ka makani Haupe‘e-pe‘e.  ハウペエペエ（という

名）の風．

hā‘upu［は
- ‘うぷ］思い出す，回想する，追憶する．

Hā‘upu.  ハーウプ．【地名】カウアイ島東部，リーフエ地方にある地

名：峰（リーフエの町の南方），尾根など．【地名】オアフ島，エヴ

ァ地方（ワイパフ区画）パールシティの地域名．【地名】モロカイ島

北海岸（カマロー区画）の湾名．ペレクヌ湾との間の半島にある峰

の名．

hā‘upu‘upu［は
- ‘うぷ‘うぷ］1.  思い出す．hā‘upu の重複形．2.  サツマ

イモの新芽．

hauwala‘au［はうわら‘あう］むだ話をする，べらべらしゃべる．

hawa［はわ/はヴァ］汚れた，きたない．PPN sawa.
hāwa‘e［は

-
わ‘え/は

-
ヴァ‘え］1.  ウニ（Tripneustes gratilla）．PNP  saawak(e,

i).  2.  ルア（疑似餌）に使われた石．3.  サツマイモの新芽．

Hāwa‘e.  ハーヴァエ．【人名】悪いことで高名な魔術師の名．

Hawai‘i.  ハワイ［ハワイイ，ハヴァイイ］．1. 【地理】ハワイ諸島：

かつてはサンドイッチ諸島と呼ばれた；ハワイ人［語］；ハワイの．

PPN Sawaiki.  見返し地図を参照．2. 【島名】ハワイ 8 島の 1 島のハ

ワイ島：ハワイ郡に属し，ビッグアイランドといわれる．〈愛称〉

Hawai‘i nui a Keawe.  ケアヴェ（首長名）の偉大な島ハワイ島．

Hawai‘i-kai.  ハワイカイ．【地名】オアフ島ホノルル市の副地区名：ゴ

ルフコース，レクリエーション・センターなどの名．

103



hawai‘i-loa［はわい‘いろあ］ウルア（魚）釣りに使われる 17 ひろ（尋：

1 ひろは約 1.8 メートル）以上の長さの糸．

Hawai‘i-loa［はわい‘いろあ］ハワイロア．1.  ハワイで発見された伝

説的な表象．2. 【海峡】ニホア島（ハワイ諸島の最西端）の北西の

海峡名．【地名】カウアイ島にあったとされる伝説のサーフィンエリ

ア．【地名】オアフ島，ホノルル地方のニウ副地区にある峰と通りの

名．【学校】オアフ島，ホノルル地方のヌウアヌ地区（地区 11）のカ

イルア側に 1963 年設立された大学．

hāwanawana［は
-

わなわな/は
-

ヴァなヴァな］ささやく；ささやき．

hāwane［は
-

わね/は
-

ヴァね］自生ヤシの木の実［堅果］．loulu を参照．

hāwāwā［は
-

わ
-

わ
-

/は
-

ヴァ
-

ヴァ
-

］熟達しない，（人・動作など）ぶざまな；

（ばかな）間違い，無能力．

hāwele［は
-

ヴェれ］結ぶ，結び付ける，巻き付ける．Hāwele pono iho
ke kaula ‘ili lā.  しっかり皮のひもで縛る．

hāweo［は
-

ヴェお］輝いている，鮮やかな：hano とともに使われる．

Kau i ka hano hāweo.  名誉ある地位につく．

Hāwī.  ハーウィー［ハーヴィー］．【地名】ハワイ島コハラ地方（コハ

ラ区画）の地名：町．

he［へ］〔マーカー〕1）不定冠詞として「1 つの，1 人の」を表す．2）

通常，句の始めに使い「1 つの［1 人の］…です」という文を作る．He
penikala.  1 本の鉛筆です．代名詞を伴い「これは［それは，あれは］

…です」という文を作る．He penikala kēia. これは 1 本の鉛筆です．3）

所有代名詞を伴い「1 つの［1 人の］…を持っている」という文を作

る．He puke ko‘u. わたしは 1 冊の本を持っています．

hē［へ
-

］1.  毛虫の総称．PCP fee.  2.  こする，摩擦する．3. アルファ

ベット「H/h」の発音．
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hea［へあ］1. （名前などを）呼ぶ，名づける，命名する；名前歌を

朗吟［朗唱］する；…に名前をつける．Ke hea mai ‘oukou ia‘u, he kumu.
あなた方はわたしを教師と呼ぶ 2. 〔疑問詞〕どちらの，どの，いず

れの（他の語の後に続く）．Ka mea  hea? どちらのものですか．3. 〔疑

問詞〕どこに［へ・を・で］（i, ma-, mai, no, ‘o などの後につづく）．

PPN fea.  
he aha, heaha［へ_あは，へあは］aha を参照．

heahea［へあへあ］何度も招いて温かくもてなす；喜んで［好意をも

って］迎える；（客や他人を）温かくもてなす，もてなしの良い．

hea inoa［へあ_いのあ］名前をつける；名前歌を歌う；名前の書いて

ある表を読み上げる；名前歌．

heana［へあな］（特に戦争などで殺された人の）死体；犠牲者，いけ

にえ（生け贄），えじき（餌食）．PEP (f, s)eana.
hebedoma［へべどま］→ hepekoma［へぺこま］を参照．

Hebera［へべら］→ Hepela［へぺら］を参照．

he‘e［へ‘え］1.  タコ（Polypus 種）．一般的にはイカのことも he‘e と

呼ぶ．PPN feke.  2.  滑る，波乗り遊びをする，すばやく動く．

ho‘ohe‘e. すべらせる；飛行させる．PPN seke.  3.  融ける［溶ける］，

流れる，したたる［滴る］，柔らかくする．4. （果物などが）たれ［下

が］る．5.  マストなどを支える綱．

he‘ehe‘e［へ‘えへ‘え］1.  he‘e の 2, 3, 4 の重複形．2.  授乳期に母乳が

固まり激しい痛みを伴う乳房の病気．hēhē を参照．PPN fekefeke.  
he‘e hōlua［へ‘え_ほ

-
るあ］そり滑り：そり滑りは草の斜面で行なわれ

た/行なわれる．
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He‘eia.  ヘエイア．【地名】オアフ島東部（カーネオヘ区画からモオカ

プ区画）の地名：半島名，川の名．ヘエイアの町はカーネオヘの北：

この地は精霊によって，白のヘエイア［He‘eia-kea］と黒のヘエイア

［He‘eia-uli］に分けられたと言われている．また，ヘエイアは女神ハ

ウメアが大首長オロパナの孫に与えた名とも言われる．【地名】ハワ

イ島コナ地方（カイルア区画）の地域名．

he‘e nalu［へ‘え_なる］サーフボードで滑る；波乗り；サーフィンを

する人．〈逐語〉波滑り．

he‘e pū loa［へ‘え_ぷ
-

_ろあ］タコ．八腕形目まだこ科の一種（Octopus
ornatus）．〈逐語〉頭の長いタコ．

he‘e umauma［へ‘え_うまうま］ボディーサーフィン（サーフボード

を使わずに波乗りすること）；ボディーサーフィンをする．

heha［へは］怠惰な，なまけた，不活発な，気だるい．Heha Halele‘a
i ka pō le‘ale‘a. 〈歌詞〉ハレレアは夜の楽しみで，うっとりしている

［気だるい］．

hehe［へへ］【鳥】鳥の一種．

hehe-［へへ
-

］大声で笑う；馬鹿笑い．

hēhē［へ
-

へ
-

］できもの，はれもの，潰瘍（かいよう）．he‘ehe‘e の 2 を

参照．ma‘i hēhē.  できものの病気．

hehe‘e［へへ‘え］he‘e［滑る，溶ける，（果実などが熟して）垂れ下が

る］の重複形．

hehei［へへい］hei の 1 の重複形．

hehele［へへれ］【品詞名】自動詞を意味する文法用語．『Ma-maka Kaiao』

では略字の［heh］が品詞名表示に使われている．

hehena［へへな］正気でない，狂乱の，気の狂った，狂気の，取りつ

かれた；精神異常；狂人．

hehi［へひ］踏みつける，（誤って）踏みつぶす，踏み降ろす；踏みつ

けること．
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hehia［へひあ］hehi の受動形；（力を込めて）踏みつけられる．Ua hehia
ke one waliwali e ka ua.  柔らかな砂は雨によって踏まれた（踏まれた

結果が「固められた」か「流された」かはこの文だけでは分からな

い）．

hehihehi［へひへひ］hehi の重複形．

hehikū［へひく
-

］規則やカプ（タブー）を破壊する，他人の権利を踏

みにじる；不法侵害［侵入］．‘O ka Hale-akalā ka‘u aloha i ka hehikū ‘ia
e ka lapuwale.  わたしの愛しい太陽の家†は愚か者によって踏みにじ

られた（†リリウオカラニ女王を讃えた歌詞の一節でイオラニ宮殿

のイメージであるが，イオラニ宮殿はハレアカラーとは呼ばれない．

Haleakalā を参照）．

hehu［へふ］1.  根こそぎにする，掘り出す，飛び立たせる，追い払う．

2.  （移植のための）若木または苗木，吸枝：匍匐枝の一種で地下茎

などが横に伸びて出た枝［芽］．3.  下剤を用いる；下剤．4. （悪い

霊を払う）お祓い．

hei［へい］1.  落とし穴，わな；わなに掛ける，落とし穴［わな］で

捕らえる．ho‘ohei. わなで捕らえる，わなに掛ける．2.  あやとり；

あやとりをする．

hē‘ī［へ
- ‘い-］【植物】mīkana（パパイア）と同じ．

heiau［へいあう］キリスト教以前の礼拝の場所．PPN fai.
heiau ho‘o-la［へいあう_ほ‘お-ら］病気を治療するための heiau.
heiau ho‘oulu ‘ai［へいあう_ほ‘おうる_‘あい］豊作を祈願してその年

初めてとれた果物が捧げられた heiau．〈逐語〉食物の収穫高増進のた

めの heiau.
heiau ho‘oulu i‘a［へいあう_ほ‘おうる_い‘あ］大漁を祈願して魚が捧

げられた heiau.
heiau ho‘oulu ua［へいあう_ほ‘おうる_うあ］雨乞をした heiau.  
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heiau po‘o  kanaka［へいあう_ぽ‘お_かなか］人間のいけにえ（生け

贄）が捧げられたヘイアウ［heiau］．

heihei［へいへい］（徒競走・カヌーレース・競馬などの）競走，レー

ス；競争［競走］する．ho‘oheihei. 迅速に走る，競走に加わる，競

走させる．

hei kapu［へい_かぷ］神聖な場所：祈祷師が神からのお告げを待った

りする隔離された場所．通常はヘイアウの近くの小屋．

hekau［へかう］いかり（錨），石製のいかり（碇），（船・車などを引

っ張るための）引き綱；（船などを）いかりで固定する，つなぎ留め

る．

heke［へけ］1.  最良［最善］の．2.  2 つのヒョウタン（瓢箪）をつな

ぎあわせた楽器（イプ・ヘケ）の上の部分．

hekili［へきり］雷；雷が鳴る．PNP fatitili.
hela［へら］1. （腕などを）広げる．2.  フラダンスのステップ．

hele［へれ］1.  行く，来る，歩く；（遊びのゲームなどで）位置を移

動する；運動中の，動いている．Hele mai. 来る．Hele aku. 行く．

ho‘ohele. 移動させる．PPN sa‘ele, PCP sele.  2.  至る所に，あちこち

に，絶え間なく．Holo hele. あちこち走り回る．3.  結ぶ，縛る；わ

な．PPN sele.  4.  分離［区別］する．PPN sele.
helehelena［へれへれな］容貌（ようぼう），顔つき．

hele hewa［へれ_へヴァ］道を誤る，誤った方針をとる，道に迷う．

helei［へれい］（指でまぶたを）閉じた；（口などを）横に大きく開い

た．PCP  felei.  
helele‘i, helelei［へれれ‘い，へれれい］落下；（雨が）ぱらぱら降っ

た，（しずくを）まき散らした；（土壌などが）ぼろぼろに崩れること．

ho‘ohelele‘i. ばらまく，（種子を）まく；（雨などが）降る．

hele loa［へれ_ろあ］遠方に［から］行く［来る］；戻るあてもなくど

こか遠くへ行く．
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hele malihini［へれ_まりひに］初めての所や見知らぬ所へ行く．

hele mauna［へれ_まうな］山の中を旅する；登山者．

helena［へれな］1.  旅，行くこと．hele の名詞形．Ka helena a‘o Hawai‘i.
ハワイ島の旅．2.  容貌（ようぼう），顔つき．helehelena. に同じ．

hele pēlā［へれ_ぺ
-

ら
-

］〔間投詞〕出て行け，立ち去れ．

heleuma［へれうま］アンカー，錨（いかり），石製のいかり（碇）．

hele wale［へれ_われ/ヴァれ］裸でいる［暮らす］；確固たる目的なし

に，または至る所に行く；手ぶらで行く．

hele wāwae［へれ_わ
-

わえ/ヴァ
-

ヴァえ］歩く，徒歩で行く；歩行者．

helo［へろ］（‘o-helo ベリーのような）赤色．PPN（たぶん）felo．

helu［へる］1.  数える，数を確認する，…の一覧表を作る；（税金など

を）査定する；（例えば系図のような）名前の書いてある表を詠唱す

る；人口調査，合計数，（財産などの）目録．2.  算数，点数；連続的

な；番号をつけた．3. （めんどりのように）地面をひっかく．PPN
selu．

heluhelu［へるへる］読む，数を数える．

Helu-moa.  ヘルモア．【地名】オアフ島，ワイキーキー地区（地区 31）

のヘルモア通りに面したロイヤル・ハワイアン・ホテル一帯の旧

名．〈逐語〉ニワトリがひっかく．〈参照〉Ka‘au-helu-moa, Royal Hawai-
ian Hotel.  

heluna［へるな］総数，統計，総合計；（生徒の）成績点．

heluna papa［へるな_ぱぱ］（学校などで与えられるような）成績点；

（小・中・高校の）学年を表わす数字．

helu nui［へる_ぬい］大きい数；複数．

helu pāloka［へる_ぱ
-

ろか］投票用紙を数える；投票計算係．helu
balota は異形．

helu papa［へる_ぱぱ］順にまたは連続して数える．

helu waiwai［へる_わいわい/ヴァいヴァい］（財産などの）目録．
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hema［へま］1.  左，左側．PPN sema.  2.  南，南方．

hemahema［へまへま］（動作などが）ぶざまな，ぎこちない，無器用

な，熟達しない；技量不足；あまり熟知［精通］していない．

ho‘ohemahema.  怠慢な，気のきかない，不器用な；気にかけない，

無視［軽視］する，おろそかにする．

hemo［へも］結び付けてない，分離した，解放した，絶縁した，散会

した；（着物などを）脱いだ．ho‘ohemo. 解き放つ，（ロープなどを）

ほどく，（結んだものを）解く，自由の身にする．

hemolele［へもれれ］完全な，欠点のない，神聖な；完全，美点，神

聖なこと；（美しさや親切の点で）天使のような人，欠点のない人．

hene［へね］1.  陰阜，女性の恥丘．2.  斜面．3.  henehene に同じ．

henehene［へねへね］…を見て［聞いて］笑う，あざ笑う，くすくす

笑う．ho‘ohenehene.  からかう，…を見て［聞いて］笑う．

heno［への］henoheno と同じ．ho‘oheno. かわいがる，愛する，愛撫

する；（歌などの）愛情の表現．Ho‘oheno i ka nani a‘o ia manu.  その

鳥の美しさを愛します．

henoheno［へのへの］愛らしい，かわいらしい．ho‘ohenoheno.  heno-
heno の使役形．愛らしくする，優美に振る舞う，かわいがる，愛撫

する．E ho‘ohenoheno nei (‘oe)i ku‘u nui kino.  （あなたは）わたしの体

全体を愛撫しています．

hepa［へぱ］精神薄弱の，軽薄な；大ばか者，まぬけ，白痴，軽薄．

hepekoma［へぺこま］週；7 年．hebedoma は異形．ギリシャ語 heb-
domas より．

Hepekoma Hemolele［へぺこま_へもれれ］聖週（パームサンディか

らイースターまでの 1 週間）．

Hepela［へぺら］ヘブライ；ヘブライ人（の）．〈参照〉ma‘i Hepela.  
heu［へう］細いまたはやわらかい毛，うぶ毛，ちぢれ毛，（果物や葉

っぱにある目の粗い）繊維質．PEPfeu．
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hewa［へヴァ］誤り，過失，間違い，罪，罪悪感；誤った，不正確な，

不正の，罪のある；誤る．ho‘ohewa. （だれかに）悪いことをさせ

る，誤りを引き起こす；非難する，とがめる．

hī［ひ
-

］1. （カツオなどを取るために）網を打つまたは流し釣りする．

PPN sii.  2. 【病理】赤痢，下痢；（水・液体などが）流れる，シュー

ッと音を立てる．

hia［ひあ］願望，喜び．PPN fia.  Ua mau ka hia o ka po‘e o ka hale e noho.
人々の願望は家に留まることだった．ho‘ohia.  喜こばせる，喜んで

いる．

-hia.  1. 〔疑問詞〕（数量・程度）いくつ，どのくらい，（価格）いくら

（‘a-, ‘e-, pa-- と共に使われる）．PPN fiha.  2. 【文法】受身形または命

令形を作る接尾辞．PPN-fia, -sia.
hi‘a［ひ‘あ］1.  火きり犂（すき）で火をおこす．PPN sika.  2.  網を作

るための針や糸巻き．PPN sika.  
hia‘ā［ひあ‘あ-］眠る気にならない，眠られない；不眠症．E hia‘ā ana

no (wau) kona aloha.  彼の愛で（わたしは）眠れない．

hia‘ai［ひあ‘あい］（…に）喜んだ，（…に）感激した；うれしい，楽し

い．Hia‘ai ka mana‘o ke honi aku i kou ‘ala. 〈歌詞〉あなたの香りを吸

い込んだとき心はとても喜んだ．

hia‘ai‘ono［ひあ‘あい‘おの］非常に満足した［喜んでいる］；食欲．PPN
fia kai.

hiamoe［ひあもえ］睡眠；眠る，眠り込む．ho‘ohiamoe. 眠るため

に横たえる，寝かしつける．PPN fiamohe.
hiamoe iki［ひあもえ_いき］軽い眠り，うたたね；居眠りする．

hiamoe loa［ひあもえ_ろあ］寝過ごす，熟睡する；死，永遠の眠り．

hiana［ひあな］水面下の穴（孔ではなく容積をもった空間），凹み．hiana
ulua.  ウルア（魚）の集まる穴．Ka hiana a ka mana‘o lā i laila.  心の底

に（愛をためる）穴がそこにあります．
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hiapo［ひあぽ］最初に生まれた子供，長子，初子，長男，長女；最初

に生まれた，初めて生まれた．

hie［ひえ］人を引き付ける，目立った．ho‘ohie. 目立たせるようにす

る；威厳のある；ほれぼれするような．

hiehie［ひえひえ］hie の重複形．ho‘ohiehie. 美しくする，特色を出

す，美しくなる．

hihi［ひひ］もつれさせる，絡み合わせる；もつれさせること．ho‘ohihi.
もつれさせる；絡み合わせる．PPN  fihifihi.

-hihi, ho‘ohihi［ほ‘おひひ］魅せられる，うっとりとさせる．Ho‘ohihi
ka mana‘o i ka nani o Kahana.  （わたしの）心はカハナの美しさにうっ

とりする．

hīhī［ひ
-

ひ
-

］hı- の 2 の重複形；シューッと音を立てる．PPN sisii.  
hihia［ひひあ］1.  もつれさせた，絡み合わせた；もつれ，難問，苦悩．

ho‘ohihia. いざこざを起こす，もつれさせる．2.  法廷に持ち込まれ

た訴訟，事件．

hihia kalaima［ひひあ_からいま］犯罪事件．

hīhīmanu［ひ
-

ひ
-

まぬ］1. 【魚】種々のアカエイ（Dasyatidae）とトビ

エイ（Actobatus  narinari）．2.  贅沢（ぜいたく）な，荘厳な，気品の

ある．

hihipe‘a［ひひぺ‘あ］ジャングル，（木々が）絡み合っているやぶ（薮）；

絡ませた．Ka nahele hihipe‘a.  生い茂る森．Hihipe‘a me ka maile ē.  マ
イレと絡み合っている薮，

hihiu［ひひう］野性の，飼い馴らしてない．

hīhīwai［ひ
-

ひ
-

わい］食用になる淡水産巻貝の一種（Neritina granosa.）．

hi‘i［ひ‘い］1. （子供などを）腕の中に抱きかかえる，または抱いて

連れて行く：hi‘i- の語は愛情を持って〜するという意味を持つ．

PPN  siki.  2.  パンダナスの葉などを編む工程の１つで，縁（ふち，へ

り）を正確に作る工程．kūpoki も同じ．3. （崖や山などが）高い．

112



hi‘ia［ひ‘いあ］抱かれる．hi‘i の受身形または命令形．

Hi‘iaka.  ヒイアカ．【神話】火山の女神ペレの 12 人の妹の名．妹の名

には皆ヒイアカが付くが，タヒチからペレととも来た，卵で生まれ

ペレの胸の中で育ったヒイアカが神話にはよく登場する．

Hi‘iaka-I-Ka-Poli-O-Pele.  ヒイアカイカポリオペレ．【神話】ペレの末

の妹ヒイアカは，ペレの胸［poli］の中で育ったことからの名前．〈逐

語〉ペレの胸の中のヒイアカ．【文法】長い名前は，アクセントユニ

ット記号を入れてつづられることがあるが 1 語である．

hi‘ialo［ひ‘いあろ］］（愛する子供などを）腕に抱いて行く．hi‘i- の語．

hi‘ikua［ひ‘いくあ］（子供などを）肩ぐるまにして連れて行く．hi‘i- の
語．

hi‘ilani［ひ‘いらに］幼い子を慈しみ世話をする；褒めたたえる，賞賛

する；褒めること．hi‘i- の語．E hi‘ilani kākou i kou inoa nui e weliweli
ai.  われらはあなたの大いなる恐るべき名を褒めたたえるであろう．

Hi‘ilani.  ヒイラニ．【地名】オアフ島，ホノルルのタンタラス（ワイキ

ーキーからみて真北の峰）にある通りの名．

Hi‘ilani-wai.  ヒイラニワイ．【地名】オアフ島東部，コオラウポコの山

並からカーネオへに流れる川の名．

hi‘ilawe［ひ‘いらうぇ/ひ‘いらヴェ］持ち上げる，運ぶ．

Hi‘i-lawe.  ヒイラヴェ．【地名】ハワイ島北部（ワイピオ区画）のワイ

ピオ渓谷にある滝の名．ハワイで最も高度がある（約 442m.  1,450ft.）．

Ka wailele a‘o Hi‘ilawe.  ヒイラヴェの滝．Ka ‘ikena iā Hi‘ilawe.  ヒイ

ラヴェを見ること．【地名】オアフ島ホノルル地方パシフィックハイ

ツ地区（14）にある通りの名．
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hi‘ilei［ひ‘いれい］（愛する子供を）運ぶ［看護する，愛する］．hi‘i- の
語．またレイは愛する人のたとえに大変よく使われる．一説に，子

供を肩車した時，子供の両足が，大人の首のまわりから胸にくると

ころからレイをかけているように感じるからだという．E hi‘ilei me
ke aloha.  愛情をもって［愛でもって］子供を育みなさい．

hi‘ipaka［ひ‘いぱか］子供の世話をする［養育する］．hi‘i- の語．

hi‘imo‘opuna［ひ‘いも‘おぷな］孫を腕の中に抱いて連れて行く；祖父

［母］になる（誇りと愛情を表わす言い方）．hi‘i- の語．

hi‘ipoi［ひ‘いぽい］（子供などを）世話する，育てる，かわいがる．hi‘i- の
語．

hīkākā［ひ
-

か
-

か
-

］よろめく，ぐらつく．ho‘ohīkākā.  hīkākā の使役形．

よろめかせる．Ā e ho‘ohīkākā aku ‘o ia iā lākou mehe mea ‘ono lā.  彼は

彼らを酔っぱらいのようによろめかせる．

hiki［ひき］1.  …できる；…しうる．2.  よろしい，わかった，承知し

た．3.  場所にたどりつく，到着する．PPN fiti.  4.  その次の．5.  行
って取って来る．lawe ほど使われない．

-hiki.  ho‘ohiki［ほ‘おひき］誓う，宣誓する，誓いを立てる．

hikie‘e［ひきえ‘え］大きなハワイの寝椅子．

hikihiki［ひきひき］1.  hiki の 3 の重複形，何度も来る．2. hiki の 5 の

重複形．

hīki‘i［ひ
-

き‘い］縛る［留める，結ぶ，締める，束ねる］こと；結ぶ，

固定する．PEP fitiki.
hīki‘iki‘i［ひ

-
き‘いき‘い］hı-ki‘i の重複形．

hikilele［ひきれれ］（驚いて）飛びあがる，（驚きなどで）息が止まる；

突然の騒動，混乱状態；衝撃．

hikina［ひきな］1.  東，東方．2. （特にきわだった物［人］の）出現，

到来．

hikina ‘a-kau［ひきな_‘あ-かう］北東．
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hikina hema［ひきな_へま］南東．

hiki nō［ひき_の
-

］よろしい，わかった，承知した．

hiki ‘ole［ひき_‘おれ］不可能な．

hikiwale［ひきヴァれ］楽な，安易な．

hiki wale［ひき_ヴァれ/われ］偶然に来る．

hikiwawe［ひきヴァヴェ/ひきヴァうぇ］早く，急いで，すぐに；すぐ

に実行が可能な．ho‘ohikiwawe. 早める，加速する，急がせる．

hiku［ひく］〔数詞〕7，第 7（番目）の：通常，数詞の接頭辞 ‘e-, ‘a-,
が先につく．PPN fitu.

hila［ひら］1.  hilahila と同じ．2.  丘．英語 hill より．地名の Kaimana-
hila ［ダイヤモンドヘッド］を参照．3.  かかと．(kāma‘a) hila ‘auli‘i.
ハイヒール（の靴）．英語 heel より．

hilahila［ひらひら］はにかみやの，内気な，当惑させた；恥ずかしい

思い，内気．ho‘ohilahila. 当惑させる；…に恥をかかせる；恥ずべ

き，はにかみやの．

hili［ひり］1. （レイやキャンドルナッツなどを）ひもに通す［編む］；

編んだ物，ひも［糸］状のもの，糸に通したもの．PPN firi.  2.  道を

それる，さまよう，道に迷う．PPN fili.  3.  むち打つ，打つ；（野球な

どの）バッター，打者．

hili hewa［ひり_へヴァ］もつれる，混乱する，つまずく；もつれ，混

乱，つまずき．Hili hewa ka wāwae.  足のもつれ，足がもつれること．

hilina‘i［ひりな‘い］信じる，信用する；あてにする，頼る；信頼，信

用．【聖書】Hilina‘i i ka Haku.  主（しゅ）に信頼する（巻末文法マー

カー i を参照）．

hilo［ひろ］より合わせる，組む，編む；糸のような；ほのかな光線．

PPN filo.  
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Hilo.  ヒロ．1. 【地名】ハワイ島東部の地方名，地域名（区画名）：東

部を代表する町，湾，港，ゴルフコース，いにしえ（古）のサーフ

ィンエリアなどの名に広く使われる．Aia ē a‘i Hilo ē.  そこにヒロが

あります．‘Uapo a‘o Hilo. ヒロの港．ヒロの町：ヒロの町は大きく

3 つに分けて呼ばれる．1）ヒロオネ（砂のヒロ）；海岸地帯．2）ヒ

ロハナカヒ；ケアウカハ方面であるが，ヒロの町を指すこともある．

3）ヒロパリクー；ワイルク方面．ハワイ島内外：他の地名と同じに

他所でも保護林，トレイル，道路名，街区名などに使われる．【地名】

オアフ島ホノルル地方ウィルヘルム・ライズ地区（36）の通りの名．

2. 【ハワイ暦】初めて月が見えた夜．PCP  filo.  3. 【人名】有名なポ

リネシアの海洋探険家．

Hilo-Hanakahi.  ヒロハナカヒ．【地名】ヒロの町の一画：ケアウカハ

方面であるが，ヒロの町を指すこともある．Hilo（町名）を参照．【人

名】ハナカヒはハワイ島ヒロの首長名：ヒロハナカヒと 1 語で呼ば

れることが多い．Hanakahi を参照．

Hilo-pali-kū.  ヒロパリクー．【地名】ヒロの町の一画：ワイルク方面．

Hilo（町名）を参照．〈逐語〉ヒロのそびえ立つ崖．He pali nō Hilo-pali-
kū.  ヒロパリクーはすごい崖なのです．

hilu［ひる］1. 【魚】イエローストライプ・コリス［coris］などサン

ゴ礁にいるベラ科の魚．2.  静かな，無口な，お行儀のよい，上品な．

3.  異様な，変な，不思議な，奇妙な．Eia ka mea hilu loa.  ここはな

んとも奇妙だ．

hiluhilu［ひるひる］上品な，美しい．ho‘ohiluhilu.  美しくする，飾

りつける，飾り立てる．Ho‘ohiluhilu kula.  金の装飾品，宝石．

Ho‘ohiluhilu ‘ia nā hulu hīhīmanu.  荘厳な羽毛で飾り立てられる．

Hīmaela［ひ
-

まえら］ヒーマエラ．【地理】インド大陸のヒマラヤ．Himela
を参照．
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Himela［ひめら］ヒメラ．【地理】インド大陸のヒマラヤ．Hīmaela も

同じ．英語 Himalayas より．メレでは hene の 1 の意味を含む．‘Ike ‘oe
i ka nani a‘o Himela.  あなたはヒマラヤの美しさを見る（知る）．

hīmeni［ひ
-

めに］賛美歌（賛美歌は踊りには使われない）；賛美歌を歌

う．英語 hymn より．

hina［ひな］1. （垂直な所からまたはその向こう側に）落ちるまたは

倒れる；投げ落とす［捨てる］．PPN singa.  2.  しらがの；灰色．PPN
sina.  

Hina.  ヒナ．【神話】女神の名前で月やモロカイ島に関連して現れるこ

とが多い．Moloka‘i nui a Hina.  女神ヒナの偉大なモロカイ島．PPN
Sina.  〔伝説〕天の神ワーケア（夫）と大地の神パパ（妻）は，ハワ

イ島，マウイ島，カホオラヴェ島，オアフ島・・と島を産んでいく

が，ある時，パパがタヒチにでかけたその間にワーケアがヒナと浮

気をして産んだ島がモロカイ島．神話によってはヒナは人間であっ

たが，月の神にされたという—植物のヒナの色は銀色，月も同じの

色．月が欠けるというのと月の神になる際に足を取られたことが関

連する．

Hina-‘ai-ka-malama.  ヒナアイカマラマ．【神話】伝説上の女神の名．

〈逐語〉月の食べたヒナ．

hinahina［ひなひな］1. 【植物】シルバーソード（銀剣草）（Argyroxiphium
sandwicense）．‘āhinahina の 2 を参照．2. 【植物】サルオガセモドキ

（Tillandsia usneoides）：木の枝で成育するまたはつりかごで育てら

れる着生植物．

hīna‘i［ひ
-

な‘い］魚を捕らえる仕掛けのかごの一種．PPN fiinaki.  
Hina-i-ka-malamala.  ヒナイカマラマラ．【神話】月の女神．〈逐語〉輝

いているヒナ．

hinakā［ひなか
-

］ハンカチーフ．hainaka-. も同じ．英語 handkerchief よ

り．
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hīnālea［ひ
-

な
-

れあ］【魚】小型から中型の大きさであざやかな色のベ

ラ：ベラ科ソメワケベラ属の魚；種類は hīnālea lau  wili, hı-na-lea lu-
ahine などを含む．

hīnano［ひ
-

なの］【植物】おしべ（雄蕊）だけのパンダナス［hala］の

花．PPN singano, PCP hi(i)nano．

-hine. 女性の，婦人の．wahine, kaika-mahine, kaikuahine, luahine などを

参照．PPN fine.
hinihini［ひにひに］（声などが）はっきりしない，弱々しい．〈比較〉

hane.  PCP (f, s)ini(f, s)ini.
hinu［ひぬ］油，油脂；油質（性）の；すべすべに磨き［研ぎ］上げ

た，光沢のある．PPN sinu．

hinuhinu［ひぬひぬ］hinu の強意語；（磨かれた石や貝など）輝く，き

らめく．ho‘ohinuhinu. 光る，みがきをかける．

hio［ひお］突風；突風が吹く．PPN fio．

hiohio［ひおひお］1.  静かに口笛のような音を出す；静かに風が吹く．

2.  訳のわからないおしゃべり，ちんぷんかん．

hi‘olani［ひ‘おらに］眠る，静かに横たわる，リラックスする，緊張が

ほぐれる．Ua hi‘olani i ke ‘olu‘olu.  穏やかに眠っています．I laila
mākou i hi‘olani ai.  そこでわたしたちは安らぎました［休息を得まし

た］．

hiolo［ひおろ］（建物・事業・計画などが）つぶれる；ひっくり返し

た；地すべり，山くずれ．ho‘ohiolo. ひっくり返す，（建物・計画・

持論などを）つぶす，またはくつがえす．

hi‘ona［ひ‘おな］（人間などの）全体の外見．

hipa［ひぱ］羊，めん羊．英語 sheep より．

hipahipa［ひぱひぱ］（かっさいなどの発声）万歳，乾杯． ‘Ekolu hipahipa
no ka mō‘ī. 王様のために万歳三唱．英語 Hip, hip!より．

hipa kāne［ひぱ_か
-

ね］（去勢しない）雄羊．〈逐語〉男（の）羊．
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hipa keiki［ひぱ_けいき］小羊，子羊．

hīpu‘u［ひ
-

ぷ‘う］結ぶ，結わく；結び，契り．Hīpu‘u o ka male.  婚姻

関係を結ぶ．

hiu［ひう］突進する，荒々しく突っかかる．PCP fiu.  
hiuhiu［ひうひう］hiu の重複形．

hi‘u［ひ‘う］1.  魚の後部または尾の部分．PPN siku.  2.  尾ひれ．

hiwa［ひヴァ］1. （神に捧げた豚のように）完全に黒い．PCP (f, s)iwa.
2.  選ばれた物［人］．hiwahiwa を参照．

hiwahiwa［ひヴァひヴァ］かわいい，最愛の，尊敬する；お気に入り，

人気者，好きなもの．ho‘ohiwahiwa. 栄誉を与える，装飾する；（旗

などを）掲揚する；好物をごちそうする．

hiwi［ひヴィ］山の背，尾根．PNP siwi.
ho-. ho--, ho‘-, ho-‘-. ho‘o-と同じく使役動詞または擬態派生語の能動

の型などを作る接頭辞．ho- は通常オキナ+長母音の語の前に付く．

〔例〕‘āpuka.  にせ物；ho‘āpuka.  にせ物を作る．ho-- は通常オキナ+

短母音の語の前に付く．〔例〕‘ike.  見る，知る；hō‘ike.  見せる，知

らせる．ho‘- は a, e まれに i で始まる語の前に付き語の短母音が長

母音に変る．また ō の前に付く．〔例〕ano.  畏敬（いけい）；ho‘āno.
聖なる．ho-‘- は i で始まる語の前に付く．〔例〕ikaika.  強い，強力な；

hō‘ikaika. （発育を）促進する．

ho‘-hō-, ho‘-, hō‘-. ho‘o-と同じ．

hoa［ほあ］1.  仲間，友人，同僚．ho‘ohoa. 友達をつくる，親しく

なる．PPN soa.  2.  結ぶ，縛る．3. （棒やこん棒で）打つ，なぐる．

PPN foa.  
-hoa, ho‘ohoa［ほ‘おほあ］挑戦する；挑発的な．

hō‘ā［ほ
- ‘あ-］1.  火をつける，燃やす，焼く，発火させる．‘ā を参照．

2. （畜牛や魚などを）追う．

hō‘ā ahi［ほ
- ‘あ-_あひ］…に火をつける．
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hoa hana［ほあ_はな］仕事仲間，同僚，社員．

hoahānau［ほあは
-

なう］いとこ；（教会などの）同教会員．

hoa hele［ほあ_へれ］旅行仲間．

ho‘āhewa［ほ‘あ-へヴァ］とがめる，非難する．‘āhewa を参照．

hō‘ai［ほ
- ‘あい］…に食物［えさ］を与える． ‘ai（食物）を参照．

hō‘ailona［ほ
- ‘あいろな］-‘ailona を参照．

hoaka［ほあか］1.  アーチ形［弓形，弧形］；（羽かざりなどが付く）か

ぶとの頭部．2.  輝き；ぴかぴか光る，輝く．PCP (f, s)oata.  3. （口な

どを）開ける．

Hoaka［ほあか］【ハワイ暦】（日本でいう）三日月，1 ヶ月の 2 番目の

日．PCP  (F, S)oata.  
hō‘aka‘aka［ほ

- ‘あか‘あか］ ‘aka‘aka（笑う）を参照．

hoa kamali‘i［ほあ_かまり‘い］幼年時代の遊び仲間．

hoa kanaka［ほあ_かなか］（人類の）仲間；（特に同じ血の流れてい

る）同民族，同胞．

ho‘a-kea［ほ‘あ-けあ］広げる，（心を）広げる［救う，助ける］．Ua ho‘ākea
mai ‘oe ia‘u i ko‘u pōpilikia.  あなたはわたしが悩んでいた時，わたし

をくつろがせてくれました．

ho‘ākoakoa［ほ‘あ-こあこあ］ ‘a-koakoa を参照．

hoa kūkā, hoa kūkākūkā［ほあ_く
-

か
-

，ほあ_く
-

か
-

く
-

か
-

］相談者，相談

相手，相談にのってくれる人，一緒に思案してくれる人．

hoa kula［ほあ_くら］学友，同窓生．

ho‘āla［ほ‘あ-ら］ala［目が覚める・起きる］を参照．

hō‘ala［ほ
- ‘あら］ ‘ala［香りのよい］を参照．

hoalauna［ほあらうな］同胞，親しい仲間［友人］．

hoa lawehana［ほあ_らうぇはな/らヴェはな］仕事仲間，助手．

hoa like［ほあ_りけ］同じ地位［身分］の友人［同僚］．
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hoaloha［ほあろは］友人．〈逐語〉最愛の仲間．〈比較〉aloha.  ho‘o-
hoaloha.  友達をつくる，親しくなる．

ho‘ālohaloha［ほ‘あ-ろはろは］感謝の意を表す．Lā ho‘ālohaloha.  感謝

祭［収穫祭］の祝日．Paha aku lā ia me ka ho‘ālohaloha aku nō na‘e i ua
hoahānau nei.  彼はさらにそのいとこに対し感謝の意を込めて歌を

作った．

hō‘alu［ほ
- ‘ある］ ‘alu（沈下］を参照．

hō‘alu‘alu［ほ
- ‘ある‘ある］ ‘alu‘alu［ゆるんだ］を参照．

hoa lumi［ほあ_るみ］同室者，同居人．

hoa moe［ほあ_もえ］一時的な仲間［同僚］．〈逐語〉寝床を共にする

人，

hoana［ほあな］1.  砥石（といし），丸砥石；すり磨く，摩滅させる．

2. （鞭などを）振り上げる；おどす（脅す）．Hoana a‘e lā ‘o ia i kona
lima.  彼は彼の手を上げて脅した．

ho‘āna［ほ‘あ-な］ana［測定する］を参照．

hoana ka‘a［ほあな_か‘あ］丸砥石，回転研摩盤．

ho‘āni［ほ‘あ-に］ani［合図する］を参照．

ho‘āno［ほ‘あ-の］神聖な，神に捧げた；崇敬する，神聖にする．Ē kō
mākou Makua i loko o ka lani, e ho‘āno ‘ia kou inoa.  天にいるわたした

ちの父よ，あなたの名は神聖であるべきです（マタイ6-9）．Ho‘āno,
Ho‘āno, Ho‘āno.  聖なるかな，聖なるかな，聖なるかな（黙示録 4-8）．

wai ho‘āno.  聖水．

hō‘ano［ほ
- ‘あの］‘ano［本質］を参照．

hoa noho［ほあ_のほ］隣人，一緒にまたは近くに住む人．

ho‘ānu［ほ‘あ-ぬ］anu［涼しい］を参照．

ho‘āo［ほ‘あ-お］結婚．ao の 1［光］を参照．

ho‘ā‘o［ほ‘あ- ‘お］試みる，経験する．a‘o［教育］を参照．

hoa pa‘ahana［ほあ_ぱ‘あはな］仕事仲間．

121



hō‘apa‘apa［ほ
- ‘あぱ‘あぱ］ほかの者をスローダウンさせる［待たせる］．

‘apa‘apa を参照．

hoa paio［ほあ_ぱいお］（試合などの）敵手，敵対者，敵．

hoa pili［ほあ_ぴり］（親しい・親密な・個人の）友達．

ho‘āpono［ほ‘あ-ぽの］…に賛成する．‘a-pono を参照．

ho‘āpuka［ほ‘あ-ぷか］偽造する．‘a-puka を参照．

hō‘au［ほ
- ‘あう］‘au［泳ぐ］を参照．

hō‘aui［ほ
- ‘あうい］語の変化：動詞の活用，名詞の曲用．

hō‘auana, ho‘o‘auana［ほ
- ‘あうあな，ほ‘お‘あうあな］ ‘auana［さま

よう］を参照．

hō‘au‘au［ほ
- ‘あう‘あう］ ‘au‘au［水浴びする］を参照．

hō‘auwaha［ほ
- ‘あうわは］ ‘auwaha［穴を掘る］を参照．

hoe［ほえ］1. （カヌー用の）短い幅広のかい，オール；（ボート・カ

ヌーを）かいでこぐ．〈比喩〉旅行する，仕事にとりかかる，活動を

続ける．Hoe aku i ka wa‘a. カヌーを前方にこぎなさい（自分の役目

を果しなさい；継続しなさい；やり続けなさい）．PPN fohe.  2. （疲

れた時などに）息を吸ってヒューと吐く．

hō‘ea［ほ
- ‘えあ］（時・時期が）来る，到来する．

hō‘eha‘eha［ほ
- ‘えは‘えは］hō‘eha［罰を課する］の重複形．‘eha, ‘eha‘eha

を参照．

hoehoe［ほえほえ］1.  hoe の 1 の重複形；（カヌーやボートを）パド

リングすること．2.  hoe の 2 の重複形；（鼻笛のような）もの悲しい

音．hoene を参照．3.  平らな．iwi hoehoe.  肩甲骨．〈比較〉lipi hoehoe,
pāhoehoe.  

hoehoena［ほえほえな］hoe の 2 に同じ．

hoehoene［ほえほえね］1.  hoene の 1 の重複形；甘く優しい歌声．Kai
hoehoene i nā pali. 〈歌詞〉崖に優しく歌いかける海．2.  耳たぶに穴

を開ける．3.  貧しい，衣食に事欠く，病気の．
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hō‘ekepue［ほ
- ‘えけぷえ］ ‘ekepue を参照．

hō‘ele‘ele［ほ
- ‘えれ‘えれ］黒くする．‘ele‘ele を参照．

ho‘ēmi［ほ‘え-み］減じる，少なくする，値を下げる．emi の 1 と 2 を

参照．

hoena［ほえな］パドリング．Aia nō i kāu hoena.  こぐのはまかせたぞ

（スタートの際に言う）．

hoene［ほえね］1. （歌などの）ここち良い音；静かに響く．2.  漁網

の目のサイズ．mākahi (hoene) を参照．3. 【医療】浣腸，注射，薬；

洗浄液や浣腸剤などを使う．

Hō‘eu.  ホーエウ．【地名】ハワイ島プナ地方（カラパナ区画）カイム

ーにあるいにしえ（古）のサーフィンエリア．噴火の溶岩流により，

様相が一変している．

hō‘ewa［ほ
- ‘えヴァ］ ‘ewa［曲がっている］を参照．

hoe wa‘a［ほえ_わ‘あ］（カヌーの）こぎ手；カヌーをこぐ．

hoho‘i［ほほ‘い］ho‘i の 1 の重複形．行く，出発する；しばしば［と

きどき］戻る．

hohola［ほほら］（タパ布・マット・羽などを）広げる，開く．

hoholo［ほほろ］holo［走る］の重複形．

hohono［ほほの］痛烈な悪臭，腋臭（わきが）；これらのにおいがす

る．

hohonu［ほほぬ］（底の）深い，（人が）知的な深みのある．PPN（た

ぶん）fonu，PCP fofonu．

hoi［ほい］【植物】カシュウイモ（Dioscorea  bulbifera, 異名 D. sativa）．

PPN soi.  
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ho‘i［ほ‘い］1.  出発する，行く［帰る］；帰らせる．PPN foki.  2. （人・

物が）…に入っていく［…から来る］．3.  フラの踊り手が演技を終了

し，退場する時に踊るダンスのこと．フラ・カヒコ［hula kahiko］と

フラ・アウアナ［hula ‘auana］では多少異なる．ka‘i の 2 を参照．4.
【文法】強めるためのマーカー．Maika‘i ho‘i. かなり［相当に］良い．

auwē noho‘i, noho‘i などを参照．5.  …もまた，…のほかに［も］． ‘A‘ole
ho‘i. どちらの…も…でない．PPN foki.  6. 【文法】疑いを示すマーカ

ー．Pehea ho‘i? へぇーどうして，わたしにはわからない．

ho‘ihā［ほ‘いは
-

］ho‘i の 2 の強意語．E hele ho‘ihā kākou. さぁそれで

はみなさん行きましょう．

hoihoi［ほいほい］喜んだ，幸福な，うれしい，愉快な，おもしろい；

楽しみ，興味．ho‘ohoihoi. 楽しませる，うっとりさせる，満足させ

る．

ho‘iho‘i［ほ‘いほ‘い］戻す，返す，元通りにする．

ho‘i hope［ほ‘い_ほぺ］帰る，戻る，逆戻りする，（人が）後戻りする．

ho‘i hou［ほ‘い_ほう］行くまたは帰る，戻る．

hō‘ikaika［ほ
- ‘いかいか］ikaika［強い］を参照．

hō‘ike［ほ
- ‘いけ］見せる，示す．‘ike を参照．

hō‘ikea［ほ
- ‘いけあ］hō‘ike［見せる］の受身形．

Hō‘ike ‘Ana［ほ
- ‘いけ_‘あな］【聖書】啓示，黙示；黙示録．

hō‘ike‘ike［ほ
- ‘いけ‘いけ］陳列；発表会．‘ike‘ike を参照．

hō‘ike ‘o-lelo［ほ
- ‘いけ_‘お-れろ］文法．

ho‘ı-li［ほ‘い-り］ili の 1 と 2 を参照．

ho‘ı-lo［ほ‘い-ろ］ho‘oilo のつづりの異形．

ho‘ina［ほ‘いな］1.  戻ること，帰還．Ho‘ina i ka mana‘o hāli‘ali‘a.  突
然，愛した人を思う心が戻ること．2.  記念品；パーティの招待客へ

のお土産．
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hō‘i‘o［ほ
- ‘い‘お］【植物】1.  自生のシダ（Diplazium arnottii）．若い葉

は生で食べられる．2.  ‘i‘o の 1 を参照．

hoka［ほか］1. 裏切った，困惑させた；失望．ho‘ohoka. 裏切る原

因となる；…の裏をかく．2. 圧迫する，強制する．PPN fota.
hōka-［ほ

-
か
-

］ho‘okā と同じ．kā の 1 を参照．

hokahokai［ほかほかい］ho-kai の重複形．

hōkai［ほ
-

かい］混乱させる；まごまごして歩く；めんどう，混乱．

hōkake［ほ
-

かけ］（子供がするような）邪魔（じゃま）をする．kake
の 1 を参照．

hōkana［ほ
-

かな］〔間投詞〕ホサナ：旧約聖書の神エホヴァをたたえ

る叫び［言葉］．ギリシャ語（元はヘブライ語・アラム語）からの転．

hosana は異形．

hōkele［ほ
-

けれ］ホテル．hotele は異形．英語 hotel より．

hōkeo［ほ
-

けお］大きなヒョウタン（瓢箪）製の容器．

hoki［ほき］1.  ラバ，ロバ．英語 horse より．2. 【現代用語】子供の

生めない，不妊の．

hōki‘i［ほ
-

き‘い］1.  無価値なものになった，やせこけた；（肺病など）

しだいに衰弱していく病気．Ua hōki‘i ko‘u kino no ka pōpilikia.  わた

しの体は悲しみによって衰えた．2. 【病理】結核．

hōkio［ほ
-

きお］小さなヒョウタン（瓢箪）笛；笛を吹く．

hōkiokio［ほ
-

きおきお］ヒョウタン（瓢箪）笛；笛を吹く．

Hoku［ほく］満月の夜．PEP (F, S)otu．

hōkū［ほ
-

く
-

］星．PPN fetu‘u．

hōkū ‘ae‘a［ほ
-

く
-

_‘あえ‘あ］惑星．〈逐語〉さまよう星．

hokua［ほくあ］えり首［首筋］，肩．

Hōkūao［ほ
-

く
-

あお］【天体】明けの明星：朝日の出る前に見える金星

［ヴィーナス］．

hōkū hele［ほ
-

く
-

_へれ］惑星．
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Hōkū ke‘a［ほ
-

く
-

_け‘あ］【天体】南十字星．〈逐語〉交差した星．

Hōkū le‘a［ほ
-

く
-

_れ‘あ］1. 【天文】古代，航海中に自分の位置を確認

するために参考にされた星．たぶんアークトゥルス（うしかい座の

主星）．〈逐語〉しあわせの星．2.  ホークーレア号：カヌーで移動し

た古代の歴史を検証するため 1975 年に建造されたダブルカヌー

（双胴船）の船名．タヒチなどポリネシア諸島を古代の航法で巡り，

日本には 2007 年に訪れた．

hōkū lele［ほ
-

く
-

_れれ］流星，すい星（彗星）；すべての移動する星．

hōkū lewa［ほ
-

く
-

_れヴァ］移動する星，惑星．

Hōkū pa‘a［ほ
-

く
-

_ぱ‘あ］【天体】北極星．〈逐語〉不動の星．

hōkū welowelo［ほ
-

く
-

_うぇろうぇろ/ヴェろヴェろ］流星，すい星（彗

星）．〈逐語〉流れる星．

hola［ほら］1.  時刻，時間，…時．Hola ‘ehia kēia? 何時ですか．英語

hour より．2.  hohola（開く・広げる）と同じ．PPN fola.
holahia［ほらひあ］【文法】hola の 2 の受身形または命令形．PPN fo-

lasia.
Hōlani［ほ

-
らに］1.  神話に表れる［架空の］場所の名前．2.  オランダ；

オランダの．英語 Holland より．

hole［ほれ］（獣類・果物などの）皮をはぐ，…の皮をむく；（サトウキ

ビなどの茎から葉を）はぐ．PNP sole.
holi［ほり］（植物の芽・若者のひげなどが）生える．

holina［ほりな］（早まって落ちたパンの木の実など）未熟な，下級の．

hōlina［ほ
-

りな］〔間投詞〕引っ張れ，助けてくれ．英語 Haul in!より．

hōlio［ほ
-

りお］1.  カウアイ島とオアフ島に見られる自生の木．（Cryp-

tocarya）．2.  いつも思う，常に思う．Hōlio i kō maka ‘ōlinolino.  輝く

あなたの目をいつも思う．

hōli‘o［ほ
-

り‘お］hōli‘oli‘o に同じ．li‘oli‘o 参照．
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hōli‘oli‘o［ほ
-

り‘おり‘お］（太陽の光などで）目がくらむ．li‘oli‘o に同

じ．

holo［ほろ］1.  走る，帆走する，乗る，進む；（水などが）流れる；

（行政官庁などの官職に）立候補する；（なだれなどが）滑る；速い，

快速の．ho‘oholo.  帆走する，走る；走らせる，帆走させる，（馬な

どを）自由に走り回らせる；（poi などに）水を加える；（トイレの水

などを）どっと流す．PPN solo．2.  はっきりした，一致した，認め

られた，制定した．ho‘oholo. 決心する，決意する，決定する；決

心，決意，決定．3.  会館，公会堂，ホール．英語 hall より．

holoāi‘a［ほろあ
-

い‘あ］魚のように泳ぐ；空気塞栓（そくせん）病に

なる；おぼれる，沈む．

holo‘anai［ほろ‘あない］（馬で）ギャロップで駆ける，疾走する．

holohau［ほろはう］アイススケートをする，スキーをする．〈逐語〉

氷走．

holo hele［ほろ_へれ］あちらこちらへ走り回る；（張り切って立ち回

る）活気，ざわめき．

holohi‘a［ほろひ‘あ］（子供達が遊んでいるように）あちこち走り回る．

holoholo［ほろほろ］1.  徒歩［乗車・乗船］で行く；楽しむために出

かける．ho‘oholoholo. ドライブのために誰かを連れて行く；…に

付き添う．2.  仮縫い；仮縫いする，縫い付ける．ho‘oholoholo. ラ

ンニングステッチ（短い一様な針目で，くり返し裏表に針を通して

いく縫い方）を刺す．

holoholo ka‘a［ほろほろ_か‘あ］ドライブに行く，（乗り物に）乗って

行く．

holoholona［ほろほろな］（特に四足獣の）動物．

holoholo‘o-lelo［ほろほろ‘お-れろ］むだ話をする，中傷する；むだ口

をきく（利く）人，うわさ話を広げる人．

holo hōlua［ほろ_ほ
-

るあ］hōlua（そりすべり）の走路［コース］．
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holoi［ほろい］洗う，清潔［きれい］にする；洗濯，ぬぐい消すこと．

ho‘oholoi. 洗った，清潔［きれい］にした．PPN  solo‘i.  
holo i mua, holoimua［ほろ_い_むあ，ほろいむあ］前進する，進歩

する；前進，進歩；成功した，出世した．holomua も同じ．

holo ka‘a［ほろ_か‘あ］乗り物に乗る．

holokahiki［ほろかひき］船員；外国へ航海する．

holokai［ほろかい］船乗り；航海する．

holokē［ほろけ
-

］あちこち走り回る；あわてふためいて．

holokikı-［ほろきき
-

］迅速に走る［帆走する］；大急ぎの．

holokū［ほろく
-

］丈の長いワンピースの洋服：一般にはヨークがつい

ており，後ろのすそを引きずっている．宣教師の女性の服をまねて

作られた．

holo kūkū［ほろ_く
-

く
-

］（馬などが）速歩（はやあし）で駆ける．

holo lio［ほろ_りお］馬に乗る；乗馬者，騎手．

holomakani［ほろまかに］風通しの良い．〈逐語〉風が走ること．

holo mana‘o［ほろ_まな‘お］決心［決意］する．

holomoku［ほろもく］船員，旅行者，航海をする人；航海する．

holomu-［ほろむ
-

］【現代用語】丈が長く，体にぴったりした洋服：

holokū とmu‘umu‘u を組み合わせたもので，すそは引きずらない．

holomua［ほろむあ］holo i mua［進歩・前進］と同じ．

holo nihi［ほろ_にひ］（端，脇道，まき道］を走る．Holo nihi a‘ela i ka
pi‘ina.  がけ沿いの登り道を巻きながら走る．

holo‘oko‘a［ほろ‘おこ‘あ］全体の，完全な，すべての；完全に；最高

の．

holo pahe‘e［ほろ_ぱへ‘え］滑るように［速く］走る，（すべり止めや

ブレーキをかけた車輪が）滑る．

holopeki［ほろぺき］（馬などが）速歩（はやあし）で駆ける．〈逐語〉

駆け足の歩調．
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holopono［ほろぽの］幸運にも（行動などが）終わる，成功する；成

功．

holopuni［ほろぷに］（船や乗り物で）旅行して回る，（世界・島など

を）周航する．

holo pupule［ほろ_ぷぷれ］無謀な［気違いじみた］運転；（車など）向

こう見ずに速度を増す．

holowai［ほろわい］排水溝；これらの水路に水が流れる；（地面など）

湿った，じめじめした．

holu［ほる］（マットレスのように）弾力［弾性］のある，柔軟な；（ヤ

シの葉などが）揺れる；さざ波が立つ；（飛行機など）ガタガタ揺れ

る．PPN soru．

hōlua［ほ
-

るあ］（子供用の）小型そり，そり（そりは草の斜面で使わ

れた）；そりのコース．He‘e hōlua.  そり滑り．Papa hōlua.  そり滑り

の板．

holuholu［ほるほる］holu の重複形；柔軟な．Kai holuholu. （波が）盛

り上がっては崩れる海．

holu nape［ほる_なぺ］（草木などが）揺れる．

home［ほめ］わが家，自宅．英語 home より．

home ho‘opa‘a［ほめ_ほ‘おぱ‘あ］非行少年収容所．

Hōnaunau.  ホーナウナウ．【地名】ハワイ島コナ地方南部の地域名（区

画名）：町，小学校，湾，岬，サーフィンエリア，保護林．

hone［ほね］1. （音楽など）耳に快く静かな；（香水の香りや恋の思

い出が）甘く人の心に訴えること；からかう，いたずらをする；茶

目っ気のある．2.  はちみつ．英語 honey より．

honehone［ほねほね］hone の 1 の重複形．

honekakala［ほねかから］【植物】スイカズラ（Lonicera japonica）．

hōnēnē［ほ
-

ね
-

ね
-

］魅惑する，注意を引く．
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honi［ほに］1.  軽く口づけする，キスをする；口づけ，キス；（昔か

らのやり方として）あいさつの時にお互い鼻の横と横を付けあう．2.
におう，ふんふん［くんくん］においをかぐ，かぎつける；におい．

PPN songi.
honi lima［ほに_りま］投げキスをする；投げキス．

hono［ほの］1.  縫う，縫いつける，繕う；（山などが）隣接すること．

PPN fono.  2.  う崖っぷち［崖の上］．3.  ロノ神を奉る儀式［kapu loulu］

の中の一番最後の儀式（kahuna が 1 時間程祈り続ける間，首長たち

はその場所に座り続ける）．PPN fono.  
Hono-.「湾，入江，峡谷，絶壁」を意味する語で，地名などに使われ

ている：Honoka‘a, Hono-kahua, Honoli‘i, Honolulu などアクセントユ

ニット記号を入れずに表記される．PPN fanga-.  
Hono-a-Pi‘ilani.  ホノアピイラニ．【地名】1）マウイ島にある 6 つの

湾（Honokahua, Honokeana, Honokōhau, Honokōwai, Honolua, Hononana）
の総称．2）マウイ島南西部のハイウェイ名．〈逐語〉ピイラニの（持

っている）湾［入り江］：ピイラニはマウイ島，ラーナイ島などを治

めた首長の名．

honohono［ほのほの］honohono kukui の短縮形．

honohono kukui［ほのほの_くくい］【植物】チヂミザサ属の一種

（Oplismenus hirtellus）．

Honoka‘a.  ホノカア．【地名】ハワイ島ハーマークア地方（ハーマー

クア区画）の地名：町，高等学校．〈逐語〉転がる入り江．

Honokahua.  ホノカフア．【地名】1）マウイ島北西部（ホノルア区画）

の地域名：町，湾，川など．2）マウイ島北東部ハレアカラー火口の

火山錐（噴石丘）．Ahe ‘āina nani o Hono-kahua.  Ka hono kaulana a‘o
Pi‘ilani.  ホノカフアの美しい土地のそよかぜ．ピイラニ（首長の守

る）名高い湾．
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Honokalani.  ホノカラニ．【地名】マウイ島東部（ハーナ区画）の地域

名：湾など．〈逐語〉高貴な首長（の）入り江．‘Au‘au i ka wai o Hon-
okalani.  高貴な首長の入り江（愛するあなたの入り江）で水浴びをす

る．

Honokōhau.  ホノコーハウ．【地名】マウイ島西部（ホノルア区画）の

地名：町，丘，川，滝．【地名】ハワイ島コナ地方（ケアーホレ区画，

カイルア区画）の地名：町，学校，サーフィンエリア．〈逐語〉露に

満たされた入り江．

Honoli‘i.  ホノリイ．【地名】ハワイ島，ヒロ地方（ホノムー区画）に

ある地名（ヒロ市の北パパイコウとの中間あたり）：入り江，川，峡

谷．〔伝説〕女性を追いかけていた半神半人のマーウイはウナギ（ハ

ワイには蛇はいない）に姿を変えて木に追いつめたが，祈祷師によ

り殺されてしまう．

Honolua.  ホノルア．【地名】マウイ島西部ラハイナの北の地域名（区

画名）：町，波止場，湾．〈逐語〉２つの港．

Honolulu.  ホノルル．【地名】オアフ島の地方名，市名（ホノルル市は

ハワイ国/州の州都），郡名（オアフ島はホノルル郡に属する）．〈逐

語〉守られた［静かな］入り江．

Honomā‘ele.  ホノマーエレ．【地名】マウイ島（ハーナ区画）の地名：

町はハーナ空港の西あたり．〈逐語〉かじかんだ湾．

Honomū.  ホノムー．【地名】ハワイ島東部ヒロ地方の地域名（区画

名）：町，川．〈逐語〉口をきかない入り江．

Honomuni.  ホノムニ．【地名】モロカイ島東部（ハーラヴァ区画）の

峡谷．

honu［ほぬ］1.  海がめ・陸がめの総称．PPN  fonu．2.  hohonu の異

形として稀に「思慮深い」の意味で使われる．Honu iho nei loko. 〈意

訳〉心の中で深く理解した．ho‘ohonu.  掘り下げる，（いちだんと）

深くする．

131



honua［ほぬあ］1.  土地，地球，世界；（図柄のあるキルティングの）

裏地；基礎の，土台をなす，基本［根底］となる．PPN  fanua.  2.  突
然の，不意の，理由もなく．

Honu-‘apo.  ホヌアポ．【地名】ハワイ島南部カウー地方の地域名（区

画名）：町，湾．〈逐語〉捕えられたカメ．

honua‘ula［ほぬあ‘うら］【植物】サトウキビの種類：葉とさやがむら

さき色をしているサトウキビの原種［manulele］の突然変異種で濃い

赤茶色をしている．

honu ‘ea［ほぬ_‘えあ］【動物】タイマイ（Chelonia）：海がめ科の一種；

背甲はくしや扇子に使われ，また ‘ea と呼ばれる病気の薬としても

使われた．

ho‘o-. 使役動詞または擬態派生語の能動の型などを作る接頭辞．通常

ho‘o- は，母音の i- と u- また声門閉鎖音を除くすべての子音から始

まる語幹の前に付く．1）因果関係・他動詞．〔例〕pono.  正しい；

ho‘oponopono.  訂正する．2）虚偽．〔例〕kuli.  耳が遠い；ho‘okuli.  耳
が遠い人のふりをする．3）類似．〔例〕kamali‘i.  子供達；ho‘okamali‘i.
子供らしい．4）不変化．〔例〕kāholoholo.  急がせる；ho‘okāholoholo.
急がせる．派生語 ho‘o- は，通常 ho‘o を削除した語幹を参照すれば

意味が明確になるが，中にはmaika‘i［良い］と ho‘omaika‘i［祝う］の

ように語幹の意味が異なるものもいくつかある．

hō‘a‘ā maka. にらむ．**

ho‘o‘anapu［ほ‘お‘あなぷ］‘anapa を参照．

ho‘ohaehae［ほ‘おはえはえ］haehae を参照．

ho‘oha‘aha‘a［ほ‘おは‘あは‘あ］ha‘aha‘a［身分・地位などの低い］を

参照．

ho‘oha‘aheo［ほ‘おは‘あへお］ha‘aheo［高慢な］を参照．

ho‘ohae［ほ‘おはえ］hae［野性の］と hae［ほえる］を参照．

ho‘ohahana［ほ‘おははな］hahana［興奮した］を参照．
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ho‘oha‘i［ほ‘おは‘い］ha‘i の 4 を参照．

ho‘ohāinu［ほ‘おは
-

いぬ］飲ませる．hāinu を参照．

ho‘ohaku［ほ‘おはく］haku［支配人］を参照．

ho‘ohāku‘i［ほ‘おは
-

く‘い］hāku‘i を参照．

ho‘ohala［ほ‘おはら］hala［罪を犯す］と hala［時が経過する］を参

照．

ho‘ohalahala［ほ‘おはらはら］halahala を参照．

ho‘ohala manawa［ほ‘おはら_まなわ］時を過ごす．

ho‘ohali‘a［ほ‘おはり‘あ］hali‘a を参照．

ho‘ohālike［ほ‘おは
-

りけ］hālike［同様で］を参照．

ho‘ohālokoloko［ほ‘おは
-

ろころこ］hālokoloko を参照．

ho‘ohāmama［ほ‘おは
-

まま］hāmama［開いている］を参照．

ho‘ohanohano［ほ‘おはのはの］hanohano［光栄ある］を参照．

ho‘oha‘oha‘o［ほ‘おは‘おは‘お］ha‘oha‘o［不思議な］を参照．

ho‘ohauka‘e［ほ‘おはうか‘え］hauka‘e［汚した］を参照．

ho‘ohā‘ule［ほ‘おは
- ‘うれ］hā‘ule（落ちる］を参照．

ho‘ohaumia［ほ‘おはうみあ］haumia［不潔］を参照．

ho‘ohaunaele［ほ‘おはうなえれ］haunaele［パニック］を参照．

ho‘ohe‘e［ほ‘おへ‘え］he‘e［滑る］を参照．

ho‘ohei［ほ‘おへい］hei［わな］を参照．

ho‘oheihei［ほ‘おへいへい］heihei［競走］を参照．

ho‘ohele［ほ‘おへれ］hele の 1 を参照．

ho‘ohelele‘i［ほ‘おへれれ‘い］helele‘i［落下］を参照．

ho‘ohemahema［ほ‘おへまへま］hemahema を参照．

ho‘ohemo［ほ‘おへも］hemo［解放した］を参照．

ho‘ohenehene［ほ‘おへねへね］henehene を参照．

ho‘oheno［ほ‘おへの］heno［かわいがる］を参照．

ho‘ohenoheno［ほ‘おへのへの］henoheno を参照．
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ho‘ohewa［ほ‘おへヴァ］hewa［誤り］を参照．

ho‘ohia［ほ‘おひあ］hia を参照．

ho‘ohiamoe［ほ‘おひあもえ］hiamoe［睡眠］を参照．

ho‘ohie［ほ‘おひえ］hie［目立った］を参照．

ho‘ohihi［ほ‘おひひ］-hihi, ho‘ohihi を参照．

ho‘ohihia［ほ‘おひひあ］hihia［もつれさせた］を参照．

ho‘ohiki［ほ‘おひき］-hiki を参照．

ho‘ohilahila［ほ‘おひらひら］hilahila［はにかみやの］を参照．

ho‘ohinuhinu［ほ‘おひぬひぬ］hinuhinu を参照．

ho‘ohiluhilu［ほ‘おひるひる］hiluhilu を参照．

ho‘ohiwahiwa［ほ‘おひヴァひヴァ］hiwahiwa［かわいい］を参照．

ho‘o-ho［ほ‘お-ほ］oho［叫ぶ］を参照．

ho‘ohoa［ ほ ‘お ほ あ ］ hoa［ 仲 間 ］ と

-hoa を参照．

ho‘ohoihoi［ほ‘おほいほい］hoihoi［喜んだ］を参照．

ho‘ohoka［ほ‘おほか］hoka［裏切った］を参照．

Ho‘ohoku-i-ka-lani.  ホオホクイカラニ．【神話】ワーケアとパパの娘

の名．父であるワーケアは天の神，母であるパパは大地の神で，こ

の 2 神がすべてのハワイ人の祖先とされる．ハワイの神話は聖書や

古事記の神代のように系統だったものではない．

ho‘oholo［ほ‘おほろ］holo［走る］；holo［はっきりした］；-holo など

を参照．

ho‘ohopohopo［ほ‘おほぽほぽ］hopohopo［不安］を参照．

ho‘ohū［ほ‘おふ
-

］hū［ふくれ上がる］を参照．

ho‘ohua［ほ‘おふあ］hua［果実］を参照．

ho‘ohu‘a［ほ‘おふ‘あ］hu‘a［泡］を参照．

ho‘ohua‘i［ほ‘おふあ‘い］hua‘i を参照．Ho‘ohua‘i mai ‘o ia i kona makani,
ā kahe iho lā nā wai.  彼が風を吹かせると，多くの水が流れる．
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ho‘ohuhu-［ほ‘おふふ
-

］huhū［怒った］を参照．

ho‘ohuhuki［ほ‘おふふき］huhuki［引く］を参照．

ho‘ohui［ほ‘おふい］hui［クラブ］と hui［結合する］を参照．

ho‘ohu‘ihu‘i［ほ‘おふ‘いふ‘い］hu‘ihu‘i［寒い］を参照．

ho‘ohuikau［ほ‘おふいかう］huikau［混合の］を参照．

ho‘ohuki［ほ‘おふき］huki［引く］を参照．

ho‘ohuli［ほ‘おふり］huli［回転する］と huli［…を捜す］を参照．

ho‘ohulu［ほ‘おふる］hulu［重んじた］を参照．

ho‘ohūnā［ほ‘おふ
-

な
-

］hu-na-［隠す］を参照．

hō‘oia［ほ
- ‘おいあ］ ‘oia［真実］を参照．

hō‘oia‘i‘o［ほ
- ‘おいあ‘い‘お］ ‘oia‘i‘o［真実の］を参照．

ho‘oiki［ほ‘おいき］iki［小さい］を参照．

ho‘oili［ほ‘おいり］ili［座礁した］と ili［相続］を参照．

ho‘oilina［ほ‘おいりな］ilina［受取人］を参照．

ho‘oilo［ほ‘おいろ］冬，雨期．

ho‘oinu［ほ‘おいぬ］inu［飲む］を参照．

ho‘okā［ほ‘おか
-

］kā の 1 を参照．

ho‘oka‘a［ほ‘おか‘あ］ka‘a の 1 と 3 を参照．

ho‘oka‘aka‘a［ほ‘おか‘あか‘あ］ka‘aka‘a を参照．

ho‘oka‘awale［ほ‘おか‘あわれ］ka‘awale を参照．

ho‘okae［ほ‘おかえ］kae を参照．

ho‘okahe［ほ‘おかへ］kahe［流れる］を参照．

ho‘okahi［ほ‘おかひ］kahi の 1 を参照．

ho‘okahikahi［ほ‘おかひかひ］kahikahi を参照．

ho‘okahua［ほ‘おかふあ］kahua を参照．

ho‘okahuli［ほ‘おかふり］kahuli［打ち倒す］を参照．

ho‘okāhuli［ほ‘おか
-

ふり］kāhuli［変えさせる］を参照．

ho‘okala［ほ‘おから］kala の 1 と 3 を参照．
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ho‘okali［ほ‘おかり］kali［待つ］を参照．

ho‘okamakama［ほ‘おかまかま］-kamakama を参照．

ho‘okamani［ほ‘おかまに］kamani の 2 を参照．

ho‘okani［ほ‘おかに］kani［音］を参照．

ho‘okano［ほ‘おかの］-kano を参照．

ho‘ōkaoka［ほ‘お-かおか］細かく砕く．【文法】okaoka［くず，ごみ］

に使役の接頭辞 ho‘o- がついた語．

ho‘okaulike［ほ‘おかうりけ］kaulike［同等］を参照．

ho‘okē［ほ‘おけ
-

］kē の 1 を参照．

ho‘okē ‘ai［ほ‘おけ
-

_‘あい］ho‘okē［拒絶する］+ ‘ai［食べること］で

断食．Kūlanalana ko‘u mau kuli no ka ho‘okē ‘ai.  わたしのひざは断食

のためよろめく．ho‘opōloli も参照．

ho‘okele［ほ‘おけれ］kele［地面などじめじめした］と kele［航海す

る］を参照．

ho‘okena［ほ‘おけな］kena の 1 を参照．

Ho‘okena.  ホオケナ．【地名】ハワイ島コナ地方（ホーナウナウ区画）

の地域名：町，小学校，海浜公園など．

ho‘ōki［ほ‘お-き］oki［止まる］を参照．

hō‘oki［ほ
- ‘おき］ ‘oki［切る］を参照．

ho‘oki‘eki‘e［ほ‘おき‘えき‘え］ki‘eki‘e［高さ］を参照．

ho‘okīnā［ほ‘おき
-

な
-

］kīnā［傷］を参照．

ho‘okino［ほ‘おきの］kino［身体］を参照．

ho‘okipa［ほ‘おきぱ］kipa を参照．

Ho‘okipa.  ホオキパ．【地名】オアフ島ホノルル地方カイムキー地区

（33）の通りの名．【地名】マウイ島北部（パーイア区画）の地域名：

海浜公園，サーフィンエリア．

ho‘okipi［ほ‘おきぴ］kipi［反乱］を参照．

ho‘okō［ほ‘おこ
-

］kō［実現する］を参照．
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ho‘okoe［ほ‘おこえ］koe［残存する］を参照．

ho‘okohu［ほ‘おこふ］kohu［外見］と-kohu を参照．

ho‘okohukohu［ほ‘おこふこふ］kohukohu を参照．

ho‘oko‘iko‘i［ほ‘おこ‘いこ‘い］ko‘iko‘i［重圧］を参照．

ho‘okokoke［ほ‘おここけ］kokoke［近い］を参照．

ho‘okolokolo［ほ‘おころころ］kolokolo を参照．

ho‘okomo［ほ‘おこも］komo［…に入る］と komo［着物を着る］を参

照．

ho‘okū［ほ‘おく
-

］kū［立っている］と kū［…の状態の中］を参照．

ho‘okū‘ē［ほ‘おく
- ‘え-］kū‘ē［…に対抗する］を参照．

ho‘oku‘i［ほ‘おく‘い］ku‘i［突き砕く］を参照．

ho‘okūkaulani［ほ‘おく
-

かうらに］ho‘okū, kaulani と kūkaulani を参照．

ho‘okūkū［ほ‘おく
-

く
-

］kūkū［揺れる］と -kūkū, ho‘okūkū を参照．

ho‘okuli［ほ‘おくり］kuli［耳が遠い］を参照．

ho‘okumu［ほ‘おくむ］kumu［発端］を参照．

ho‘okū‘ono‘ono［ほ‘おく
- ‘おの‘おの］ku-‘ono‘ono［富裕な］を参照．

ho‘okupa［ほ‘おくぱ］kupa［国民］を参照．

ho‘okupu［ほ‘おくぷ］kupu［新芽］と-kupu を参照．

ho‘oku‘u［ほ‘おく‘う］ku‘u［解放するなど］を参照．

ho‘ola-［ほ‘おら
-

］la-［太陽］を参照．

ho‘ōla［ほ‘お-ら］ola［生命］を参照．

Ho‘ōla［ほ‘お-ら］【聖書】救い主．

ho‘ola‘a［ほ‘おら‘あ］la‘a の 1 を参照．

ho‘olaha［ほ‘おらは］laha［広げた］を参照．

ho‘ola‘ila‘i［ほ‘おら‘いら‘い］la‘ila‘i を参照．

ho‘olaka［ほ‘おらか］laka［飼い馴らす］を参照．

ho‘olako［ほ‘おらこ］lako を参照．

ho‘olalahū［ほ‘おららふ
-

］lalahū を参照．
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ho‘olalau［ほ‘おららう］lalau［間違い］を参照．

ho‘olalelale［ほ‘おられられ］lalelale を参照．

ho‘olana［ほ‘おらな］lana［浮かんでいる］を参照．

ho‘olanakila［ほ‘おらなきら］lanakila［打ち勝つ］を参照．

ho‘olapa［ほ‘おらぱ］lapa［峰）と lapa［精力的な］を参照．

ho‘ōla pāna‘i［ほ‘お-ら_ぱ
-

な‘い］ola pa-na‘i を参照．

Ho‘ōla pāna‘i［ほ‘お-ら_ぱ
-

な‘い］【聖書】あがない（贖い）主．

ho‘olapu［ほ‘おらぷ］lapu［幽霊］を参照．

ho‘olau［ほ‘おらう］lau［葉］；lau（地引き網］；lau［たくさんの］な

どを参照．

ho‘olaula-［ほ‘おらうら
-

］laulā［広い］を参照．

ho‘olaule‘a［ほ‘おらうれ‘え］laule‘a を参照．

ho‘olauna［ほ‘おらうな］launa［友好的な］を参照．

ho‘olawa［ほ‘おらわ/ほ‘おらヴァ］lawa の 1 を参照．

ho‘olawe［ほ‘おらうぇ/ほ‘おらヴェ］lawe を参照．

ho‘olawehala［ほ‘おらうぇはら/ほ‘おらヴェはら］lawehala［罪］を参

照．

hō‘ole［ほ
- ‘おれ］1.  ‘ole を参照．2. 【文法】否定文，否定形を意味

する文法用語．

Ho‘olehua.  ホオレフア．【地名】モロカイ島（エアポート区画）にあ

る地名：町，特にハワイ原住民のための自作農地［ho‘opulapula］で

名高い．【人名】モロカイ島（エアポート区画）一帯を治めた首長の

名．ハワイ人の自作農地などはこの名をとったもの．

ho‘olei［ほ‘おれい］lei の 2 を参照．

ho‘olele［ほ‘おれれ］lele の 1 を参照．

Hō‘ole Pope［ほ
- ‘おれ_ぽぺ］【宗教】プロテスタント（の）．〈逐語〉ロ

ーマ教皇拒否者．‘Olepope も同じ．〈参照〉Pope.  
ho‘olewa［ほ‘おれヴァ］lewa［浮かぶ］と-lewa を参照．
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ho‘olilo［ほ‘おりろ］lilo の 1 と 3 を参照．

ho‘olimalima［ほ‘おりまりま］limalima を参照．

ho‘olohe［ほ‘おろへ］lohe［聞く・従う］を参照．

ho‘ololi［ほ‘おろり］loli［変える］を参照．

ho‘ololi ‘ōlello［ほ‘おろり_‘お-れろ］【文法】「動詞の活用，名詞の曲用」

などの語の変化のこと．ハワイ語には語の変化はない．

ho‘olono［ほ‘おろの］lono の 1 を参照．

ho-‘olu［ほ
- ‘おる］ ‘olu［涼しい］を参照．

ho‘olua［ほ‘おるあ］lua の 1 と 3 を参照．

ho‘olu‘e［ほ‘おる‘え］lu‘e を参照．

ho‘oluhi［ほ‘おるひ］luhi を参照．

ho‘oluhi hewa［ほ‘おるひ_へヴァ］luhi hewa を参照．

ho‘oluhiluhi［ほ‘おるひるひ］luhiluhi を参照．

ho‘oluli［ほ‘おるり］luli［振る］を参照．

ho‘oluliluli［ほ‘おるりるり］luliluli を参照．ho‘oluli の重複形．

hō‘olu‘olu［ほ
- ‘おる‘おる］ ‘olu‘olu を参照．

ho‘olu‘u［ほ‘おる‘う］lu‘u［飛び込む］を参照．

ho‘oma‘ama‘a［ほ‘おま‘あま‘あ］ma‘a-ma‘a を参照．

ho‘oma‘au［ほ‘おま‘あう］-ma‘au, ho‘oma‘au を参照．

ho‘oma‘ema‘e［ほ‘おま‘えま‘え］ma‘e-ma‘e を参照．

ho‘omaha［ほ‘おまは］maha［休息］を参照．

ho‘omahana［ほ‘おまはな］mahana の 1 を参照．

ho‘omāhua［ほ‘おま
-

ふあ］māhua を参照．

ho‘omahuakala［ほ‘おまふあから］mahuakala を参照．

ho‘omaika‘i［ほ‘おまいか‘い］maika‘i［良い］を参照．

ho‘omaka［ほ‘おまか］maka の 3 を参照．

ho‘omakamaka［ほ‘おまかまか］makamaka, maka を参照．

ho‘omāka‘ika‘i［ほ‘おま
-

か‘いか‘い］ma-ka‘ika‘i［見物に行く］を参照．
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ho‘omaka‘u［ほ‘おまか‘う］maka‘u を参照．

ho‘omākaukau［ほ‘おま
-

かうかう］mākaukau を参照．

ho‘omake［ほ‘おまけ］make［死ぬ］を参照．

ho‘omāke‘aka［ほ‘おま
-

け‘あか］-māke‘aka を参照．

ho‘omālamalama［ほ‘おま
-

らまらま］mālamalama を参照．

ho‘omālielie［ほ‘おま
-

りえりえ］mālielie を参照．

ho‘omalimali［ほ‘おまりまり］malimali を参照．

ho‘omalolo［ほ‘おまろろ］malolo［休む］を参照．

ho‘omalu［ほ‘おまる］malu［物陰］を参照．

ho‘omāluhiluhi［ほ‘おま
-

るひるひ］māluhiluhi を参照．

ho‘omana［ほ‘おまな］mana［力］を参照．

ho‘omānalo［ほ‘おま
-

なろ］mānalo［塩気のない］を参照．

ho‘omanamana［ほ‘おまなまな］ma-namana を参照．

ho‘omana‘o［ほ‘おまなお］mana‘o を参照．

ho‘omanawanui［ほ‘おまなわぬい］-manawanui［忍耐］を参照．

ho‘omaopopo［ほ‘おまおぽぽ］maopopo を参照．

ho‘omau［ほ‘おまう］mau の 1 と 2 を参照．

ho‘omo‘a［ほ‘おも‘あ］mo‘a［調理した］を参照．

ho‘omoana［ほ‘おもあな］moana［野営地］とmoana［広い］を参照．

ho‘omoe［ ほ ‘お も え ］ moe［ 寝 る ］ と

moe［…と結婚する］を参照．

ho‘omū［ほ‘おむ
-

］mū の 2 と 3 を参照．

ho‘onā［ほ‘おな
-

］nā（静めた］を参照．

ho‘ona‘auao［ほ‘おな‘あうあお］na‘auao を参照．

ho‘onanea［ほ‘おなねあ］nanea を参照．

ho‘onanenane［ほ‘おなねなね］nanenane を参照．

ho‘onani［ほ‘おなに］nani を参照．

ho‘onape［ほ‘おなぺ］nape を参照．
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ho‘ōne［ほ‘お-ね］one［砂］を参照．

ho‘one‘e［ほ‘おね‘え］ne‘e［…に沿って前進すること］を参照．

hō‘oni［ほ
- ‘おに］ ‘oni［動く］を参照．

hō‘oni‘oni［ほ
- ‘おに‘おに］‘oni‘oni を参照．hō‘oni の重複形．

ho‘onipo［ほ‘おにぽ］nipo の 1 と 2 を参照．

hō‘ono［ほ
- ‘おの］ ‘ono［食べ物などとてもおいしい］を参照．

ho‘onui［ほ‘おぬい］nui を参照．

hō‘o‘opa［ほ
- ‘お‘おぱ］ ‘o‘opa［びっこの］を参照．

ho‘opā［ほ‘おぱ
-

］pā［触れる］を参照．

ho‘opa‘a［ほ‘おぱ‘あ］pa‘a を参照．

ho‘opa‘apa‘a［ほ‘おぱ‘あぱ‘あ］pa‘apa‘a を参照．

ho‘opae［ほ‘おぱえ］pae［集団］，pae［上陸する］を参照．

ho‘opaepae［ほ‘おぱえぱえ］paepae を参照．

ho‘opahe‘e［ほ‘おぱへ‘え］pahe‘e［つるつるした］を参照．

ho‘opai［ほ‘おぱい］pai を参照．

ho‘opa‘i［ほ‘おぱ‘い］pa‘i［ぴしゃりと打つ］を参照．

ho‘opailua［ほ‘おぱいるあ］pailua［吐き気］を参照．

ho‘opakele［ほ‘おぱけれ］pakele［逃れる］を参照．

ho‘opala［ほ‘おぱら］pala［熟した］と pala（汚れ］を参照．

ho‘opalai maka［ほ‘おぱらい_まか］palai の 2 を参照．

ho‘opale［ほ‘おぱれ］pale の 1 を参照．

ho‘opāna‘i［ほ‘おぱ
-

な‘い］pāna‘i［復讐］を参照．

ho‘opanoa［ほ‘おぱのあ］panoa［実を結ばない］を参照．

ho‘opāpā［ほ‘おぱ
-

ぱ
-

］pāpā［接触させる］を参照．

ho‘opau［ほ‘おぱう］pau［終わった］を参照．

ho‘opau manawa［ほ‘おぱう_まなわ］

-pau manawa, ho‘opau manawa を参照．
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ho‘opē［ほ‘おぺ
-

］pē［押しつぶした］；pē［香りのよい］；pē［びしょ

ぬれにした］などを参照．

hō‘ope［ほ
- ‘おぺ］ ‘ope［束］を参照．

ho‘opiha［ほ‘おぴは］piha［完全な］を参照．

ho‘opi‘i［ほ‘おぴ‘い］pi‘i の 1 と 2 および -pi‘i を参照．

ho‘opili［ほ‘おぴり］pili［ぴったり付く］と pili［人を差し向ける］を

参照．

ho‘oponopono［ほ‘おぽのぽの］ponopono の 1 を参照．

ho‘opo-loli［ほ‘おぽ
-

ろり］pōloli を参照．

ho‘opū‘ā［ほ‘おぷ
-

‘あ
-

］束にする．【文法】ho‘o- + pū‘ā の語．

ho‘opuehu［ほ‘おぷえふ］puehu［追い散らした］を参照．

ho‘opū‘iwa［ほ‘おぷ
- ‘いヴァ］pū‘iwa［びっくりした］を参照．

ho‘opuka［ほ‘おぷか］puka の 1〜3 を参照．

ho‘opulapula［ほ‘おぷらぷら］pulapula（苗木］を参照．

Ho‘opū-loa.  ホオプーロア．【地名】ハワイ島コナ地方南部の地域名

（区画名はカウー地方も含む）：町，湾．〈逐語〉長く（長い時間）と

どまる．

ho‘opulu［ほ‘おぷる］pulu［湿った］と pulu［根おおい］を参照．

ho‘opuni［ほ‘おぷに］puni の 1〜3 を参照．

ho‘opu‘u［ほ‘おぷ‘う］pu‘u を参照．

ho‘ou‘i［ほ‘おう‘い］u‘i を参照．

ho‘ouka［ほ‘おうか］-uka,  ho‘ouka を参照．

ho‘ouku［ほ‘おうく］uku［支払い］を参照．

ho‘ouli［ほ‘おうり］uli の 1［暗い色］を参照．

ho‘oulu［ほ‘おうる］ulu の 1 と 2 を参照．

ho‘oulupuni［ほ‘おうるぷに］ulupuni を参照．

ho‘ouna［ほ‘おうな］-una を参照．

ho‘owā［ほ‘おわ
-

］wa-［騒音を立てる・怒号する］を参照．
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ho‘owa‘awa‘a［ほ‘おわ‘あわ‘あ］wa‘awa‘a を参照．

ho‘owahāwahā［ほ‘おわは
-

わは
-

］waha-waha- を参照．

ho‘owalewale［ほ‘おわれわれ］walewale を参照．

ho‘oweliweli［ほ‘おうぇりうぇり］weli を参照．

ho‘owili［ほ‘おうぃり］wili［回す］を参照．

hope［ほぺ］1.  あとの，後ろの，最後の，後部［後方］の；あとで，

あとに．（この語は k- のつく指示詞や所有詞を伴わない．しばしば

ma- の次に続く）．Mahope. のちに，近い将来．I hope. …の後ろに，…

の裏に．PPN sope.  2.  結果，結論，終わり．3.  代理（人），助手．4.
臀部（でんぶ）．

hopena［ほぺな］結末，終結，終止．

hope‘ō［ほぺ‘お-］【昆虫】スズメバチ．

hope pelekikena ［ほぺ_ぺれきけな］副大統領．hope peresidena は

異形．

hope po‘o［ほぺ_ぽ‘お］代理官，副官，指導者．

hopo［ほぽ］hopohopo に同じ；不安；恐ろしい；不明確な．

hōpoe［ほ
-

ぽえ］（lehua の花などが）充分に発育した．

Hōpoe.  ホーポエ．【神話】伝説上の女性：レフアの森を管理し，ペレ

の妹ヒイアカにフラを教えたと伝わっている．ペレとヒイアカとカ

ウアイ島ハーエナの王子ロヒアウとの関連で，ホーポエはペレに岩

にされてしまった．【地形】ホーポエの岩．ハワイ島東部プナ地方（マ

クウ区画）のケアアウの海にあった岩．この岩は 1946 年の津波で流

され今はない．

hopohopo［ほぽほぽ］不安，心配，疑念，恐怖；不明確な，恐ろし

い，不安な．Me ka hopohopo ho‘okamani ‘ole.  上辺だけでない謙虚さ

で．ho‘ohopohopo. 不安にさせる．

hopu［ほぷ］突然つかむ，捕まえる，逮捕する；つかむこと，捕まえ

ること．PCP (f, s)opu．
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hopuna［ほぷな］1.  捕まえること，つかむこと；逮捕．2.  発音，ア

クセント．

hopuna ‘o-lelo［ほぷな_‘お-れろ］1.  発音．2. （文章の）節，項，段落．

3.  音節，シラブル．

hosana［ほさな］→ ho-kana［ほ
-

かな］を参照．

hotele［ほてれ］→ ho-kele［ほ
-

けれ］を参照．

hou［ほう］1.  新しい，新鮮な，最近の．PPN  fo‘ou.  2.  再び，もう

…だけ．Hana  hou. 再びする；アンコール．3.  突き通す，刺す，注

射［注入］する．PPN  fohu.  4.  発汗（作用），汗；汗をかく，発汗す

る．

houhou［ほうほう］突き刺す．hou の 3 の重複形．Ka makani houhou
‘ili.  肌を突き刺す風．

hō‘ulu‘ulu［ほ
- ‘うる‘うる］ ‘ulu‘ulu［収集］を参照．

houpo［ほうぽ］横隔膜，胸，胸郭，腹腔．Lelele ka houpo i ka ‘oli‘oli.
喜びで胸が高鳴る．

houpo ‘ume pau［ほうぽ_‘うめ_ぱう］心臓発作．

hū［ふ
-

］1. （イースト菌や発酵させた poi などが）ふくれ上がる；沸

き返る，あふれる，煮えこぼれる；（感情などが）波のように押し寄

せるまたは高まる；上昇，膨張．ho‘ohu-. …にパン種を入れて発酵さ

せる，ふくらませる，あふれさせる；イースト菌，ベーキングパウ

ダー．2.  どなる，ぶつぶつ不平を言う，（ハチなどが）ブンブン音を

たてる．PPN fuu．

hua［ふあ］1.  果実，卵，卵子，種；（花を）つける，実を結ぶ；子供

を出産する；多産の，収穫の多い．ho‘ohua. 実を結ぶ，生殖する；

…を産む；（波が）うねる．PPN fua.  2.  結末，結果；（大学などの）履

修証明，合格証明．3. 【解剖】睾丸（こうがん）．PNP   fua.  4. 【文

法】「語，文字，音素」などを意味する文法［音声学］用語．
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huā［ふあ
-

］ねたみ，嫉妬；ねたみをいだいている，嫉妬深い；（ねた

みのため）もめごとを引き起こす．

hu‘a［ふ‘あ］泡，石けんの泡．PCP (f, s)uka.
hua ‘ai［ふあ_‘あい］食べられる実や種．

hua‘ala［ふあ‘あら］ナツメッグ（香料として使われる）．〈逐語〉香り

のある実．

huaale［ふああれ］丸薬．〈逐語〉飲み込む種．

huaale ho‘omoe［ふああれ_ほ‘おもえ］睡眠薬．

hua ‘ē［ふあ_‘え-］（両親のどちらかに認知されて，ほんとうの子と同

じように扱われている）庶出の子．〈逐語〉見知らぬ果実．

hua hapa［ふあ_はぱ］【音楽】2 分音符．

hua hapahā［ふあ_はぱは
-

］【音楽】4 分音符．

hua hā‘ule［ふあ_は
- ‘うれ］落ちた実［種］．〈比喩〉友達のない；【現

代用語】私生児；流産で失われた胎児．

huahekili［ふあへきり］あられ，ひょう．〈逐語〉雷の実．

hua helu［ふあ_へる］【文法】品詞名の数詞．

huahua［ふあふあ］1.  多産の，豊富な；たくさん実を結ぶ；たくさ

ん卵を産む．2. 【解剖】睾丸（こうがん）．

huāhuā［ふあ
-

ふあ
-

］huā の重複形．Ua huāhuā au i ka po‘e na‘aupō,〈聖

書〉わたしは愚か者に対してねたみをいだいた．

huahua‘i［ふあふあ‘い］hua‘i の重複形；（わき水などが）沸騰する；

どっと流れ出す．

hu‘ahu‘a kai［ふ‘あふ‘あ_かい］海の泡；泡を砕く波がしら．

hu‘ahu‘a kopa［ふ‘あふ‘あ_こぱ］泡立った石けん水．hu‘ahu‘a sopa
は異形．

hūai, hu-wai［ふ
-

あい，ふ
-

わい］1.  食用になる貝．hīhīwai の仲間．2.
海藻のミルの類（Codium）．
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hua‘i［ふあ‘い］露出させる，明らかに見えるようにする，（かまどな

どの）おおいを取る；掘り出す，発掘する，噴出する，流れ出す；

（船のプロペラなどが）波を湧き立たせる．

hua iki［ふあ_いき］小文字；小さな実．

hua‘ina［ふあ‘いな］沸騰する，あきらかにする；溶岩などをおし出す．

hua kahi［ふあ_かひ］ひとりっ子．PPN fuatasi.
hua kai［ふあ_かい］スクランブルエッグ，炒り卵（いりたまご）．

huaka‘i［ふあか‘い］旅行，船旅；行列，行進；旅行する；行進する．

huaka‘i hele［ふあか‘い_へれ］（特に遠方または外国へ行く）旅行，長

期旅行；旅行を続ける．

huaka‘i pō［ふあか‘い_ぽ
-

］夜の行列［行進］（特に ‘oi‘o と呼ばれる亡

霊たちの夜の行列）．

hua kanu［ふあ_かぬ］（マンゴーなどの）種；球根．

huakē［ふあけ
-

］（健康な人のように）丸々として肉づきのよい．

huake-pau［ふあけ
-

ぱう］活字．kinoa hua を参照．〈逐語〉鉛の種．

hu‘a kopa［ふ‘あ_こぱ］石けんのあわ．

hua kukui［ふあくくい］キャンドルナッツ，ククイノキの実．

hua kumu［ふあ_くむ］アルファベット．

Hualālai.  フアラーライ．【地名】ハワイ島コナ地方の北部（カイルア

区画）にある火山（2,521m.  8,271ft.），噴火口．〈参照〉Hu‘ehu‘e, Ka-
‘ū-pūlehu, Lua-o-Milu, Puhi-a-Pele.  

hualeo［ふあれお］【音声学】音素．

hua leo kahi［ふあ_れお_かひ］母音．

hua leo hui［ふあ_れお_ふい］子音．

hu‘alepo［ふ‘あれぽ］土ぼこりをまき散らす（特に土ぼこりを上げる

ことによって，相手の目をくらますという戦闘の手段）；下手（した

て）からの一撃を加える．
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huali［ふあり］輝く，磨きあげた，清浄な，純粋な，潔白の，きらき

ら光る；道徳［徳義］上純粋な．

hua loa‘a［ふあ_ろあ‘あ］（算数などの）積［答え］．

hu‘a lole［ふ‘あ_ろれ］衣服の飾り［縁飾り］；洋服の縁縫い［ヘム］．

hū‘alu［ふ
- ‘ある］まぶた．

hua mele［ふあ_めれ］音楽の符号；歌詞．

hua moa［ふあ_もあ］鶏卵．

hua mua［ふあ_むあ］新しい仕事や事業で得た初めての収入の中から

出す会衆派教会への献金；（大きな魚を捕まえるような）特別な成

功に対する感謝を込めた捧げもの．〈逐語〉初めての果実．

huana［ふあな］（前方に）勢いよく流れ出ていること，あふれ出てい

ること．Ua hala ka huana wai.  水があふれ流れ出ていた．

hua nui［ふあ_ぬい］1.  大きな実；よく実がなる．2.  アルファベット

の大文字：文の書き出しや，固有名詞の頭には大文字を用いる．

hua ‘oko‘a［ふあ_‘おこ‘あ］【音楽】全音符．

hua ‘ole［ふあ_‘おれ］実を結ばない，収穫のない，価値のない．

hua ‘ōlelo［ふあ_‘お-れろ］【文法】「語，単語，言葉」を意味する文法

用語．

hua pākā［ふあ_ぱ
-

か
-

］スクランブルエッグ，オムレツ．

huapala［ふあぱら］1. 【植物】ツタの類．オレンジトランペット（Py-
rostegia venusta syn.  Bignonia venusta, B.  ignea）．2.  恋人；美しい，ハ

ンサムな．3. 【色彩】栗色；栗色の．

huapalaoa［ふあぱらおあ］小麦．〈逐語〉小麦粉粒．

hua palapala［ふあ_ぱらぱら］アルファベットの文字．〈逐語〉執筆

文字．

hua palapala leo kahi［ふあ_ぱらぱら_れお_かひ］【文法】母音を意

味する文法用語．
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hua palapala leo hui［ふあ_ぱらぱら_れお_ふい］【文法】子音を意味

する文法用語．

hua pāma［ふあ_ぱ
-

ま］ナツメヤシの実．

hua pōpolo［ふあ_ぽ
-

ぽろ］イヌホオズキの実．

hua waina［ふあ_わいな］（1 粒またはふさの）ブドウ．〈逐語〉ワイ

ン果実．

hua waina malo‘o［ふあ_わいな_まろ‘お］干しブドウ．〈逐語〉干し

たブドウの実．

hue［ふえ］ヒョウタン（瓢箪），水がめ，水を貯えて置くための，く

びれのあるすべての容器．PPN fue, PEP fue.
hu‘e［ふ‘え］取り去る，取り除く，…のふた［おおい］を取る；（オー

ブンなどを）開ける；（激しい流水などが）洗い流す．PPN fuke.
huehue［ふえふえ］1.  にきび，吹き出物；にきびが出来る．PPN fuafua.

2.  自生のつる草（Cocculus ferrandianus）：つるは魚採りの罠に用い

た．

Hu‘ehu‘e.  フエフエ．【地名】ハワイ島コナ地方北部（プアコー区画）

の地名：町，牧場など．フアラーライの噴火で溶岩が流れたところ．

hue ‘ili［ふえ_‘いり］（液体を入れる）皮袋．hue ‘ili kahiko.  古い皮袋．

huelo［ふえろ］（犬・猫・豚などの）尾；洋服の後ろを長く引いたす

そ．

Huelo.  フエロ．【地名】マウイ島北部（ハイクー区画）の地名：町，川，

岬．【地名】モロカイ島北部（カマロー区画）にある小島．

hu-‘ena［ふ
- ‘えな］大変怒った．

hue wai［ふえ_わい］ヒョウタン（瓢箪）製の水入れ，水がめ．

hue wai pū‘ali［ふえ_わい_ぷ
- ‘あり］中央の回りがくぼんだヒョウタン

（瓢箪）製の水がめ．

hue wai pueo［ふえ_わい_ぷえお］砂時計のような形をしたヒョウタ

ン（瓢箪）製の水がめ．
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huēwoela［ふえ
-

ヴォえら］【文法】二重母音を意味する文法用語．

hūhā［ふ
-

は
-

］雑談，話；雑談する．

huhu［ふふ］木や果実などに穴をあけて食害する昆虫；虫にくわれた，

腐りかけた．PCP (f, s)u(f, s)u.
huhū［ふふ

-
］怒った，感情をそこねた；怒り，憤り；非難する，激怒

する．ho‘ohuhu-.  怒らせる．

huhui［ふふい］（ブドウなどの）ふさ．

huhui waina［ふふい_わいな］ブドウのふさ．

huhuki［ふふき］huki の重複形；しきりに［ひんぱんに］引きよせる．

ho‘ohuhuki. 引く，引かせる．

huhulu［ふふる］毛髪を逆立てている，（毛，羽毛）を逆立てている．

huhulu i‘i を参照．

huhulu i‘i［ふふる_い‘い］huhulu の強意語．（毛，羽毛）を激しく逆立

てて，くしゃくしゃになっている．Hululu i‘i ka hulu o ka manu i ka ua
kakahiaka.  朝の雨に打たれた（雨で濡れた）鳥の羽毛（羽，毛）は乱

れている．

huhū wale［ふふ
-

_われ］短気な，わけもなく怒った．

hui［ふい］1.  クラブ，組合，商会，連合，協会；協会［団体］を結

成する；会合する．ho‘ohui. 協会を結成する．2.  接合［結合］する，

加わる，結びつける，連合する；結合．ho‘ohui. （2 つの語などを）

くっ付ける；加える，付加する，添える；ある人を他の人に紹介す

る；人々の出合い［触れ合い］．Ā/A hui hou.  また会いましょう．PPN
fuhi.  3.  プラス記号．4. （ブドウ・ヤシの実などの）ふさ；（バナナ

などの）ふさ．5.  歌のコーラス．

hu-i［ふ
-

い］〔間投詞〕おｰい，もしもし，やぁ．

hu‘i［ふ‘い］（歯・頭・心などが）ずきずき痛むこと；痛み.  Niho hu‘i.
歯痛．PPN  suki.  
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huia［ふいあ］1.  結ばれる，結合される．hui の 2 の受身形または命

令形．‘O ‘oe ka i huia ihola, ē ke aloha.  恋人よ，あなたはここで結ば

れた人です．2.  大文字表記をして「サーフィンに適した大波」の意

味で使う．

hui hō‘ai‘ē kālā［ふい_ほ
- ‘あい‘え-_か

-
ら
-

］信用組合．〈逐語〉金を貸す

ための組合．hui ho-‘ai‘e- dala は異形．

hui ho‘opa‘a［ふい_ほ‘おぱ‘あ］保険会社．

huihui［ふいふい］1.  混合した，一緒にした，接合［結合］した；（協

力して買うために）共同出資する．2.  群れ，集団，集合，一団．3.
星座．

hu‘ihu‘i［ふ‘いふ‘い］寒い，涼しい，冷え冷えする；（恋愛など）しび

れるような，うずうずするような．ho‘ohu‘ihu‘i. （冷凍機などによ

り）冷たくする，冷やす．

huihui ā ko-lea［ふいふい_あ
-

_こ
-

れあ］ko-lea 鳥の群れのように一斉に

集まる．

hui ‘ia［ふい_‘いあ］結合した，連合した．

huika［ふいか］小麦．huita は異形．英語 wheat より．

hui kahi［ふい_かひ］一致団結した．

huikala［ふいから］完全に放免する，すべての罪を許す；容赦，償い．

hui kālepa［ふい_か
-

れぱ］貿易会社，商社．

huikau［ふいかう］混合の，ごちゃごちゃにした；混乱；混合する．

ho‘ohuikau. 混ぜる，混乱させる．

Hui Ke‘a ‘Ula‘ula［ふい_け‘あ_‘うら‘うら］赤十字社．

hui kinai ahi［ふい_きない_あひ］消防署．

huila［ふいら］車輪．英語 wheel より．

huila kaulike［ふいら_かうりけ］ミシンの頭部はずみ車．

huila nui［ふいら_ぬい］大車輪；（ミシンなどの）はずみ車．

huila wai［ふいら_わい］水車，風車．
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huimalu-［ふい_まる
-

］すべての秘密同業者組合；秘密共済組合の；秘

密に［こっそり］会う．

huina［ふいな］1.  合計，総計．2. 【幾何】角（かく），角度；（家や

通りの）角（かど），隅（すみ）；交差道路，（道路の）交差点．3.  ユ
ニット，集団，群れ．

huina-. 幾何学図形．huinahā, huinakolu その他を参照．

huina alanui［ふいな_あらぬい］交差道路，街角．

huinahā［ふいなは
-

］四角形，四辺形．

huinahā kaulike［ふいなは
-

_かうりけ］正方形，四角．

huina helu［ふいな_へる］1.  いくつもの数の合計，総計．2.  一般の

算数．

huinakolu［ふいなこる］三角形．

huina kūpono［ふいな_く
-

ぽの］直角．

huinalima［ふいなりな］1.  五角形．2. （特に腕ずもうの）組み手．

huini［ふいに］1.  針先のとがった，鋭利にした．ho‘ohuini. 先端を

するどく削る［切る］．2.  鋭い［かん高い］音；このようなかん高い

叫びをあげる．

huipū［ふいぷ
-

］【文法】品詞名の接続詞．

hui pū［ふい_ぷ
-

］混ぜる，結合する，連合する．‘Amelika Huipū.  アメ

リカ合衆国．

hui puhi ‘ohe［ふい_ぷひ_‘おへ］バンド，楽隊．

huita［ふいた］→ huika［ふいか］を参照．

huka［ふか］（ドアーなどの）かぎの手，（洋服や靴などの）フック；

かぎ形に曲げる．英語 hook より．

huki［ふき］1. （綱などを）引く；引っ張る，引き伸ばす，（手などを）

伸ばす．ho‘ohuki. 静かに引く．PPN futi.  2. （ひきつけ・脳卒中に

よる発作・てんかんの発作など）あらゆる種類の発作；（足などの

筋肉の）けいれん；発作［けいれん］を起す．
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hukihuki［ふきふき］1.  ひんぱんに［沢山の人で］引っ張る；（綱引き

試合のように）ぐいと引っ張る．2.  意見が異なる，口論する；協力

的でない，わがままな．3.  綱引き試合；綱引き試合をする．

hukilau［ふきらう］引き網；引き網で漁をする．〈逐語〉綱を引く．

huki like［ふき_りけ］（多くの人で綱などを）協力して引く，協力［協

同］する．

huki wai［ふき_わい］水を汲み上げる；水を汲み上げる人．

huku［ふく］盛り上がる，突き出る，出っ張る；隆起，塊，突起，高

いところ．Hehihehi ana i ka huku ‘ale. 〈逐語〉波の高いところを踏み

つける．

hula［ふら］1.  フラダンス；フラダンスの踊り手；フラダンスを踊る．

PCP (f, s) ula.  2.  フラダンスに使われる歌や詠唱；フラダンスのた

めに歌う［詠唱する］．

hula ‘auana［ふら_‘あうあな］現代フラダンス．フラ・アウアナはフ

ラの復興に力をそそいだカラーカウア王以降のフラをいうことが

多い．

hulahula［ふらふら］パートナーと踊る社交ダンス，アメリカのダン

ス；一団となって踊るフラダンス；ダンスをする，踊る．

hula ‘ili‘ili［ふら_‘いり‘いり］水の作用で滑らかになっ た石を拍子木

やカスタネットのように使って踊るフラダンス．

hula kahiko［ふら_かひこ］古典［伝統］フラダンス．フラ・カヒコ

を踊るときにはアクセサリー類は余りつけず（限定し），化粧も控え

めにする．

hula kōlea［ふら_こ
-

れあ］kōlea 鳥（チドリ）をまねしてひざを曲げて

踊るフラダンス．

hula ku‘i Moloka‘i［ふら_く‘い_もろか‘い］モロカイ島の古典的な動

きの速い踊り．
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hulali［ふらり］光る，きらめく，光沢［つや］のある；光る，光線が

反射する．

hūlalilali［ふ
-

らりらり］hulali の強意語および重複形．

hula ‘ulı-‘ulı-［ふら_‘うり
- ‘うり

-
］‘ulı-‘ulı-（マラカスのようなものに鳥の

羽を付けた物，また時には羽がつかない物）を振って踊るフラダン

ス．

hulei［ふれい］上げる，持ち上げる，スカートなどをたくし上げる；

（波の上の船のように）縦揺れする．

huleilua［ふれいるあ］hulei の強調形；ポイッと投げる，激しく縦揺

れする．Pakīpakī ka maka ihu i ka huleilua.  船首は激しく縦揺れして

水しぶきをあげる．

huli［ふり］1.  向きを変える，逆向きになる；（破砕者などが）ねじ曲

げる；（生活態度や持論などが）変わる．ho‘ohuli. （…の質・形状な

どを）変える，変化させる．PPN fuli.  2.  …を捜す，捜索する；捜索，

追求．ho‘ohuli.  捜させる．3. （町や場所などの）区域，地区．4. （植

えつけるために使われる）カロ（タロイモ）の新芽．PPN suli.  
huli.ā.mahi［ふりあ

-
まひ］1.  多数の人が一緒に参加し協力する．2. （海

などが）激しい．Ā huliāmahi mai lā nā wai kahe.  そして裂け目からの

水はどっとあふれ出る．【文法】huli［向きを変える］とmahi［力の

ある］を ā で結合した複合語．

huli ‘ao‘ao［ふり_‘あお‘あお］一方へ傾く，片側へ曲がる．

huliau［ふりあう］1.  方向転換の地点，変換の時期．2.  回想する，過

去を思い出す．

Huli-he‘e.  フリヘエ．【建築】フリヘエ宮殿：ハワイ島コナ地方（カイ

ルア区画）のカイルアにある宮殿．

huli hele［ふり_へれ］あちこち捜す．
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hulihia［ふりひあ］【文法】huli の 1 と 2 の受身形または命令形；征服

した，打ち倒した；完全変遷，征服；さかさまにひっくり返した．

PNP fulisia.  
hulihuli［ふりふり］huli の 1 と 2 の重複形；くり返し［長いことかか

って］捜す．

huli kanaka［ふり_かなか］すべての深遠な学問，道徳哲学［倫理学］，

社会学，人類学；これらの学問を学ぶ．

huli kua［ふり_くあ］背を向ける，助けを拒絶［拒否］する，無視す

る．

hulili［ふりり］目もくらむばかりの光，（光などの）振動；きらきら

光る，（波などが）うねる．

huli mana‘o［ふり_まな‘お］意見を求める；意見を変 更する．ho‘ohuli
mana‘o. 意見の変更をさせる．

hulina［ふりな］1.  回転させること，裏返すこと，ひっくり返すこと．

2.  捜すこと，捜索．3.  柔らかく粘っこい，にかわ状の．

huli pau［ふり_ぱう］完全にひっくり返す；至る所捜す［調べる］．

huli pū［ふり_ぷ
-

］打ち倒す，さかさまにひっくり返す．

hulu［ふる］1.  羽，羽毛．PPN fulu.  2.  尊んだ，重んじた，選りすぐ

った；年上の身内（両親・祖父母の世代）を尊んだ．ho‘ohulu. 尊

重する，重んずる．3.  毛皮，毛糸，羊毛，体毛（lauoho［頭髪］と

対照）．PPN fulu．

hulu‘ānai［ふる‘あ-ない］たわしまたはペンキ用のはけ（昔はココナッ

ツの外被で作られた）．

hulu hipa［ふる_ひぱ］羊の毛；ウール地．

huluhulu［ふるふる］1.  体毛，まつ毛，羊毛，毛皮；毛状の．PPN fu-
lufulu.  2.  端をすりへらした，（手ざわりが）あらい，ぎざぎざした．

3.  羽毛.  4.  草の茎のわた毛．5. （毛織の厚い肌着などの）フランネ

ル製品．6.  毛布．
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hului［ふるい］つかみ（掴み）取る．

hulu ‘īlio［ふる_‘い-りお］【海藻】食べられるもの，そうでないものを

含め多数の海藻の総称．

hulu ku‘emaka［ふる_く‘えまか］まゆ毛．

hulumanu［ふるまぬ］（ふとん・まくらの）がわ（ふとんもまくらも

鳥の羽毛が入れられていたのでこのように呼ばれた）．

hulu manu［ふる_まぬ］鳥の羽毛．

hulumoa［ふるもあ］【植物】ハワイヤドリギ（Korthalsella 種）：円柱

または平たい緑の茎を持ち，小さな目立たない葉と花をつける低木．

hulu pena［ふる_ぺな］絵筆．

hume［ふめ］（malo（ふんどし）などを）腰の回りに巻く；malo をつ

ける；衛生綿［生理用ナプキン］をつける．PCP (f, s)ume.
humehume［ふめふめ］hume の重複形．

humu［ふむ］縫う，縫いとじる；縫い目，針目；（本などを）とじる．

PNP sumu．

humu ho‘i［ふむ_ほ‘い］返し縫い；返し針で縫う．

humu/humuhumu ho‘oholoholo［ふむ/ふむふむ_ほ‘おほろほろ］ラ

ンニングステッチ，仮縫い．

humuhumu［ふむふむ］1.  humu の重複形；（連続的に）縫う．2. 【魚】

フムフム．和名はモンガラカワハギ：体高の高い側扁した魚；おも

に熱帯地方の海に産し第 1 背びれに太いとげがある．PPN sumusumu．

humuhumu-nukunuku-ā-pua‘a［ふむふむぬくぬくあ
-

ぷあ‘あ］【魚】ム

ラサメモンガラとタスキモンガラ（Rhinecanthus aculeatus, R. rectan-
gulus）．〈逐語〉豚のような鼻［くち先］をした humuhumu．

humuhumu puke［ふむふむ_ぷけ］製本．

humuhumu puke ‘ili lole［ふむふむ_ぷけ_‘いり_ろれ］クロースとじ

（布ばりの表紙）．
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humuhumu puke ‘ili pepa［ふむふむ_ぷけ_‘いり_ぺぱ］紙とじ（紙ば

りの表紙）．

humuhumu ulana［ふむふむ_うらな］（靴下の穴などを）かがる．

humuhumu umauma lei［ふむふむ_うまうま_れい］【魚】humuhumu
の一種（Balistes bursa）．〈遂語〉胸にレイをかけた humuhumu．

humukā［ふむか
-

］クロスステッチ；クロスステッチをする．

humu kaulahao［ふむ_かうらはお］チェーンステッチ；チェーンステ

ッチをする．

humulau［ふむらう］…に刺繍（ししゅう）する．

humu pe‘a［ふむ_ぺ‘あ］帆の作製；帆を縫う．

humu puka pihi［ふむ_ぷか_ぴひ］ボタンホールステッチ．

humu‘ula［ふむ‘うら］【鉱物】赤いへきぎょく（碧玉）．英語で jasper.  ：
石英の鉱物で宝石にする．へきぎょくは青色だけではない．

Humu‘ula.  フムウラ．【地名】ハワイ島中央部の地域名（区画名）：マ

ウナケア区画，フムウラ区画一帯の地名，牧場，トレイルなど．

huna［ふな］1.  微分子，わずか，微小片，微量；小さい，少量の．2.
隠された秘密；隠された．

hūnā［ふ
-

な
-

］隠す，隠れる，秘密にする；機密の，内々の；隠れた．

ho‘ohūnā. 慎重に隠す．PPN fuu．

hunahuna［ふなふな］破片，砕片．

hunahuna ‘ōlelo［ふなふな_‘お-れろ］【文法】「ハワイ語の ua, i, e など

のマーカー」を意味する文法用語．

hunakai［ふなかい］1. 【植物】ヒルガオ科の一種（Ipomea stolonifera,
異名 I. acetosaefolia）．2. 【鳥】ミユビ（三指）シギ（Calidris alba）：

砂浜に住む小形のシギ；後ろ指がない；ハワイへ来る冬の渡り鳥．

〈逐語〉海のあわ（引く波の後ろ近くを追って飛ぶ鳥の性質からこう

呼ばれる）．
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huna kai［ふな_かい］海のしぶき，海のあわ．hune kai も同じ．

huna wai［ふな_わい］水滴，しぶき，霧．

huna wailele［ふな_わいれれ］滝のしぶき．

hune［ふね］1.  貧しい，貧困な；貧しい人．2.  ほっそりした，とて

も小さい．3. 【品詞名】マーカーを意味する文法用語．

-hune.  ho‘ohune［ほ‘おふね］（人を）絶えず悩ます，せがむ，言い

張る．

hunehune［ふねふね］hune の 2 の強意語および重複形；きめの細か

い，繊細な，デリケートな．

hu-ne ‘iae［ふね_‘いあえ］【品詞名】受け身の形を作るマーカーを意

味する文法用語．

hune kai［ふね_かい］海のしぶき，海のあわ．hunakai も同じ．

hune kuhi［ふね_くひ］【品詞名】指揮詞（方向詞）を意味する文法用

語．

hune one［ふね_おね］きめの細かい砂，砂粒．

-hūnōai. 夫［妻］の父［母］．（通常 makua の後に付き，性別指示の語

である ka-ne または wahine がその後に続く）．makuahūnōai kāne.  夫
［妻］の父．makuahūnōai wahine.  夫［妻］の母．PCP fungawai.

hūnōna［ふ
-

の
-

な］婿，嫁（性別指示の語である kāne または wahine が

後に続く）．hūnōna kāne.  婿．hūnōna wahine.  嫁．PPN funoonga.
huoi［ふおい］容疑．ho‘ohuoi. 感づく，…に［の］疑いをかける；容

疑．

hupa［ふぱ］たが（箍），金輪．英語 hoop より．

hūpē［ふ
-

ぺ
-

］鼻くそ．PPN  isupe‘e, PEP  suupe‘e.  
hūpēkole［ふ

-
ぺ
-

これ］鼻水；鼻をぐずぐずいわせる；鼻水をたらした．
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hūpo-［ふ
-

ぽ
-

］無学の，理解力のない；ばかもの，愚かさ．〈逐語〉ふ

くらんだ暗やみ．

huwā［ふわ
-

］huā のつづりの異形．

hūwai［ふ
-

わい］hu-ai の 1 と 2 の異形．
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I

I, i〔アルファベット〕ハワイ語のアルファベット I/i の発音は ‘ı-（い
−

）で

ある．音引き記号のカハコー［kahakō：ハワイ語，macron：英語］を

つけるときは点のない［ ı ］を使用する．

i［い］【文法】マーカーとしてさまざまに使われる語．1.  名詞の前に

置かれ．直接［間接］目的語・動作主・（ばくぜんとした）源・手段・

原因などを示す．…へ，…に，…の中に，…の上に，…によって，…の

ために，…のため．PPN ‘i, ki.  2.  従属文において動詞に先行し完了し

た［過去の］行為や状態［ありさま］を示す．マーカー［ua］，i + 動
詞 + ai. を参照．3.  文の頭に置かれ分岐の接続詞として，「もしも…

ならば，…とすれば」と使う．4.  接続詞として文の頭に置いて「…す

る間，…の時，…するやいなや」と使う．

‘ī［‘い-］言う，話す，述べる；言う［言った］こと．

ia［いあ/や］1. 〔人称代名詞 3 人称単数主格〕彼は［が］，彼女は［が］，

それは［が］．PPN ia.  2.  この，あの，前記の．PPN ia.  
iā［いあ

-
］1.  ヤード（寸法の単位）．英語 yard より．2.  ヤード（帆船

の帆柱・帆げたなど）．英語 yard より．3. 【文法】i の 1 と 4 の代わ

りに使われるマーカー．また時には kai, uka, ‘ō, ne‘i の前に，またmai
の後に使われる．

‘ia［‘いあ］【文法】動詞の後に続き，受け身，または命令法を表わす

マーカー．

i‘a［い‘あ］1.  魚またはすべての海洋の生物（ウナギ・カキ・カニなど）．

PPN ika.  2.  肉またはすべての新鮮な食物．

I‘a［い‘あ］【天体】天の川，銀河（系）．

‘iae［‘いあえ］【文法】受け身，受け身の形．
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i + 動詞 + ai. 【文法】ai が示すことがらは完了している，もしくはあ

る状態になっているという文型．マーカー i の 2, ua,  e + 動詞 + ai.
を参照．

iāia［いあ
-

いあ］1. 〔人称代名詞 3 人称単数目的格〕彼［彼女］に；彼

［彼女］のせいで．2.  彼［彼女］は…の間，彼［彼女］は…やいなや．

‘iako［‘いあこ］1.  船外浮材の帆げた．PPN kiato.  2.  40：カパ（タパ）

やカヌーなどを数えた時の数詞．

i‘a maka［い‘あ_まか］生魚．

i‘a makika［い‘あ_まきか］【魚】カダヤシ（Gambusia affinis）：蚊の幼

虫を食べる魚の総称；米国南東部に生息し，蚊の発生を防ぐために

世界各地に輸出されているタップミノーなど．

ia nei［いあ_ねい］この人は，彼［彼女］は（主語を示す ‘o の後に続

く）．

‘Ianuali［‘いあぬあり］1 月．Ianuari は異形．英語 January より．

Ianuari［いあぬあり］→ ‘Ianuali［ ‘いあぬあり］を参照．

‘Iao［‘いあお］【天体】日の出前に見える木星．

‘Īao.  イーアオ．【地名】オアフ島，ホノルル地方パーラマ地区（7）の

小路の名．【地名】マウイ島のくびれ部分（ワイルク区画）ワイルク

の町の西方の地名：渓谷，峰，川など．

Iāpana［いあ
-

ぱな/や
-

ぱな］日本．Ke kai o Iāpana.  日本海．英語 Japan
より．

ia‘u［いあ‘う］1.〔人称代名詞 1 人称単数・目的格〕わたしを［に］；

わたしのため（に）．2. わたしが…の間，わたしが…の時に，わたし

は…やいなや．Ia‘u e ala ai, ua mau loa nō au me ‘oe.  わたしが目ざめ

るとき，わたしはずっとあなたと共にいます．

i‘e［い‘え］カパ［kapa］を打ちたたく器具．i‘e kuku とも言う．PPN ike.  
‘ie［‘いえ］ ‘ie‘ie（つる草の一種）の気根；つる草．
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Iēhowa［いえ
-

ほヴァ/え
-

ほヴァ］【聖書】エホバ（旧約聖書の神）．Iehova
は異形．

Iehova → Iēhowa［いえほヴァ→ いえ
-

ほわ/え
-

ほヴァ］を参照．

‘ie‘ie［‘いえ‘いえ］【植物】ハワイ固有の枝を茂らせはい登るツタなど

の植物（Freycinetia  arborea）．PNP kiekie．
Ielukalema［いえるかれま/えるかれま］【地理】エルサレム：パレス

チナの古首都．古くからユダヤ教徒・キリスト教徒・イスラム教徒

の巡礼の聖都．Ierusalema は異形．英語 Jerusalemより．

Ierusalema［いえるされま］→ Ielukalema［いえるかれま/えるから

ま］を参照．

Iesū［いえす
-

］【人名】イエス：カタカナ表記ではイエスが最も一般的．

共同訳聖書ではイエスス，英語読みではジーザズである．イエスを

キリスト（救世主）と信仰するのが，キリスト教．イエスが産まれ

た年を西暦 1 年（0 年ではない）とするのが現在の西暦．

‘iewe［‘いえヴェ］1.  後産（あとざん），【解剖】胎盤．ēwe, wewe も同

じ．2.  同じ家系の親類．

ihe［いへ］1.  槍，投げやり，投げ矢．2. 【魚】iheihe も同じ．サヨリ

の一種（Hemirampus depauperatus）．PPN ise．
i hea［い_へあ］〔疑問詞〕どこ，なぜ，なぜ…ない．

ihe laumeki, ihe laumaki［いへ_らうめき，いへ_らうまき］かかりの

ある矢．

ihe ‘ō［いへ_‘お-］細くて短い矢；鋭い槍．

ihe pahe‘e［いへ_ぱへ‘え］短い槍．

ihe pakelo［いへ_ぱけろ］（魚を突く）やす，（槍騎兵の用いる）槍．

161



ihi［いひ］（外皮を）はぐ，むく．PPN hisi．
‘ihi［‘いひ］1.  神聖な，威厳のある；敬意をもって取り扱われた．

ho-‘ihi. 敬意をもって取り扱う．2. 【植物】カタバミ（Oxalis の全種）．

PPN kisi．
ihihı-［いひひ

-
］（馬が）いななく．

‘ihi‘ihi［‘いひ‘いひ］1.  敬意をもって取り扱われる．‘ihi の 1 の重複形．

He ‘ihi‘ihi au no nā Kona. 〈逐語〉コナ（南から吹くあまり好かれない

風）にわたしは敬意をもって取り扱われる．2. ‘Ihi‘ihi-lau-ākea の略．

‘Ihi‘ihi-lau-ākea［‘いひ‘いひらうあ
-

けあ］【植物】オアフ島ハナウマ湾

の西方に生えていたとされる伝説的な植物．

‘ihi lani［‘いひ_らに］天国のような輝き；首長に払われるべき敬意．

iho［いほ］1.  下，下方；下る，降りる；南へ［順風を受けて］進む．

PPN hifo.  2. （リンゴなどの）芯；〔植物〕木髄．PPN uso, PCP iso.  3.
〔指揮詞〕下方に，…より下に．Hele iho.  下る，降りる．なお iho+lā
は ihola と 1 語でつづられる．4. 【文法】再帰的（自分自身に戻って

くる）意味を伴うマーカーであり，（食べること・飲むこと・考える

ことなど）身体の活動描写の語の後に続く．‘Ai iho. 食べる．5. 【文

法】4.と同じく再帰的（自分自身を含む）意味を表わすマーカー．E
hana ana ‘oia nona iho. 彼は彼自身のために働くでしょう．6. 【文法】

iho の 3〜5 と同じであるが，時［時間］を表わす語と共に使われる

マーカー．‘Āno iho nei. たった今，近ごろ．Mahope iho. 後に，あと

で．7. 【現代用語】電圧；電池．iho ‘elua.  2 ボルトの電池．

ihola［いほら］【文法】方向および再帰的意味を持つマーカーである

iho と指示語の-lā をあわせたもの．

iholena［いほれな］人気があり，ありふれた自生のバナナの種類．

ihona［いほな］降下，傾斜．iho に名詞化の接尾辞 -na の付いた語．
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i hope［い_ほぺ］hope を参照．

iho uila［いほ_ういら］【現代用語】電池．

ihu［いふ］1.  鼻，口吻（こうふん）；靴のつまさき；キス．PPN isu.  2.
船やカヌーの船首［へさき（舳先）］．

ihu ‘e‘eke［いふ_‘え‘えけ］（軽蔑を示すように）鼻にしわを寄せる．

ihu ‘eka［いふ_‘えか］きたない鼻（見くびったあだ名）．

ihu hānuna［いふ_は
-

ぬな］いびきをかく，鼻声で話す．

ihuihu［いふいふ］（カヌーのへさきのように）上向きに上がること．

〈比喩〉冷笑的な．

ihu kāma‘a［いふ_か
-

ま‘あ］靴のつまさき．

ihu kū［いふ_く
-

］突き出した鼻，しし鼻．〈比喩〉傲慢（ごうまん）な．

ihu pī［いふ_ぴ
-

］（かぜをひいた人などが）鼻孔の部分的な障害のため

に苦しそうに呼吸する．pī の 2 を参照．

ihu pi‘i［いふ_ぴ‘い］高い鼻．〈比喩〉横柄な，傲慢な．

ihu wa‘a［いふ_わ‘あ］カヌーのへさき（舳先），（船の）第 1 部斜檣（し

ゃしょう），やりだし．

i‘i［い‘い］逆立てている，（髪などが）もじゃもじゃなっている．hulu, hu-
luhulu, huhulu に続く．huhulu i‘i を参照．

‘i‘i［‘い‘い］小さい，発育の止まった，小型の，ちっぽけな．

‘i‘ī［‘い‘い-］しっかりした，引き抜くことが困難な；固い［堅い］．E ‘i‘ī
ana, ēhē āhā, e mamau ana, ēhē āhā.  きつくぴったり入ってます，エー

ヘーアーハー，固いままです，エーヘーアーハー．『Ma‘i no Iolani：
カメハメハ IV—アレキサンダーリホリホ—の性器をたたえるメレ』

より．

‘i‘ike［‘い‘いけ］十分に見る；注意深い；好意的 に，えしゃくしてか

ら話しかける．
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‘i‘imi［‘い‘いみ］再三捜す；（見聞などのために）至るところを探索す

る人．

i + 動詞句 + inā. inā +句+ inā と同じ．

‘i‘ini［‘い‘いに］欲求する，懇願する；欲望，好み．

‘i‘iwi［‘い‘いヴィ］【鳥】主だったハワイの島々に見られる深紅色のミ

ツスイドリ（蜜吸鳥）（Vestiaria coccinea）：この鳥の羽は広範囲にわ

たって羽細工に使われた；‘iwi とも呼ばれる．

‘i‘iwi haole［‘い‘いヴィ_はおれ］【植物】スイカズラ（Tecomaria capen-
sis）．

ika［いか］強い．〈比較〉ikaika, lima ika.  
ı-ka-［い

-
か
-

］漂流する；直線コースからはずれる；浮き荷と投げ荷（海

中に漂う貨物と海辺に打ち上げられた貨物）．ho‘oı-ka-. 岸へ置く［投

げる］．

ikaika［いかいか］強い，強力な；強さ，勢力，力.  ho‘oikaika, ho-‘ikaika.
大変努力する，（発育を）促進する．Ho‘oikaika kino. ボディービルの

練習．

ikaika lio［いかいか_りお］馬力．

Ikalia［いかりあ］イタリア；イタリアの；イタリア人［語］．Italia は

異形．英語 Italy より．

Ikaliano［いかりあの］イタリアの；イタリア人［語］の．英語 Italian
より．

ikamu［いかむ］個条，項目，条項，種目，品目，細目．itamu は異形．

英語 itemより．
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‘ike［‘いけ］見る，見て思い出す，知る，感じる，確認する，理解す

る，歓迎する；（性的に…を）知る；認識，経験；（見たり聞いたりす

る）判断力；視野．‘Ike nui ‘ia. 有名な（よく知られている）．‘Ike
ho‘omaopopo.   親密な．hō‘ike. 1）見せる，知らせる，表示［表明］

する，示す，表わす，説明する；証明，案内書，展示．ha‘awina hō‘ike.
試験．2）（法廷における）証人，参考人．3）卒業式．4）賛美歌と

お祈り，牧師のお話のある日曜学校など会衆（派）教会の集まり．PPN
kite.  

‘ikea［‘いけあ］‘ike の受身形または命令形．知られる，見られる；知

れ，見ろ．‘Ikea nō ka hiwa mai lalo Kona.  コナの風下から来た人を歓

迎せよ．

‘ike hānau［‘いけ_は
-

なう］本能．〈逐語〉出生知識．

‘ike‘ike［‘いけ‘いけ］ ‘ike の重複形．ho-‘ike‘ike. （博物館や展覧会の

ように）陳列［展示］する．Hale hō‘ike‘ike. 博物館．

‘ike kumu［‘いけ_くむ］基礎知識．

‘Ikela‘ela［‘いけら‘えら］【地理】イスラエル．Iseraera は異形．

‘ike maka［‘いけ_まか］目撃者；見てわかる，明らかな；直接見る，目

撃する．

‘ikena［‘いけな］見物，見ること，知ること．

‘ikeoma［‘いけおま］慣用語；慣用的な．英語 idiomより．

‘ike pāpālua［‘いけ_ぱ
-

ぱ
-

るあ］2 重［倍］に見える；透視力の恩恵を

受け霊と交信する．

‘ike pono［‘いけ_ぽの］はっきりわかる；確かな知識．

iki［いき］小型の，小さい，わずかに；少し，わずか．ho‘oiki. 少な

く［小さく］する．PPN‘iti．
ikiiki［いきいき］1.  息苦しいほどの暑さと湿気；強烈な不快．2. 【大

文字】夏期．
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ikō［いこ
-

］模倣する，コピーする．

‘ikuā, ‘Ikuā［‘いくあ
-

］‘ikuwā, ‘Ikuwā に同じ．

‘ikuwā［‘いくわ
-

］やかましい，騒々しい，大声の；ガンガン音を立て

る．

‘Ikuwā［‘いくわ
-

］ハワイにおける 1 年の内のひと月（この月の砕ける

波のとどろき・雷・豪雨などにちなんで名付けられた）．

ila［いら］色の濃いあざ．PPN ‘ila．
i laila［い_らいら］laila を参照．

i lalo［い_らろ］lalo を参照．

ilāmuku［いら
-

むく］行政官，連邦保安官，郡保安官．PPN ‘ilaamuku．

ili［いり］1. （船が岩礁に）座礁した［して］；（車で）ひく．ho‘ı-li, ho‘oili.
（船荷などを）積み降ろす；（品物などを）運ぶ，送る．PPN hili.  2.
相続；（財産・権利などを）相続する．ho‘ı-li, ho‘oili. 意志を後世に

残す；貯える，とっておく．3. （悲しみ・責任・幸福・たたりなど

が）ふりかかる．

‘ili［‘いり］1.  皮膚，獣の皮，頭皮，樹皮．PPN kili.  2.  皮，なめし皮．

3.  表面，地面．4.  表紙，カバー．5.  土地区分．6. （手綱・ファン

ベルトなど）種々の皮ひも；ホース，注水管．

-‘ili.  hō‘ili［ほ
- ‘いり］集める；（網の中の魚などを）一団に集める．

‘iliahi［‘いりあひ］【植物】ハワイに生息するビャクダンの全種（San-
talum種）．PPN asi.  

‘ili ‘āina［‘いり_‘あ-いな］1.  土地面積．2.  ‘ili の土地の 1 区画．

‘ili hau［‘いり_はう］（ロープや現代調の腰みのに使われる）hau の木

の樹皮．

ilihia［いりひあ］畏怖の念に打たれた．PPN ilifia.  
‘ilihia［‘いりひあ］【植物】ベゴニア［ha‘iwale］の一種，非対称的なハ

ート型の葉を持つ．マウイ島，ハワイ島に見られる．

‘ili hinuhinu［‘いり_ひぬひぬ］エナメル皮．〈逐語〉輝く皮．
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‘ili holoholona［‘いり_ほろほろな］皮製品；（えり巻きなどの）毛皮

製品．

‘ili honua［‘いり_ほぬあ］地球の表面．

‘ilihune［‘いりふね］貧しい，貧困な；貧乏，貧しい人．〈逐語〉ちっ

ぽけな皮膚．

‘ili‘ili［‘いり‘いり］1.（ダンスや kōnane ゲームに使われるような）小

さな石．Hula ‘ili‘ili.  小石を持ち，鳴らしながら踊るダンス．PPN ki-
likili.  2.  積もる，重なる．ho-‘ili‘ili. 集める，収集する，貯える，し

まっておく．

‘ilikai［‘いりかい］1.  海の表面．2.  地［水］平線上の．

‘ili kala［‘いり_から］kala という魚の皮（時には pu--niu と言うひざに

付けてたたく小さなドラムを作るために，ココナッツの殻に伸ばし

て張られる）．

‘ili kani［‘いり_かに］1. （ドラムに使われるような）音の出る皮．2.
固い皮．

‘ili kea［‘いり_けあ］浅黒い肌（色黒い色のハワイ人よりもやや浅黒い

ハワイ人の肌）．

‘ili ke‘ehi［‘いり_け‘えひ］あぶみ，あぶみがね，あぶみ革．

‘iliki［‘いりき］1.  突然になぐる，（雨が）猛烈に降る；どしゃぶり，襲

来．2. （キャンドルナッツの樹皮・ティーの根・バナナの木軸など

から造られる）ニス．

‘Ilikini［‘いりきに］（アメリカの）インディアン． ‘Inikini も同じ．英

語 Indian より．

‘ilikole［‘いりこれ］1.  貧困にうちひしがれた，非常に貧乏な；（‘ili-
hune よりもひどい）貧困者．〈逐語〉すり切れた皮膚．ho-‘ilikole. 貧

乏にさせる．2.  半分熟したココナッツの果肉．

‘ilikona［‘いりこな］いぼ．〈逐語〉固い皮膚．
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‘ili kou［‘いり_こう］（色の浅黒いハワイ人のような）黒い皮膚の．〈逐

語〉kou の木の皮膚．

‘ili ku-pono［‘いり_く
-

ぽの］ahupua‘a（土地区分）の範囲内におけるほ

ぼ独立した土地区分の一部分．

‘ili la-‘au［‘いり_ら
- ‘あう］樹皮．

‘ili lele［‘いり_れれ］ ‘ili（土地区分）の主たる部分から一応区別され

てはいるが，その一部分とみなされる‘ili の一部．lele とも呼ばれる．

飛び地．

‘ili luna［‘いり_るな］（動物などの）表皮，外皮；外側の樹皮．

‘ilima［‘いりま］【植物】大小の自生の低木（Sida の全種．特に S. fal-
lax）．‘ilima は，オアフ島の島花である．

‘ili mānoanoa［‘いり_ま
-

のあのあ］（皮膚が）硬くなった，たこのでき

ている；硬くなった皮膚，たこ．

ilina［いりな］1.  墓穴，墓，（教会に付属しない）墓地，壮大な墓，墓

地の区画．2.  受取人，受領者.  ho‘oilina, ho‘ı-lina. （遺産の）相続人，

後継者；相続財産．

‘īlio［‘い-りお］イヌ．PPN kulii.
‘īlio ‘aukai［‘い-りお_‘あうかい］1.  老練な船乗り．2.  軍艦．

‘īlio hae［‘い-りお_はえ］獰猛（どうもう）な［癖の悪い］犬；オオカ

ミ，ジャッカル（キツネとオオカミとの中間型）．

‘īlio hahai holoholona［‘い-りお_ははい_ほろほろな］猟犬．

‘īlio hahai manu［‘い-りお_ははい_まぬ］鳥猟用猟犬．

‘īlio hanu kanaka［‘い-りお_はぬ_かなか］【動物】ブラッドハウンド（英

国産の警察犬）．〈逐語〉人間をかぎ出す犬．

‘īlio hipa［‘い-りお_ひぱ］羊の番犬，牧羊犬．

‘īlio hohono［‘い-りお_ほほの］スカンク．〈逐語〉嫌なにおいの犬．

‘īlio ‘i‘i［‘い-りお_‘い‘い］小さな巻き毛の原産犬．
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ili ‘ōlelo［いり_‘お-れろ］他人の私事をしゃべりたがる人，告げ口屋；

人の事をしゃべり歩く．

‘ili ‘ōmaka［‘いり_‘お-まか］（陰茎の）包皮．

‘īlio māku‘e［‘い-りお_ま
-

く‘え］原産犬，茶色の犬．

‘Īlio Pt.  イーリオ・ポイント．【地名】モロカイ島西部の地域名（区画

名）．Pt. は英語の Point［岬］の略．Ka-lae-o-ka-‘īlio を参照．

‘īlio pulu［‘い-りお_ぷる］【動物】ブルドック．

‘ili pa‘a［‘いり_ぱ‘あ］（‘ili lele とは区別されている）1 つの区画の中で

独立完成した土地区分．

‘ili palapala［‘いり_ぱらぱら］羊皮紙（羊・ヤギなどの皮で作られて

いる物），パーチメント，皮装丁．

‘ili pala uli［‘いり_ぱら_うり］浅黒い顔色をした．

‘ili pale o kāma‘a［‘いり_ぱれ_お_か
-

ま‘あ］靴の底．

‘ili pāpa‘a［‘いり_ぱ
-

あ‘あ］日に焼けた皮膚．

‘ili pipi［‘いり_ぴぴ］皮，牛皮．

‘ili po‘o［‘いり_ぽ‘お］頭皮．

‘ilipuakea［‘いりぷあけあ］白人．

‘iliwai［‘いりわい/ ‘いりヴァい］1. （水などの）表面；平らな，平た

んな，水平の．hō‘iliwai. （道路など）傾斜をゆるくする，平らにす

る．2.  大工や測量技師などが使う水準器．3. （水道用の）ホース．

ilo［いろ］1.  蛆（ウジ），地虫（コガネムシ・カブトムシなどの幼虫）；

（ミミズ・ヒル・ウジなどが）はう．PNP ‘ilo.  2.  若枝；芽を出す，は

え始める．ho‘oilo.  発芽させる．

-ilo.  ho‘oilo, ho‘īlo［ほ‘おいろ，ほ‘い-ろ］雨の多い冬のような月，冬．

iloilo［いろいろ］ilo の 1 と 2 の重複形；虫のついた；発芽．

-iloilo.  ho‘oiloilo［ほ‘おいろいろ］災害を予言［予報］する．

i loko［い_ろこ］loko を参照．
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‘īloli［‘い-ろり］妊娠の嫌な感覚，つわり；感情的な不安；熱烈なあこ

がれ．ho‘ı-loli.  つわりを感じる；感情的な不安を受ける．

i luna［い_るな］luna を参照．

‘imi［‘いみ］（注意して）見る，見出そうとする，捜索する．PPN kumi,
PEP kimi．

‘imi ā loa‘a［‘いみ_あ
-

_ろあ‘あ］発見者；発見する．

‘imi hala［‘いみ_はら］…に欠点を見つけ出す，非難する．

‘imi hana［‘いみ_はな］1.  仕事を捜す．2.  労苦を引き起こす．

‘imi ‘ike［‘いみ_‘いけ］知識を得ようとする；知識を 得ようとする人．

‘imi kālā［‘いみ_か
-

ら
-

］金を要求する，生計を立てる；商業上の．

‘imi loa［‘いみ_ろあ］遠くへおもむく；遠方への旅行者．〈比喩〉偉大

な情報を持つ人．

‘imina［‘いみな］見ること，捜すこと；捜索．

‘imi na‘auao［‘いみ_な‘あうあお］教養や知識を得ようとする；学ぶ野

心のある；教育［学問］探求者．

‘imi ‘ōlelo［‘いみ_‘お-れろ］うそをつく，中傷する，人のうわさ話しで

心配をかき立てる．

‘imi pono［‘いみ_ぽの］公正のために努める；努力．

‘imo［‘いも］（星・光などが）きらめく，ピカピカ［キラキラ］光る；

きらめき，またたき．He ‘imo ‘ana lā o ka maka.  目のまばたきです．

‘imo‘imo［‘いも‘いも］ ‘imo の重複形．Hōkū ‘imo‘imo. きらめく星．

imu［いむ］地下かまど（地面に掘った穴に熱く焼いた石を入れ，その

上にティー［kı-］の葉を敷き豚や芋などを置く．その上にバナナの葉

や茎をかぶせ，再び土をかけて数時間蒸し焼きにする．このような

料理に使われるかまど）；imu の中で料理された食物．umu も同じ．

i mua［い_むあ］mua を参照．
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inā［いな
-

］〔接続詞〕もしも…ならば，…とすれば．

inā + 句 + inā.〔接続詞〕もしも…ならば…だろうに．Inā he nui ke kālā，

inā  ua holomua ka hana. もしも金がたくさんあったなら，もっと作

業がはかどるだろうに．

‘ina［‘いな］小粒のウニ（Echinometra 種など）．PPN kina．
ināhea［いな

-
へあ］〔過去の事柄について質問する疑問詞〕いつ．

‘īna‘i［‘い-な‘い］Poi の付け合わせ（通常，肉・魚・野菜など）．PNP ki-
naki．

inaina［いないな］怒り，憎しみ，恨み；憎む；憎しみ［怒り］で動

揺した．ho‘oinaina.  怒り［恨み］をかき立てる．

‘inaleo［‘いなれお］【品詞名】前置詞を意味する文法用語．英語の par-
ticle［小辞］の訳だが，あまり使われない．

‘inalua［‘いなるあ］1.  つる草．pōniu に同じ．2.  huehue の 2 に同じ．

‘inamona［‘いなもな］キャンドルナッツの仁（じ ん）をひきつぶし，

塩を加えて作られる調味料．

‘īnana［‘い-なな］（病人が）元気に生活したり，活動出来るようになる．

hō‘īnana. …に生命を吹き込む，…に生命を与える．

‘inawaena［‘いなわえな］【品詞名】前置詞を意味する文法用語．英語

の preposition［前置詞］の訳だが，あまり使われない．

‘India［‘いんでぃあ］→ ‘Īnia［‘い-にあ］を参照．

‘īnea［‘い-ねあ］難儀，苦しみ，悩み．

i nehinei［い_ねひねい］nehinei［昨日］を参照．

i ne‘i［い_ね‘い］ne‘i （ここに）を参照．

‘Īnia［‘い-にあ］インド；東インドの（人）．英語 India より．

‘Iniana［‘いにあな］インド人．英語 Indian より．

‘Inidonekia, ‘Inidonesia ［‘いにどねきあ，‘いにどねしあ］【地理】イ

ンドネシア．英語 Indonesia より．
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‘īniha［‘い-には］インチ（2.54cm）．英語 inch より．

‘ini‘iniki［‘いに‘いにき］（寒さなどで顔や手などを）くり返しひきつら

せる，凍えさす；（寒さなどで）ぞくぞくする．

‘īnika［‘い-にか］（筆記用・印刷用の）インク．英語 ink より．

‘iniki［‘いにき］苦痛［困難］を生じる；（風や恋の苦しみが）鋭く身を

切るような．PPN kiniti．
‘Inikini［‘いにきに］‘Ilikini（アメリカインディアン）と同じ．英語 In-

dian より．

‘īnikiniki［‘い-にきにき］‘ini‘iniki と同じ（時には歌の中で ‘ı-nisinisi と

も発音される）．

‘inikua［‘いにくあ］保険．英語 insurance より．

‘inikua ka‘a［‘いにくあ_か‘あ］自動車保険．

‘inikua ola［‘いにくあ_おら］生命保険．

‘inikua pau ahi［‘いにくあ_ぱう_あひ］火災保険．

‘inikua ulia［‘いにくあ_うりあ］傷害保険．

‘ino［‘いの］1.  悪い，罪のある；罪．ho-‘ino,  ho‘o‘ino. 侮辱する，…

に恥辱を与える．PNP kino.  2.  だめになった，堕落した．3.  傷つけ

る，害する．ho‘o‘ino.  害する，損害を与える．4.  嵐；暴風（雨）の．

5.  非常に，とてもたくさん，激しく．Aloha ‘ino. それはお気の毒で

す，それはひどいめに会いましたね，それは残念でした．

inoa［いのあ］〔早口の会話ではしばしば冠詞は ka でなく ke が使われ

る〕1.  名前：その昔，ハワイでは夢のお告げや誕生の際の状況で名

を付けた．inoa pō, Lili‘u-o-ka-Lani など参照．PPN hingoa.  2. 【フラ】

名前歌：踊りの最後に唱える首長などをたたえる歌．He inoa no ka
lani Kāwika.  カーヴィカ王の名前歌です．

inoa kapakapa［いのあ_かぱかぱ］kapakapa の 2 を参照．

inoa pō［いのあ_ぽ
-

］（生まれた子供につける）夢の中で告げられる名

前．
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‘ino‘ino［‘いの‘いの］1.  だめになった，堕落した，傷ついた．ho-‘ino‘ino.
傷物にする，醜くする，損害を与える，…の悪口を言う．2.  暴風（雨）

の；嵐．3.  悪い，罪のある；罪．

(Daniel Ken) Inouye［英語_日本語］（ダニエル・ケン・）イノウエ

（1924-2012）．【人名】日本語名は井上建（いのうえけん）．1924 年ハ

ワイ準州のホノルルで生まれる．ハワイ大学マーノア校に進学（医

学志望）．第二次大戦に志願し，442nd（フォーフォーセカンド）部

隊に配属され，ヨーロッパ戦線に赴く．イタリアのサン・テレンツ

ォ近郊での戦闘で，右手を失いながらも戦い部隊を勝利に導いた功

績で叙勲．軍を名誉除隊後は政治家の道を歩み日系人初の上院議員

で，上院議長代行（大統領権限継承者第 3 位）を務める．

【関連施設名】ホノルル国際空港は．2017 年 4 月 17 日よりダニエ

ル・K.・イノウエ国際空港［Daniel K. Inouye International Airport,
HNL］と名称を改めた．

【関連船名】アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦（イージス艦）の艦

名「ダニエル・イノウエ（DDG-118）」．

inu［いぬ］飲む；飲み物，飲むこと．ho‘ı-nu,  ho‘oinu. 飲ませる．PPN
(i, u) nu．

inu lama［いぬ_らま］ラムまたはその他の酒類を飲む；酒を飲む人．

inu li‘ili‘i［いぬ_り‘いり‘い］ちびりちびり飲む．

inumia［いぬみあ］inu の受身形または命令形．PPN inumia．
inu ‘ona［いぬ_‘おな］酔いしれるまで酒を飲む．

Inu-wai［いぬわい］【気象】海風の名．Hao ka Inu-wai.  海風が力強く

やってくる（ただし暴風ではない）．

io［いお］（カヌー用の）かいの肋材．PPN io.  
i ‘ō［い‘お-］ ‘ō［向こうに］を参照．
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‘io［‘いお］1.【鳥】ハワイノスリ（Buteo solitarius）：ワシタカ科ノス

リ属の一種；一般的にはタカと呼ばれている．2. （小鳥が）さえず

る，チュウチュウ［ピーピー］と鳴く．PPN kio.  
‘i‘o［‘い‘お］1. 肉，食用肉，肉体．ho-‘i‘o.  新鮮になる，果実［穀粒，

球根］になる［を作る］．PPN kiko.  2. 本当の，純粋の，重要な，真

の；本当に，真実に；真価．Hana ‘i‘o ka ua iā Kohala lā.  コハラでは

（ほんとうに）雨が降っていたのですよ．‘A‘ohe ‘i‘o ho‘i?  ウソ！（相

手の言を否定しているのではなく，意外であるということ）．ho-‘i‘o.
真剣に［慎重に］扱う．

i‘oa［い‘おあ］【文法用語】品詞名の名詞：名前［inoa］などから造ら

れた語．〔例〕i‘oa henua.  所格の名詞．i‘oa panai.  代名詞．『Māmaka
Kaiao』では［i‘oa］が代名詞の表示に使われている．

‘i‘o hipa［‘い‘お_ひぱ］羊肉．

‘i‘o holoholona［‘い‘お_ほろほろな］食用獣肉．

‘i‘o huki［‘い‘お_ふき］筋肉．

ioio［いおいお］（ネックレスに使われるククイナッツにほどこされた

ような）彫刻の中の丸い溝；キルティングのステッチによって出来

るくぼみ．

‘io‘io［‘いお‘いお］‘io の重複形；チュウチュウ［ピーピー］鳴くこと．

‘i‘o‘i‘o［‘い‘お‘い‘お］【解剖】陰核．PPN kiko．

‘iolana［‘いおらな］（タカが）舞い上がる；舞い上がるタカ．

‘Io-lani［‘いおらに］ホノルルにある宮殿と学校名．〈逐語〉王室のタ

カ．

i‘ole［い‘おれ］〔接続詞〕…のためでなく，…しない代わり，…しないよ

うに．I‘ole ai lākou e kū hou mai i luna.  彼らが再び立ち上がれないよ

うに．

‘iole［‘いおれ］【動物】ハワイネズミ（Rattus exulans）；（外国から）持

ち込まれたネズミ．PNP kiole.  
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i ‘ole ia［い_‘おれ_いあ］〔慣用句〕むしろ，かえって．

‘Iole-ka‘a.  イオレカア．【地名】オアフ島東部（カーネオへ区画，モオ

カプ区画）へエイア一帯の名：谷，川．〈逐語〉転がるネズミ．半神

のネズミ，ピーコイアカアララー［Pīkoi-a-ka-‘Alalā］は渓谷の崖に

住み，よそ者が来るとつるつる滑る岩に誘い，水に落として殺した

とされる．

‘iole la-paki［‘いおれ_ら
-

ぱき］【動物】ウサギ．‘iole rabati は異形．

‘iole li‘ili‘i［‘いおれ_り‘いり‘い］【動物】ハツカネズミ．

‘iole manakuke［‘いおれ_まなくけ］【動物】マングース：インド産；

毒ヘビの天敵として有名．

‘iole nui［‘いおれ_ぬい］（外国から）持ち込まれた大きなネズミ．

‘iole pua‘a［‘いおれ_ぷあ‘あ］【動物】テンジクネズミ〔俗称〕モルモ

ット．

i ona［い_おな］〔人称代名詞 3 人称単数・目的格〕彼に，彼女に；彼

を，彼女を．

‘i‘o nı-oi［‘い‘お_に
-

おい］チリペッパー［トウガラシ］をゆでて，どろ

どろさせた調味料（しばしば ‘inamona のような調味料と混ぜ合わさ

れる）．

‘i‘o niu［‘い‘お_にう］ココナッツの果肉．

‘i‘o pale niho［‘い‘お_ぱれ_にほ］歯茎．〈逐語〉歯を保護する肉．

‘i‘o pipi i wili ‘ia［‘い‘お_ぴぴ_い_ヴィり_‘いあ］ハンバーグステーキ．

〈逐語〉ひいた牛肉．

‘i‘o pua‘a uahi［‘い‘お_ぷあ‘あ_うあひ］ベーコン．〈逐語〉薫製にし

た豚肉．

i o‘u［い_お‘う］〔人称代名詞 1 人称単数・目的格〕わたしに，わたし

を．
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ipo［いぽ］恋人，愛人．ho‘oipo. 愛撫する，求愛する．PCP ipo．

ipoipo, ho‘oipoipo［いぽいぽ，ほ‘おいぽいぽ］愛撫する，求愛する．

ipu［いぷ］1. 【植物】ヒョウタン（瓢箪：Lagenaria  siceraria）．pōhue
を参照．PPN ipu.  2. 【植物】スイカ（Citrullus lanatus）．3. （水差し・

皿・茶わんなど）容器・うつわの総称．4.  1 個または 2 個のヒョウ

タン（瓢箪）で作られたたいこ．ipu heke, ipu heke ‘ole を参照．5.  帽
子の飾り，飾りのついたつば付き帽子．

ipu ‘ai maka［いぷ_‘あい_まか］スイカ，メロン．〈逐語〉生で食べる

メロン．

ipu ‘aina［いぷ_‘あいな］食べ残りを入れる容器，ごみを入れる容器．

ipu ‘ala［いぷ_‘あら］1. 【植物】カンタループメロン（Cucumis melo
の種類 cantalupensis）：マスクメロンの一種；果肉はオレンジ色．2.
香水や他の香素を入れる容器．〈逐語〉香りのよいヒョウタン（瓢箪）．

ipu ‘au‘au［いぷ_‘あう‘あう］洗面器；風呂おけ．

Ipuha‘a［いぷは‘あ］→ Ka-ipu-ha‘a［かいぷは‘あ］を参照．

ipu hao［いぷ_はお］鉄製のポット；（ガラス・アルミニュウム・ほう

ろうなど）種々のやかんやシチュウなべ．〈逐語〉鉄製の容器．

ipu haole［いぷ_はおれ］スイカ．〈逐語〉外国のヒョウタン（瓢箪）．

ipu の 2 を参照．

ipu heke［いぷ_へけ］2 個のヒョウタン（瓢箪）で出来たたいこ．ipu
hula, pa- ipu も同じ．

ipu heke ‘ole［いぷ_へけ_‘おれ］てっぺんの部分を切り取った 1 個の

ヒョウタン（瓢箪）で作られたたいこ．

ipu hōkiokio［いぷ_ほ
-

きおきお］ho-kiokio（ヒョウタン笛）と同じ．

ipu holoi［いぷ_ほろい］洗面器．

ipu holoi lima［いぷ_ほろい_りま］フィンガーボール．〈逐語〉手を

洗う容器．
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ipu hula［いぷ_ふら］2 つのヒョウタン（瓢箪）を重ね，縫い合わせ

た踊り用のたいこ．

ipu i‘a［いぷ_い‘あ］肉皿．

‘īpuka［‘い-ぷか］ドア，入口，出口，門，明り取り，風窓．

ipu kai［いぷ_かい］肉汁が充分にはいる深皿；肉汁を入れる船形の容

器．

ipu kālua［いぷ_か
-

るあ］焼きかぼちゃ．

ipu kī［いぷ_き
-

］ティーポット，きゅうす．

ipu kuha［いぷ_くは］たんつぼ．

ipu kukui［いぷ_くくい］ランプ，ろうそく立て．hale ipu kukui.  灯台．

ipu kukui hele po-［いぷ_くくい_へれ_ぽ
-

］ランタン，手下げランプ．

〈逐語〉夜歩くための明り．

ipu kula［いぷ_くら］【植物】ラッパバナ属の一種（Solandra hartwegi）．

〈逐語〉金のうつわ．

ipu lepo［いぷ_れぽ］陶製・土製のポット．〈逐語〉泥の器．

ipu mimi［いぷ_みみ］寝室用便器，尿を入れる容器．

ipu pa‘i［いぷ_ぱ‘い］ヒョウタン（瓢箪）製のたいこ．〈逐語〉たたく

ためのヒョウタン（瓢箪）．

ipu paka［いぷ_ぱか］（刻みたばこ用）パイプ．ipu baka は異形．

ipu pū［いぷ_ぷ
-

］pū（かぼちゃの総称）と同じ．

ipu pueo［いぷ_ぷえお］砂時計のような形をしたヒョウタン（瓢箪）．

ipu wai［いぷ_わい］水を入れる容器［びん］．

ipu wai ‘au‘au［いぷ_わい_‘あう‘あう］洗面器．

Italia［いたりあ］→ Ikalia［いかりあ］を参照．

Italiano［いたりあの］→ Ikaliano［いかりあの］を参照．

itamu → ikamu［いたむ→いかむ］．

177



‘iu［‘いう］高尚な，神聖な，崇拝された，神に捧げられた；神聖な場

所．

Iudaio → Iukaio［いうだいお/ゆだいお→いうかいお/ゆかいお］．

‘iu‘iu［‘いう‘いう］ ‘iu の強意語；威厳のある，高貴な；（距離が）遠

い，遠くの．

i uka［い_うか］uka を参照．

Iukaio［いうかいお/ゆかいお］【ギリシャ語】ユダヤ人，ヘブライ人；

ユダヤ人の．Iudaio は異形．

Iulai［いうらい/ゆらい］7 月．英語 July より．

Iune［いうね/ゆね］6 月．英語 June より．

Iupika［いうぴか/ゆぴか］【天体】木星．Iupita は異形．英語 Jupiter よ

り．

Iupita → Iupika［いうぴた/ゆぴた→いうぴか/ゆぴか］．

iwa［いわ/いヴァ］9，第 9（番目）の：通常，数詞の接頭辞 ‘e-, ‘a-, が
先につく．PPN hiwa．

‘iwa［‘いヴァ/ ‘いわ］1. 【鳥】グンカンドリ（Fregata  minor palmerstoni）：

熱帯産の巨大な猛鳥．〈比喩〉泥棒．PCP kiwa.  2. 【植物】自生のシ

ダ（Asplenium horridum）．PCP kiwa．
i waena［い_わえな/ヴァえな］waena を参照．

i waenakonu［い_わえなこぬ］中心で［において］．

i waho［い_わほ/ヴァほ］waho を参照．

‘iwa‘iwa［‘いヴァ‘いヴァ］【植物】アジアンタム（Adian-tum種）の全

種：ハコネソウ・クジャクソウなどのシダ類．

iwakālua［いヴァか
-

るあ/いわか
-

るあ］〔数詞〕20，20 個（の），20 人

（の）．
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iwi［いヴィ］1.  骨．PPN iwi.  2. （ココナッツ・キャンドルナッツ・

ヒョウタン・卵・貝などの）外殻．

‘iwi［‘いヴィ］1. 【鳥】‘i‘iwi のつづりの異形．PCP kiwi.  2.  赤みがか

った．3.  目のけいれん．PPN kiwi.  
iwi ā［いヴィ_あ

-
］【解剖】顎骨（がっこつ），下あごの骨．

iwi ‘ao‘ao［いヴィ_‘あお‘あお］1. 【解剖】肋骨（ろっこつ）．2.  フラ

ダンスの一座の副リーダー．

iwi hilo［いヴィ_ひろ］【解剖】大腿骨（だいたいこつ）．

iwi hoehoe［いヴィ_ほえほえ］【解剖】肩甲骨．

iwi hope［いヴィ_ほぺ］【解剖】頭頂骨：頭蓋骨（とうがいこつ）の

後頭部を形成している骨．

iwi hua［いヴィ_ふあ］【解剖】寛骨（かんこつ）：骨盤の側面を成す

一対の骨の一つ；それぞれは 3 つの堅い骨，すなわち腸骨・座骨・

恥骨から成る．

iwiiwi［いヴィいヴィ］骨張った，やせこけた．PPN iwiiwi．
iwi kamumu［いヴィ_かむむ］【解剖】軟骨．

iwi kanaka［いヴィ_かなか］人間の骨または骸骨（がいこつ）．

iwi kānana［いヴィ_か
-

なな］前頭骨：額（ひたい）の輪郭を形成して

いる頭蓋骨の前方の骨．

iwikuamo‘o［いヴィくあも‘お］1.  脊柱（せきちゅう），背骨．2.  首
長の私的な要求や個人的な財産のことに従事したり，個人的な命令

を実行する信頼された首長の近親者；一族．

iwi lā‘ī［いヴィ_ら
- ‘い-］ティーリーフ［lau kī］の茎や葉の中肋（なか

ろく）．

iwilei［いヴィれい］1. 【解剖】鎖骨（さこつ）．PNP iwilei.  2.  鎖骨か

ら腕を伸ばした中指の先までの寸法；ヤード（約 0.914m）．

Iwilei.  イヴィレイ．【地名】オアフ島ホノルル市の地区名（地区 6）：

かつての歓楽街/売春街．〈逐語〉鎖骨．
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iwi loa［いヴィ_ろあ］長い骨．〈比喩〉背の高い人．

iwi ‘ō［いヴィ_‘お-］（鳥の胸の）叉骨（さこつ）．

iwi po‘i［いヴィ_ぽ‘い］【解剖】膝蓋骨（しつがいこつ），ひざのさら．

iwi po‘o［いヴィ_ぽ‘お］【解剖】頭蓋骨（ずがいこつ，解剖学ではと

うがいこつ）．

iwi pūhaka［いヴィ_ぷ
-

はか］骨盤の骨．

iwi pūniu［いヴィ_ぷ
-

にう］ココナッツの外殻．〈比喩〉頭蓋骨．

iwi  umauma［いヴィ_うまうま］【解剖】胸骨．

Iwo Jima［日本語］イオウ・ジマ．【地名】オアフ島ワイアナエ地方（ス

コーフィールド・バラックス区画）ルアルアレイ軍事施設［Lualualei
Naval Reservation］内の《通り/St.》の名．Iwo Jima は第二次大戦の

激戦地，硫黄島（いおうとう）のアメリカでの呼び方．

Izumo Taisyakyō Mission (of Hawaii)［出雲大社教_英語］イズモ・タ

イシャキョウ・ミッション（・オブ・ハワイ）．【神道】ハワイ出雲

大社．ホノルル，パーラマ（地区 7）に明治 39 年（1906 年）より鎮

座．なお教団名は「出雲おおやしろ教」である．
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J

J, j〔アルファベット〕ハワイ語では J は使わない．ハワイ語からみて

外国語（主に英語）の J は K または I に転訛する．J は I から分かれ

た文字で，英語に J が使われるようになったのは近世になってのこ

とで，ハワイ語の文字化の時代とも重なり，つづりにも混同がある．

フラやメレの歌詞には J/j を含んだ語が現れることがあり，ハワイ

語での発音は主に英語読みである．

John/Jonny Henry Wilson［英語］ジョン/ジョニー・ヘンリー・ウィ

ルソン（1871-1956）．【人名】ホノルル生まれ．マウイ郡とホノルル

郡のインフラ（道路）整備に従事する．ハワイの君主制の復活活動

に加わり，後のハワイ民主党創設者の１人．ホノルル市長を 3 度務

める（1920-1927，1929-1931，1946-1954）．

John Rodgers Field［英語］ジョン・ロジャース・フィールド．【施

設名】ホノルル国際空港の旧名，1925 年にハワイに本土よりの飛行

を試みた海軍軍人 John Rodgers（1881-1926）による．ジョン・ロジ

ャースは後に航空機事故で殉職．

John (Ioane) Papa ‘Ī‘ī［英語（いおあね）_ぱぱ_‘い- ‘い-］ジョン（イオ

アネ）・パパ・イーイー（1800?-1870）．【人名】John (Ioane) Kanelakama
Papa ‘Ī‘ī. 19 世紀の教育者，歴史家で，ハワイ王朝に仕えた政治家．オ

アフ島エワ地方（パール・ハーバー区画）ワイピオ半島ハナロア養

魚池の近くのクーメレワイで生まれる．宣教師たちとともにハワイ

語の研究をする最初のハワイ人であったが，先祖の文化に対する敬

意も保持した人物であるといわれる．
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Johnson Hall［英語］ジョンソン・ホール．【施設名】ハワイ大学マー

ノアキャンバスに建てられた最初の学生寮（1958 年竣工．2011 年改

装）の名．1944 年 1 月 25 日にイタリア，カッシーノで戦士した John
Alexander Johnson（1914-1944）少佐（卒業生）による．

jubilī.  ジュビリー．聖年．英語の jubilee より：古代イスラエル

［‘Ikela‘ela］の民がカナン［Kana‘an］に入った年を祝って 25 年毎に

行なわれる祭りの年．ハワイでは 1887 年のヴィクトリア女王

［Queen Victoria］在位 50 年記念が名高い．この年にアメリカは真珠

湾を獲得した．
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