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イオラニ宮殿‖‘Io.Lani［天空の鷹］．Palace［宮殿：英語］．

ハワイ国旗‖Ka Hae Hawai‘i‖ハワイ国旗/州旗はハワイ王朝国旗を
引き継いだユニオン・フラッグです．

すばる望遠鏡：建設時の写真です．運用後にドームを開けるのは夜間
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のみ．

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.
- ‘a- . …に火を
‘ā/‘ā［‘あ］火炎の，燃え［焼け］ている；火；燃える．ho
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．‘ahina 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‘a- . …に火をつける，点火する．
‘a‘ā/‘a‘ā［‘あ‘あ］1. 燃える；火．ho
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．
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- ‘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
- ‘a- ‘a- . 混乱して見回す．4.【鳥】雄のオ
狂した，恐慌を来たした．ho

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．
--- ku
- ku
- /a‘a kūkūkū［あ‘あ_く
a‘a ku
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）．
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‘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
- ‘a‘apu. 手のひらのくぼみでカップを形づくる；葉を包み
うな．ho
込んでカップのようにする．

‘a‘apua［‘あ‘あぷあ］矢筒（やづつ）．
- haka/a‘apūhaka［あ‘あぷ
a‘apu
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
- ‘ae. 細かく［やわらかく］する．4. 潮が
地のように）滑らかな．ho
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）
- ‘ae‘a. 迷わせる；…を歩き回る．
歩き回る；放浪者．ho
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（Himantopus 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
- ‘aha. ‘aha を作る［編む］．PPN
面・地域の）へりや境界の測量．ho

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〉
- ‘ai.（子供・病人などに）物を
さしず［指導］する，主権を握る．ho
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（Coprosuma 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．
- ‘ai‘e- . 貸す，借りる；掛け売り勘定，貸し付け．
ho
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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．
- ‘aikola. 軽べつ的に取り扱う；皮肉な，卑劣な，見下げ果てた．
ho
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［ほ
-‘ailona. ho
‘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
- ‘aka‘aka. 笑わせる，笑いを引き起こす；喜劇的な．
ぎ．ho

‘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
- ‘ala. …に香水をつける．
れる）．〈比喩〉重んじた，主として．ho
‘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 sandvicensis）：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 sandvicensis）：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 paniculata）．

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．
- ［あらこ
alako
］（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（Metopograpsus 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 reticulata 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 arithmetic 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］，
- ‘alu. ゆるめる，たらす，下げる，折り曲げる，
シャーリング．ho
（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；
- ‘alu‘alu. ゆるめる；（スカート
（綱など）締まっていない；胎児．ho

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．
‘aluna 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（Sadleria）．

‘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．
-- ［‘あみ_く
‘ami kūku
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．
--［あ
Āmu
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 ‘Amelika. 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）．
- ［あなぬ
ananu
］【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
- ‘anapau. （陽気に）はね回る；体をひねって回転する（特に
な．ho
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.
‘ano［‘あの］1. 本質，性格，性質（冠詞は ke が使われる）．ho
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．
-- ［‘あ
‘āno
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．
- pale［‘あお‘あお_く
‘ao‘ao ku
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．
- ‘au［‘あお_る
‘ao lu
‘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］．
- lelo［あ‘お_ぴり‘お
a‘o pili‘o
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 ．
- ‘apa‘apa. ほかの者をスローダウンさせる；だらだらさせる，ぐ
ho
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．
‘apana［‘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.

45

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

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 purpurea 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．
ī
auī［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. 語
‘aui hea. 呼格．‘aui alo. 対格．‘aui iki, ‘aui kōha‘i. 属格．ho
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, Hōlani Hou ともいう．
ō

‘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. 夜
aumoe［あうもえ］深夜（真夜中ごろ）．
〈逐語〉寝る時刻．ho
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
- ‘auwae. 関心を示
lena-lena. 黄色いあごの老人（大変な年寄り）．ho

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．
ē
auwē［あううぇ］auē 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．
- ‘awa. 苦くする．PPN kakawa， PCP kawa. 3. 山に降る［かかる］
ho

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 Barber 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．
- lumi［ぷ
burumi［ぶるみ］→ pu
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．
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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．

【人名】
Daniel Ken Inouye［英語_日本語］ダニエル・ケン・イノウエ．
→ 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
- ‘eha. 苦痛［罰］を
しみを与える．‘eha koni. ずきずきする痛み．ho
課する．
‘ehā［‘えは］〔数詞〕4，4 回；4 個［人］の．

- ‘eha‘eha．
‘eha‘eha［‘えは‘えは］‘eha の重複形；すごい痛み，苦悩．ho
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
- ‘ekepue. ‘ekepue の
時のように）隠し立てをする；秘密を守る．ho

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.
‘ele‘ele［‘えれ‘えれ］1. 黒い，暗い；ハワイ人の目の黒色．ho
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．
- ［‘えれく
‘eleku
］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. 人を動かす，
‘eleu［‘えれう］活動的な，機敏な，活発な．ho
（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；
- ‘eu.（人を）奮起させる，扇動する，勇
いたずらっ子；いたずら．ho
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．
- ‘eu‘eu. 勇気［元気］づける，奮起［感動］させる；元気のよい，
ho
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．

73

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 begoniaefolia. ）：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．
-- - a- ［は
hākālia no
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．
- lelo［はきな_‘お
hakina ‘o
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．

84

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‘ohalahala. 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．
--hala- 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．
- ‘ai［はれ_く
hale ku
‘あい］店，商店．
- ‘ai la- ‘au［はれ_く
hale ku
‘あい_ら‘あう］薬屋．
- ‘ai lole［はれ_く
hale ku
‘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．
-［はれ_ぷひ_こ
hale puhi ko
］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．
- ［はれ_うぃり/ヴィり_こ
hale wili ko
］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．

90

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．
-- ［は
hālo
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 harpoon 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．
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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.
- la［へいあう_ほ‘お
heiau ho‘o
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 hebdomas 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．
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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

--hīkākā［ひかか］よろめく，ぐらつく．ho‘ohīkākā. hīkākā の使役形．
語．

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‘o-と同じく使役動詞または擬態派生語の能動
ho-. ho

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．
- - は通常オキナ+
〔例〕‘āpuka. にせ物；ho‘āpuka. にせ物を作る．ho
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‘ohoaloha. 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．
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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．
- lelo［ほ
hō‘ike ‘o
‘いけ_‘おれろ］文法．
ho‘ıli［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．
（Cryptocarya）．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．
- lelo［ほろほろ‘お
holoholo‘o
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．
- ［ほろむ
holomu
］【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．
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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［ほ‘お
ho‘o
ほ］oho［叫ぶ］を参照．

ho‘ohoa［

ほ

-hoa を参照．

‘お

ほ

あ

］

hoa［

仲

間

］

と

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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- ［ほ‘おふふ
ho‘ohuhu
］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．

137

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．
- ‘olu［ほ
ho
‘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［…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．

moe［

寝

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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る

］

と

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．
- loli［ほ‘おぽ
ho‘opo
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．
- lelo［ほぷな_‘お
hopuna ‘o
れろ］1. 発音．2. （文章の）節，項，段落．

3. 音節，シラブル．
- kana［ほ
hosana［ほさな］→ ho
かな］を参照．
- kele［ほ
hotele［ほてれ］→ ho
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
- . …にパン種を入れて発酵さ
せるまたは高まる；上昇，膨張．ho‘ohu
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．
- wai［ふ
hūai, hu
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．
huakepau［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（Pyrostegia 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．
- ‘ena［ふ
hu
‘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
- . 怒らせる．
する．ho‘ohuhu
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．
- i［ふ
hu
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.

149

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
- ‘ai‘e- dala は異形．
ための組合．hui ho

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．
- - lea［ふいふい_あ
huihui ā ko
_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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-［ふい_まる
huimalu
］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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-- ［ふ
hūpo
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．
- ai の 1 と 2 の異形．
hūwai［ふわい］hu
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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．
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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．
- ‘ihi. 敬意をもって取り扱う．2.【植物】カタバミ（Oxalis の全種）．
ho
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, huluhulu, 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 capensis）．

ika［いか］強い．〈比較〉ikaika, lima ika.
--ıka-［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.
ikaika
［いかいか］強い，強力な；強さ，勢力，力. ho‘oikaika, ho
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. （博物館や展覧会の
‘ike‘ike［‘いけ‘いけ］ ‘ike の重複形．ho
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- ‘ili‘ili. 集める，収集する，貯える，し
likili. 2. 積もる，重なる．ho

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- ‘ilikole. 貧
hune よりもひどい）貧困者．
〈逐語〉すり切れた皮膚．ho
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．
- pono［‘いり_く
‘ili ku
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．

170

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 kinaki．

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 particle［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 Indian 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, ho‘o‘ino. 侮辱する，…
‘ino［‘いの］1. 悪い，罪のある；罪．ho
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．

172

- ‘ino‘ino.
‘ino‘ino
［‘いの‘いの］1. だめになった，堕落した，傷ついた．ho

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. 新鮮になる，果実［穀粒，
‘i‘o［‘い‘お］1. 肉，食用肉，肉体．ho
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
- ‘i‘o.
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
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．
-［いぷ_くくい_へれ_ぽ
ipu kukui hele po
］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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K

K, k〔アルファベット〕ハワイ語のアルファベット K/k の発音は ke−

（け）である．

ka［か］1. …であるその人，問題の人，当人：ka mea の略で，通常完

了のマーカー［i］と動詞が続く．2. 【文法】単数のみに使われる定
冠詞（定冠詞の基本的な用法は，何を指しているかが相手にすぐわ

かる特定のものを指すことにある）：h, i, l, m, n, u, w から始まる語
の前に使われる．また a, e, o, k から始まる語の前には，ke が使われ

る．ka と ke は，p と声門閉鎖音記号［‘］から始まるいくつかの語の
前にも使われる．質量名詞や身分肩書または地名に付いている ka

または ke は特に訳さないが，その他の名詞に付く場合はほとんど

「その…｣と訳される．3.【文法】
［ka］+名詞で，Kalihi（地名），Kame-

hameha（人名）など多くの複合語［合成語］を作る．
（一撃を）くらわす，たたき切る，
（強
kā［か］1. （ねらって）打つ，
く）投げつける，打ち砕く；（カヌーから）あかをくみだす；小供た
ちが縄跳びをするために縄を回す；（鳥などを）わなで捕らえる．
ho‘oka- . 投げ捨てる［飛ばす］，粉みじんに壊す，砕く，なぐる．PPN
taa. 2. カヌーのあかくみ出し人［器］．PPN taa. 3. 軽い非難や驚き

の叫び（おや，まぁなど）．‘O ‘oe kā! まぁ，あなたよ．4. 〔所有詞〕

…の，…に（所）属する．PNP ta‘a.

kā-. 1. 【文法】使役動詞または擬態派生語である ho‘o- の使い方に類
似した意味を持つ接頭辞．ただし特定の語幹（語から接辞を取り去

って残る要素）にだけ使われる．
〈比較〉kāhinu, kāko‘o, kāwili など．

PPN ta(a)-. 2. 【文法】１人称双数・複数の聞き手を含む代名詞に使
われる．kāua. わたしたち（2 人）は［を・に］，kākou. わたしたち

（3 人以上）は［を・に］．PPN ta, PNP taa．
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ka‘a［か‘あ］1. ころがす，回す，ねじる，回転する；ころがること，
ねじれること．Ka‘a pa‘akai. 塩の中で転がす．ho‘oka‘a. 回転を起こ

す．PPN taka. 2. 車，馬車，自動車．3. 支払う；支払い済みの．

ho‘oka‘a. 借金を支払う．Ho‘oka‘a hapa. （借金などの）一部返済．

ka‘aahi［か‘ああひ］列車，汽車，機関車．
〈逐語〉火の荷馬車．alahao
［鉄道］を参照．

Ka-‘a‘awa. カアアワ［カアアヴァ］．
【地名】オアフ島東部（ワイカー
ネ区画，カハナ区画）一帯の名：町，街区，川，岬など．
kā‘aha［か‘あは］禁忌の告知（kapuo- 参照）の際に使うシンボル．棒
の先に葉っぱとカパ（タパ）を付けたもの．

ka‘a hale［か‘あ_はれ］トレーラー，（車で引く）移動住宅．

ka‘ahau［か‘あはう］
【複合語】雪車，そり（橇）：ka‘a［車］+ hau［雪，
氷］の語だが，1 語か 2 語かは不明．‘O ke ka‘ahau lio ho‘okahi. 1 頭

立てのそり．〈比較〉wa‘a holo hau.
ka‘a hehi wa- wae［か‘あ_へひ_わわえ/ヴァヴァえ］自転車，三輪車．
〈逐
語〉足を押し付ける乗り物．

ka‘ahele［か‘あへれ］観光旅行をする，…の所々方々に旅行する；観
光旅行．

ka‘a holo hau［か‘あ_ほろ_はう］
（子供用の）小型そり．
〈逐語〉雪に
乗る車．

ka‘a huila kahi［か‘あ_ふいら_かひ］手押し一輪車，ねこ車．

ka‘a huila lua［か‘あ_ふいら_るあ］
（二輪の小型手押し車や二輪馬車
などのような）すべての二輪車．

ka‘a huki［か‘あ_ふき］手押し車．〈逐語〉引き車．

Ka-‘ahu-manu. カアフマヌ．
【人名】カメハメハ大王の王妃（の１人）．
マウイ島ハーナの生まれ．摂政としてハワイの近代化を進めた．
〈逐
語〉鳥［manu］の肩マント［‘ahu］．Ka は冠詞．
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Ka‘ahupāhau. カアフパーハウ．
【神話】サメの女神の名．
【地名】モ

ロカイ島東部（ハーラヴァ区画）にある地名．
〈逐語〉しま模様の魚

［pāhau］の肩マント［‘ahu］．Ka は冠詞．
kā‘ai［か‘あい］1. 帯，ベルト；結ぶ，帯などを締める［巻く］；包み

込む．kā‘ei, kāhei. も同じ．2. サツマイモやカロ（タロイモ）などの
農産物を掘り出す．

ka‘aka‘a［か‘あか‘あ］
（眼などを）開く；監視する．E ka‘aka‘a kou maka

e ‘ike ai. 眼を開いて見なさい．ho‘oka‘aka‘a. （眼などを）開かせる．

E ho‘oka‘aka‘a mai ‘oe i ko‘u mau maka, わたしの目を開いてください．

Ka‘aka‘a. カアカア．【天体】天の川近くの星の名．

ka‘a kaua［か‘あ_かうあ］1. 軍略にすぐれた；戦略家．2. 戦車：こ

の語は古代のチャリオット［chariot：英語］にも，現代のタンク

［tank：英語］にも使われる．

ka‘akepa［か‘あけぱ］対角線；避ける，…にしりごみして逃げる．

ka‘a kinai ahi［か‘あ_きない_あひ］消防車．〈逐語〉火を消す車．
ka‘ā kolu［か‘あ_こる］3 つ編みにした；3 倍［重］の［に］．
-ka‘akūmakena［か‘あくまけな］
（特に深い悲しみに嘆いている）服喪
期間．

ka‘akupapa‘u［か‘あくぱぱ‘う］霊柩（れいきゅう）車．
〈逐語〉屍体
［kupa-pa‘u］の車［ka‘a］．

Ka‘ala. カアラ．
【地名】オアフ島西部（ワイアナエ区画）：山・峰（オ
アフ島の最高峰 1,227m. 4,025ft.），渓谷名．
【地名】1）ハワイ島北部

（ワイピオ区画）の峰．Pu‘u Ka‘ala を参照．2）ハワイ島北部（ハー

マークア区画，マウナケア区画）の地名：川など．
kā‘ala‘ala［か‘あら‘あら］
（幼児または動物の子供のように）活発な，
元気な．

ka‘a lā‘au［か‘あ_ら‘あう］闘争用のこん棒を振り回す．
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ka‘alani［か‘あらに］王権（王に属する全ての権利）；王宮に属する
人々．Honi nā kini i ka makani Pa‘ala‘a, he hanu no ke ka‘alani ē. パア

ラア（マウイに吹く風）のにおいを感じる，
（その風は）首長の威厳
をたたえるために薫るのです．

ka‘a lau niu［か‘あ_らう_にう］屋根をふく材料のヤシの葉．

ka‘a lawe ma‘i［か‘あ_らうぇ/らヴェ_ま‘い］救急車．

ka‘alele［か‘あれれ］揺れる，よろめく；（鳥などが）空をかける．

Ka‘ali. カアリ．
【地名】ニイハウ島北東の地（Pu‘u Alala の東）．がけ
（崖）で有名．

ka‘alina［か‘ありな］…に傷を与える；
（雨などが）強く打ちつける．
〈比
較〉‘ālina．

ka‘a lio［か‘あ_りお］馬に引かせた車，荷馬車，馬車．
kā‘alo［か‘あろ］
（…のそばを）素通りする，見過ごす．
〈比較〉mā‘alo.
ho‘oka- ‘alo. 行ったり来たりする，通過させる．PPN ta(a)kalo．
kā‘alo‘alo［か‘あろ‘あろ］kā‘alo の重複形．

ka‘alolohi［か‘あろろひ］動きの遅い，容易に腹をたてない．
ka‘ā lua［か‘あ_るあ］（織物などが）二重織りの．

ka‘a ma‘i［か‘あ_ま‘い］病気の長く苦しい期間；長くわずらっている
病気．

ka‘a malo‘o［か‘あ_まろ‘お］（布で皿などを）拭く．

ka‘a mola［か‘あ_もら］
（ネジやくぎなどがしっかりせず）ぐらぐらと
回る；がたがたの，ぐらぐらする．

ka‘ana［か‘あな］分配する，分ける．ho‘oka‘ana. …の間で平等に分
配する，分ける．

Kā‘ana. カーアナ．
【地名】カウアイ島，ワイメア地方（Koke‘e 街道沿
い）にある地名．
【地名】モロカイ島（エアポート区画）にあるレフ
アで有名な地．カポの体という岩があり，フラの聖地がある．Kapo
を参照．
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Kā‘ana-pali. カーアナパリ．
【地名】マウイ島最西部（ラハイナ区画）
の地名：町，ゴルフコース，太平洋クジラセンター（ハワイは捕鯨
の基地であった）など．

ka‘anini［か‘あにに］
（落ち着きのない子供やかんしゃく持ちの人など
が）身もだえする，もがく．〈比較〉niniu（ぐるぐる回る）．

ka‘ao［か‘あお］
（通常，空想的な）伝説，物語；架空の文学作品（特

に小説）．PCP t(a, e) kao.
kā‘ao‘ao［か‘あお‘あお］小農地．小分けされた庭．
ka‘a ‘ōhua［か‘あ_‘おふあ］
（バスやタクシーのように）料金をもらっ
て乗客を運ぶ乗り物．

ka‘aoki［か‘あおき］
（カヌーなどを）完成する；最後の仕上げを早め

る．
ka‘apā［か‘あぱ］
（ふとんの中で寝つかれない子供のように）左右に
寝返りを打つ，ころげ回る；発作的に．
ka‘āpahu［か‘あぱふ］四角または十文字に切り離す．

ka‘a paikikala［か‘あ_ぱいきから］自転車．〈逐語〉二輪車乗り物．

ka‘a pau ahi［か‘あ_ぱう_あひ］消防自動車．ka‘a wai も同じ．

ka‘apeha［か‘あぺは］1. 雲の大きな塊；見事に大きい．2. 羽や尾羽
を広げる．3. 束を広げる．

ka‘api‘o［か‘あぴ‘お］乗用馬．
〈逐語〉曲った乗り物．
〈比較〉ka‘a lio.

ka‘apuni［か‘あぷに］1. 観光旅行をする，
（…を）巡る，旅行する．‘Aha
ka‘apuni. 巡回裁判所．2. 「島一周」と呼ばれるフラダンスのステッ
プ．3. 回転，旋回．

ka‘au［か‘あう］40（の），40 個（の），40 人（の）．Ho‘okahi a‘u ka‘au
i‘a. わたしを 40 匹の魚と一緒にした（わたしは 40 匹の魚を手に入

れた）．PPN tekau．
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Ka‘au. カアウ．
【地名】オアフ島ホノルル地方パーロロ区画（35）パ
ーロロ渓谷のクレーターの名．伝説の鳥カアウヘレモアが棲んでい
たと言われる．2）パーロロにある通りの名．

Ka‘au-hele-moa. カアウヘレモア．
【伝説】超能力を持った鳥の名前．
オアフ島パーロロ谷のカアウに棲んでいたが，ワイキーキーのヘル
モア［Helu-moa］に流されたという．

ka‘a uila［か‘あ_ういら］市街電車，電気仕掛けのバス［トロリーバス］．
ka‘a uila mākēneki［電気の磁石の車］も同じ．alahao を参照．

ka‘a wai［か‘あ_わい］給水車，消防自動車．

ka‘awale［か‘あわれ/か‘あヴァれ］分かれている，離れている，人影
のない；隔てる，分けておく，離す；自由時間；互いに離れている

場所［目標］の距離．manawa ka‘awale. 予備の［自由な］時間．
ho‘oka‘awale. 分離［分類］する，識別［弁別］する；わきへ置く；

別々の存在を確立する．

ka‘a wale［か‘あ_われ/ヴァれ］
（自由に，自主的に，支配されないで）
進路［進行方向］に向く［進む］．PPN taka wale.

Ka-‘awa-loa. カアワロア．
【地名】ハワイ島西部コナ地方（ホーナウ

ナウ区画，カイルア区画）一帯の名：町，岬，灯台，キャプテン・
クックの記念碑など．
〈逐語・伝説〉遠い（離れた）アワ．プナやワ
イピオから首長のためにアワ［‘awa］を取りに走ったため．‘awa を

参照．
kā‘awe［か‘あうぇ/か‘あヴェ］何かで首をきつく締める，窒息させる，
締め殺す，絞殺する．

ka‘awili［か‘あうぃり/か‘あヴィり］
（痛みなどで）のたうち回る，
（痛
みなどで身を）よじる；（パンなどを）こねる．

kae［かえ］1. 遺棄物，廃物．PPN ta‘e. 2. 軽蔑して取り扱った．
ho‘okae. 軽蔑する，軽蔑して取り扱う；（計画・希望などを）くじ

く，または無くさせる．Ho‘okae ‘ili. 人種差別．
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ka‘e［か‘え］1. へり，縁，端；歯のない歯茎；丘の突き出た崖っぷち．
He ka‘e wale nō. 歯茎だけで歯のない．PNP take. 2. すねる，
（つまら

ないことで）騒ぐ．3. しみになる，
（スカートのしみなどを）軽くた
- ka‘e, ho‘oka‘e. …に塗りつける，汚す，…にしみを付ける．
たく．ho
kā‘ea‘ea［か‘えあ‘えあ］エキスパート，達人，英雄，勇者．He kā‘ea‘ea
pulu ‘ole nō ka he‘e nalu. サーフィンでまったく濡れないのが達人で

す．

ka‘e‘e［か‘え‘え］堅い，硬直した，柔軟でない；干し上がった，暑さ

によって枯れた．
kā‘e‘e［か‘え‘え］背が高く伸びるツタ（蔦）の一種（Mucuna gigantea）．

E mā‘i‘i, ē kā‘e‘e. 芽を出せ，カーエエツタ（蔦）よ．
kā‘e‘e‘e［か‘え‘え‘え］kā‘e‘e に同じ．
kā‘ei［か‘えい］kā‘ai の 1 と同じ．ベルト，帯，サッシュベルト（飾り
帯）；結ぶ，縛り付ける．E kā‘ei ‘oe i kāu pahikaua ma kou ‘ūha- . あな
たのつるぎをあなたのももに縛り付けなさい．
kā‘ei pa- pale［か‘えい_ぱぱれ］帽子のリボン．
kā‘ekā［か‘えか］からまった，ごちゃごちゃになった，もつれた．

kaekae［かえかえ］
（木の節がない新しいカヌーなど）滑らかな，磨
き上げた，申し分のない；（女性などの）若々しい，魅惑的な，好ま

しい；（サツマイモなどが）おいしい，甘い，柔らかい；平面をこす
る，磨く，磨きをかける．
kā‘eke‘eke［か‘えけ‘えけ］【楽器】（通常，一方が空いている）30〜
100cm位の長さの違う竹の筒．縦に持ち地面や床のマットを叩いて

音を出す；竹の筒を演奏する．

ka‘ele［か‘えれ］
（ポイをつぶす板・船殻・どんぶりなどが）からの，
中身のない；ヒョウタン（瓢箪）またはポイ［poi］をつぶす板の内

側の底．PPN takele．
Kā‘elo［か‘えろ］雨がちの月の名前．
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kaena［かえな］自慢する，賞賛する；高慢な，うぬぼれの強い．

Ka-‘ena. カエナ．
【地名】オアフ島最西端の地域名（区画名）：岬［突
端］の名，トレイルなど．
〈由来〉タヒチから連れ立ってきたペレの
弟（いとこだともいわれる）の名，またカウアイ島の半神ハウプに
殺されたオアフ島の首長の名ともいわれる．
【地名】ラーナイ島北西

部の岬名．
【地名】ハワイ島プナ地方（プナ区画）の岬名．Lele ana

‘o Ka‘ena. カエナは跳ねる（躍動しているのは海であるが，このよう
に擬人的に使われる）．

(L.) Ka‘ena. （ラエ）カエナ．【地名】カエナ岬．lae, Lae-o- を参照．

Ka‘eo. カエオ．
【地名】ニイハウ島のほぼ中央にある火山錐．高地の

名．Aloha Ka‘eo kau mai i luna, Ke kuahiwi kaulana a‘o Ni‘ihau.〈逐語〉

そびえ立つカエオさんこんにちは，ニイハウ島の高名な山．
【地名】
モロカイ島西部（イーリオ区画）の丘の名．石斧（せきふ）の石の

産出地．
kā‘eo［か‘えお］1. （食用のヒョウタンなどの中身が）ぎっしり詰ま
った．〈比喩〉知識がぎっしり詰まった．2. 激烈な，熱狂的な．

ka‘e pa‘a［か‘え_ぱ‘あ］織物の耳，織端．〈逐語〉固い端．
kā‘eu‘eu［か‘えう‘えう］助けになる，協力的な；喜ばしい，活気のあ
る；より大きい．
〈比較〉‘eu. ho‘okā‘eu‘eu, hōkā‘eu‘eu. 活動を助

長し心身を奮起させる．

kaha［かは］1. （とがったものやざらざらしたもので，こすったりひ
っかいたり引き裂いたりして）…の表面を痛めつける［傷つける］，…

に印をつける，
（線などを）引く，
（刃物などで）切る，
（魚や動物な
どを）切り開くまたは縦に薄く切る；…に手術を施す；…に等級や
成績の評点を与える；（石・木などに）彫りつける；弓技の的；数
学における（直）線；句読点；（旗などの）しま，
（軍隊の下士官兵

の）そで章；学校における名声や評判などを博した等級．kaha ki‘i を

参照．He aha ko‘u kaha? わたしの（成績の）評点は，なんでしたか；
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長いしま模様の生地；うね溝（種をまくときにつくる溝）．PPN tafa.

2. 場所〔kahakai, kahaone, kahawai のように今日ではしばしば修飾語

詞の前に使われる．また hele i kahakai（浜辺へ行く）のように ke を
伴わずに使われることもある〕．PPN tafa. 3.（凧などが）一気に［さ

っと］降りる；見過ごす，見逃す；向きを変えて過ぎ去る；（サーフ

ボードを使わずに）寄せ波［砕け波］の中で泳ぐ．PEP ta(f, s)a.

kahaapo［かはあぽ］範囲，丸かっこ，かぎかっこ．
〈逐語〉取り囲み
の印．

kaha‘ea［かは‘えあ］
（しばしば，雨が降る前兆と思われるような色を

した）積雲．
--kāhāhā［かはは］
（びっくり・驚異・不満など）不意の発生；驚く，び
っくりする；びっくりした．ho‘okāhāhā. 驚き；驚かせる．

Ka-hāhā-wai. カハーハーワイ．
【地名】マウイ島北部（カハクロア区
画）の地名：いにしえ（古）のサーフィンエリア．

kahahui［かはふい］算数の正符号［+］．〈逐語〉結合印．

Kaha‘i［かは‘い］文化英雄．PNP Tafaki.

kahakaha［かはかは］1. kaha の 1 の重複形；頻繁に…に印をつける，
線を引く；小さく切り取る，
（金属・石などに）彫る．Pepa kahakaha.

メモ用紙，雑用紙．PPN tafatafa. 2. 耕す；耕すこと．Po‘e kahakaha.

農民．3. kaha の 3 の重複形．ho‘okaha-kaha. 列をなしてあちこち

に行進する，誇示する；みせびらかす；（消防訓練など）訓練する；
パレード，行進．PEP ta(f, s)ata(f, s)a.

kahakai［かはかい］岸辺，海岸．PEP tafatai．

kaha ki‘i［かは_き‘い］絵や図案を線で描く［彩色する］；芸術家．
kaha ki‘i hale［かは_き‘い_はれ］建築家；建築物の図面を引く．
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kahakō［かはこ］1.（崖などが）険しい，切り立った．Ka pali kahakō.
切り立った崖（絶壁）．2. カハコー．
【文法】アクセント記号の一つ
の長音記号．英語ではマクロン［macron］という．記号は［−］で

ある：長音［長母音］はカハコー［−］を母音の上につけて表す．ハ
ワイ語の長母音は日本語の音引き記号［ー］で示される音より短め
に発音される．

kaha kuhi［かは_くひ］
（星印［ */ ］・剣標［†］・矢印［→］・米印［※］
など）書面や印刷物中にある注意を指示するための参照符．

Ka-haku-loa. カハクロア．
【地名】マウイ島西北部（カハクロア区画）
の地名：町，湾，岬，川，自営農地．

Kahala. カハラ．
【地名】カウアイ島コーロア地方の地名：岬名など．
この地のヘイアウは Kū-hāhā-pō.「夜に物思いにふけるクー」として

知られる．
kāhala［かはら］
【魚】カンパチ（Seriola dumerili）：アジ科ブリ属の魚．

Kāhala. カーハラ．
【地名】オアフ島ホノルル市の地区名（地区 37）：
住宅地，小学校などの名．

Kahalaopuna. カハラオプナ．
【神話】虹の女神の名．オアフ島マーノ
アの風の神と雨の神の間に産まれたとされる．Kū kamaha‘o ‘o Kaha-

laopuna. カハラオプナは偉大な存在です．

Kahalawai. カハラワイ．
【地名】マウイ島西部（ラハイナ区画）にあ

るシールド名．Mauna Kahalawai o Maui. マウイ島のカハラワイ山．

Mauna Kahalawai kū kilakila. カハレワイ山は威厳を（持って）立つ．

Ka-hale+名詞．
【複合語】
「〜の家」という意味になる語で地名などに
使われる．

Kahalewai. カハレワイ．
【人名】逐語は「水の家」で，人名やフラの
スタジオ名などで現れる．なお，マウイ島関連で Mauna Kahalewai と

あるのは Mauna Kahalawai の誤り．
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kaha loa［かは_ろあ］（角を）曲ってからどこまでもまっすぐ行く．

Kaha-lu‘u. カハルウ．
【地名】オアフ島東部（ワイカーネ区画）の地

名：町，川，養魚池．
【地名】ハワイ島西部コナ地方（カイルア区画）
の地名：町，公園，街区，保護林，湾，海浜公園，サーフィンエリ
ア．

kahana［かはな］切り抜き，線画；方向転換の地点．

Kahana. カハナ．
【地名】カウアイ島西部ワイメア地方の谷，川の名．
【地名】オアフ島東部の地域名（区画名）：町，谷，川，湾，海浜公

園．
【地名】マウイ島北西部（ホノルア区画）の地名：町，岬，川，
空港．

kaha nalu［かは_なる］ボディーサーフィン（サーフボードを使わず
に波乗りする遊び）．〈比較〉kaha の 3．

kahaone［かはおね］砂浜．

Kahaukani. カハウカニ．
【神話】風の神の名．オアフ島マーノアに吹
く風．

kaha‘ula［かは‘うら］官能的な夢，性夢；このような夢を見る．Ua kō
ka ‘i‘ini i ke kaha‘ula lā. その官能的な夢の中の行なわれたこと（欲

望）が実現した．

Kaha‘ula. カハウラ．【神話】性の女神．

kahawai［かはわい/かはヴァい］小川，川；（水の流れがあるなしにか
かわらず）山峡，渓谷．

kahe［かへ］1. 流れる，したたる，月経がある；（雌犬など）盛りの

ついた．Kahe ka hā‘ae. よだれを流す．ho‘okahe. 潅漑（かんがい）

する，
（土地に）水を注ぐ［引く］；液体を徐々に排出させる［はか

せる］．PPN tafa. 2. 縦に細長く切る；割礼を行なう．PPN tafa.
kāhea［かへあ］呼ぶ，大声で叫ぶ，歓迎する，名指しで呼ぶ；歌い
手への合図と同時に踊り手による節の一行目の独唱；軍の命令を

与える；叫び，警報．
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kāhea pau ahi［かへあ_ぱう_あひ］火災警報，火災報知機．
kāhei［かへい］1. 投げつける；投げつけること；レイを付ける．2.
kā‘ai の 1 の異形；帯を締める［結ぶ］，包む．I ke ano ahiahi ua kāhei

nei. 夕暮れの穏やかさに取り囲まれた（文は倒置法）．
kāheka［かへか］水たまり（特に入江になっていて海水に浸る形状の
所へ，波が打ち寄せてできる岩場の水たまり）．

Kahekili. カヘキリ．
【人名】マウイ島の首長．ハワイ島，カウアイ島
以外のハワイ諸島を支配していた．

kahe koko［かへ_ここ］血液の流れ，出血. ho‘okahe koko. 血を流
す；流血．
kāhela［かへら］
（陸地または海などが）一面に広がっている；（沖合
の大波のように）前方にまた後方に広がる．

kahele［かへれ］ちょうな（釿，手斧）：小さなおの（斧）．
kāhele［かへれ］
（ツタなどで）飾る；旅行するために（レイなどで）
装飾された．

kahelelani［かへれらに］
【貝】ニイハウ島でとれる色の美しい小さい
貝の類．貝のレイ（ネックレスや腕輪）はニイハウ島の特産品で，高

価である．

Kahele-lani. カヘレラニ．
【人名】いにしえ（古）のニイハウ島の首長
の名．

kahe ule［かへ_うれ］…に割礼を行なう．〈逐語〉ペニスを切る．
kāhewa［かへヴァ］狙い損なう，失敗する，成功しない；（計画など
が）失敗した．
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kahi［かひ］1. 1 つ（の），たった 1 つ（の）, ただ 1 人（で・の），少
し（の）
（しばしば ‘a-と ‘e- または ho‘o- など，数を分類する数詞の

後に付く）；…もまた，…のほかに［も］；誰か他に．Na‘u kahi. わた
しに少しください．ho‘okahi. 1 つ（の），ただ 1 人（の）；単一性；

（一団のように）一緒に；1 つにする．Noho ho‘okahi. たった 1 人で

住む．PPN taha. 2. 縦に切る，薄く削る，櫛ですく．PPN tafi. 3. 場
所（ka wahi の短縮形．この場合 ke は決して使われない）；職務；ど

こに［で］；…の場合．Kahi ‘ē. どこかよそに［へ・で］．

kahikahi［かひかひ］kahi の 1 の重複形．ho‘okahikahi. 一丸となる，
一緒になる．E ho‘olohe i ka ‘āina i ho‘okahikahi pu‘uwai. 〈歌詞〉心を

ひとつにして郷土（の声）を聞きなさい．

kahiki［かひき］すべての外国．PCP tafiti.

Kahiki. カヒキ．
【地理】タヒチ島：南太平洋のフランス領ソサエティ
ー諸島の主島．Ka pae moku ‘o Kahiki. タヒチ諸島．Holo i Kahiki. タ

ヒチ島へ航行する．PEP Tafiti．

kahiko［かひこ］古い，昔の；年をとる；老人（通常，単数扱い）．
〈比
較〉kāhiko の 2．wā kahiko. 昔のこと．hula を参照．ho‘okahiko. 古

い習わしに従って考える［行なう・話す］；昔のことを話す；古い

流儀に執着する；古風な．PPN tafito, PCP tafito．
kāhiko［かひこ］1. はでな服，美しい装飾品，美しい［はでな］もの；
華美な装飾品をつける，着飾る．ho‘oka- hiko. 誰かにすてきな服を
着せる．2. kahiko［老人］の複数形．

Kahikuanalani. カヒクアナラニ．
【神話】女神の名：ナナカオカ［Nana-

kaoka］の妻．カパヴァ［Kapawa］の母．Kapawa を参照．
Ka-hiku-o-nā-lani［かひくおならに］
【建築】オアフ島エヴァ地方（ワ

イパフ区画）のパールシティにあるキリスト教会の名．
〈逐語〉王た
ちの 7 世（カラーカウア王）．
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Kahikolu［かひこる］三位一体．
kāhili［かひり］1. 王室を象徴する，棒の先に鳥の羽をつけた物．2.【植
物】キバナシュクシャ（Hedychium gardnerianum）：ショウガ科シュ

クシャ属の植物；ハワイではカーヒリジンジャと呼ばれている．3.
（ほうきなどで）はく（掃く）．

kahi moe［かひ_もえ］寝る場所，ベッド，簡易ベッド．

Kahinali‘i. カヒナリイ．
【人名】伝説上の首長の名．治世下において洪

水［津波］があったことから，大洪水．津波を意味する．津波は Kai a

Kahinali‘i ともいう．
kāhinu［かひぬ］
（油・グリス・ワセリンなどを）すりつける［込む］．

〈比較〉hinuhinu．
kahi ‘ō［かひ_‘お］スペインの女性がつけるような背高の櫛．
kahi ‘umi‘umi［かひ_‘うみ‘うみ］ほおひげを剃る；床屋．

Ka-hiwa. カヒワ［カヒヴァ］
．
【地名】モロカイ島西部（ハーラヴァ区
画）ハーラヴァの北にある名．渓谷，滝名など．Ka-pali-a-Kahiwa. カ

ヒヴァの崖．
kāholo［かほろ］1. 急な，素早い，早い，迅速な；急速に動く．ho‘oka- holo. 急がせる；早める，促進する．2. 荒い縫い目で縫う；仮り
縫い．lopi kāholo. 仮り縫いの糸．3. フラダンスの「ヴァンプ」とい

うステップ；このステップを踏む．
kāholoholo［かほろほろ］1. 急ぐ，素早い．kāholo の 1 と 2 の重複形．
2. フラダンスのステップ．

Kaholomoku. カホロモク．【人名】カラーカウア王の別名．
kāhonua［かほぬあ］地球儀．
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Ka-ho‘olawe. カホオラヴェ．
【島名】カホオラヴェ島はハワイ 8 島の
1 島．ハワイ主要諸島でただ 1 つ人が住んでいない島．マウイ郡に属

する：カホオラヴェ島は以前は射爆場に使われ，現在は全島が自然
保護地区になっており立ち入りには許可が必要である．
〈逐語〉
（潮
流で）運ばれた．

kahu［かふ］1. 尊敬されている従者［守護者・看守・行政官］；教会

の牧師；犬・猫・豚またはその他のペットを飼っている人．Kona
kahu. 彼のお供．‘O ka ‘īlio kahu. 犬の飼い主．ho‘okahu. kahu のよ
うに振る舞う．2. かまどの番をする，かまどで料理する；かまどの

火を起こす；かまどの番をする人，料理をする人．ho‘okahu. かま
どで料理するための火をおこす．PPN tafu.

kahua［かふあ］1. 基礎，基部，敷地，地面，
（家などの）土台；（キ

ャンプやスポーツのための）空き地；運動場；（軍隊・ボーイスカ

ウト・旅行者の）野営地；（治世上の）原理・原則の布告．Ka Monroe
kahua kālai ‘āina. 土地区分についてのモンロー（米国の第 5 代大統

領）原則．Nou ke kahua. あなたの治世のために．ho‘okahua. 基礎

をしっかり置く，設立する；（兵隊などを）野営させる．PEP ta(f,
s)u‘a. 2. アップリケ模様のキルティングの地．

kahua hale［かふあ_はれ］家の土台または敷地．

kahua hana［かふあ_はな］
（討議などの）主題；（政治上の政策，政

党の綱領などにおける）基本方針．
kahua hō‘ike‘ike holoholona［かふあ_ほ‘いけ‘いけ_ほろほろな］動

物園．
kahua hōlua［かふあ_ほるあ］そりすべりのコース．

kahua ho‘olele leo［かふあ_ほ‘おれれ_れお］ラジオ放送局．
〈逐語〉
声を飛ばすための場所．

kahua ho‘olulu mokulele［かふあ_ほ‘おるる_もくれれ］空港．
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kahua ho‘ouka［かふあ_ほ‘おうか］戦場；競技やコンテストに使われ
る場所．〈逐語〉攻撃のための用地．

Kahua-i-lana-wai. カフアイラナワイ．
【地名】オアフ島ホノルル地方
のヌウアヌ地区（地区 11）にある池の名．

kahua kaua lewa［かふあ_かうあ_れヴァ］空軍根拠地［基地］．

kahua kinai ahi［かふあ_きない_あひ］消防署．
〈逐語〉火を消す場所．

kahua le‘a, kahua le‘ale‘a［かふあ_れ‘あ，かふあ_れ‘あれ‘あ］運動場．
kahu ali‘i［かふ_あり‘い］高貴な首長の家族の王室守護人．

kahua pa‘a［かふあ_ぱ‘あ］堅い土地，しっかりした土壌（どじょう）．
〈比喩〉安全．

kahua pā‘ani［かふあ_ぱ‘あに］スタジアム（階段式観覧席のある，通

例長円形か馬蹄形の競技場）；すべての種類の運動場．
〈逐語〉遊ぶ
ための用地．

kahu ‘ekalekia［かふ_‘えかれきあ］教会の牧師．kahu ekalesia は異
形．
kahu ha- nai［かふ_はない］育ての親，里親．

kahu hipa［かふ_ひぱ］羊飼い．

kahu ho‘oponopono［かふ_ほ‘おぽのぽの］行政官，事務官．
--kāhūhū［かふふ］【文法】驚きや怒りの感嘆詞．

Ka-huku. カフク．
【地名】オアフ島北部地域名（区画名）：町，牧場，
ゴルフコース，サーフィンエリア，多くのエビの養殖場（その場で
食べられる）．岬はオアフ島の最北端．
【地名】ハワイ島カウー地方
の地名．

kahu kula［かふ_くら］
（特に中学校の）教師，
（公立学校教師の）指
導主事．

kahu kula nui［かふ_くら_ぬい］学校長．

Ka-haku-loa. カフクロア．【地名】マウイ島西北部の地域名（区画
名）：町，湾，岬，川．〈逐語〉（背の）高い主人．
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kahuli［かふり］打ち倒す，くつがえす，ひっくり返す．ho‘okahuli. 倒
させる．PPN tafuli．
kāhuli［かふり］1. 変わる，改まる．ho‘oka- huli. 変えさせる，改め

させる．Ho‘okāhuli wale ‘o ia i ka ‘ao‘ao o ka po‘e hewa. 彼は悪しき者

の道を改めさせる．2. 【軟体動物】ランドシェル，陸貝（Philonesia

種）：森林・渓谷地帯に生息する貝の総称．
kāhulihuli［かふりふり］不安定な，ぐらつく；揺れる；（船などが）激

しく揺れた．PPN tafulifuli．
- ［かふり_ぷ
kahuli pu
］完全にひっくり返した，さかさまの．
kāhulu［かふる］【文法】修飾すること；修飾する語句．

Ka-hului. カフルイ．
【地名】マウイ島北部（ワイルア区画，パーイア
区画）の地名：町，湾，港，サーフィンエリア．かつてはサトウキ
ビなどを運んだ列車は現在，観光用に運転されている．
【地名】ハワ
イ島コナ地方（カイルア区画）カイルアの町の南一帯の名．湾の名．

kahu ma‘i［かふ_ま‘い］看護婦．
kahu ma- lama［かふ_まらま］管理人，守衛．
kahu mālama hale［かふ_まらま_はれ］家政婦，ハウスキーパー．

kahuna［かふな］聖職者，牧師，魔術師，すべての職業における熟練
者．ho‘okahuna.（kahuna などに）任命する，養成する．PPN tufunga,

PCP t(a, o)funga.
kāhuna［かふな］kahuna の複数形．
kahuna ‘anā‘anā［かふな_‘あな‘あな］黒魔術を業とする魔術師．

kahuna a‘o［かふな_あ‘お］宣教師．
kahuna ha‘i‘ōlelo［かふな_は‘い‘おれろ］伝道者（特に巡回説教師）．
kahuna ho‘oulu ‘ai［かふな_ほ‘おうる_‘あい］農業の熟練者．
kahuna kālai［かふな_からい］彫刻術の熟練者，彫刻家．
kahuna kālai wa‘a［かふな_からい_わ‘あ］カヌーの建造者．
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kahuna kilokilo［かふな_きろきろ］空のきざしを観察する聖職者また
は熟練者．

kahuna lapa‘au［かふな_らぱ‘あう］内科医，開業医．
〈逐語〉
（病気
を）治す熟練者．

kahuna pule［かふな_ぷれ］伝道者，牧師，聖職者．
〈逐語〉祈祷（き
とう）熟練者．

kahu pipi［かふ_ぴぴ］牧夫，畜牛の番人，牧童．

kahu puke［かふ_ぷけ］司書．kahu buke は異形．

kahu wai［かふ_わい］水の権利と分配を管理する人．

Kahu-wai. カフワイ．
【地名】ハワイ島，プナ地方ハレプアア近くの火
口の名．

kahu waiwai［かふ_わいわい］
（他人の財産の）受託者，
（遺言者の指
定した）遺言執行者．〈逐語〉富や財産の保管者．

kai［かい］1. 海，海水．I kai. 海の方に（ある）．Makai. 海辺で，海
の方に（ある），海に向かって．PPN tahi, PNP tai. 2. 肉汁，ドレッ

シング（ソース）．3. 〔間投詞〕まぁ，なんとたくさん，なんとすご
い．Kai ke kolohe! まぁ，何とひどい．

ka i, kai［か_い，かい］ka mea i（…をした人）の短縮形．

kai-. 【文法】6 つの親族関係語に使われる接頭辞：kaikaina, kaiko‘eke,
kai-kua‘ana, kaikuna-ne, kaikuahine, kaika-mahine．
-kaī, kaīī［かい，かいい］
【文法】より大きな効果を示すために，長く
発音される不快・困惑の感嘆詞．

ka‘i［か‘い］1. 導く，案内をする；持ち上げて運ぶ；（一列や行列し
て，または子供が歩く練習をする時のように）ゆっくりと歩く［一
定の足どりで進む］．
〈比較〉alaka‘i, huaka‘i. PPN taki. 2. フラの踊り

手が観客の前に入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．ho‘i の 3

を参照．3. 【品詞名】限定詞（冠詞など）を意味する文法用語．
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kai a Kahinali‘i［かい_あ_かひなり‘い］津波．Kahinali‘i を参照．
〈逐
語〉カヒナリイの海．

kai a malō, kai a malo‘o［かい_あ_まろ，かい_あ_まろ‘お］岩礁がむ

き出しになるほどの急激な干潮．〈逐語〉乾いた海．
-- ［かいあ
kaiāmu
む］（会合などで）無言で座っている．

kaiao［かいあお］あけぼの，夜明け；夜が明ける．Ke wehewehe maila
kaiao. 夜明けがはじまる．Ua kaiao lākou. わたしたちの夜明け．

kai a Pele［かい_あ_ぺれ］
（地震・台風などによる）
大津波，高波．
〈逐
語〉ペレの海（気性の激しい火の神ペレが，怒り狂ったように荒れ

る海）．

kai apo［かい_あぽ］高潮，満潮．〈逐語〉囲まれている海．

kai au［かい_あう］潮流の動きが見てわかる海．
〈逐語〉流動する海．
kaiāulu［かいあうる］地域協同体，近隣，村落．
Kaiāulu［かいあうる］
【気象】オアフ島南西部，ワイアナエ（ワイア
ナエ区画）に吹く，穏やかで心地よい風．

ka‘iawe［か‘いあヴェ］
（〜に）沿ってゆっくり動く；（止まらずに）ど
んどん動く．Ka‘iawe ka huila wai. 水車は回り続ける．Ka‘iawe ka

hā‘upu aloha. 〈歌詞〉愛する人を思い出し，ゆっくりと歩く．

kai ea［かい_えあ］高潮；通常よりも高い所まで打ち上げる波．
〈逐語〉
上昇する海．
kai e‘e［かい_え‘え］高波. kai ho‘e-‘e も同じ．〈逐語〉登る波．

kaiehu［かいえふ］
（ほこりや泥などを）まき散らす［かき回す］
；（し
ぶきなどを）高く飛ばした．
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Ka-‘ie‘ie. カイエイエ．1. 【海峡】オアフ島とカウアイ島間の海峡名．
ka ‘ale o Ka‘ie‘ie. カイエイエの波：Ka‘ie‘ie Loko［内側のイエイエ］，

Ka‘ie‘ie Waena［真ん中のイエイエ］，Ka‘ie‘ie Waho［外側のイエイエ］
とあり，これらはカヌーの航路と同義であると考えられる．Ka‘ie‘ie
Waho が一般的（For. Sel. による）．2. 【地名】ハワイ島東北部（ホノ

ムー区画）にある名：川など．3. 【ヘイアウ】オアフ島ホノルル地
方カリヒにあったヘイアウの名．

Ka-‘ie‘ie Loko. カイエイエ・ロコ．【海峡】Ka‘ie‘ie の 1 を参照．

Ka-‘ie‘ie Waena. カイエイエ・ワエナ［カイエイエ・ヴァエナ］
．
【海
峡】Ka‘ie‘ie の 1 を参照．

Ka-‘ie‘ie Waho. カイエイエワホ．【海峡】Ka‘ie‘ie の 1 を参照．
kai emi［かい_えみ］潮が引いている海．〈逐語〉衰える海．

Kai-halulu. カイハルル．
【地名】マウイ島東部（ハーナ区画）カーウ
イキ岬（突端）の海岸の名．〈逐語〉ほえる海．

kai he‘e［かい_へ‘え］引き潮．

ka‘i hele［か‘い_へれ］歩く，動く，進む；（子供が歩く練習をする時

のように）何かにつかまったり，たよりなく歩く；（チェッカーのこ

まなどを）動かす．
kai ho‘ē‘e［かい_ほ‘え‘え］kai e‘e も同じ．

kai hohonu［かい_ほほぬ］深い海；高潮．

kai ho‘i［かい_ほ‘い］引き潮．〈逐語〉引きかえす海．

kai holo［かい_ほろ］流動する海［潮流］．

kai ho‘olulu［かい_ほ‘おるる］穏やかな海水面．

ka‘i huaka‘i［か‘い_ふあか‘い］パレード；パレードで行進する．
kā‘i‘ī［か‘い‘い］無情な，頑固な；けちくさい；助けを拒否する．

ka‘ika‘i［か‘いか‘い］主に ka‘i の 1 の重複形；導く，支える；持ち上
げる；（声などを）あげる；（足を）運ぶ．Ka‘ika‘i i ka leo. 声をあげ

る．
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ka‘ika‘ikū［か‘いか‘いく］しつける（躾ける），意思に逆らって導く，
許しもなくあちこちに連れ回す．

kaikaina［かいかいな］兄から見て弟，姉から見て妹，男性［女性］か
ら見て同性の年下のいとこ．PPN t(e, a)hina.

kaikamahine［かいかまひね］少女，娘，めい（姪）．PNP tama‘afafine.
kaikamāhine［かいかまひね］kaika-mahine の複数形．
kaikea［かいけあ］（特に浜辺に打ち寄せる）白い海の泡．

ka‘i ke‘a［か‘い_け‘あ］
【教会】
〔カトリック〕十字架の道行きの留（り

ゅう）（キリスト受難中の諸事件を順次に 14 の絵その他で表わし，
そのそれぞれに木の十字架を付したものをいう．信者は順を追って

各事件の前に止まって祈りを捧げ黙想する）；行列祈祷（きとう）式．
- ［かい_こ
kai ko
］流れの強い海．

kaiko‘eke［かいこ‘えけ］配偶者の兄弟［姉妹の夫］，男性の義理のい
とこ；配偶者の姉妹［兄弟の妻］，女性の義理のいとこ．PPN ta‘okete.

kaikua‘ana, kaiku‘ana［かいくあ‘あな，かいく‘あな］弟から見て兄，
妹から見て姉，男性［女性］から見て，年上の同性のいとこ；年長

系統の同性の兄弟［姉妹］またはいとこ．PCP tuakana.

kaikuahine［かいくあひね］
（男性から見て彼の）姉妹または女性のい

とこ．PPN tuafafine.
kaikunāne［かいくなね］
（女性から見て彼女の）兄弟または男性のい
とこ．PPN tunga‘ane．

kai lawai‘a［かい_らわい‘あ/らヴァい‘あ］（漁場としての）浅海．
kāili［かいり］サツマイモのつるの繊匐枝（せんふくし），サツマイモ
のつる；一さしの魚，ひもで吊るされた魚；魚を吊るひも．
kā‘ili［か‘いり］1. ひったくる，ひっつかむ，腕力で奪い取る；（驚き
などで）息が止まる．2. 魚採りに使う繊細な網．waiwai kā‘ili. 分け

前．
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Kailua. カイルア．
【地名】オアフ島の東部（モーカプ区画）にある地

名：ハワイ州第 2 の町の名，湾，海浜公園，川．
【地名】マウイ島東
部（パーイア区画，ハイクー区画）にある地名：丘，川など．
【地名】
ハワイ島コナ地方の地域名（区画名）：町，学校，湾，いにしえのサ
ーフィンエリア．〈逐語〉2 つの海．

kai make［かい_まけ］干潮．

kai malo‘o［かい_まろ‘お］
（礁がたくさん現われている時のような）干
潮時．〈逐語〉乾いた海．

kaimana［かいまな］ダイヤモンド．daimana は異形．英語 diamond
より．

Kaimana-Hila. カイマナヒラ．
【地名】オアフ島，ホノルル東南部の火

口のいただき．カイマナヒラは．英語のダイヤモンドヘッドをハワ
イ語に訳した語で，ハワイ名は Lae‘ahi. 逐語は「マグロのおでこ」で

後に Lē‘ahi と変化．

kai miki, kai mimiki［かい_みき，かい_みみき］
（特に高波が来る直前

の）かなり勢い良く波が引いて行く海．
〈逐語〉あとずさりする海．

kaimoku［かいもく］（潮が引き始める時の）半潮．

Kai-mū. カイムー．
【地名】1）ハワイ島北部（ワイピオ区画）の川の
名（ハーマークア保護林方面）．2）ハワイ島東部プナ地方（プナ区

画）の地名：町，いにしえ（古）のサーフィンエリアはかつてはホ
ーエフと呼ばれた．

Ka-imu-kī. カイムキー．
【地名】オアフ島ホノルル市の地区名（地区
33）：住宅地，高等学校などの名．
〈逐語〉ティーの葉を燃やした地
下かまど（竃）．

kaina［かいな］1. kaikaina と同じ（話し言葉として最も使われる言い
方）．PPN t(e, a)hina. 2. （人・動物・物などの）種類．英語 kind よ

り．
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Kainaliu. カイナリウ．
【地名】ハワイ島コナ地方（カイルア区画）の
地名：町の名．かつては Kā-i-nā-liu. 船底の水垢（取り人）と呼ばれ
た．

Kainalu. カイナル．
【地名】オアフ島東部コオラウポコ地方（モーカ

プ区画）カイルアにある地名：街道名，小学校，地域名．
【地名】モ
ロカイ島東部（ハーラヴァ区画）にある峡谷一帯の名（渓谷は東経

156 度 46 分あたりにある Pu‘u-manō の近く）．Abner Pākī (Bernice

Pau-ahi Bishop の父親）生誕の地．
kainō, kainoa［かいの，かいのあ］なぜ…でないのか；わたしはそう

思った（しかしそうではなかった）．Kainō ua hele ‘oe. あなたは行っ
てしまったと思った．

kai nui［かい_ぬい］高潮，大波．

kaiolohia［かいおろひあ］穏やかな［静かな］海．
〈比喩〉心の幸せ．

kaio‘o［かいお‘お］（風など）強い海；このような状態の海になる．

Kai-palaoa. カイパラオア．
【地名】1）ハワイ島ヒロ地方のいにしえ

のサーフィンエリア．2）ヒロの町のアーヌエヌエ通りにある地名．
Mūkīkī ana ka manu i Kaipalaoa. カイパラオアでは鳥がみつ（蜜）を

吸っています．〈逐語〉クジラ（の）海．

kai piha［かい_ぴは］高波，高潮，満潮．

kai pi‘i［かい_ぴ‘い］高い［上昇する］潮．

kai po‘i［かい_ぽ‘い］砕ける波．

Ka-ipu-ha‘a. カイプハア．
【地名】ハワイ島北西部コハラ地方（コハラ
区画）にある地名．〈逐語〉低いヒョウタン（瓢箪）．

kai pupule［かい_ぷぷれ］荒海．〈逐語〉狂気じみた［不安な］海．

Kai‘ula［かい‘うら］
【地理】紅海．Kai［海］+ ‘ula［紅い］．Kai‘Ula と
もつづる．

kai ulu［かい_うる］満潮の海，水位の増している海．
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Kai Waena Honua［かい_わえな/ヴァえな_ほぬあ］
【地理】地中海：

アフリカ・ヨーロッパ・アジアの三大陸に囲まれている海．
〈逐語〉
陸地のまん中の海．

kai wahine［かい_わひね/ヴァひね］穏やかな［静かな］海．
〈逐語〉女
らしい海．

(Kōwā) Ka-iwi. （コーワー）カイヴィ．
【海峡】カイヴィ海峡：オアフ
島とモロカイ島間の海峡名．

Ka-iwi-‘ula. カイヴィウラ．
【地名】オアフ島ホノルル地方カリヒカイ
地区（地区 1）の通りの名．ビショップ博物館，カメハメハスクール
のある一帯の名．〈逐語〉赤い骨．Ka-pā-lama を参照．

kaka［かか］すすぐ，洗い落とす．
-kākā［かか］1. 打つ，投げつける，打ちつける，ぶち切る；（穀物な

どを）脱穀する，続けさまに打つ；（火打ち石で刃金などを）打つ．2.

排泄する；排泄物（露骨にならぬように子供達に教えられた言葉）．

kaka‘a［かか‘あ］ころがる，ひっくり返る；（車輪などが）回転する；

ころがること，回転．ho‘okaka‘a. 回転させる，ころがらせる；宙
返り［横とんぼ返り］をする．

Kaka‘ako. カカアコ．【地名】オアフ島ホノルル地方の地区名（地区
16）：ダウンタウンの東南（アラモアナの西だが間にケワロ地区が

ある）．【地名】モロカイ島西部（イーリオ区画）の峡谷．

kakahiaka［かかひあか］朝．kakahiaka nui. 早朝．Aloha kakahiaka. お

はようございます．
kākai［かかい］
（バケツ・ポット・かごなどの）取っ手；網で覆われ
たヒョウタン（瓢箪）がつり下げられているひも．

kaka‘i［かか‘い］集団と一緒に歩いて行く；（親鳥の後ろに続くひな鳥
のように）一列に並んでついて行く；行列．

kaka‘ikahi［かか‘いかひ］少なくて，まばらな，まれな，少数［少し］
しかない；めったに…ない，まれに．
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kakaka［かかか］1. 弓；弓を射る．矢は pua. 2. kaka の重複形．
- kā kākou［か_かこう］
〔人称代名詞 1 人称複数（3 人以上）所有格・
所有代名詞〕我々の，我々のもの．PNP ta‘a tatou, PCP taa taatou.

kakala［かから］kala の 1 の重複形．Haki kū ka ‘ino, haki kakala.〈歌詞〉
すべてを破壊する．逐語訳は「（ペレは）罪あるものも罪のないもの

も破壊する」．
kākala［かから］1. 魚やエビの尾などにあるトゲ状の部分；鋭い，ト
ゲのある．2. タカラガイで作った疑似餌（ぎじえ）と石の錘りのタ
コ釣りの用具．3. 寄せ波；波が寄せる，一陣の風が吹く．4. 十分に

成長した：ヒョウタン（瓢箪）の茎が乾燥した状態などをいう．
kākalaioa［かからいおあ］1. とげ（棘）のある，イバラのある．Lei
kākalaioa. イバラの冠：王を名乗ったイエスの冠のこと．通常イバ

ラではレイや冠は作らない．2. 野バラ．
-- kākā lā‘au［かか_ら‘あう］剣術のやり；剣術をする．
kakale［かかれ］kale の重複形．

kakali［かかり］kali の重複形．Kakali au a hala ka manawa. わたしは時
間の経過を待つ．

kakalina［かかりな］ガソリン．英語 gasolin より．
-kākāmaka［かかまか］塩で味をつけた生肉；生の肉をぶつ切りにして
塩を振りかける．〈逐語〉生の肉片．
Kākana［かかな］サタン，魔王．Satana は異形．英語 Satan より．

kakani［かかに］騒々しい；くり返し騒音をたてる；鳴り響くこと．

ho‘okakani. 騒音をたてる．
-- kākā‘ōlelo［かか‘おれろ］雄弁家，言葉を使うことに熟達した人；忠
告者；話の上手な人；演説する．〈逐語〉言葉を投げつける．
kākau［かかう］1. 書く；タパ［kapa］に模様をつける；書くこと．Mea

kākau. 作家，著者．2. …に入墨をする；入墨をすること．PPN tatau.
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- kā kāua［か_かうあ］
〔人称代名詞 1 人称双数（2 人）所有格・所有代

名詞〕我々の，我々のもの．PNP ta‘a taaua, PCP taa taaua.
-kākāuha［かかうは］固くて曲らない；前に伸ばした．lima kākāuha. 前

に伸ばした腕．Ā e ho‘ōla wau iā ‘oukou me ka lima kākāuha ā me na

ho‘opai ‘ana he nui loa. そしてわたしは差し伸べた手と大いなる励

ましをもって，あなたがたに命を与えるであろう（出エジプト 6-6）．
kākau ho‘opa‘a［かかう_ほ‘おぱ‘あ］登記［登録］する．

Kaka‘uiki. カカウイキ．
【地名】オアフ島ホノルル地方（ダウンタウン
の近く）の地名．Ka-pā-lama を参照．
kākau inoa［かかう_いのあ］
（名前を）サインする，署名する，登録

する；（事実・状態などの証拠となるような）しるし，署名．
kākau kaha［かかう_かは］罫（けい）を作成する，印刷する，
（印を

付けて）描く，入墨をする．
kākau lima［かかう_りま］手書き；手で書かれた．
kākau mo‘olelo［かかう_も‘おれろ］著者；書記または記録係．
kākau ‘ōlelo［かかう_‘おれろ］書記，事務官．
kākau ‘olelo pokole［かかう_‘おれろ_ぽこれ］速記者；速記法．

kake［かけ］1. 首長がまたは首長のために手を加えて作った［作られ

た］歌．ho‘okake. kake を語る［伝える］；不明確に話す．2. 前後
- kake. 乱す，邪魔（じゃま）す
にずり落ちる；混ぜる．ho‘okake, ho
る．

kakekimo［かけきも］（キリスト教の）教理問答．
kākela［かけら］1. 上手に演ずる．2. 城．英語 castle より．
kākele［かけれ］1. オイルをすりつける［込む］；ソースや肉汁を混

ぜる［とろ火で煮る］．2. 滑る；思いのまま当てもなく歩き，したが

って自分が望むようなことをする．
-kākī［かき］カーキ色［茶褐色・黄褐色］
（の）；軍隊，軍人．英語 khaki
より．
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kākia［かきあ］
（釘やくさびなどで）しっかりとめる；釘，くさび．Hale
kākia kāma‘a lio. 鍛冶屋．〈逐語〉ウマの靴を打つ家．

kakiana［かきあな］
【軍事】
（米陸軍・海兵隊）の軍曹．たぶん kākī か
らの派生語．
kāki‘i［かき‘い］攻撃する，
（銃などを）突き付ける；（戦闘用のこん棒

を）おどして振り回す．
kākini［かきに］ダース，12 個；貯蔵すること，在庫品．
kāki‘o［かき‘お］
（犬・牛などの）ひぜん，膿痂疹（のうかしん）
（急
性の炎症を起こす皮膚病），かゆいこと，皮膚の膿疱（のうほう）の
かゆみ．

Kakōlika［かこりか］カトリック．Katolika は異形．英語 Catholic よ

り．
kāko‘o［かこ‘お］支える，維持する，手伝う，つっかい棒をして［押

えて］おく；帯，ガードル．〈比較〉ko‘o（支える）．
kākou［かこう］
〔人称代名詞 1 人称複数（3 人以上）・聞き手を含む〕
（あなたを含めた）わたしたち．Kā/Kō kākou. わたしたちの，わたし

たちのもの．PNP kita(a)tou, PEP ta‘atou, PCP taatou.
-kākū［かく］
【魚】オニカマス（Sphyraena barracuda）：カマス科の海
産魚の総称；細長く食肉性の熱帯・亜熱帯の海魚；ある種のもの

は食用になる．
kākua［かくあ］
（腰に巻くスカートのような衣類のサロンなどを）巻
きつける，またはしっかり結びつける．PCP taatua.

Kakuhihewa. カクヒヘヴァ．【人名】オアフ島の伝説的な首長名．

O‘ahu o Kakuhihewa. カクヒヘヴァの（治める島）オアフ．Kaulana ka
inoa ‘o Kakuhihewa. カクヒヘヴァは偉大なり．
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kala［から］1. ゆるめる，解く，解き放つ；許す，容赦する，勘弁す

る；布告する；悪い影響のある人を救う祈り．E kala mai ia‘u. わた

しをお許しください：軽く Kala mai. と言うと，人に声をかけると
きの「すいません（英語の Excuse me.）」となる．ho‘okala. 解放す

る．PPN tala. 2. ネジ回し．3. 【魚】ツマリテングハギ，テングハギ，
テングハギモドキ：ニザダイ科クロハギ属の数種類の魚．4. （サメ

皮などの）ざらざらした．ho‘okala. 削ってとがらせる，
（刃物など
を）とぐ．5. （家の）切妻屋根．6. 【鳥】アジサシ（カモメ類）．PPN

tala. 7. （植物の）とげまたは針．
-kālā［から］ドル紙幣，銀貨．dala は異形．英語 dollar より．
kāla‘au［から‘あう］1. kālā‘au の異形．2. 剣術，剣術をする．
〈参照〉
kākā lā’au.
-kālā‘au［から‘あう］古典フラで使う棒；棒を持って踊る踊り；棒を持
って踊る．kāla’au は異形．

Ka Lae. カ・ラエ．1. 【地名】ハワイ島南部カウー地方の地域名（区
画名）：カラエ岬はハワイ諸島の最南端でアメリカ合衆国の最南端

でもある．ここの Pōhaku-wa‘a-Kauhi［カウヒ（首長の名）のカヌー

の石］はタヒチからきたカヌーが石になったものといわれている．2.

［lae］の意味は「おでこ，額」で，
「岬，突端，半島」を意味する．Ka

Lae/Kalae は文字通り［みさき］である（日本の地名で例えると三崎，
御崎，岬）．地図などでは［L.］と略記する．
〈比較〉(L.) Ka‘ena, (L.)

Pōhaku-loa.

Kala‘e. カラエ．
【地名】モロカイ島，中央部（カウナカカイ区画）の

北部にある地名．
kāla‘e［から‘え］澄みきった，穏やかな．ho‘oka- la‘e. 晴れになる．

Ka-lae-o-ka-‘īlio. カラエオカイーリオ．
【地名】逐語は「イヌの岬」で

各島にある．1）マウイ島（カウポー区画）の岬名．2）モロカイ島
西部（イーリオ区画）の岬名．3）ハワイ島コナ地方の岬名．
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kalahala［からはら］償い；容赦する，…に無罪を申し渡す．
〈逐語〉罪
を許す．

Ka-lā-hiki. カラーヒキ．
【地名】ハワイ島コナ地方南部（ホーナウナ
ウ区画）一帯の名：ビーチ名．〈逐語〉日の出．

Ka-lā-hiki-ola. カラーヒキオラ．
【地名】ハワイ島北部コハラ地方（コ

ハラ区画）のヌヌルの地名．同地の教会名．
〈逐語〉太陽がもたらし

た命．救いの日．
kālai［からい］切り分ける，切る，たたき切る，
（像などを）刻む，形

作る；（土地などを）分割する．PPN talai, PEP taalai．
Ka lā i ala hou ai ka Haku［か_ら_い_あら_ほう_あい_か_はく］プロ

テスタントの用語で復活祭．
〈逐語〉主が新しく起き上がるその日．

〈参照〉Pakoa.
kālai‘āina［からい‘あいな］政治上の；政治；政治経済学．
〈逐語〉土
地分割．Kuhina Kālai‘āina. 内務大臣．

kala‘ihi［から‘いひ］固い，こわばった；（熱さ，寒さで体が）硬直す
る，
（任務の重圧で）固くなる．Lā‘au kala‘ihi ia na ke anu. 〈歌詞〉そ

れは寒さで硬直している木です．

kalaima［からいま］
（法律上の）罪，犯罪；犯罪（性）の，刑事上の．

Hana kalaima. 罪のある行為．karaima は異形．英語 crime より．
kālaimoku［からいもく］
（大・公使館の）参事官，総理大臣；これら

の官職を遂行する．〈逐語〉島を管理する．
- haku［か
kālai po
らい_ぽはく］石切断器；石を刻む［刻んで形をつけ
る］．

kalaiwa［からいヴァ］
（車を）運転する；運転手．Kalaiwa ka‘a. 車を

運転する；車の運転手．英語 drive より．
kālai wa‘a［からい_わ‘あ/ヴァ‘あ］カヌーの彫刻師；カヌーを造る．
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(Kāwika) Ka-la- -kaua. カラーカウア．
【人名】ハワイ王国の第 7 代国

王：ファーストネームがディビッド（Kāwika：ダヴィデのハワイ語
表記）とあるようにキリスト教徒であるが，フラの復興に力を尽く
した．1891 年サンフランシスコで客死した．カラーカウア王は日本
史上，日本国を初めて訪れた外国の国家元首でもある．
〈逐語〉戦い

の日．
【地名】カラーカウア王の名を冠した地名は各島・各地にある
—ホノルルの通りの名．スコーフィールドのゴルフコースなど．ま
たいわゆるネーミングにも多く使われている．
-kālā ke‘oke‘o［から_け‘おけ‘お］銀貨．〈逐語〉白いドル．

kalakoa［からこあ］更紗（さらさ）；（クロトンの葉のように）さまざ
まな色でまだらにした；捺染（なっせん）された木綿生地．キャラ

コ．英語 calico より．
- kā lākou［か_らこう］
〔人称代名詞 3 人称複数（3 人以上）所有格・所
有代名詞〕彼等の，彼等のもの．PNP ta‘a la(a)tou, PCP taa laatou．

kalakupua［からくぷあ］魔法；不思議なまたは超自然的な力に支配

された．ho‘okalakupua. 魔術師，魔法使い；不思議な行動をする．

Ka-lalau. カララウ．【地名】カウアイ島北西部のハナレイ地方の地

名：ナーパリコーストを見おろす崖，トレイル，谷川．Ka pili loa o

Kalalau. カララウの大きな崖．
【地名】ハワイ島東部ヒロ地方（ヒロ
区画，ホノムー区画）の地名：岬名など．

Kalalea. カラレア．
【地名】カウアイ島東部，カワイハウ地方の低山

域（アナホラの北西部でワイアレアレに連なる）．超能力を持った
鳥・フル［Hulu］が開けたとされる穴［洞窟］が有名．
【地名】ハワ
イ島南部カウー地方（カラエ区画）のカラエ岬にある「（女人禁制の）
釣りの漁場」．この地の石は Pōhaku-o-ke-au［時/潮流の石］として知

られる．
kalalı-［からり］誰にも挨拶しないで，素早く［威勢よく］歩く；傲慢
（ごうまん）な態度で［きびきびと］話す［歩く］；高慢な．
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Ka-lama-‘ula. カラマウラ．
【地名】モロカイ島中央部（カウナカカイ
区画）のカウナカカイの町に近いところ．モロカイ島で最初の自営

農地名．Me ka nani o Kalama‘ula. カラマウラの美しさとともに．
【地
名】ハワイ島コナ地方 Kau-ka-hōkū の別名．

kalana［からな］moku（管区）や地区よりも小さい土地区分；いなか，

地方．
kālana［からな］ka- nana の 1 と 2 に同様．
kālana kākau［からな_かかう］筆記帳，
（1 枚ずつはずして使えるよ

うになっている）はぎとり便せん帳．
kālani［からに］ガロン（容量の単位：3.785 リッター）．galani は異
形．英語 gallon より．

Ka-lani-ana-‘ole. カラニアナオレ．
【人名】クーヒオー王子：クーヒオ

ー王子の名は出現が多く，それだけつづりの異形やタイプミスが多
- -hio
- Ka-lani-ana-‘ole を参照．
く見られる．(Jonah) Ku

Ka-lani ‘Iolani. カラニ・イオラニ．
【人名】リホリホ王の名：イオラ
ニはカメハメハ II 世と IV 世の名．

Ka-lani-kāula. カラニカーウラ．
【地名】モロカイ島東部（ハーラヴァ
区画）にあるククイの木のある丘の名：ラニカーウラは高名な魔術
師で，ククイの木は彼の化身．

Ka-lani-ō-pu‘u. カラニオープウ．
【人名】ハワイ島の首長でカメハメ
ハ I 世のおじ．

(Pali ‘o) Kalapakea. カラパケア．
【地形】カホオラヴェ島東部カナポ

ウ湾にある海に面した崖．I ke kai olohia o Kalapakea. カラパケアの
穏やかな海で．

Kalapakī. カラパキー．
【地名】カウアイ島東部リーフエ地方の海岸名．
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Kala-pana. カラパナ．
【地名】ハワイ島東部プナ地方（カラパナ区画）
の地域名（区画名）：町，公園，トレイル．黒砂とヤシの生い茂る美

しい海岸で知られていたが，1993 年の噴火の溶岩で様相が変った．

Ka-lapa-wai. カラパワイ．
【地名】オアフ島東部コオラウポコ地方（モ
ーカプ区画）カイルアにある地名．〈逐語〉分水嶺．
-kālā pepa［から_ぺぱ］紙幣．

kalapu［からぷ］1. クラブ，団体；トランプの札のクローバー［クラ
ブ］．英語 club より．2. 皮ひもで結びつける，縛る；皮ひも．英語

strap より．
- kā lāua［か_らうあ］
〔人称代名詞 3 人称双数（2 人）所有格・所有代
名詞〕彼等の，彼等のもの．PNP ta‘a laaua, PCP taa laaua．

kalaunu［からうぬ］王冠，光冠．karauna は異形．
〈比較〉pua kalaunu．
英語 crown より．

Ka-laupapa. カラウパパ．【地名】モロカイ島中央部北側の半島一帯
（カラワオ郡）の名：町，半島，地区の名．ダミアン神父のらい病（ハ
ンセン病）病院・サナトリウムで名高い．カラワオ郡は全米で 1 番
（2 番とも）小さい郡．Kalawao を参照．
kālawa［からわ/からヴァ］
（道路や海岸に沿った）曲線，湾曲部．hālawa
も同じ．

Kalawao. カラワオ．
【地名】モロカイ島の郡名：モロカイ島はマウイ
郡の管轄であるが，カラウパパ半島一帯のカラワオは独立した郡と
なっている．カラワオ郡は全米で 1 番（2 番とも）小さい郡．Ka-lau-

papa を参照．
kālawe［からうぇ/からヴェ］
（手おけ・バケツなどを）手に持って［腕
にかかえて］運ぶ．

Kalawina［からヴィな］カルビン派の，会衆派教会制の．人名・英語
Calvin より．

214

kale［かれ］水っぽい，
（水っぽい poi のように）ほとんど液体の．Waha
kale. 口からよだれをたらす．PCP（たぶん）tale．

kalekale［かれかれ］kakale と同じ；むだ話しをする，人のことをしゃ

べり歩く．ho‘okalekale. 水っぽく作る；うそをつく，だます；やわ

らかい，海綿状［質］の．
kālele［かれれ］1. 支え，手すり；（支えなどに）もたれる；…を信頼
している．ho‘oka- lele. 支えさせる；重圧．2. 【文法】音声学でいう

アクセント，ストレス．
kalele- ［かれれ］セロリ，オランダミツバ．英語 celery より．

kalelei［かれれい］…の方へ注意を向ける，…を聞く．
kālele leo［かれれ_れお］
【文法】音声学でいうアクセント，ストレス；
強声法．
kālele mana‘o［かれれ_まな‘お］強調する，力説する．

Ka-lena. カレナ．
【地名】1）オアフ島スコーフィールド基地（スコー

フィールド区画）一帯の名：オアフ島で 2 番目に高い峰．2）オアフ

島．ホノルル地方カリヒ・ウカ地区（3）の街道．
kāleo［かれお］言う［言った］こと，言いまわし，語法．
kālepa［かれぱ］商人，貿易商人；売買する，商品などを売る．
〈逐語〉
旗を突き刺す（poi や他の商品が売りだしの時，その目印に小さな旗
を掲げたのでこう呼ばれた）．Moku kālepa. 貿易船．

Kaleponi. カレポニ．
【地理】カリフォルニア州：米国太平洋岸の州．
英語 California より．‘Ike iā Kaleponi he ‘āina anu. カリフォルニアの

寒い陸地を見ます．
kālewa［かれヴァ］あちらこちらに移動する；（雲などが）風によって

流れる［動く］；行商する（かつて商品は運搬用の棒につるされ，ゆ
らゆら揺られて運ばれた）；（船が陸地または他船から）少し離れて
いる．
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kali［かり］待つ，暇どる，手間取る；のろい，長時間かかる．ho‘okali.
待たせる，遅らせる；（病気など）長びく，ぐずつく．PPN tali．
-kālī［かり］脊柱（せきちゅう）；（レイを作るため花や貝に通した，ま

たはたいまつとして使うキャンドルナッツをつなぐために使われ

た）糸．

kalia［かりあ］1. 【植物】自生の木（Elaeocarpus bifidus）：ホルトノ科

ホルトノキ属エラエオカルプスの一種．PNP tali(a, e). 2. kali の受身
形または命令形．3. サツマイモの一種．

Ka-lihi. カリヒ．
【地名】1）オアフ島ホノルル地方の地区名（Kalihi Kai,
Kalihi Uka, Kalihi Waena）の総称．Ka-pā-lama を参照．2）ホノルル地
方サンド・アイランドの水路名．
【地名】ハワイ島コナ地方北部にあ
る岬名．

Ka-lihi Kai. カリヒ・カイ．
【地名】カウアイ島北部ハナレイ地方の地
名：浜辺，海浜公園など．
【地名】オアフ島ホノルル市の地区名（地

区 1）：浜辺，海浜公園，小学校などの名．
〈逐語〉海に面したカリヒ．

Ka-lihi Uka. カリヒ・ウカ．
【地名】1）オアフ島ホノルル市の地区名
（地区 3）
：小学校などの名．
〈逐語〉山に面したカリヒ．2）
「カリヒ

の高地」という意味でオアフ島カリヒ渓谷一帯を表すことがある．

Ka-lihi Waena. カリヒ・ワエナ．
【地名】オアフ島ホノルル市の地区
名（地区 2）：小学校などの名．〈逐語〉中央のカリヒ．

Ka-lihi Wai. カリヒ・ワイ．
【地名】カウアイ島北部ハナレイ地方の地
名：町，湾，波止場，川，飛行場（Princeville Airport）．He mo‘olelo

no Kalihiwai. カリヒ・ワイの物語です．

kalika［かりか］絹，シルク．英語 silk より．
kālika［かりか］ガーリック，ニンニク．もっと一般的な‘aka‘akai pūpū
を参照．galika は異形．英語 garlic より．

Kalikamaka［かりかまか］Kalikimaka と同じ．
216

kāliki［かりき］
（女性用下着の）コルセット，ガードル；ウエストを
きつく締めるもの；ズボンつり；（コルセットなどを）締める．

Kalikiano［かりきあの］クリスチャン，キリスト教（の）；キリスト
教徒．Kristiano は異形．多分ギリシャ語 Christianos より．

Kalikimaka［かりきまか］クリスマス．英語 Christmas より．
-［か
kāliki waiu
りき_わいう］ブラジャー，コルセットカバー（コルセ
ットの上部を覆うために着けるキャミソールのような下着）．〈逐
語〉乳房用コルセット．

kalima［かりま］クリーム．英語 creamより．

kalima hamo［かりま_はも］化粧用クリーム．
-［かりま_わいう
kalima waiu
］クリーム，乳脂，乳皮（ミルクの脂肪
分）．

Kalisto［かりすと］キリスト．Karisto, Kristo は異形．ギリシャ語の
Christos［救世主］より．イエス［Iesū］は救世主であるとするのが
キリスト教．

Ka-li‘u. カリウ．
【地名】ハワイ島東部プナ地方（カラパナ区画）の丘
の名（Pu‘u Kali‘u は 326m. 1,071ft.）．‘O ka ‘awa ‘ili lena i ka uka o

Kali‘u. 〈歌詞〉黄色の樹皮のアヴァの木はカリウの高地（「にある，
の象徴，のため」など）．〈逐語〉塩のしみ込んだ．

Ka-liu-wa‘a. カリウワア．【地名】オアフ島北東部コオラウロア地方
（カハナ区画）ハウウラの一帯：渓谷，滝（Sacred Falls）．
〈逐語〉カ
ヌーの水あか（垢）．カヌーの船倉．

kalo［かろ］
【植物】カロ（タロイモ：Colocasia esculenta）．PPN talo．
kāloa［かろあ］楕円（だえん）形の木製の深皿または平らな大皿．
Kāloa. カーロア．
【ハワイ暦】カナロア［Kanaloa］神を祭った暦月の
3 晩（Kāloa Kū Kahi, Kāloa Kū lua, Kāloa Kū Pau を参照）．
【地名】オ

アフ島ホノルル地方マーノア地区（28）の通りの名．
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- Kahi［か
Kāloa Ku
ろあ_く_かひ］ハワイの暦月の 24 番目の日．
〈逐語〉

Kāloa の一様に続く 1 番目．
- Lua［か
Kāloa Ku
ろあ_く_るあ］ハワイの暦月の 25 番目の日．
〈逐語〉
Ka-loa の一様に続く 2 番目．
Kāloa Pau［かろあ_ぱう］ハワイの暦月の 26 番目の日．
〈逐語〉最後
の Kāloa．

(Kōwā) Ka-lohi. （コーワー）カロヒ．
【海峡】カロヒ海峡：モロカイ
島とラーナイ島間の海峡名．

kalokalo［かろかろ］祈祷（きとう）師．PPN talotalo．

Kaloko. カロコ．
【地名】1）オアフ島マカプウ（ココヘッド区画）近
くの海岸地帯．2）ホノルル地方ダウンタウン地区（15）にある小路

（横町）の名．
【地名】ハワイ島西部コナ地方（カイルア区画）の地
名：養魚池など．カメハメハ I 世が埋葬された地（遺骨などがある
地）とされ調査がされた．その際にペトログリフなども多数発見さ
れている．
kālole［かろれ］（髪の毛などの）まっすぐな，縮れていない．

kalo pa‘a［かろ_ぱ‘あ］たたきつぶさず料理されたカロ（タロイモ）．
kālua［かるあ］1. 地下かまど［imu］で焼く；焼いた．2. 二重の，二
本束ねた．

Ka-lua-nui. カルアヌイ．
【地名】オアフ島 1）東南部（ココヘッド区
画）の尾根の名．2）北東部（カハナ区画）にある地名，川の名．
【地

名】マウイ島中央北部（ハイクー区画）にある導水路の名．
【地名】
モロカイ島中央部（カウナカカイ区画）北側にある地名．
kālua pa‘a［かるあ_ぱ‘あ］（豚などを）丸焼きにする．
kaluhā［かるは］
【植物】パピルス，カミガヤツリ（Cyperus papyrus）：

ナイル川流域のカヤツリグサ科の水生植物．
kāluhe［かるへ］
（風で葉などが）しおれる，たわむ，揺れる；あだっ
ぽい女のように振る舞う．
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kaluhea［かるへあ］芳香性の，よい香りの．He maile kaluhea ia (i ka)

la‘i. それは静けさ（の中で）香るマイレです．
kāluheu‘a［かるへう‘あ］年を経てしおれる．Kāluhe ka lā‘au kāluheu‘a,
Kaluhea kama pēka‘a o kaekae. 年を経てしおれた木々が揺れ，まだ若
い緑色したククイの樹液は薫る．

kaluulu［かるうる］所有のさだまっていない不確かな土地．Ho‘onānā i
ka maka o ke kaluulu. 誰のものでもない土地の芽生えに目を向けな
さい．

kama［かま］1. 子供，人．Kama ‘ole. 子供のない，不妊の．ho‘okama.
愛する子供または成人を養子［養女］にする（しかし特別な面倒を
見る必要はない）．PPN tama. 2. 結ぶ，くっつける．Ua kama ‘ia ā
pa‘a. しっかり結びつけられた．PCP tama 3. 洞窟，フィッシャー（縦

に裂け目の入った崖）．
kāma‘a［かま‘あ］靴，サンダル，
（室内用の）軽い上靴；ティーリー
フ［lau kı-］またはタパ［kapa］で出来たサンダル. ho‘okāma‘a. 靴
をはく，靴をあてがう．PCP ta(a)maka．
kāma‘a hakahaka［かま‘あ_はかはか］透かし細工の靴，サンダル．
〈逐

語〉すき間のある靴．
kāma‘a hao［かま‘あ_はお］蹄鉄（ていてつ），かなぐつ．
〈逐語〉鉄

の靴．
kāma‘a ‘ili［かま‘あ_‘いり］皮靴．
kama‘āina［かま‘あいな］その土地［国］に生まれた，生粋の；その
土地に生まれた人，
（パーティーなどで客をもてなす）主人役；その

土地特産の植物；よく知られている．‘O Maui a‘o Kama(‘āina) nō e ka
‘oi. 俺たちのマウイが一番さ．
〈逐語〉土地の子供．ho‘okama‘a- ina.

…に精通するようになる．
- ‘ihi［か
kāma‘a lo
ま‘あ_ろ‘いひ］長ぐつ，ブーツ，腰の丈まであるブ
ーツ．〈逐語〉背の高い靴．
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kāma‘a pale wāwae［かま‘あ_ぱれ_わわえ/ヴァヴァえ］上靴（うわぐ
つ），室内ばき．〈逐語〉足を保護する靴．

kamaehu［かまえふ］力強さ，活力，
（問題解決にあたっての）断固
とした態度，ぶれない姿勢．Ku- kamaehu. 力強く立つ．
He kamalani kamaehu kau i ka hano ē. 光栄ある地位に置かれている力強い首長の子

供です．Ka lehua pua kamaehu. 力強い花レフア．

kama‘ehu［かま‘えふ］【色彩】赤茶色．
Ka-māhana［か-まはな］
【天体】双子座．
〈逐語〉双子．冠詞 + ma-hana
の形．

kamaha‘o［かまは‘お］不思議な，驚くばかりの，意外な，驚くべき．
ho‘okamaha‘o. 何か驚くべきことになる［をする］．

kama hele［かま_へれ］旅行者，旅人．

kamahine［かまひね］少女．kaikamahine を参照．

kamahoi［かまほい］素晴らしい，驚くべき，びっくりした．Kamahoi nā

po‘e me ke aloha pumehana. 思いやりの心のある人々は素晴らしい．

kama‘ilio［かま‘いりお］話し合う，談話をする；会話の，談話の．

kama‘ilio ‘ana. 談話，会話．
kāmakahala［かまかはら］
【植物】自生の木（Labordia：ウツギ種）．こ
の木のオレンジ色の花は首長のレイに使われた．Nā lei kāmakahala o

ka ua Wa‘ahila. ワアヒラ雨のカーマカハラのレイ．

kama kahi［かま_かひ］ひとりっ子．

-kamakama. ho‘okamakama［ほ‘おかまかま］
（名誉などを）利益の
ために売る；売春，堕落．〈逐語〉子供に心配をかける．

kamakama‘ilio［かまかま‘いりお］kama‘ilio の重複形；会話；話を交
わす．E kamakama‘ilio nō wau ma kou mau kānāwai i mua o nā ali‘i, わ

たしは首長たちの前であなたの（に関する）証言を話します．
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kāmakamaka［かまかまか］1. （葉や新鮮な魚など）生きのよい；緑
の葉をかまどに敷く．2. 許しを求める祈り．ho‘okāmakamaka. 容

赦を請う，友情の復活に努める．

(ka) makani［（か）_まかに］風．ka makani と 2 語つづり．ka は冠詞で，
ka の 3 を参照．

Kamaki. カマキ．【人名】トーマス．英語 Thomas より．
- kā mākoi［か_まこい］さおで魚を釣る．

Ka-makou. カマコウ．
【地名】モロカイ島（カマロー区画）の山．モ

ロカイ島で最も高い峰（1,512m. 4,961ft.）．
〈逐語〉makou はハーブの

カワラボウフウ（peucedanum sandwicence）．ka は冠詞．
- kā mākou［か_まこう］
〔人称代名詞 1 人称複数（3 人以上）所有格・
所有代名詞〕我々の，我々のもの．PNP ta‘a matou, PCP taa maatou.

Ka-malama［かまらま］星の名．〈逐語〉光．

kamalani［かまらに］首長の子供；お気に入りの子供．ho‘okamalani.
その人の特に好きな物を作る，甘やかす；ひどく気むずかしい態度
をとる．

kama lei［かま_れい］かわいい子供，最愛の子供．

kamali‘i［かまり‘い］子供達（複数のみに使われる．時には複数形を
示すマーカー na- なしで使われる）．
〈逐語〉小さい子供．ho‘okamali‘i.

子供らしい．PPN tamariki．
kamali‘i wāhine［かまり‘い_わひね］少女達，少女の集団．
kamāli‘i wahine［かまり‘い_わひね］王女（kama ali‘i wahine の短縮形）．
Ka-malō. カマロー．
【地名】モロカイ島の地域名（区画名）：町，港，

渓谷．〈逐語〉乾いた所．malō は malo‘o の異形．
kamanā［かまな］大工．
- kamanā kāpili moku［かまな_かぴり_もく］船大工，造船工．
〈逐語〉
船を接合する大工．
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kamani［かまに］1. 【植物】テリハボク（Calophyllum inophyllum）：
インドおよび西太平洋の海岸地帯原産の大木．PPN tamanu. 2. （ka-

mani という木のように）滑らかな，光沢のある．ho‘okamani. 善人
ぶる（偽善者）；偽って分け与える，不誠実に振る舞う．

kamani haole［かまに_はおれ］
【植物】kamani に外見上似ている木ま
たは熱帯産のアーモンドの木（Terminalia catappa）．

Ka-manu-wai. カマヌワイ．
【地名】オアフ島ホノルル地方にあった地
名（ヌウアヌ川下流）．Ka-pā-lama を参照．
kāmano［かまの］サケ：サケ科ニジマス属の食用魚．英語 salmon よ
り．

kāmano kini［かまの_きに］鮭のかんづめ．
kāmano lomi［かまの_ろみ］タマネギとトマト，それに少量の水で混
ぜられた塩鮭．

Kama-‘ole. カマオレ．
【地名】マウイ島中央南部（マーケナ区画）の
地名：町，自営農地，海浜公園．〈逐語〉子供のない．

Kama-pua‘a［かま-ぷあ‘あ］伝説に出てくる有名な豚の神の名前（時

には人間に姿を変えたと伝わっている）．
kāmau［かまう］1. （…し）続ける，持続する，屈せずにやり通す．2.
（特に，酔わせるものを）飲む；乾杯！（「あなたの健康を祝して」な

どのような）．3. ホイスト（2 人ずつ組んで 4 人でやるトランプ遊び

の一種）；（トランプの）切り札；切り札を出す［で勝つ］．
- kā māua［か_まうあ］
〔人称代名詞 1 人称双数（２人）所有格・所有

代名詞〕わたしたちの，我々の；わたしたちのもの，我々のもの．PNP
ta‘a maaua, PCP taa maaua．

kamawae［かまわえ］目のこえた，気むずかしい，嫌に凝り性な．
〈逐

語〉選択する人．
kāmeha‘i［かめは‘い］1. 異常な，驚くべき，驚くばかりの．2. （父
親の正体が知られていない）私生子．
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Kamehameha. カメハメハ．
【人名】カメハメハ大王．ハワイ島出身，
ハワイ諸島を統一し，ハワイに近代政治を敷いた王．
〈逐語〉Ka［冠

詞］，mehameha［寂しさ，孤独］．

Ka-mehameha Heights. カメハメハ・ハイツ．
【地名】オアフ島ホノ
ルル市の地区名（地区 4）：カメハメハスクールなどがある．

kameki［かめき］セメント．英語 cement より．
kāmelo［かめろ］ラクダ．ギリシャ語 kamelos より．

kamepiula［かめぴうら］コンピューター．英語 computer より．
Kāmoa［かもあ］サモア諸島（南太平洋中部の群島）；サモア諸島人

（昔は Ha‘amoa と呼ばれていた）．
kāmoe［かもえ］1. 前方にまっすぐ伸びる；横になる；平らになった．
2. マットの横糸（撚り糸が水平に置かれることからそう呼ばれ
る）；きちんと同方向に寄りかかるように縫われているかがり目．

Kamoha‘i. カモハイ．【人名】カウアイ島の首長．

Ka-moho-ali‘i. カモホアリイ．
【神話】カモホアリイはペレの兄でハワ
イ島キーラウエア火山のワヒネカプに住む．

kamu［かむ］粘性ゴム．英語 gumより．

Kamuela. カムエラ．
【人名】サムエル：旧約聖書における預言者．英

語の Samuel より（S→K, 語尾に付加母音）．預言者サムエルの名は広

く欧米人に使われその名を冠した地名・建物名も多くある．
『Hawai-

ian Dictionary』の著者の１人サムエル・エルバート氏もハワイ語表

記時には Kamuela を使用．
【建築物】ハワイ島北部（ワイピオ区画）

のワイメアの郵便局名．
【地名・道路】1）オアフ島，ホノルル地方
カパフル地区（32）の道路名．2）ヌウアヌの街道名．

kana［かな］
〔数詞〕10 の位を表す数詞．通常，30〜90 の間で使われ

る．Kanaiwa. 90．
kāna［かな］
〔人称代名詞 3 人称単数 所有格・所有代名詞〕彼の（も
の），彼女の（もの），それの．PNP tana.
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Kāna［かな］聖，セント（固有名詞に使われる）．Sana も同じ．Kāna Lui.

セントルイス（Saint Louis）：1）アメリカ合衆国ミズーリ州の工業都

市．2）アフリカ，セネガル河口のサンルイ島および港市なども同じ．
kānaenae［かなえなえ］詠唱される哀願の祈り；賛辞の詠唱．
kanaha- ［かなは］〔数詞〕40，40 個（の），40 人（の）．

kanahiku［かなひく］〔数詞〕70，70 個（の），70 人（の）．

kanaaho［かなあほ］病気が回復したあとの安らぎ，危険が去ったと

きのホッとした気持ち；避難場所，隠れ家．wahi kanaaho. 保護区．
kanaho は異形．

kanaho［かなほ］kanaaho を参照．
kāna‘i［かな‘い］静かな，（海が）穏やかな．Noho i ka la‘i, . . . ke kai
kāna‘i. 穏やかに住む，・・海は静か（韻を踏んでいる）．

Kanaio. カナイオ．
【地名】1）マウイ島くびれ部分南（マーアラエア
区画）マーアラエアの海岸地帯の名．2）マウイ島中央南部（マーケ

ナ区画）一帯の名：自営農地，町，街区，会衆派教会．

kanaiwa［かないヴァ］〔数詞〕90，90 個（の），90 人（の）．

kanaka［かなか］人類，人間，人；（首長などの）支配下にある人；
人間的な，男性的な；人が住んでいる；ハワイ人．PPN tangata．

Kanaka［かなか］カナダ；カナダ人．Kanada は異形．英語 Canada よ

り．
kānaka［かなか］kanaka の複数形．PNP taangata．
kanaka ‘e- ［かなか_‘え］外国人．
kanaka hana［かなか_はな］働く人，使用人．

Kanakaloka［かなかろか］サンタクロース（子供の守護聖人）．英語
Santa Claus より．

kanaka makua［かなか_まくあ］成人，成熟した人．
kanake- ［かなけ］キャンデー，砂糖菓子．英語 candy より．

kanakolu［かなこる］〔数詞〕30，30 個（の），30 人（の）．
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kanalima［かなりま］〔数詞〕50，50 個（の），50 人（の）．
Kanalo. カナロ．【地名】ニイハウ島北東部にある谷の名．

Kanaloa. カナロア．
【神話】カナロア神：ハワイ 4 大神の１人で，海

水を作ったとされる．PPN Tangaloa. 【地名】マウイ島南部（マーケ
ナ区画）の海岸地帯の名前．‘Au‘au i ka wai a Kanaloa. カナロアの水

で水浴する．
kānalua［かなるあ］
（人が）疑いを抱いて（いる）；不審に思う，二の

足を踏む．
kananā［かなな］成長段階のマグロ：色が鮮やかである．
〈参照〉‘ahi
kananā.

kānana［かなな］1.（液体の）
こし器，
ストレーナー
（茶漉し・裏漉し・

ふるい・ろ過器など）；漉す；（小麦粉などを）振りかける．2. 筆記

用紙，文房具．kālana も同じ．
kānana palaoa［かなな_ぱらおあ］小麦粉ふるい；小麦粉を振りかけ
る．

-kanane‘o. ho‘okanane‘o［ほ‘おかなね‘お］
（訓令・警告・危険など
を）無視［軽視］する；危険を顧みない．

kanaono［かなおの］〔数詞〕60，60 個（の），60 人（の）．

Kanapou. カナポウ．
【地名】カホオラヴェ島東部にある地名：湾，海

岸．
-kānāwai［かなわい/かなヴァい］法律，法典，規則，法令；法律（上）
の；法律に従う．‘Aha kau kānāwai. 州議会，立法機関. ho‘okānāwai.

法を押しつける．
--kānāwai koa［かなわい/かなヴァい_こあ］軍法．
--kānāwai ma‘amau［かなわい/かなヴァい_ま‘あまう］慣習法，不文律．
--kānāwai mele［かなわい/かなヴァい_めれ］【音楽】音符．
kanawalu［かなわる］〔数詞〕80，80 個（の），80 人（の）．
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kane［かね］
【病理】たむし（カビに冒されて出来る皮膚病の総称）．PPN

tane．
kāne［かね］男，夫，男性の恋人，男子；（女性から見て）義理の兄［弟］；

男の，男らしい；夫になる，または（女性から見て）義理の兄［弟］
になる．pipi kāne. 雄牛．PPN ta‘ane.

Kāne. カーネ．
【神話】ハワイの偉大な 4 人の神の中の主要な神．人間

や水を作った神だといわれている．PCP Taane. 【ハワイ暦】太陰月

の 27 日目の夜の名前．
【天体】首長の死の時などに表れると言う星．
超新星（Nova）ではないかと考えられている．
【地名】Kāne/Kānehoa
のついた地名は各地にあるが，特にオアフ島エヴァ地方の Pu‘ukānehoa の峰（トレイルでも有名）．マウイ島の Pu‘u Kāne の峰．ハワ
イ島北部（コハラ区画から，ワイメア区画の高地）は歌詞によく表
れる．

Kāne-hekili. カーネヘキリ．【神話】雷神．〈逐語〉雷の男神．
kānehoa［かねほあ］自生の低木．pūkiawe を参照．

Kāne-hoa. カーネホア．
【地名】オアフ島中央部（ワヒアワー区画）の
高地の名：高地，丘．〈逐語〉カーネの友．

Kāne-hoa-lani. カーネホアラニ．
【地名】オアフ島中央東部（ワイカ

ーネ区画）クアロア一帯の尾根筋の名．
〈逐語〉高貴な人々仲間であ
るカーネ神．

Kāne-i-ka-‘ou-ali‘i. カーネイカオウアリイ．
【複合語】最高神たるカー
ネ神．

Kaneka［かねか］聖人；神聖な．Saneta は異形．英語 Saint より．

Ka-nēkina. カネーキナ．
【地名】オアフ島ホノルル地方の地名．Ka-pā-

lama を参照．
kāne make［かね_まけ］夫を失った；死んだ夫．Wahine kāne make. 未
亡人．
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kāne makua［かね_まくあ］
（女性から見て）夫の兄または年上の男性

のいとこ．
kāne male［かね_まれ］結婚している男，新郎，法律的に結婚した女
性の夫．ka- ne mare は異形．
kāne manuahi［かね_まぬあひ］内縁の夫，愛人．

Kāne-‘ohe. カーネオへ．
【地名】オアフ島東部（ホノルル地方からコ
オラウポコ地方）の地域名（区画名）：町，湾，港，海浜公園，海兵

隊基地，ゴルフコースなど．Aloha ku‘u home a‘i Kāne‘ohe. カーネオ

へにあるわたしの家を愛します．
kāne ‘ole［かね_‘おれ］未婚婦人，夫のない人．
kāne ‘ōpio［かね_‘おぴお］
（女性から見て）夫の弟または夫より年下
のいとこ．
kāne wahine make［かね_わひね_まけ］男やもめ．
〈逐語〉死んだ妻
の男．

kani［かに］1. あらゆる種類の音；【音楽】音程；音を立てる，大声で
呼ぶ，
（鈴・鐘が）鳴る，鳴り響く；（動物・人の）ほえ声，うなり
声，
（雷・波・風などの）大きな音，とどろき，うなり，
（一般に）歓
喜の叫び声；（時計が時を）打つ；（鳥が）さえずる；声が…の，有声

（音）の．Kani ka moa. おんどりが鳴く．
〈比較〉leokani. ho‘okani.

楽器を演奏する；音を響かせる；電話をかける．PPN tangi. 2. 強い，

固い，頑固な．3. 要求に応ずる，
（特に）のどの渇きをいやす；飲む．
- kani‘ā‘ī［かに‘あ‘い］のどぼとけ，喉頭，気管，首，のど．
〈逐語〉頑丈
（がんじょう）な首．

kanikani［かにかに］kani の 1, 2, 3 の重複形．

kanikau［かにかう］葬送歌，哀歌，哀悼歌；（歌・聖歌を）歌う，嘆
き悲しむ．
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kanikē［かにけ］
（ゆるやかに一定の間を置いて鳴る）鐘の音，ゴーン
ゴーン（鐘の音）；ガチャガチャ物が鳴る音；鐘が静かに鳴る，ガチ
ャン［ガチャガチャ］と鳴る．

kanikela, kanikele［かにけら，かにけれ］領事．英語 consul より．

kani ko‘o［かに_こ‘お］老いた人；（歩くのに杖がいるぐらい年老い
た）老人．〈逐語〉杖の音．

Kani-lehua［かにれふあ］
【気象】ハワイ島，ヒロ［Hilo］に降る有名
な霧のような雨の名前．ヒロを象徴することもある．
〈逐語〉lehua の

花が飲む（雨）．
kani‘uhū［かに‘うふ］嘆き，悩み；不平［不満］をいう．
〈逐語〉嘆

きの声．No ka leo o ko‘u kani‘uhū ‘ana. わが嘆きの声によって．E
ho‘olohe mai i ke kani‘uhū ‘ana o ka po‘e pio. 捕われ人の嘆きを聞きな

さい．

kaniwāwae［かにヴァヴァえ/かにわわえ］歩兵，歩兵部隊．
〈逐語〉足
の音．

kano［かの］
（バナナのふさなどを支えているような）大きく堅い茎；

工具の柄；ひじから先［ひざから下］の骨；陰茎の勃起；硬直；堅
い．ho‘okano. 堅くする，固める，硬化させる．

-kano. ho‘okano［ほ‘おかの］傲慢な，誇る，うぬぼれの強い，他人

に対して軽蔑（けいべつ）的な；うぬぼれる．
kānoa［かのあ］どんぶり，ボール．PPN taano‘a.

kanu［かぬ］植える，埋葬する；植え込み，埋葬．mea kanu. 作物，植

物．PPN tanu．
kānuku［かぬく］じょうご（漏斗）．

kao［かお］1. 投げやり［矢］；（アカエイの尾にあるような）大きな
針；花火；投げやりを投げる．PPN tao. 2. ヤギ．
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-- ［か
kāo
お］1. 群れ；群れを作る；ぎっしり詰まった．Pua mākū kāō

‘ea. 群れを作った自生のハイビスカスの花．2. 熟しすぎたパンダナ
スの果実．3. ティーリーフ［lau kı-］などで包まないでカロ（タロイ
モ）などをかまどで焼く．

Ka-‘ohe. カオへ．逐語は「タケ（竹）」で，ホテル名などの固有名詞

にも使われる語．
【地名】マウイ島（ワイルク区画）イアオ渓谷にあ

る地名．
【地名】ハワイ島中央部の地域名（区画名）：自営農地など．
kāohi［かおひ］引き止める，制止［防止］する，取り消そうとする，
抑制［制御］する．Kāohi ‘ia mai e Pololū. ポロルーにより引き止めら
れる（Pololū は地名）．PPN ta‘ofi, PNP taa‘ofi.

kao hihiu［かお_ひひう］野生のヤギ．

(ka) ‘o‘io［
（か）_‘お‘いお］‘o‘io［ソトイワシ］を参照．ka は冠詞で 2
語つづりである．

kao keiki［かお_けいき］子ヤギ．

kao lele［かお_れれ］投げやり；流星花火．

kaola［かおら］はり（梁），棚，手すり，かんぬき（閂）．

ka‘olo［か‘おろ］あごのたれ肉，あごのたるみ，二重あご．
kā ‘olua［か_‘おるあ］
〔人称代名詞 2 人称双数（2 人）所有格・所有代
名詞〕あなたたちの，あなたたちのもの．PEP taa koolua.

kaomi［かおみ］圧する，押す，プレスする，踏む，下方へ押すこと
により圧搾する；（思考や感情などを）抑制する．PPN ta‘omi.

kaomi waina［かおみ_わいな］ブドウしぼり器．

kaona［かおな］1. （ハワイの詩［歌］にあるような）隠された意味．

2. 町．英語 town より．
Ka‘onohiokala- . カオノヒオカラー．
【神話】ハワイ島に置き去りにさ
れた妹たちを助けに，タヒチから来た首長の名で，人名にも使われ
る．フラの振興につくした David Ka‘onohiokalā Bray (Daddy Bray) が

有名．〈逐語〉太陽の目玉．
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kā ‘oukou［か_‘おうこう］
〔人称代名詞 2 人称複数（3 人以上）所有格・

所有代名詞〕あなたたちの，あなたたちのもの．PEP taa koutou．
kapa［かぱ］1. タパ布：wauke またはma-maki の樹皮から作られた不
織布（かつて広くポリネシアで作られていた）；昔は，すべての種類

の衣服またはベッドカバーなどのこと．PCP tapa. 2. 称する，名づけ

る，…に命名する．Kapa ‘ia. 名づけた，命名した．PPN tapa. 3. はず

れ，へり，境界；（道路などの）端（しばしば，前に ke が付かない）．
PPN tapa. 4. 【解剖】陰唇（いんしん）．PCP tapa．

Ka-pa‘a. カパア．
【地名】カウアイ島東部カワイハウ地方の地名：町，
海浜公園など．Ka laulā ma uka o Kapa‘a. カパアの丘の広々したとこ

ろ．
【地名】オアフ島東部（モーカプ区画）カイルアの街区名．
【地

名】ハワイ島北部コハラ地方（コハラ区画）の地名：海浜公園，街
区名など．
kapa ‘āpana［かぱ_‘あぱな］アップリケ模様のキルティング．kapa lau

とも呼ばれる．〈逐語〉一定の長さのタパ布．
kāpae［かぱえ］取りのけておく，わきへよける，しまって［取って］
おく，節約する，しまい込む．ho‘oka- pae. 押しのける，受け流す．
Ka-pahi. カパヒ．【地名】カウアイ島カワイハウ地方にある地名．
Kāhiko ka nani i Kapahi.〈歌詞〉美しさがカパヒを飾っている．Kāhiko
‘ia Kapahi i ka nani. カパヒは美しく飾られている．

Ka-pahulu. カパフル．【地名】オアフ島ホノルル市の地区名（地区
32）：住宅地である．I Kapahulu mākou ‘ai ‘ana līpoa. 〈歌詞〉わたし

たちはカパフルでリーポア（海藻）を食べる．
〈逐語〉やせた土地．

Kapaka. カパカ．
【地名】カウアイ島北部ハナレイ地方の山の名．
【地
名】オアフ島北東部コオラウロア地方（カハナ区画）ハウウラの近
くの地名：岬．〈逐語〉大粒の雨．

kapakahi［かぱかひ］一方に偏した，屈曲した，一方に傾いた；偏し
た；偏愛を示す．〈逐語〉一方．
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kapakapa［かぱかぱ］1. kapa の 3 の複数形；（人体の）また．2. kapa
の 2 の重複形；（霊などを）呼び出す，呼び起こす．inoa kapakapa. ニ

ックネーム，架空の名前，愛称，ペットネーム．
Kāpaki［かぱき］安息日（ユダヤ教では土曜日・キリスト教では日曜

日・イスラム教では金曜日）．Sabati は異形．英語 Sabbath より．
kapakū［かぱく］圧倒した，滅ぼした．
kāpala［かぱら］印刷物，
（特に紙についたインクの）しみ，
（しっく

い・油などによる）汚れ；（油などを）塗りつける，…にしみをつけ
る，汚す．

Kapalakiko［かぱらきこ］
【地理】サンフランシスコ：米国カリフォル
ニア州西部の海港．英語 San Francisco より．

Ka-pā-lama. カパーラマ．
【地名】オアフ島ホノルル市の地区名（地区

5）：住宅地†，運河，小学校などの名，
〈逐語〉ラマの木の囲い（地）：
この地名を含む，ホノルルのモアナルア〜カカウイキ〜カリヒ〜カ
パーラマ〜カイヴィウラ〜ケオネウラ〜ハアリリアマヌ〜カプウ

コロ〜カネーキナ〜カマヌワイと飲み歩く『Moana-lua』というメレ
がある．

kapa lau［かぱ_らう］アップリケ模様のキルティング．kapa ‘āpana と
も呼ばれる．

kapalili［かぱりり］
（喜びまたは心配ごとによる）胸のときめき［動
悸］；（風で葉などが）震える音．

kapalulu［かぱるる］（ウズラなどの鳥が飛ぶときの）ヒューという
音；（飛行機などの）ごう音．

kapa moe［かぱ_もえ］毛布，掛けぶとん，ベッドカバー；睡眠用の
タパ布．

kapana［かぱな］kapa の 3 に同じ．

231

kāpana［かぱな］
【植物】細長い自生の植物（Phyllostegia grandiflora）．
ミントの仲間だが香りはしない．2.5cmほどの白い花をつける．Lei
ka-pana i ke onaona o ka ‘awapuhi. アワプヒの甘い香り（の中に編み込

まれた）カーパナのレイ．
--Kāpāōka［かぱおか］万軍．Sabaota は異形．Sabaoth（ラテン語）の
訳語．英語では Hosts, Army, Almighty などの語で訳される．ヘブライ

語から（ギリシャ語を経て）ラテン語になった語で，この Sabaoth は
日本語ではセビアスと発音されている．

kapa poho, kapa pohopoho［かぱ_ぽほ，かぱ_ぽほぽほ］さまざま
な色や模様のパッチワークした掛けぶとん．

kapa pulu［かぱ_ぷる］中に詰め物をしたキルト仕上げの掛けぶとん．
〈逐語〉詰め物のカバー．

Kapawa. カパヴァ．
【神話】半神名：ナナカオカ［Nanakaoka］とカヒ

クアナラニ［Kahikuanalani］の子．カパヴァの伸ばした［延ばした］

腕をつたってメネフネ族がオアフに来たと言い伝えられている．

【天体】Ka-pawa または，ka Pawa で星の名（どの星かは不明）．Pawa

は夜明け前という意味．
kāpehi［かぺひ］投げる，
（石などを）…に投げつける，たたきつける．
kāpeka［かぺか］カーペット．英語 carpet より．
〈比較〉moena weleweka.
kapeke［かぺけ］1. 表，裏で色分けされた腰布［malo］：動いたり，風
などでなびくと反対側の色が見える．2. 人目にさらされた，
（秘密な

どを）打ち明けた；ゆがんで，継ぎ目から外れて；（継ぎ目などか
ら）外れて滑り落ちる，（試験などに）滑る，自らの目標を外す，
Kapeke ihola ku‘u wāwae ā/a ‘eha ke ku‘eku‘e. わたしの足が滑り足首

を痛めた．I ke kapeke ‘ana o ku‘u wāwae. わたしの足が滑ったとき．
kāpeku［かぺく］
（おどろいた魚のように）足で水をはねかす．
〈比喩〉
騒々しい，行動などが粗暴な．Ke kai a‘o kāpeku. 跳ねる（三角波の

立ったような）荒れた海．
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Kāpeku. カーペク．
【地名】カウアイ島南部コーロア地方の海に面し
たピークの名．E noho ana i ke kai o Kāpeku. 〈歌詞〉カーペクの海に
住んでいます．

Kapena. カペナ．
【地名】ホノルル地方ダウンタウン地区（15）にあ
る通りの名．人名（John Makini Kapena）に由来するためアクセント
ユニット記号は付けない．

Ka-pena. カペナ．
【地名】オアフ島，ホノルル地方（ヌウアヌ川）に

あった滝と池の名．アレコキの池（川）と同じく開発のため現在は

ない．〈逐語〉1 包み．Wai a‘o kāpena. カペナの水．
kāpena［かぺな］1. 船長．英語 captain より．Eia ho‘i au i kāpena hou.

新しい船長としてわたしがここにいます．2. 船室．英語 cabin より．
-kāpī［かぴ］
（塩などを）振りかける；…に塩で味をつける；（砂や塩な
どを）ばらまく．

kapikala［かぴから］首都，州議事堂．英語 capital より．
kāpiki［かぴき］【植物】キャベツ．英語 cabbage より．
kāpiki pua［かぴき_ぷあ］カリフラワー．
〈逐語〉花を持つキャベツ．
kāpili［かぴり］築き上げる，組み立てる，
（めがねなどを）かける，共
に適合させる，直す，修繕［修理］する，結合する，
（馬に）蹄鉄を

打つ．PCP taapili．
kāpili manu［かぴり_まぬ］鳥もちで鳥を捕らえる；鳥もちで鳥を捕
らえる人．
kāpili moku［かぴり_もく］造船（業），造船家［業者］；船を修理す
る．

Ka-pi‘o-lani. カピオラニ．
【人名】カピオラニ王妃．カラーカウア王の

妻．
【地名・建物名】カピオラニ王妃の名に因んだ，通りの名や公園，
病院などが各島・各地にある．
〈逐語〉天のアーチ（虹は王権の象徴
でもある）．
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Kapi‘olani-nui［かぴ‘おらにぬい］
【建物】カピオラニ王妃の名を冠し
たカメハメハスクールにある学生会館（寮）．

Kapo. カポ．
【神話】フラの女神で一説ではペレの妹だとも言われる．
モロカイ島のカーアナにカポの岩がある．

Kapo-Laka. カポラカ，
【神話】フラの神の名．一説ではフラの男神が
Kapo で，女神が Laka とある.

Kapo-lei. カポレイ，
【地名】オアフ島南部エヴァ地方（ワイアナエ区
画，バーバーズポイント区画）の地名：ワイアナエ山脈の南にある
火山錐，町．〈逐語〉愛されたカポ．

kapolena［かぽれな］タール塗りの防水（帆）布．英語 tarpaulin より．
kapu［かぷ］カプ（タブー：禁忌）：カプには「してはならないカプ」

と「しなければならないカプ」がある），
（ポリネシア人などの間の）
物忌み，禁止；通常のカプからの特別免除；神聖；禁制［禁断］の；
神聖な；神聖にした；（…のために）使わないで残しておく，違反し

ない．ho‘okapu. カプを行なう，禁止する，神聖にする．PPN tapu．

kapuahi［かぷあひ］暖炉，ストーブ，暖房炉；聖餐（せいさん）式の
ためのつり香炉（儀式の時これを振って清める）．

kapuahi ea［かぷあひ_えあ］ガスストーブ．

kapuahi ho‘omahana hale［かぷあひ_ほ‘おまはな_はれ］家の暖房装
置，暖房炉．

kapuahi uila［かぷあひ_ういら］電気ストーブ．

kapua‘i［かぷあ‘い］足の裏，足跡，形跡；足のサイズ；動物の足．PCP
tapuwae．

kapua‘ihao lio［かぷあ‘いはお_りお］蹄鉄（ていてつ），かなぐつ．
〈逐
語〉馬（の）鉄の足の裏．

kapu ‘au‘au［かぷ_‘あう‘あう］浴槽（よくそう），湯船．

kapu holoi［かぷ_ほろい］洗たくだらい．
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kapu kai［かぷ_かい］
（日本における禊ぎのような）清めのための海
水浴．

kapukapu［かぷかぷ］威厳，尊さ，帝王の風采（ふうさい）；尊敬さ

れる資格がある，地位・品位・身分があるため近づきにくい．
ho‘okapukapu. もともとカプ（タブー）でないものについて禁忌を
強いる；賞賛する；…に栄光［光栄］を与える．PPN taputapu．

kapukapu kai［かぷ_かい］kapu kai の重複形．清めのための海水浴．

カプ（タブー：禁忌）の女性に触れた後の海水浴．
kāpulu［かぷる］無頓着（むとんじゃく）な，無精な，不潔な，俗悪
な，だらしない．

kapu moe, kapu ā moe［かぷ_もえ，かぷ_あ_もえ］屈従禁忌．

kapu noho［かぷ_のほ］首長の参列に着席する人のすべてに課せられ

たカプ（タブー：権利及び義務）：首長の食器・入浴水・その他の

品物が運ばれた時にいる人に課せられる．
kapuō［かぷお］
〔間投詞〕神聖な人物が近づいたり，儀式の一部で禁
忌を告知する叫び声：告知物と kā‘aha という棒は，叫ぶ人が担当す

る．Kapuō, e moe! 禁忌のお通り，
（皆）ひれ伏せ．kapuwō はつづり

の異形．

Ka-pu‘u-kolo. カプウコロ．
【地名】オアフ島，ホノルル地方にあった
地区名．Ka-pā-lama を参照．

kapu wai［かぷ_わい］洗たくだらい，水おけ．

kapuwa‘i［かぷわ‘い］kapua‘i のつづりの異形．
kapuwō［かぷうぉ］kapuō のつづりの異形．

karaima［からいま］→ kalaima［からいま］を参照．

karauna ［からうな］→ kalaunu［からうぬ］を参照．
- lika［かこ
Katolika［かとりか］→ Kako
りか］を参照．
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kau［かう］1. 置く，配置する，掛ける，つるす；立てる，よりかか

らせる；（法律を）制定する，
（義務などを）負わせる，
（判決が）下さ
れる；（税金を）徴収する；（車や馬に）乗る；（船・列車・飛行機な
どに）乗り込む，
（高所に）載せる；（月などが）上昇する，出る；

（日没とともに）太陽の休息の時が来る；実現する；（電話の受話器
を）置く．ho‘okau. （負担を）増す，
（責任などを）ゆだねる［課す

る］；（出来事など）起こる，実現する．Ho‘okau hiamoe. 眠り込む．

PPN tau. 2. 期間；すべての季節（特に夏）；州会議の開廷期；（学校

の）学期，
（2 学期制度で）半学期，1 学期（6 ヶ月間）．PPN ta‘u. 3.

（神・宗教的な目的に）捧げられた歌；このような歌を歌う．PPN

tau. 4.【文法】複数形を指示するマーカー（一般に nā, mau よりもず

っと少なく使われる．ただし合成語である kauhale, kaukolu, kauwahi

を除く）．5. 【文法】最高を表わすマーカー（ho‘i またはmai ho‘i が

前に来る）．He nani mai ho‘i kau! まぁ，実にうつくしい．
kāu［かう］
〔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．PCP taau．

ka‘u［か‘う］
〔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．PNPta‘aku．
Ka‘ū［か‘う］カウー．
【地名】ハワイ島南部の地方名：マウナロア山
南東の地域であるが，キーラウエアの溶岩の影響をうけた地域は道

路が寸断されるなど様相が大きく変わっている．南部には町，小学
校，高等学校．
【地名】マウイ島南東部（キーパフル区画）の地名：
湾，岬．

ka‘u-, -ka‘u. 「ちゅうちょ（躊躇），懸念」を意味する接辞．ka‘uka‘u,
ka‘une-, maka‘u を参照．

kaua［かうあ］戦争，会戦；軍隊；戦争をしかける．PPN tau‘a．
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kauā［かうあ］異形である kauwā も参照．しもべ（僕），召使い，使

用人，やっこ（奴），奴隷，賤民，アンタッチャブル（不可触選民）：
低い地位の首長がより高い地位の首長に対して用いるなど，大変幅
広く使うので，文脈の判断が必要．Kauā a ke Akua. 主のしもべ．‘O

wau kau kauā. わたしはあなたのしもべです．‘O au nō ke kauā. わた

しはあなたに首ったけです．
kāua［かうあ］
〔人称代名詞〕1 人称双数・聞き手を含む）主格．わた

しとあなたの 2 人は［が］．2）1 人称双数（聞き手を含む）目的格．
わたしとあなたの 2 人に［を］．PPN kitaua，PNP kitaaua, PEP taaua.

kauaheahe［かうあへあへ］1. 前方を見据える，ジッと見る；しっか

り前に進む．He aha kēia āu e kauaheahe nei? あなたは何をジっと見
ているの．Kauaheahe ka holo ‘ana o kahi ka‘a o mākou. わたしたちの

車は真直ぐどこまでも走る．2. （風などが）静かな；軽い，肩の凝

らない．Ka‘ao kauaheahe. 肩の凝らない小説．3. サツマイモの一種．

Kaua‘i［かうあ‘い］カウアイ．
【島名】カウアイ島．ハワイ８島の 1 島，
および郡名：郡都はリーフエ（Līhu‘e）．愛称は Kaua‘i o Manokala-

nipō. マノカラニポー（首長名）のカウアイ島．

(Kōwā) Kaua‘i. （コーワー）カウアイ．
【海峡】カウアイ海峡：カウア

イ島とオアフ島間の海峡．
- loko［かうあ_く
kaua ku
ろこ］内乱，内戦．

kaua lio［かうあ_りお］騎兵（隊）
；騎馬戦．〈逐語〉馬戦．

ka ua mea［か_うあ_めあ］mea［理由］を参照．

kau anu［かう_あぬ］冬，寒い季節．

kaua paio［かうあ_ぱいお］戦闘，論争．
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Ka-ua-‘ula. カウアウラ．逐語は「赤い雨」で風の名，地名でも使われ

る．
【気象】マウイ島西部（ラハイナ区画）に吹く強い風．Pio ‘ole i
ka makani Kaua‘ula. 〈逐語〉カウアウラの（強い）風でも火は消えな

い．
【地名】マウイ島西部（ラハイナ区画）の山岳地帯の名：川，ト

ンネル，貯水池，用水路など．He wehi ke ao no Kaua‘ula. カウアウラ
地方の讃歌です．

kau‘eli‘eli［かう‘えり‘えり］過去を振り返る，昔を回顧する．

kauha‘a［かうは‘あ］
（波などが）上下に揺れる，
（踊りの中で）体が
上下に揺れる．I ke kai kauha‘a. 上下に揺れる海で．

kauhale［かうはれ］ハワイ人の家の集団（その昔ハワイの家は男性が
食事する家，女性が食事する家，寝るための家，料理をするための
家，カヌーをいれておく家など数々の家から成っていた）．
〈逐語〉複
数の家．

kauhola［かうほら］
（タパ布などを）広げる；（つぼみ・花が）開く．

kauholo［かうほろ］追いかける，追いかけて捕まえる．Kauholo aku

‘oe iā La‘a-kea. あなたはラアケア（人名）を追いかけて連れてくる．

kauhua［かうふあ］妊娠状態．ho‘okauhua. 妊娠させる．

kau hua［かう_ふあ］果物の季節．

kauhuhu［かうふふ］棟（むな）木，テントのはり材．PPN ta‘ofufu．

Ka-‘uiki. カウイキ．
【地名】マウイ島東部（ハーナ区画）の地名：岬
［突端］，灯台など．ハワイ軍とマウイ守備軍が戦った古戦場．Ka‘ahu-manu の出生地．

kauila［かういら］
【植物】クロウメモドキ属の自生木（Alphitonia ponderosa）．kauwila はつづりの異形．

Kauila. カウイラ．
【地名】オアフ島，ホノルル地方ヌウアヌ地区（地
区 11）の通りの名．
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kau‘īpuka［かう‘いぷか］まるで食物をめぐんで欲しいかのように，家
のドアのあたりをぶらぶら歩く；その様にする人．
〈逐語〉ドアのと

ころに置かれた．

kauka［かうか］医者，内科医；医学の，内科の．英語 doctor より．
kauka ha‘iha‘i iwi［かうか_は‘いは‘い_いヴィ］脊柱指圧［調整］療法
師．〈逐語〉骨折医．

kaukahi［かうかひ］1. ひとりでいる，孤独の，独力で；ひとつの目
的にひたむきであること，専心．2. 1 つの張り出し浮材が付いてい
るカヌー．〈比較〉kaulua.

Kau-ka-hōkū. カウカホークー．
【地名】ハワイ島西部コナ地方（カイ
ルア区画）の地名．かつては Ka-lama-‘ula と呼ばれていた．
〈逐語〉星
の現れ．

kauka holoholona［かうか_ほろほろな］獣医．〈逐語〉動物医．
kauka ho‘ohānau［かうか_ほ‘おはなう］産科医．
kauka kaha［かうか_かは］外科医．〈逐語〉切断医．

kauka lapa‘au［かうか_らぱ‘あう］内科医．

kauka lomilomi［かうか_ろみろみ］整骨療法家．
〈逐語〉マッサージ
医．

ka‘ukama［か‘うかま］
（外国から持ち込まれた）キュウリ．英語 cucumber より．

ka‘ukama kai［か‘うかま_かい］なまこ．
〈逐語〉海（の）キュウリ．
loli 参照．

kaukani［かうかに］
〔数詞〕千，1000（の），1000 個（の），1000 人（の）．
tausani は異形．英語 thousand より．

kauka niho［かうか_にほ］歯科医．〈逐語〉歯（の）医者．
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kaukau［かうかう］1. （直接死者に呼びかけて歌う）哀歌；（特に親
切なまたは優しい態度で）忠告するまたはさとす．2. kau の 1 の重

複形．Pehea lā ho‘i ka lō‘ihi o ko‘u kaukau ‘ana i loko o ko‘u ‘uhane? い

つまで，わたしは魂の痛みを負わなければならないのですか．3. 臨

時に設けられた石を積み上げた祭壇．4. 鳥を捕らえるわな；鳥を捕
らえるわなを仕掛ける．

ka‘uka‘u［か‘うか‘う］遅く［のろく］する，…する気になれない；不
本意．

kaukauali‘i［かうかうあり‘い］高貴な首長よりもっと地位の低い首長
の階級．

kaukini［かうきに］いとこ：英語の cousin の転で，性，年［歳］の区

別はない．
kau koho pāloka［かう_こほ_ぱろか］選挙期間，選挙．

Ka-‘uku. カウク．
【地形】ハワイ島，マウナケア火山の東斜面の火山
錐の名．

kaula［かうら］綱，コード，ひも，縄；幾何学の円弧；（測量者が使
用する）測定鎖，
（工学者が使用する）連鎖（同じ元素の 2 種類以上

の原子が鎖としてつながったもの）；きずな（絆），連携．Ua ‘oki mai

‘o ia i nā kaula o ka po‘e hewa. 彼は悪いものとの関係を断ち切った．

PPN taula．
kāula［かうら］預言者，予言者，先見者，魔術師．PPN taula, PNP taaula．
Ka‘ula. カウラ．
【地形・地名】特にニイハウ島沖の岩礁をいうが，
「岩

礁」として普通名詞（小文字表記）でも使う．
【地名】ハワイ島北部

（ハーマークア，マウナケア区画）地域の名：谷，川．
【気象】マウ
イ島に吹く風．

kaula ahi［かうら_あひ］燈心：ろうそく［ランプ］の芯（しん）．
kau la- ‘au［かう_ら‘あう］木々の成長；高木になる；すべての自生の
植物．
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kaula hao［かうら_はお］鎖．〈逐語〉鉄（の）綱．

kaula ho‘ohei［かうら_ほ‘おへい］
（野馬を）輪縄で捕まえたり，わな
にかけるためのロープ．

kaula hope［かうら_ほぺ］マストから船尾までの綱．

kaula huki［かうら_ふき］引き締めひも，引くための綱［ひも］．

kaula huki pe‘a［かうら_ふき_ぺ‘あ］ハリヤード（帆げた・帆・旗な
どを所定の位置に上げる索）．

kaula‘i［かうら‘い］（ひなたで乾かすように）吊す．PPN tauraki．
kaula ihu［かうら_いふ］マストから船首までの綱．

kaula‘i iwi［かうら‘い_いヴィ］ある人の家族のことや先祖のことをし
ゃべりまくる．〈逐語〉骨をさらす．
kaula‘i lā［かうら‘い_ら］日にさらす；日光で漂白する；日光浴．

kaula ‘ili［かうら_‘いり］革ひも，投げ縄の縄．

(Kōwā) Ka-ula-kahi. （コーワー）カウラカヒ．
【海峡】カウラカヒ海
峡：ニイハウ島とカウアイ島間の海峡名．〈逐語〉１つの炎．

kaula kaula‘i lole［かうら_かうら‘い_ろれ］物干し綱．
〈逐語〉衣服を
乾かす綱．

kaula lei［かうら_れい］レイを作るため，花などに通されたひも；飾

りリボン．
kaula lı-［かうら_り］（靴やコルセットの）ひもを結ぶこと．
- kaula lı- kāma‘a［かうら_り_かま‘あ］靴ひも．

kaula likini［かうら_りきに］船の索具（特にロープ），家畜を繋ぎ留
めておく綱一般．

kaula lio［かうら_りお］端綱（はづな）：牛馬のおもがいに結び付け
てある綱．〈逐語〉馬づな．

kaula moku［かうら_もく］1. あらゆる種類の船のロープ．2. ちぎれ
た綱［ひも］．
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kaulana［かうらな］1. 有名な，名高い；名声，高名；有名になる．
ho‘okaulana. 有名にする．2. 休憩所；安らかな，静かな．PPN
taulanga.

Kaulana. カウラナ．
【地名】カホオラヴェ島北東部の名：海岸地帯，渓

谷．
【地名】ハワイ島最南部（カラエ区画）にある地名：湾，波止場

など．
Kaulana-a-ka-la- . カウラナアカラー．
【天体】星の名；（詩などにおけ
る）西の方角．

kaulani［かうらに］首長を信頼する，首長に信頼を置く；首長を支え
る．

kaula pa‘a lima［かうら_ぱ‘あ_りま］
（犬などをつなぐ）鎖，革ひも，
綱．〈逐語〉手に握られた綱．

kaula uaki［かうら_うあき］懐中時計の鎖．

kaula uila［かうら・ういら］雷光．稲妻．
〈逐語〉
（雷などの）光の綱．

kaula waha［かうら_わは］馬勒（ばろく）
（おもがい・くつわ・手綱

の総称）
，（通例皮製の）手綱；（馬に）鞍をつける．〈逐語〉口鎖．
kāula wahine［かうら_わひね］女性の予言者，キリスト教以外の宗教
で祭式を執行する女の聖職者．

Ka-ule. カウレ．
【地名】カホオラヴェ島東部．ウレ岬（突端）．Lae-oka-ule も同じ．〈逐語〉陰茎（ペニス）．

kau lei［かう_れい］レイを売る；レイを吊す．

kaulele［かうれれ］1. 飛行する；飛行．2. 強調；【文法】強音を意味
する音声学用語．3. 尋常でない，常識を越えた．

kauleo［かうれお］押し進める，熱心に説く，
（感情などを）支配する．
〈逐語〉体によく響かせて話す．
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Ka-ule-o-Nānāhoa. カウレオナーナーホア．
【地名】モロカイ島中央
部（カウナカカイ区画の中央部）の丘．ここには同名の子宝や安産

のご神体に見立てた岩がある．
〈逐語〉ナーナーホア（伝説的な人物）
のペニス．
ka‘ulī［か‘うり］（火などが）すーという音ではい広がる．

kaulike［かうりけ］同等，公平；等しい，公平な；公平に釣り合いを
持 た せ る ，等 し く す る ，公 平 に 取 り 扱 う ，公 平 に 分 配 す る ．

ho‘okaulike. 等しく［平等に］する．
kau lī lua［かう_り_るあ］→ lı- lua［り_るあ］を参照．

kau lio［かう_りお］馬の背に乗る．

kaulu［かうる］1. 岩だな．He kanaka no kaulu hānai. 卓越した人．2.
オアフ島，カウアイ島だけに見られる自生の木（Pteralyxia）．

Kaulu［かうる］【天体】南十字星．Newa/Newe に同じ．

kaulua［かうるあ］双胴船（ダブルカヌー），一組，
（くびきにつない
だ牛などの）一対，二つの同じもの；一緒に［一組に］する，共に
くびきをかける［引き具をつける］，量を 2 倍にする．
〈比較〉kaukahi.

PPN taulua.

Kaulua［かうるあ］
【天体】シリウス星（大犬座にある全天の中で最
も明るい星）の数ある名前の一つ．

ka‘ulua［か‘うるあ］ぐずぐずする，遅れる，引き延ばす，煮え切らな
い；引き延ばすこと，滞在．ho‘oka‘ulua. 遅れを起す，ちゅうちょ

（躊躇）する．Mai ho‘oka‘ulua ‘oe. ためらってはならない．

Ka-ulu-lā‘au. カウルラーアウ．
【人名】マウイ島の首長．
【地名】オア
フ島ホノルル地方，パウオア地区（19）にある通りの名：入植し宅
地開発をした Ka-ulu-lā‘au Wright 氏に因んだ名．

Ka-ulu-wai. カウルワイ．
【地名】モロカイ島中央部（カウナカカイ区

画の中央部）の丘．カメハメハ I 世はオアフ攻略に際してこの地に滞
在した．
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kaumaha［かうまは］1. 重い；体重，重さ．
〈比喩〉悲しい，
（意気）
消沈した．ho‘okaumaha. 荷を積む，重い荷を負わせる．
〈比喩〉悩
ます，虐げる．PPN mamafa. 2. （神への）奉納；奉納する．PPN

taumafa.

kaumaha lua［かうまは_るあ］大変重く荷を積んだ；（特に水でびし

ょぬれになった人などの）重々しい立ち居ふるまい．
〈比喩〉とても
悲しそうな．

kaumahana［かうまはな］
【植物】自生のヤドリギ．hulu moa とも呼
ばれる．

kau ma‘i［かう_ま‘い］病気にかかっている期間．

Ka‘u-maka. カウマカ．
【地名】カウアイ島ハナレイ地方にある地名．

Kau-maka-pili. カウマカピリ．
【教会・地名】オアフ島ホノルルのイ
ヴィレイ地区（6）にある会衆派教会とその一帯の名．

Kaumalapau. カウマラパウ．
【地名】ラーナイ島西南部の地名：町（集

落），港，灯台．
〈逐語〉旧名 Kau-māla-pa‘u 農園のすす（煤）の場．

kau mau［かう_まう］（州議会の）定例活動期．

Ka-umu-ali‘i. カウムアリイ．
【人名】カウアイ島の首長の名：カメハ
メハ大王のハワイ統一の際の和平交渉に活躍したといわれる．〈逐

語〉首長（の）かまど．
【地名】カウアイ島東部リーフエ地方ワイル
ア川国立公園にある名（ココナッツの園地）．この名を冠した地名は
オアフ島ホノルルその他にあるが地名の由来はそれぞれ異なる．
kāuna［かうな］4（の），4 個（の），4 人（の）：カロ（タロイモ）な
どの根茎作物は 4 個単位で数えられた．‘Ekolu ka-una. 12（の），12 個
（の），12 人（の）．

Kauna-kahakai. カウナカハカイ．【地名】モロカイ島中央部の Kaunakakai の古い名称．
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Kaunakakai. カウナカカイ．
【地名】モロカイ島中央部の地域名（区

画名）：町，湾，モロカイ島の主要な港，海浜公園，サーフィンエリ
ア，急流のある峡谷：カメハメハ I 世はオアフ攻略の際，この地でカ

ヌーの船団を整えた．

kauna‘oa［かうな‘おあ］1.【植物】ネナシカズラ（マメダオシを含む）
（Cuscuta sandwichiana）：ヒルガオ科ネナシカズラ属の，葉のない寄

生植物の総称；細い茎で他の植物に巻きつく．2. 軟体動物（巻貝・

二枚貝・イカ・タコなど）．

Kauna-lewa. カウナレヴァ．
【地名】カウアイ島ワイメア地方にある

名：尾根名．ココナッツの木で有名．Nā niu e hola iō Kaunalewa.〈歌

詞〉多くのココナッツの木はカウナレヴァに広がっている（iō は iā
に同じ）．
【地名】モロカイ島西部（イーリオ・ポイント区画）にあ

る名：湾，峡谷．〈逐語〉揺れ動く土地．
ka‘unē［か‘うね］遅い，遅れる．

Kaunolū. カウノルー．
【地名】ラーナイ島南部にある地名：湾などの
名．

kaunu［かうぬ］求愛する，
（恋人が）抱擁する；愛する；熱烈な情愛
による震え；魅せられる．

Ka-unu-nui. カウヌヌイ．
【地名】ニイハウ島中央西部にある岬名，地

域名：砂浜で有名，いにしえ（古）のサーフィンエリア．Ke one

kaulana a‘o Kaununui. カウヌヌイの有名な砂浜．
kauō［かうお］1. （重い物を）引く，引っ張る，引き寄せる．pipi kauo- .
- . 引かせる．2. 卵の黄身または白身．
雄牛（複数）．ho‘okauo
kauoha［かうおは］1. 指令，命令，判決，遺言；指令する，命令す

る，…の力で引き渡す．2. 【文法】命令文，命令法（形）を意味

する文法用語．
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Kauoha Hou［かうおは_ほう］【キリスト教】新約聖書．

Kauoha Kahiko［かうおは_かひこ］【キリスト教】旧約聖書．
kauō ke‘oke‘o［かうお_け‘おけ‘お］卵白．

kau ‘oko‘a［かう_‘おこ‘あ］離して置いてある，分かれている．
kauō melemele［かうお_めれめれ］卵黄．

kaupale［かうぱれ］境界，さく，障壁；わきへぐい（ぐい）と押す，
質問などを回避する；地下かまどにふたをする（特に土が入らない
ように地下かまどの縁を石で覆う）．〈逐語〉近づかせない場所．
ho‘okaupale. 分離させる．

kaupalena［かうぱれな］限定する，境界線をしるす，最終期限をは
っきりと定める；限定，制限．

kaupaona［かうぱおな］はかり，重さ；はかりにかける．
〈逐語〉ポ
ンドを置く．

kaupe‘a［かうぺ‘あ］十文字の，編み合わさった．

Kau-pō. カウポー．
【地名】オアフ島，マカプウ岬（ココヘッド区画）
の地名：かつては漁村で，現在は海浜公園，海のレジャー拠点．
【地

名】マウイ島東南部の地域名（区画名）：町，自営農地など．Me ka
nani a‘o Kaupō. カウポーの美しさと共に．〈逐語〉夜の波止場．

kaupoku［かうぽく］棟木（むなぎ），最高部，屋根（しばしば，ke な
しで使われる）．〈比喩〉最高に高い．

ka‘upu［か‘うぷ］【鳥】コアホウドリ（Diomedea immutabilis）．PCP
takupu.

Ka-‘ū-pūlehu. カウープーレフ．
【地名】ハワイ島コナ地方の北（カイ
ルア区画，プナコー区画）の海に面した一帯：町の名．この地は

Hualālai 火山に大きく関わっている：ペレがパンの実を焼いている
２人の少女パーヒナヒナ，コロムオに巡りあったとき，パーヒナヒ
ナは彼女のパンの実を分けた．その夜噴火がおき町を焼いたがパー
ヒナヒナは難を逃れたという．
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kausini［かうしに］→ kaukini［かうきに］を参照．
kauwā［かうわ］kauā の異形（わたり音）であるが，こちらもよく使
われる．使用人，奴隷，社会ののけ者，浮浪人，見捨てられた［宿

なしの］人；離れて住まわされ，生けにえの犠牲にされた閉鎖的社

会階級制度による身分．kauwākāne. 男の召使い．kauwāwahine. 女の
召使い．

kauwahi［かうわひ］多少の，わずかながら（ある），少しはある；い
くぶん，少し；わずかな空間．

kau wale［かう_われ］理由なく置く；無料で乗る；はだか馬に乗る．

kauweke［かううぇけ］【方位】南西．英語 southwest より．
kau wela［かう_うぇら］夏，暑い季節．

kauwila［かううぃら］kauila のつづりの異形．
kauwō［かううぉ］kauō のつづりの異形．

kawa［かわ/かヴァ］（崖の上などにある海に面した）飛び込む場所．

Kāwā. カーワー．
【地名】1）ハワイ島南部カウー地方（ホヌアポ区画）．
ヒーレアの近くの地名：湾，泉．2）ハワイ島南部カウー地方（ホヌ

アポ区画）のプナルウにあるいにしえ（古）のサーフィンエリア．3）
ハワイ島西部コナ地方（カイルア区画）のケオロナーヒヒにあるい
にしえ（古）のサーフィンエリア，ヘイアウ．
kā wa‘a［か_わ‘あ］カヌーのあかくみ出し人［器］；カヌーのあかをく
み出す．

Ka-wai-a-Ha‘o. カワイアハオ．
【教会】オアフ島ホノルルのダウンタ

ウンにある教会．イオラニ宮殿に面しハワイ王朝との関係も深く，

ハワイで最も由緒と権威のある教会ともいえる．ハワイ国（州）の
モットーもこの教会での演説による．敷地ないには (William Charles)

Lunalilo［ウィリアム・チャールス・ルナリロ］ハワイ王国第 6 代国
王の廟が置かれている．
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Ka-wai-hae. カワイハエ．
【地名】ハワイ島北西部（コハラ区画，ワイ
ピオ区画）の地名：街道，町，湾，波止場，灯台，サーフィンエリ

ア．カワイハエの町の近くにはプウコホラー・ヘイアウがある．

Kawaihae i ke kai, i ke kai hāwanawana. カワイハエは海，ささやく海．

Ka-wai-hau. カワイハウ．
【地名】カウアイ島北東部の地方名：〈逐語〉
氷水．
【地名】モロカイ島西部（イーリオポイント区画）にある岬の
名．

Ka-wai-kini. カワイキニ．【地名】カウアイ島ワイアレアレ山の峰
（1,593m. 5,226ft.）．Ka pa‘ihi i ka wai o Kawai-kini. E uwila i ka luna o

Wai‘ale‘ale. カワイキニの水は輝き，ワイアレアレの頂は稲妻がきら
めく．

Ka-wai-o-ka-hala-o-puna. カワイオカハラオプナ．
【神話】虹の女神
の名．〈参照〉Kahalaopuna.

kawakawa［かわかわ］
【魚】カツオの仲間で pohopoho の成魚，スマ
（Euthynnus yaito）：スマの学名の Euthynnus は「よいカツオ」という

意味．ニイハウ島では sawasawa という．PCP tawatawa.
kāwele［かうぇれ］1. よく聞き取れて明確な発音の歌の種類；このよ
うに歌う．2. フラダンスのステップ．3. タオル，ナプキン，ふきん；

布でふきとる［ぬぐって乾かす］．
kāwele ‘au‘au［かうぇれ_‘あう‘あう］バスタオル．
kāwele holoi［かうぇれ_ほろい］手ぬぐい．
kāwele wai［かうぇれ_わい］ぬれたぞうきんや水で掃除する［ごしご
しこする］．
kāwelowelo［かうぇろうぇろ］（風で旗などが）はためく．
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kāwelu［かヴェる］1. 【植物】カーヴェル．風にそよぐ草．島により

示す種が異なりオアフ島では，Eragrostis variabiltis. ニイハウ島では

Eragrostis niihauensis. をいう．Wehiwehi Lanihuli i ke kāwelu. ラニフリ

の頂はカーヴェルで飾られる．2. フラダンスのステップ．3. 海草の
一種．4. 草葺きの家．

kawewe［かうぇうぇ］
（皿などを）ガチャガチャ鳴らす；（突然のどし
ゃぶりなど）ゴーゴーと音を立てる；パチン［パタッ］と音を立て

る，パチパチと音を立てる．
- kāwī［かヴィ］
（果実などを）圧搾する，
（乳などを）搾る．kōwī も同
じ．

Kāwika. カーヴィカ．
【人名】ダヴィデ（古代イスラエルの王の名）の
ハワイ語への転訛，英語ではデイビット（David）．第 7 代ハワイ王

カ ラ ー カ ウ ア の フ ァ ー ス ト ネ ー ム ． He inoa no ka lani Kāwika

Kalākaua. カラーカウア・カーヴィカ王の名前歌です．
kāwili［かうぃり/かヴィり］原料を混ぜる；（鳥もちなどで）鳥をわな
にかける；絡み合わせた，編み合わさった．PPN taa wiliwili.
kāwili lā‘au［かうぃり/かヴィり_ら‘あう］原料や薬種を混ぜる；薬剤
師．

kāwili palaoa［かうぃり/かヴィり_ぱらおあ］小麦粉製粉機；小麦粉
をひく．
kāwiliwili humuhumu［かうぃりうぃり/かヴィりヴィり_ふむふむ］足

踏みミシン（足よりもむしろ手で動かす）．
- - -kāwōwō. ho‘okāwōwō［ほ‘おかうぉうぉ］
（風・滝などが）ゴーゴ
ーと音を立てる．
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ke［け］1. 【文法】ka と同じの単数のみに使われる定冠詞．ka/ke の
使い分けは ka の 2 を参照．PNP te．2. Ka mea e の短縮形，…しよう

と思う人，…だろう人，…である人；…である物，…しようと思う物，
…だろう物．3. 〔接続詞〕…とすると，もしも…ならば，…の時など

を意味するマーカー．Ke hele ‘oe, hele au. もしもあなたが行くなら
ば，わたしも行きます．4. hiki や pono などの動詞の後に続くことに

より，一定の形に接続するマーカー．Hiki ia‘u ke hele. わたしは行く

ことが出来る．
kē［け］1. 抗議，不平，批判；（特にフラダンスの）批評家；批評［批

判・評論］する；突く，
（乱暴に）押す，…に反抗して戦う，避ける，
控える．Kē ‘ai. 断食する．ho‘oke- . 押し合って入る，押し分けて進
む，拒絶［拒否］する，横へ押しやる，圧迫する，避ける．2. （鐘・

どらなどが）ガーンと鳴る；時計が時を打つ．

kea［けあ］白い，透き通った；色白の人．PPN tea.

ke‘a［け‘あ］1. 十字形，十字架，すべての交差した物；家屋の中心と
なる棟木．
〈比喩〉妨げる，ふさぐ，さえぎる．ho‘oke‘a. 交差させ
る，妨げる，ふさぐ．2. 弓，投げやり［矢］；弓矢で射る．PPN tika,

PCP teka.

Kea‘au. ケアアウ．
【地名】オアフ島西部（カエナ区画）の地名：町，
マクア・ケアアウと言われる保護林，峰（Pu‘u Kea‘au：マカハの町

の北），海浜公園．Ha‘a ka ulu hala i Kea‘au. パンダナスの茂みがケア

アウで踊っています．
【地名】ハワイ島の（ヒロ区画，プナ区画，マ
クウ区画）の地名：町（ヒロ市の南），学校．

ke‘ahakahaka［け‘あはかはか］
（人間の）腹部，腹，
（昆虫・甲殻類の）
腹部．PPN fatafata.

Ke-āhole. ケアーホレ．
【地名】ハワイ島コナ地方西部の地域名（区画
名）：岬，国際空港．〈逐語〉（魚の）アーホレ．

250

keaka［けあか］1. 劇場，劇，演劇公演．hale keaka. 劇場の建物．英語
theater より．2. （トランプ札の）ジャック．英語 Jack より．3. （く
つろいで）談笑［雑談］する，しゃべる．

keakea［けあけあ］精液．〈比喩〉子供，種．

Ke-ala-ke-kua. ケアラケクア．
【地名】ハワイ島コナ地方（カイルア

区画，ホーナウナウ区画一帯）の地名：町名，湾名—キャプテン・
クックが殺されたところ，海中公園（ホーナウナウ区画）．
〈逐語〉神

の通り道：多数のヘイアウもある．‘O Kealakekua he lei pāpahi. ケア
ラケクアは花などを織り込んだレイ（のような色模様）です．

Ke-alohi. ケアロヒ．
【地名】オアフ島東部のヘエイアにある丘や岬の
名．以前は Ke-‘alohi であったと思われる．〈逐語〉輝き．

Ke‘alohi. ケアロヒ．
【天体】6 月〜11 月頃に見える星の名．人名にも
使われる．

Ke-alohi-lani. ケアロヒラニ．
【地名】オアフ島ワイキーキー地区（地
区 31）にある通り（街区）の名．
〈逐語〉高貴な輝き．以前は Ke-‘alohi-

lani であったと思われる．

Ke-‘anae. ケアナエ．
【地名】マウイ島東北部の地域名（区画名）：町，
小学校，公園，展望台/地，自営農地，岬，波止場，川．

Ke-ana-haki. ケアナハキ．
【地名】ニイハウ島南部の地名：湾，崖．
〈逐
語〉壊れた洞穴．

Ke-ana-o-Hina. ケアナオヒナ．
【地形】モロカイ島東部モロカイヌイ
アヒナにある洞窟でヒナの住処（すみか）とされる．Moloka‘i-nui-a-

Hina を参照．

Ke-ana-o-ke-akua-pōloli. ケアナオケアクアポーロリ．
【地形】オアフ
島東南端マカプウにある洞窟．海に面しており海側からしか見るこ
とができない．ワイマーナロの町の南．
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Ke‘anini. ケアニニ．
【地名】マウイ島東部ハーナ湾にあったいにしえ

（古）のサーフィンエリア．‘O ka ha‘i mai ā/a ka nalu o Ke‘anini. 〈歌
詞〉（何かが）押し寄せるそしてケアニニの波となる．

Ke-au-hou［けあうほう］ケアウホウ．
【地名】1. ハワイ島中央部（ヒ

ロ区画，ホーナウナウ区画，フムウラ区画，カイルア区画，カオへ
区画，キーラウエア区画，マウナロア区画，プナ区画）一帯を示す

ことば．2. ハワイ島西部コナ地方（カイルア区画）の地域名：町，学

校，湾，海岸，サーフ・サイト．ケオウホウ［Ke-ou-hou］と訛って

発音される．少し南方にはケクアオカラニの最後の地のクアモオが

ある．⇒Kua-mo‘o を参照．
〔出現例〕I Keauhou ua ‘ike māua. ケアウ
ホウでわたしたち２人は見ました（文は倒置法）．
〈逐語〉新しい時

代［世紀］．3. ハワイ島南部（キーラウエア区画）の《岬》の名．

Ke-au-kaha. ケアウカハ．
【地名】ハワイ島ヒロ地方，ヒロ市の東の海

辺の地：水辺公園，クーヒオー王子が尽力したハワイ人のための自
営農地［ho‘opulapula］で知られる．
〈逐語〉時代は奪い去る，印を付

けられた時代．‘Ike ‘ia i ka nani o Keaukaha. ケアウカハの美しさが見

られる．

Ke‘a ‘Ula‘ula［け‘あ_‘うら‘うら］赤十字社．

Keawe. ケアヴェ．1. 【人名】伝説的な（ハワイ島の）首長の名．2.
【天体】南天の星の名．ハワイ諸島は北半球に属しているので，星の
見え方は日本とほぼ同じ．南に見える星の代表は冬の大三角形など
がある．南十字星は Hōkūke‘a の名がある．また，Keaweawe Makali‘i

は『すばる』．なお南半球のタヒチとは季節が反対となるので，他の
ポリネシア語との比較には注意を要する．

ke‘e［け‘え］不正；あら，欠点；欠点のすべて．Na-na- ke‘e. 軽蔑（けい

べつ）する．ho‘oke‘e. （紙・布の裁断などで）方向を変える；（歩行
中に）向きを変える；角度をつける．PPN teke．
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Kē‘ē. ケーエー．
【地名】カウアイ島北部ハナレイ地方ハーエナにある
地名：海岸，崖など：ヒイアカはペレに殺されたロヒアウをこの地
の崖の洞窟に隠したと言われている．〈逐語〉逃避．Ka pali kapu o
Kē‘ē. ケーエーの聖なる崖．

ke‘ehana［け‘えはな］すべての足のせ台，足跡；踏みならした［踏ん
だ］地面［床］．

ke‘ehi［け‘えひ］踏む，踏みつける［つぶす］；…に反抗してなぐる；

馬にまたがってあぶみに足をかける；最後にきて断固として反対

する．PNP takafi．

ke‘eke‘e［け‘えけ‘え］1. ke‘e の重複形．ho‘oke‘eke‘e. ho‘oke‘e の重

複形（ke‘e を参照）；ジグザグの，かどばった．2. kekē（ぶっきらぼ
うな・おこりっぽい）と同じ．

Ke‘elināwī. ケエリナーヴィー．
【地名】ニイハウ島南西部の地名：湾
など．

ke‘ena［け‘えな］事務所；（行政組織の）省，庁，院，局，部．

ke‘ena hana［け‘えな_はな］仕事場，事務所，研究所．

ke‘ena kapu［け‘えな_かぷ］禁忌室；礼拝堂，聖所．
ke‘ena koho pāloka［け‘えな_こほ_ぱろか］（選挙の）仮設投票所．

keha［けは］高い，誇り高い；高さ，高慢，尊大；このように振る舞
う；（建物などが）頂上にそびえ立つ．Kau keha ka nohona o Pu‘ulani.

プウラニの頂上にある家はそびえ立つ．

kehakeha［けはけは］keha の重複形．Kau kehakeha i ka wēkiu. 頂に高
くそびえる．Kau kehakeha Nu‘uanu i ka makani. ヌウアヌ渓谷は風の

中にそびえ立つ．
kēhau［けはう］露，霧，露のしずく．
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Kēhau［けはう］
【気象】各島の各地に吹く優しい陸風．
『ハワイアン
ディクショナリー』では「ハワイ島西部，カウアイ島カワイハウ地

方のカパア，マウイ島のクラ（キロハナ区画の内陸部），モロカイ島
東部（ハーラヴァ区画），オアフ島に吹く優しい陸風」と地名をあげ
ている．
kēhau anu［けはう_あぬ］凍った露，霜（しも）．

Kehena. ケヘナ．
【地名】ハワイ島東部プナ地方にある地名（カラパ
ナ区画）：町の名．
〈逐語〉ゴミ捨て場．Ka pua hīnano o Kehena lā. ケ

ヘナのヒーナノの花（パンダナスの雄花）．
kēia［けいあ］これ，この人，この物；後者の．PPN ee, PCP teeia．

keiki［けいき］子供，子，子孫，男の子，息子；子牛，雄の子馬，子
やぎ；子供を持つ；子供になる．〈比較〉keiki kāne. PCP t(a, e)iti．

keiki ali‘i［けいき_あり‘い］王子，首長の子供．
keiki hele kula［けいき_へれ_くら］学童．

keiki hanauna［けいき_はなうな］おい（甥）またはめい（姪）．
keiki hipa［けいき_ひぱ］子羊．〈逐語〉羊の子．

keiki kameha‘i［けいき_かめは‘い］父親がはっきりわからない私生子．
〈逐語〉不思議な子．
keiki kāne［けいき_かね］男の子，息子．

keiki makua ‘ole［けいき_まくあ_‘おれ］孤児．
〈逐語〉親のいない子．

keiki manuahi［けいき_まぬあひ］私生子．〈逐語〉不貞の子．

keiki po‘o ‘ole［けいき_ぽ‘お_‘おれ］私生子．
〈逐語〉指導者のいない
子．

Kekaha. ケカハ．
【地名】カウアイ島西部のワイメア地方の地名：町，
農園．【地名】ハワイ島コナ地方北部の地名：国立公園など．

kekahi［けかひ］ひとつの…，一部，ひとつ，もうひとつ，いまひと

つ；…のほかに［も］，
（…も）また，また，含んでいる；その上，さ
らに；ある人，だれか．kekahi lā. いつかほかの日，ある日．PEP tetasi.
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kēkake［けかけ］【動物】ロバ，ロバの雄．
kekē［けけ］1. がみがみと［金切り声で］怒って；（あざ笑いや怒り
などで）歯をむき出しにすること；ぶっきらぼうな，言葉の辛辣（し

んらつ）な，トゲのある．ho‘okekē, ha‘a-kekē. 叱る，歯をむき出
しにして怒る．2. 女性のみだらな露出；女性に対してきちんと座り
なさいという注意．

keke‘e［けけ‘え］ke‘e の重複形（一般的に使われる）；屈曲した，ねじ

った，ひねった．ho‘okeke‘e. 曲げる，
（ひざを）折る，
（まゆを）ひ
そめる，身をよじる［ねじる］．

kekele［けけれ］
（経度・緯度・温度計・音楽などの）度．degere は
異形．英語 degree より．

Kekele. ケケレ．
【地名】オアフ島ホノルル地方，ヌウアヌ地区（地区
11）の崖の下に広がる地域．ハラの花の香りとハラの実で有名．
〈逐
語〉湿った．Ke onaona a‘o Kekele. ケケレの心地良い香り．Ka hala o

Kekele. ケケレのハラ．
-Kēkēmapa［けけまぱ］12 月．Dekemaba は異形．英語 December よ

り．
kekē niho［けけ_にほ］
（おどかしが通じないかも知れないと思いなが

らも）ぶっきらぼうな，おこりっぽい，不機嫌な，ひどく不作法な，

がみがみ言う，我慢できないほど無礼な．
kekē nuku［けけ_ぬく］kekē niho とほぼ同様．しかしもっと言葉数が
多くがみがみとどなる．

keko［けこ］モンキー，サル．

kekona［けこな］秒（時間の単位）．sekona は異形．英語 second よ
り．
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kela［けら］1. 卓越すること，まさること，…以上に突き出ること，…
より高い水準に達すること；…にまさる．ho‘okela. …にまさる，し

のぐ；（力量・学問などを）誇示する；高く評価されていることを
示す．2. 水兵．英語 sailor より．3. 仕立て屋．英語 tailor より．

ke + 動詞 + lā.【文法】話し手から離れた所の現在時制（未完了）を示
す文型．〈比較〉ke+動詞+nei. PCP te+動詞+laa.
-kēlā［けら］あれ，あの彼［彼女］，それ，その人［物］；前者の．PNP teelaa.

kēlā…kēia. あれこれ，すべて，あらゆる，何でもみな，あちらこちら；
種々雑多な（物から成る）．I kēlā me kēia lā. 毎日の．

kelakela［けらけら］kela の重複形．ho‘okelakela. 自慢する，見せび
らかす，いばる．

kela lole［けら_ろれ］テーラー（主に男子の服を注文で作る），ドレス
メーカー（主に婦人・子供服を作る）．
〈逐語〉洋服仕立て屋．tela lole

は異形．

kelamoku［けらもく］1. 船員．
〈逐語〉船の水兵．2. 格子じまの上
着［ジャケット］．

kelawini［けらうぃに/けらヴィに］疾風，大風．
〈逐語〉強風（の）風．
英語 gale, wind より．

kele［けれ］1. （地面など）じめじめした，泥深い，沼地の，ぬかるみ
の．
〈比 喩 〉不 潔 ．Wao kele. 樹 木 で 覆 わ れ た 高 地 ．ho‘okele.

ho‘okelekele (kele-kele の 1 を参照）
と同じ．2. 航海する；帆走で到着

した．Awa kele. 帆走でたどり着くであろう港．ho‘okele. 舵手，操

舵手；（船長などが船を）
操縦する，舵をとる；（車などを）運転する．
PNP tere．

keleawe［けれあうぇ/けれあヴェ］
（真ちゅう・銅・すずなど）金属の
総称．

kelekalama［けれからま］電報；電報を打つ．teregarama は異形．英
語 telegramより．
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kelekalapa［けれからぱ］電信，電報；電信［電報］を打つ．telegarapa
は異形．英語 telegraph より．

kelekele［けれけれ］1. kele の 1 の重複形；泥，泥沼，ぬかるみ，
（動
植物の）脂肪；じめじめした，油っこい，濃厚な，べとべとの．

ho‘okelekele. 泥だらけにする；（パンダナスの葉を水につけるよ
う に ）原 料 を 浸 す ；
（ 土 地 を ）肥 や す ．2. kele の 2 の 重 複 形 ．

ho‘okelekele. ho‘okele (kele の 2 を参照）の重複形；舵をとる，頻繁

に操縦［帆走］する．
Kelemānia［けれまにあ］ドイツ；ドイツの；ドイツ人
［語］．英語 Germany より．

kelepona［けれぽな］電話；電話をかける．telepona は異形．英語 telephone より．

kelikoli［けりこり］領土；領土の．teritori は異形．英語 territory より．

kemokalaka［けもからか］民主主義者；民主政体［主義］の．demokarata は異形．英語 democrat より．

kemu［けむ］1. （振動・音などを）消す，消滅させる．2. ゲーム，遊
戯，娯楽．英語 game より．

kena［けな］1. （欲望，情熱などを）満たした［和らげた］；（のどの
渇きを）いやした．ho‘okena. のどの渇きなどをいやす．Nāna nō i

ho‘okena i ka ‘uhane makewai. 彼によってかわいた魂が癒される．2.

（きつい仕事などで）疲労した；悲嘆させ苦しめた．
-kēnā［けな］1. 命ずる，さしずする，注文する，仕事上の使いを送る．
2. その，あの，あちらの（聞き手に近い距離にある物［人］を示す
時に使われる）．PNP teenaa．

ke + 動詞 + nei. 【文法】話し手に近い所の現在時制（未完了）を示す
文型．
〔用例〕Ke noho nei nā wāhine i ka uluna makaloa. 女性たちはマ
カロアのマットに座っている．〈比較〉ke +動詞+ la-. PCP te+動詞+

nei.
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keneka［けねか］セント（米国・カナダなどの貨幣単位）．英語 cent よ
り．

kenekoa［けねこあ］上院議員．英語 senator より．

kenelala［けねらら］世間一般の，普通の．generala は異形．英語 general より．
keni［けに］両替え，釣銭，小銭．He keni no- ka-u? 小銭をもってます
か．英語 penny より．

kenikeni［けにけに］
（米・カナダ）10 セント白銅貨，10 セント，小
銭．

ke‘o［け‘お］1. 白い，透明な，すき通った．ho‘oke‘o. 白くする，漂
白する．2. 【解剖】陰核．3. 高慢な．

ke‘oke‘o［け‘おけ‘お］1. 白い，白色の，明るい．kālā ke‘oke‘o. 銀貨．
PCP tekoteko．2. 白い木綿地（通常maoli, pia, wai が後に続く）．3. 高

慢な．PEP tekoteko．

ke‘oke‘o maoli［け‘おけ‘お_まおり］質の良い漂白した木綿地．
〈逐語〉
本物の純白．

ke‘oke‘o pia［け‘おけ‘お_ぴあ］質の良くない漂白した木綿地．

ke‘oke‘o wai［け‘おけ‘お_わい］漂白した木綿地．

Ke-ō-muku. ケオームク．
【地名】ラナイ島東部にある町の名．
〈逐語〉
短くされた砂．Huapala o Keōmuku. ケオームクの恋人．

Ke-one-kani-o-Nohili. ケオネカニオノヒリ．
【地名】カウアイ島西部
ワイメア地方（ノヒリ岬の北）にある「鳴き砂の浜辺」．
〈逐語〉ノ
ヒリの音の浜辺．

Ke-one-‘ō‘io. ケオネオーイオ．
【地名】オアフ島，ナーナークリ（ワ
イアナエ区画）にある峡谷の名．
【地名】マウイ島中央南部（マーケ

ナ区画）の地名：町（集落），湾の名は La Pérouse Bay. 〈逐語〉ソト
イワシの砂地．
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Ke-one-‘ula. ケオネウラ．
【地名】オアフ島，ホノルル地方の地名．Kapā-lama を参照．〈逐語〉赤い砂．

keonimana［けおにまな］紳士，ジェントルマン（育ちがよく思いや

りのある男）．英語 gentleman より．ho‘okeonimana. 紳士的な振る
舞い；紳士のように振る舞う．

Ke-ō-ua. ケオーウア．
【地名】オアフ島ホノルル地方シェリダン・ト
ラクト地区（地区 21）の遊歩道，カメハメハ・スクールの建物名．
【人

名】カメハメハ I 世の父．
〈逐語〉雨雲．フルネームは Ka-lani-kupu-

a-pā-i-ka-lani-nui［育ち，そして大きな天に触れた高貴な首長］が後
に続く．

kepa［けぱ］刻み目［切り目］のある；斜めに切った［刈った］；斜め
に切る；どちらか一方に向く［曲がる］．

Kepakemapa［けぱけまぱ］9 月．英語 September より．
Kepanī［けぱに］日本の；日本人［語］．英語 Japanese より．

Kepania［けぱにあ］スペイン；スペインの；スペイン人［語］．
Sepania は異形．ラテン語 Hispania より．

Ke-pani-wai. ケパニワイ．
【地名】マウイ島（ワイルク区画）にある

地名：公園名．〈逐語〉水（の）栓．
kēpau［けぱう］鉛，松やに，タール，樹脂；（熟したパンの木の実な
どの）樹脂；ドロドロした樹液；釣り糸の錘り．E pili ai ka manu i ke

kēpau. 鳥は樹液と一緒になれ．
kēpau kāpili palapala［けぱう_かぴり_ぱらぱら］封ろう．

kepela［けぺら］1. つづること，スペリング；つづる．Puke a‘o kepela.

綴字（ていじ）教本．sepela は異形．英語 spell より．2. ゼブラ，し
まうま．zebera は異形．英語 zebra より．

Ke-puhi. ケプヒ．
【地名】1）モロカイ島西部（イーリオ区画）の海岸

地帯の名：湾，町．2）カウアイ島，オアフ島，ハワイ島などにも同
名地名．
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Kerisema［けりせま］
【地理】キリバス共和国のクリスマス島．現在

はキリスィマスィ島と呼ぶ：クリスマスの日に発見されたためこ
う呼ばれる．イギリスの水爆実験で知られる．

keu［けう］残っている，追加の，一層多い［大きい］，多すぎる（しば
しば a- を伴う）．Kanahā ā keu. 40 以上．He keu ā ke kolohe! もうまっ

たくわんぱくな．PNP teu.
ke- wai［けわい］雨模様の，ずぶぬれの，霧に包まれた；湿気のある，

霧が降りたような．
Kēwai［けわい］【気象】ハワイ島東部のヒロ地方に吹く風の名．

Ke-walo. ケワロ．
【地名】オアフ島ホノルル市の地区名（地区 22）：
港湾地帯で，サーフィンエリア．〈逐語〉こだま．

kewe［けヴェ］1. 凸（とつ）状［面］の，中高の，凹（おう）面［形］
の，中くぼみの；（月など）三日月形した．2. 帆げた，
（ボートなど

をつるす）舷側の腕架．
kī［き］1. 【植物】ニオイシュロラン，ティー（Cordyline terminalis）：
ユリ科センネンボク属の高木．PPN tii. 2.（銃などで）
うつ，ねらう；

（洗浄器などで）水を噴出させる；（怒った猫などが）つばを吐く．
PCP tii. 3. 編み物用にサイズや長さのそろったものをえり分け，わ

きに置かれた 40 枚のパンダナスの葉の束. 4. （ドアや門などの）か

ぎ，かけがね；（音楽の）調子，音程，
（5 線上の）音部記号；（時計
のねじを）巻く，
（時計の）針を合わせる，
（目覚まし時計を）かける；

（ドアなどに）錠を掛ける．英語 key より．5. 銃の引き金．6. 飲料
用の茶（特に紅茶）．英語 tea より．

kia［きあ］1. 柱状の物，支柱，標柱；船のマスト；くぎ；とりもちで

鳥をわなにかけるのに使われたさお；そのようにして鳥をわなに
かける人．PPN tia. 2. シカ．dia も同じ．英語 deer より．

kia-. カヌーの型式に付く接頭辞．kialoa, kiapā を参照．
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kia‘āina［きあ‘あいな］
（米国各州の）知事，総督；（知事・長官・総

裁などの）職［地位・任期］．〈逐語〉その土地の支持者．
kī‘aha［き‘あは］1. （コーヒー・紅茶用の）カップ，水差し，タンブ

ラー，ジョッキ型カップ．2. 【大文字・天文・現代語】北斗七星（大

くま座の 7 星）．
kī‘aha aniani［き‘あは_あにあに］ガラスのコップ．
〈逐語〉ガラスの

カップ．
kī‘aha inu waina［き‘あは_いぬ_わいな］ワイングラス．
kia hō‘ailona ［きあ_ほ‘あいろな］道標．

kia ho‘omana‘o［きあ_ほ‘おまな‘お］記念碑［塔］，石碑．

kia‘i［きあ‘い］見張り，
（建物などの）夜警；警戒する；（絶壁などを）
見下ろす．ho‘okia‘i. 見張りを置く．PPN ti‘aki.

kia‘i kai［きあ‘い_かい］沿岸警備員．〈逐語〉海の監視．
kia‘i kino［きあ‘い_きの］ボディーガード，護衛．

kia‘i ola［きあ‘い_おら］（水泳場の）人命救護員．
kia‘i pō［きあ‘い_ぽ］夜警，夜の見張り．

kia kahi［きあ_かひ］スループ型帆船；1 本マストの船（通例，ボー
トよりも大型の船）．

kia kolu［きあ_こる］3 本マストの船．

kialoa［きあろあ］長くて軽く，スピードのでるカヌー．

kia lua［きあ_るあ］ブリック（2 本マストの帆船の一種），スクーナ
ー船（通例 2 本マストの縦帆式帆船）．

kia manu［きあ_まぬ］鳥を捕らえる人，とりもちで鳥を捕らえる事；
とりもちで鳥を捕らえる．
kī‘amo［き‘あも］栓（せん），
（パイプ・穴などを）ふさぐもの；生理
用ナプキン．

kianapauka［きあなぱうか］ダイナマイト．〈逐語〉巨大な火薬．
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kiani［きあに］
（軽く）はじく，穏やかに波打つ，
（フラの動作のひと
つで，手を頭の上ではじくように）静かに振る；（舞い上がる鳥など
が）旋回したり，急降下する． ‘ai kiani. （トンビなどが）急降下し

てさらうように食べる［食べ物をひったくる］．
kiapā［きあぱ］帆走の速いカヌー．
kiapolō［きあぽろ］
【ギリシャ語】悪魔； 悪魔のような．diabolo は
異形．
kī‘apu［き‘あぷ］ティー［kı-］の葉を折りまげてカップのようにした

もの（水をすくうために使われた）；両手で水をすくって飲む時の

手の形．

kiawe［きあヴェ］1.【植物】マメ科の植物（Prosopis pallida）．Uluwehi
i ka lau kiawe. キアヴェの葉で青々としている．2.（枝などが）揺れ
る．

ki‘ei［き‘えい］
（ドアや裂け目などから）のぞく；ぬっと現われる；前
に出る，突き出る．niho ki‘ei. 出っ歯．

ki‘eki‘e［き‘えき‘え］高いこと，高さ；高貴な，高尚な，気高い，威
厳のある，すぐれた．ho‘oki‘eki‘e. 助長する，
（希望・自尊心を）高

揚させる，向上させる；年長者に対し無礼な，うぬぼれの強い，横
柄な；自負心，うぬぼれ．PCP tiketike.

kiele［きえれ］
【植物】1）ガーデニア，くちなし（Gardenia augusta）：

アカネ科クチナシ属．He aloha ku‘u lei kiele lā. それはわたしの愛す

るキエレのレイです．PPN tiale. 2）タヒチ語のティアレ（タヒチの
島花）と同義．

kiha［きは］（伝説上の）トカゲ．
-kīhā［きは］1. おくび，げっぷ；おくび［げっぷ］をする．2. （荒れ
た海を進むカヌーのように）激しく縦に揺れる．
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kīhae［きはえ］
（葉などを）引き裂く［取り除く］；パンダナスの葉か

らとげを取り去る［除く］；（ダンスのスカートを作るためにティー
リーフ［lau kı-］を）寸断する．
-kīhāpai［きはぱい］1. 小さな土地区分（paukū よりも小さい）；耕作

された畑，小さな農地；教会の教区；仕事や事務所の局［課］．2. 白
色の日々草（Catharantus roseus, Vinca rosea）．

kihe［きへ］くしゃみ．PPN tise.
kı-he‘ahe‘a［きへ‘あへ‘あ］
（特に赤や血で）染める，しみをつける，し

ま模様になる；炎のしま模様．Ua kīhe‘ahe‘a ihola ‘ia papa pōhaku i ke

koko ali‘i. 石の床は首長の血で染まった．Nalohia nā ‘ōahi i kīhe‘ahe‘a

ao. ロケット花火は雲を色付けて消える．
kīhei［きへい］ショール，肩掛け，ケープ；一方の肩に結びつけられ
た長四角形のタパ布のマント；ベッドカバー；kı-hei を身に付ける．
kīhei moe［きへい_もえ］
（生地が薄く）軽いベッドカバー．染める，
kīhene［きへね］ティー・リーフ（ニオイシュロラン［kī］の葉）で
編んだかご（篭）；ティー・リーフをまとめた束．Nā wāhine kīhene
pua. 花かごを持った乙女たち．

kihi［きひ］外側のかど，へり，縁，先端；角の頂点；わきへそれる．
Maka kihi. 横目で盗み見ること．Kihi alanui. 街角．ho‘okihi. 葉など

を編み重ねて角を作る．PCP tifi．

kihikihi［きひきひ］1. いくつもの角（かど）
；角のある，角がいっぱ
いの．2. 【魚】ツノダシ（Zanclus cornutus）．PPN tifitifi．

kihi po‘ohiwi［きひ_ぽ‘おひヴィ］肩先；肩；山の肩．
- kı- hō‘alu［き_ほ‘ある］（ギターの弦を）ゆるめて調弦したキー．
kīholo［きほろ］1. サメなどの大きな魚を釣る木製の釣り針．2. カヌ
ーで曳く 20 ひろ（尋）を超える漁網．
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Kīholo. キーホロ．
【地名】ハワイ島西部コナ地方（プアコー区画）の

地名：湾，集落：かつてカメハメハ I 世により養魚場が設けられた
が，溶岩で流された．

ki‘i［き‘い］1. 像，彫像，絵，人形，先史時代人または未開人の描い

た［刻んだ］岩石線画［彫刻］；（家などの）平面図．PCP tiki. 2. （行
って）取って来る，
（特に努力や苦労をして）獲得する，…を呼びに［取
りに］
（人を）やる，…を取りに行く．ho‘oki‘i. 送る；…を呼びに［取

りに］
（人を）やった．PCP tiki. 3. 試しにやってみる．E ki‘i ā loa‘a
ā loa‘a ‘ole mai paha. たぶん駄目だろうがやってみろ．4. フラのス

テップのひとつ．wāwae ki‘i も同じ．5. 柑橘類（かんきつるい）一
般，ミカン．
〈比較〉‘alani. 6. （月や波などを表すフラのような）身
ぶり，手ぶり，しぐさ．

Ki‘i. キイ．
【地名】ニイハウ島北東の地．ニイハウ島への上陸地（波

止場）．
【地名】1）オアフ島（モーカプ区画）にある岬の名．2）オ
アフ島（カフク区画）にある貯水池の名．
【地名】1）ハワイ島コナ
地方南部のホーナウナウのアラハカ湾にある岬の名．2）ハワイ島コ

ナ地方南部にある岬の名．
-ki‘i. ha-ki‘i, hı-ki‘i, mu-ki‘i, na-ki‘i, nı-ki‘i を参照（すべて，結ぶ［縛る］を
意味する）．PCP -tiki.

ki‘i akua［き‘い_あくあ］偶像神，彫像．

ki‘ihele［き‘いへれ］ぶらつく，歩き回る；このような人．
ki‘i ho‘ākaaka［き‘い_ほ‘あかあか］
（本の）さし絵．
〈逐語〉明らかに
する絵．

ki‘i ho‘olele［き‘い_ほ‘おれれ］（写真の）引き伸ばし．
ki‘i kālai ‘ia［き‘い_からい_‘いあ］彫刻した像，偶像．
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ki‘ina［き‘いな］ki‘i の 2 の受身形または命令形；試みる，苦労して手
に入れる．Ki‘ina kō lei lehua i Ola‘a lā. あなたのレフアのレイをオラ

アに行ってとってくる．Ki‘ina kahuna i Hawai‘i. 聖職者をハワイ（島）
に行って連れてくる．

ki‘inaleo［き‘いなれお］
【文法】イントネーションを意味する文法［音
声学］用語．

ki‘i ‘oni‘oni［き‘い_‘おに‘おに］映画．

ki‘i palapala［き‘い_ぱらぱら］
（新聞の中にあるような）印刷した写
真．

ki‘i pena［き‘い_ぺな］絵，油絵，水彩画．〈逐語〉彩色した絵．
ki‘i pōhaku［き‘い_ぽはく］石像，ペトログリフ；先史時代人の描い
た［刻んだ］岩石線画［彫刻］．

kika［きか］1. （泥などで）つかみ［握り］にくい，ぬるぬるした．2.
姉妹．tita も同じ．英語 sister より．3. リンゴ酒．sida も同じ．英語

cider より．4. トラ．tiga も同じ．英語 tiger より．
-kīkā［きか］1. ギター．英語 guitar より．2. （タバコの）葉巻き．英
語 cigar より．3. 【植物】タバコソウ（Cuphea ignea）：メキシコ原産

のミソハギ科の低木．
kīkaha［きかは］舞い上がる，滑空する，空を舞う；わきへよける；
（闘鶏などを）うまくあやつって…させる．

Kīkako［きかこ］
【地理】シカゴ：ミシガン湖に臨む米国第 2 の都市．

英語 Chicago より．
kīkala［きから］腰，尾てい骨；臀部（でんぶ）；（カヌーの）船尾．
kīkala hāne‘ene‘e［きから_はね‘えね‘え］
【病理】腎盂炎（じんうえん），
腎臓炎．〈逐語〉垂れ下がった尻．
-kīkānia［きかにあ］1. 【植物】オナモミ（Xanthium種）：とげのある
雑草．2. 【聖書】毒麦：ギリシャ語で有毒な雑草．
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-kīkā Pukikı-［きか_ぷきき］マンドリン．
〈逐語〉ポルトガルのギター．
-kīkē［きけ］
（頭・球などを）打つ，コツコツ［トントン］とたたく；
（ハンマーなどで）こわして開ける；（乾杯の時に）グラスをかちり
と鳴らす．

-kīkē, kīkē-.「前後に，行きつ戻りつ」の意味の接辞．‘ōlelokīkē, walakīkē,
- kı-ke- . 激しい反論の準備が出来た．
pākīkē, kīke-‘ōlelo を参照．ho‘o
kīke‘e［きけ‘え］曲がる，屈曲する；Z 字形の，ジグザグの．Alanui

kīke‘e. ジグザグの道．
kīke‘eke‘e［きけ‘えけ‘え］kīke‘e の重複形．Alanui kīke‘eke‘e. たくさ

んの曲がり角のある道．
-- kīkē‘ōlelo［きけ‘おれろ］論議する，口答えする．
kīkepa［きけぱ］女性が身に着けるタパ布またはサロン（これらの布

は，片腕の脇から体を覆うように巻き，反対側の肩で布の両端を結
んで着る）．

kiki［きき］1. （ハチなどが）針で刺す；（めんどりなどが）くちばし

でつつく，飛びかかる．2. （カヌーや木製のどんぶりなどの穴をふ
さいだり，すき間を詰めたりするのに使われる）くさび形の栓（せ

ん）または詰め物；穴に栓をする，穴をふさぐ［詰める］．PEP titi. 3.

‘ūkīkiki に同じ．
kikī［きき］速く流れる；（ホースなどから水が）ほとばしる；迅速に
振る舞う．
-kīkī［きき］1. kī の 2 の重複形．Wai-kīkī. 地名のワイキーキー：噴出
する水（かつて Waikīkī 地区には多くの泉があり，湿地帯だったこと

からこう呼ばれた）．PCP tiitii. 2. kōlea に似た鳥の一種．

Kīkī. キーキー．
【地名】ハワイ島プナ地方（マクウ区画）コアエの近

くの地名．
-kīkīao［ききあお］突風，スコール（しばしば雨を伴う短時間の局部
的突風）．
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kīki‘i［きき‘い］反り返える；（船などが）一方に傾く；（体・手足など

を）いっぱいに伸ばす［広げる］．Ke lawe nō ā kīki‘i pau. 〈歌詞〉運
んで全て広げよう．ho‘okı-ki‘i. 反り返えらせる；広げさせる，伸ば
させる．Noho ho‘okīki‘i. （犬などを）座らせる．

kikiki［ききき］1. ikiiki［蒸し暑い］に同じ．2. ‘ūkīkiki の省略形．3.
‘i‘i‘i, makali‘i に同じ．He kanaka kikiki. 小男．‘Upena kikiki. 目の細か

い網．4. 切符．英語 ticket より．likiki を参照．5. だます；ずるいや
つ．

kikili［ききり］kili の重複形．

kikilo［ききろ］時間的に離れている（過去，未来とも）；（遠い）距離，
（長い）期間．Kau au ke oli a‘e kikilo ‘ē. わたしは古代の歌を歌う．I
kikilo aku i nā mamo. 子孫に続く未来への道．

kikino［ききの］
【品詞名】名詞を意味する文法用語．
『Māmaka Kaiao』

では略字の［kik］が普通名詞の表示に使われている．
-kīkīpani［ききぱに］終結，最後，結末．

Kikipua. キキプア．
【地名】モロカイ島（ハーラヴァ区画）北部の地

名：岬名など．
kikī wai［きき_わい］ホースや水鉄砲で水を発射する，ホースで水を
かける．

kiko［きこ］
（あらゆる種類の）点；句読点；物語の段落；【音楽】付
点（音符または休止符の右側につけて 2 分の 1 だけ音を長くする符
号）および繰り返しも同じ；点付きの；…の上に点を打つ；…に印
を付ける；（ニワトリなどが）食べ物をつつく；（虫が食って）果物
を痛める；額（ひたい）に点で入墨をした．PCP tito.

kiko ho‘omaha［きこ_ほ‘おまは］段落の指示をする句読点（コンマ

［，］，コロン［：］，セミコロン［；］，ピリオド［ ．］など）．
〈逐語〉
休んでいる句読点．
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kīkoi［きこい］1. ぶしつけな，皮肉な．2. （読書をしている時にまわ
りをはね回るような）不品行で無作法なことをする；無作法な．

kiko kahi［きこ_かひ］句読法の中のピリオド［.］，終止符．
〈逐語〉一
個の小点．

kikokiko［きこきこ］1. （豚など）点々のある，斑点のある；頻繁に
…の上に点を打つ；（えさを食べる鶏のように）繰り返しくちばしで
つつく．2. タイプライターで打つ．

kikokiko hua［きこきこ_ふあ］タイプライターで打つ；タイピスト．
〈比較〉mīkini kikokiko hua．

kiko koma［きこ_こま］記述記号のセミコロン［;］．
〈逐語〉小点読点．
kiko moe［きこ_もえ］ハイフン，連字符［-］．
〈逐語〉あおむけに寝

た印．
kīkoni［きこに］小さなちょうな（釿，手斧）：この「ちょうな」はか
んな（鉋）のように用いカヌーなどの表面を整えた；カヌーを仕上

げる；カパ（タパ）の材料のワウケを柔らかくする；（キツツキなど
のように）突つく．Pa‘ū i ka ua kı-koni ‘ili. 膚をさす雨でずぶ濡れだ．
kiko nīnau［きこ_になう］クエッションマーク，疑問符［ ?］．
kīko‘o［きこ‘お］親指と小指を張った長さ（通例約 22cm）；広さ，大
きさ，広がり；（手足・翼などを）いっぱいに伸ばす［広げる］；（矢

を）射る；金を支払う，銀行から金を引き出す．PCP tiitoko．
kīko‘olā［きこ‘おら］1. 皮肉な，無礼な，生意気な．2. やたらな，い
ろいろ混じった；あちらこちら至る所に；混乱させた，困惑させ

た；（包装するのに）しにくい形の．
kīko‘o pāna‘i［きこ‘お_ぱな‘い］為替手形．〈逐語〉為替支払い．
kīko‘o panako［きこ‘お_ぱなこ］銀行小切手．
kiko pū‘iwa［きこ_ぷ‘いヴァ］感嘆符［! ］．

kikowaena［きこわえな］円の中心；電話交換局，電話交換手；司令
部；雄牛の目．
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kila［きら］1. 高いところ；強い，強力．kilakila, lanakila を参照．2. 印

章，証書，特許；封印された；封印する．sila は異形．英語 seal よ
り．3. 剣，のみ，ナイフの刃．

kilakila［きらきら］荘厳な，雄大な，勇ましい，勢いのある．
kīlau［きらう］1. ワラビ，シダ（Pteridium aquilinum）．2. 葉をちぎっ
たティーの茎．漁の合図に使われた．

Kī-lau-ea. キーラウエア．逐語は「（火山性）ガスなどを吐き出す」で
各島に多くあるが，ハワイ島の火山が特に有名．1. 【火山】ハワイ
島マウナロアの活火山．現在も盛んに活動している．2. 【地名】カ
ウアイ島北部ハナレイ地方の地名：町，小学校，湾，岬，灯台，波
止場，川，滝，火山錐など．‘O Kīlauea me kou nani ē. キーラウエア
岬はあなたの美しさとともに（ある）．
【地名】オアフ島，ホノルル

地方の地名：公園はダイヤモンドヘッド地区（38）．街区名としてワ
イアラエ地区（39），カイムキー地区（38），カーハラ地区（37）地
区にある．
【地名】ハワイ島の活火山と一帯の地名（フムウラ区画，
キーラウエア区画，プナ区画）：国立公園，陸軍施設，保護林，火山

博物館，レーンジャー施設などがある．Wele ‘o Kīlauea, wele ‘o Puna.

キーラウエアは熱い，プナは熱い．
kīleo［きれお］喉，喉びこ．

kili［きり］1. 雨だれ；霧雨；静かに雨が降る．kili hau, kilihune, kili
nahe を参照．2. 雷のとどろき；雷が鳴る．

kili hau［きり_はう］非常に冷たいにわか雨；このように雨が降る．
kilihē［きりへ］
（水しぶきなどによって）びしょぬれになった．Kilihē i
ka ‘ili o ka ipo. 愛する人の肌をびしょ濡れにした．

kilihea［きりへあ］kilihē に同じ；（海のしぶきなどで）びしょ濡れに

なる Kilihea ka liko ‘āhihi. 〈歌詞〉アーヒヒの花の蕾は濡れる．
-kilihēhē［きりへへ］頑固な，手におえない．
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kilihune［きりふね］細かな雨，かすかな霧雨，風に吹かれたしぶき．
kilika［きりか］1. 絹．英語 silk より．2.【植物】クロクワ（Morus nigra）：
黒い実がなる．

kilika lau［きりか_らう］錦織りの絹．

kilika nehe［きりか_ねへ］タフタ，こはく織りの布．
〈逐語〉さらさ
ら音がする絹．

Kilikiano［きりきあの］Kalikiano［クリスチャン］と同じ．Kiritiano
は異形．

kilikili［きりきり］kili の 1 の重複形．Ua kilikili noe. 霧雨．

kilikilihune［きりきりふね］kilihune の重複形．A me ka ‘ehu kai kilikilihune. そして風に吹かれる海のしぶき．

kili nahe［きり_なへ］かすかな［温暖な・静かな］雨；静かに雨が降
る．

kili noe［きり_のえ］霧雨，kili ‘ohu よりもいくらか濃い霧．

kili ‘ohu［きり_‘おふ］霧雨とかすかな霧．

kili‘o‘opu［きり‘お‘おぷ］
【気象】マウイ島のワイへエに吹く風やモロ
カイ島の風上（東部方面）に吹く風の名．kili‘opu は異形．

kili‘opu［きり‘おぷ］1. 楽しいことに夢中になる，没頭する；（愛の営
みで）よい時を過ごす．Ua kili‘opu māua i ka nahele. 森（の中）でわ

たしたち２人は（愛の営みで）よい時を過ごしました．2. 走る姿な
どが優雅である．

Kilipaki［きりぱき］
【地理】ギルバード諸島（中部太平洋の赤道付近

にある群島で英領植民地）；ギルバード人．Gilibati は異形．英語
Gilbert より．

kilipohe［きりぽへ］
（雨や露に濡れた花のように）形の良い，しっと
りと形のよい．Kilipohe i ka ua a‘o Ko‘o-lau. コオラウの雨に濡れて

形がよい．
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kilipue［きりぷえ］しっかりと抱き締める．【文法】次の出現例では

loa‘a 型（受け身）で使われている．‘Eha koni ku‘u pu‘uwai i ke kilipue.

〈歌詞〉しっかり抱き締められるとき，わたしの心臓は激しく高鳴る．

kilo［きろ］天文学者，予言者，先見者，占星家；接近してじっと見る．
PPN tiro．

kilohana［きろはな］1. 5 枚（またはそれ以上）のタパ布［kapa］を

重ね，一方の端を縫いとじて作られたベッドカバー［ku‘ina-kapa］の，
模様が描かれている一番上のタパ布の呼び名（内側の 4 枚の層は，

装飾された kilohana とは著しく違う白色だった．この事から推して

「最も良い・優れた・優秀な」など広範囲な意味を持つ）．2. 塚，丘，
高台，展望台，見晴らしのよいところ．

Kilohana. キロハナ．各島各地に地名として数多く使われている名前．
由来は「白色」及び「高地・展望」である．
【地名】1）カウアイ島

東部リーフエ地方の峰と火口．2）カウアイ島北西部ワイメア地方の
ワイメア渓谷にある展望台．【地名】オアフ島，ホノルル地方カリ

ヒ・ウカ地区（3）カリヒ渓谷の峰．Nu‘anu‘a ē ka noe Kilohana. 〈歌

詞〉キロハナの霧は折り重なっていて深い．
【地名】マウイ島中央部
の地域名（区画名）：マウイ島東部のハレアカラー国立公園の西端
の地名．‘Ike au iā Kilohana. Kāua i ke one he‘ehe‘e. わたしはキロハナ

を見る．わたしたちは砂滑りをする．
【地名】1）ハワイ島南部（マ
ウナロア区画）の地名．2）ハワイ島北部（ワイキイ区画）マウナケ
ア西側の峰．

kilo he‘e［きろ_へ‘え］箱メガネ（底にガラスをはめ込んだ箱）で，海
中を見ながらタコを捕る人；このようにして捕る．

kilohi［きろひ］kilo + -hi［他動詞化の接尾辞］の語：意識をして見る
こと；（好きな人などを）ちらっと見る，
（興味を持って）じっと見
る．Kilohi aku ā ‘ike kahi lua puhi. じっと見ると潮を吹く洞窟が見え

ます．
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kilohia［きろひあ］kilo の受身形または命令形．PPN tirofia．
-kilo hōkū［きろ_ほく］占星家，天文学者；星を観察したり研究する．
kiloi［きろい］捨てる，投げつける．

kilo i‘a［きろ_い‘あ］高い場所から魚の動きを見て漁師に指示を与え
る男；そのように振る舞う．

kilo lani［きろ_らに］空を観察することにより，未来の予言をする予
言者；そのようにする．

kilo makani［きろ_まかに］航行の目的のために風を観察する人；そ
のように観察する．

kilo moana［きろ_もあな］海洋学，海洋学者；公海を観察したり研究
する．
--kilo nānā lima, kilokilo nānā lima［きろ_なな_りま，きろきろ_なな
_りま］手相術，手相見［人］
．

kilu［きる］
（通例，たてに割った）小さなヒョウタン（瓢箪）またはコ

コナッツの殻
（気に入っている小さな物を入れたり，子供達に物を食
べさせるのに使われる．また kilu という男女で遊ぶゲームにも使わ

れる）；kilu ゲームをする．

kimepala［きめぱら］
【楽器】シンバル．英語 cymbal より．kimebala,
kume-pala は異形．

kimo［きも］通例，ゴムまりをつきながら決められた道順に沿って地

面で金属品や玉などを投げたり，つかんだり，位置を変えたりする
ジャックスという子供の遊びによく似たゲーム．

Kimo. キモ．
【人名】ジェームス，ジム：一般的な男子の名前．英語
James, Jimより．

Kina［きな］チャイナ；チャイナの；チャイニーズ．英語の China よ

りハワイ語の Kina になったのは「清」時代で，当時中国はなかった．

-kina. ho‘okina［ほ‘おきな］根強く持続する；絶え間のない．
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-kīnā［きな］傷，しみ，美観を損なうこと［もの］またはあらゆる種

類の身体の欠陥；醜くした，不具の；（美しさなどを）損なう．
ho‘okı-na- . 欠陥の原因となる，災害を引き起こす．

kinai［きない］（火などを）消す；（電灯などを）消す．PNP tinai．
kinai ahi［きない_あひ］消防士，消火器；火を消す．

kinamu［きなむ］ギンガム：棒じままたは弁慶じまの綿布．Pua kinamu.（キルティングやクッションカバーなどに）アップリケされた

花．英語 ginghamより．
kīnana［きなな］
（ニワトリや小鳥などの）母鳥とそのひな．PNP tinana．
kīna‘u［きな‘う］きず，欠点，欠陥，小さなひび．
kini［きに］1. 大勢，多数；四千，4000．PEP tini. 2. キング，王．英
語 king より．3. ブリキ，バケツ，缶詰の缶．tini も同じ．Kini ‘ai. ポ

イや他の食物運ぱん用のバケツ．英語 tin より．4. 酒の一種のジン．

gini も同じ．英語 gin より．

kini akua［きに_あくあ］無数の霊と神；おびただしい数の霊．

kinikini［きにきに］1. kini の 1 の重複形；多数の．2. （子供の）はじ

き石，おはじき（昔は丸い小石や種が使われた）；はじき石で遊ぶ．

kini lau［きに_らう］多数の，とてもたくさんの．
kini ‘ōpala［きに_‘おぱら］台所から出る食品のくずやごみを入れる缶．
-kinipōpō［きにぽぽ］球技，野球；球技をする．
-- kinipōpō hı-na‘i［きにぽぽ_ひな‘い］バスケットボール．
-kinipōpō pa‘i［きにぽぽ_ぱ‘い］テニス．
〈逐語〉打つためのボール．
-kinipōpō peku［きにぽぽ_ぺく］フットボール．〈逐語〉けり球．
kino［きの］1. 身体，容姿，外見，個人，人，自己；身体［肉体］上
の．ho‘okino. 体調を考慮する；（虚弱な幼児などを）発育させる；

（精神などを）形成する．PPN tino．2. 【文法】人称；人称の．Kino
mua, kino kahi. 1 人称．フォント．

kinoa hua［きのあ_ふあ］（活版印刷の）活字．フォント．
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kinohi［きのひ］発端，起源，創始．

Kinohi［きのひ］Baibala［聖書］の創世記．略記は Kin. Mai Kinohi a

Ho‘ike ‘Ana. 〈慣用句〉最初から最後まで．
kīnohi［きのひ］装飾した，飾った；飾りつけ，装飾物．
kīnohinohi［きのひのひ］kı-nohi の重複形；（更紗のように）模様をつ

けた．
kino hō‘oia［きの_ほ‘おいあ］
【文法】平叙文，肯定の文，直接法の文．
kino hō‘ole［きの_ほ‘おれ］【文法】否定文，否定形．
kino kanaka［きの_かなか］人間の体型．

kino lau［きの_らう］
（時には炎となり，またある時は若い少女や醜い

老婆となる火山の女神ペレのように）霊的身体によってとられる数
多くの姿．

Kino o ka Haku［きの_お_か_はく］キリスト聖体の祝日：三位一体の

祝日の後の木曜日；キリスト最後の晩餐（ばんさん）を記念する祝
日．

kino‘ole［きの‘おれ］（体が）虚弱でやせこけた．

kino wailua［きの_わいるあ］死者の霊；死人，死体．

kio［きお］1. （ひな鳥が）ピヨピヨ鳴く，
（はつかねずみなどが）チ
ューチュー鳴く．PCP tio. 2. 軟体動物．PPN tio.

ki‘o［き‘お］1. （サバヒーやボラなどの）魚のはらご［卵塊］を貯蔵

するための小さな池；（水を貯える）タンク，貯水池；（かすなどが）
沈殿する．2. 排泄する．PPN tiko．

ki‘o ahi［き‘お_あひ］火の穴，地獄．
kī‘o‘e［き‘お‘え］ひしゃく，しゃもじ，茶わん；ココナッツの殻で作
られたひしゃく［スプーン］；（カヌーを）かいでこいだり（しゃも

じなどで）すくい上げる腕や手首の動き；すくい上げる，ひしゃく
でくむ．
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kioea［きおえあ］
【鳥】1）ハワイカオグロミツスイ（Chaetoptila angusti-

pluma）：キバネミツスイ属．2）ハリモモチュウシャクシギ（Numenius tahitiensis）：米国アラスカ産のシギ；ポリネシアなどで越冬す
る．

kiola［きおら］投げる，ほうる．

ki‘o lepo［き‘お_れぽ］沼地，泥沼；ぬかるみ．

ki‘ona［き‘おな］ゴミの山，糞の固まり；屋外便所，トイレ．

Kio-pa‘a［きお-ぱ‘あ］【天体】北極星．〈逐語〉固定した突出物．
kī‘ope［き‘おぺ］束；束を作る．

ki‘o wai［き‘お_わい］ため池，水道泉，噴水．

Ki‘owao［き‘おわお］
【気象】ガスと風を伴う冷たい雨の名．カウアイ
島・ワイアレアレ山，オアフ島・ヌウアヌ渓谷が有名．Ke hakua ‘ia

mai lā e ke Ki‘owao. 〈歌詞〉キオワオの雨によって育てられる．

kipa［きぱ］訪問する，立ち寄る．ho‘okipa. 楽しませる，親切に持

て成す；親切に持て成すこと，歓待．
-kīpā［きぱ］chee-fah という中国の賭けごと；この賭けごとをする（た
ぶん中国人によって伝えられた）．

Kī-pahulu. キーパフル．
【地名】マウイ島東南部の地域名（区画名）：

町，谷，保護林．〈逐語〉やせた土地からとってくる．
kīpa‘i［きぱ‘い］手をたたきながら，しっと言って追い払う．

kipaku［きぱく］追払う，追出す，追放する．
kīpalalē［きぱられ］無秩序，混乱，騒動；（増水した川などの）早い
流れ；乱雑な，無秩序な；無秩序なやり方で広がる．
kīpapa［きぱぱ］舗装，（庭などに設けた）テラス；舗装する．

Kī-papa. キーパパ．
【地名】オアフ島中央部（ワヒアヴァー区画）に
ある地名：町，小学校，谷，導水路．

kipa wale［きぱ_われ］ふいに訪問する；（招かれないのに，または歓
迎されないのに）はいり込む．
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-kīpē［きぺ］わいろ（賄賂）
；わいろを取る．
kīpehi［きぺひ］（石などを）…に投げつける．

kipi ［きぴ］1. 暴動，反乱；法の権力に反抗する；…に反対して陰謀

を企てる．ho‘okipi. （反乱・不和などを）扇動する，反乱を起こす．
2. （先のとがった道具で）掘り起こす［返す］．PPN tipi．

kipikua［きぴくあ］つるはし．
kīpo‘i［きぽ‘い］包む，覆う，隠す．Kīpo‘i i ka nahele. 森を覆う．

kipona［きぽな］1. 激しくなる，強まる；激しい，強い；苦痛，苦し
み．Nā kipona o ka ma‘i. 病気の苦しみ．2. 自身のもの．Nā kipona

home o ka wahine ‘oni ‘o Hōpoe. 踊っている女性（であるところの）ホ
ーポエ自身の家．3. 穴をあける，凹みを作る；穴．4.（性格・性質・
種類の異なったものが）混じり合った．Ka wai kipona me ke kai. 海水

と混じり合った淡水．Lei kipona. 色とりどりのレイ．
kīpou［きぽう］
（土の中にくいなどを）打ち込む；（柱などを）立てか
ける．
-kīpū［きぷ］
（波に揺れるカヌーをかいで）押えておく，または支える；

（馬を）手綱であやつる；（毛布などで）しっかりとくるむ．
- kī pū［き_ぷ］
（鉄砲を）撃つ，
（銃を）発射する．
〈比較〉laikini kī pū.

Kīpū. キープー．
【地名】カウアイ島東部リーフエ地方の地名：町（リ
ーフエの町の西方）．半神半人のカマプアアが訪れたところ．He
pi‘ina ikiiki a‘o Kı-pū. キープーの息苦しい登りです．
【地名】モロカイ

島中央部（カウナカカイ区画の北方）一帯の名：突端，町，地域名，
ペトログリフ．
【地名】ハワイ島東部プナ地方クムカヒの北西にある
岬．
kīpuka［きぷか］1. （近接の森林地帯と比較して木がまばらな地帯の
ような）形状の変化（特に新しい溶岩流に囲まれた古い溶岩地に，植

物が生えたりしている所）．2. 短い肩マント；袖なしの外套（がいと
う），ポンチョ（南米住民の外套）．3. 縄（なわ），投げ縄．
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-kīpūkai［きぷかい］
【植物】海辺に生息する向日性植物（Heliotropium
curassavicum）（ヘリオトロープなど）．

Kīpū Kai. キープー・カイ．
【地名】カウアイ島東南部リーフエ地方ハ

ーウプの峰の海側の一帯．
kīpuka ‘ili［きぷか_‘いり］皮製の投げ縄．
kīpulu［きぷる］肥やし，マルチ；施肥する，マルチをする，豊かに

する．Ā lilo lākou i kīpulu no ka ‘āina. そして彼らは地のための肥料と

なる．
kīpuni［きぷに］つつむ（包む)，くるむ（包む)．取り囲む．Kı-puni ‘ia

kāua me ke aloha. わたしたち２人は愛に包まれている．
Kīpu‘upu‘u［きぷ‘うぷ‘う］
【気象】ハワイ島北西部ワイメア（ワイピ
オ区画）に降る風をともなった冷たい雨．Waimea, i ka ua, i ka ua
Kı-pu‘upu‘u. ワイメアと言えば雨，キープウプウの雨．

Kiritiano［きりてぃあの］ → Kalikiano［かりきあの］を参照．
kiu［きう］1. スパイ；探偵する，ひそかに監視する．Ma-ka‘i kiu. 探
偵．2. 北西の風．PEP Tiu.

Kiu［きう］
【気象】強く吹きほどよく冷たい（北）風の総称．カウア
イ島には各地にそれぞれの名がある．I ka pā kolonahe ā ka Kiu. 〈歌

詞〉キウの穏やかなそよ風の中で．Ke ho‘olale mai nei, ē ke Kiu. I ke
anu ka wao i ka ua. 〈歌詞〉キウ風よ，急がせてください．森に降る
雨が冷たい．

Kiu Anu［きう_あぬ］
【気象】カウアイ島南部に吹く風の名．
〈逐語〉冷
たい北風．

Kiu Inu Wai［きう_いぬ_わい］【気象】山から吹く涼しい風の名．

Kiu Kai Nui［きう_かい_ぬい］
【気象】カウアイ島北東部に吹く風の名．
〈逐語〉大きな海の北風．

Kiu Ke‘e［きう_け‘え］【気象】カウアイ島南東部に吹く風の名．
Kiu Wai Lehua［きう_いぬ_れふあ］【気象】冷たい風の名．
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kiule［きうれ］陪審．kiure は異形．英語 jury より．
kiure［きうれ］→ kiule［きうれ］を参照．

kiwi［きヴィ］動物の角；（草などを刈る）かまのように湾曲したも

の；湾曲した，曲がった．
kīwila［きヴィら］市民［公民］の；一般市民．Hana kı-wila. 行政事務．

英語 civil より．
kīwini［きヴィに］厚かましい，図太い．
kō［こ］1. 【植物】サトウキビ（Saccharum officinarum）．PPN toro. 2.
（重い物・足などを）引いた［引きずった］，風で運ばれた；（母音の

音声などの）長音；引く；引くこと．Kō mai ana ke ‘ala o ka pua o ka
pīkake. ピーカケ（ジャスミン）の香りが風で運ばれてくる．3. 実行

する，実現する；実現した．Ua kō ka‘u ho‘opi‘i ma ke kānāwai. わたし
- . 行政上
の法廷闘争に勝った．Kō ‘ole ‘ia, 未完成［未達成］．ho‘oko
の；（義務・約束などを）果たす；（契約などを）実行する．PPN too.
4. 〔所有詞〕…の，…に属する，…の有する．Kō kākou. わたしたちの

（3 人以上）．PNP to‘o. 5. 〔人称代名詞 2 人称単数 所有格〕あなたの．
（kou と kāu の代わりに使われる）．

koa［こあ］1. 勇敢な，大胆不敵な；勇敢．PPN to‘a. 2. 兵士；軍人，
勇士. Kānāwai koa. 戒厳令．3.【植物】最も大切にされている自生の

森林樹（Acacia koa）：かつてはこの巨木から，カヌーやサーフボー

ドまた食器などが作られた．イオラニ宮殿の内装もコアでなされて
いる．貴重資源となった現在は高級家具やウクレレ，美術工芸品を
作るのに使われている．PPN toa.

ko‘a［こ‘あ］1. サンゴ，サンゴの岬（みさき）．PPN toka. 2. 漁場．3.

大漁を願う儀式に使われた聖所．
- kō‘ā［こ‘あ］（土地が）乾燥した，不毛の．
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koa‘e［こあ‘え］
【鳥】ネッタイチョウ（熱帯鳥）または熱帯のカモメ

の一種（Phaethon lepturus dorotheae）：全身が白色で黒斑があり，尾
の中央の一対の羽は非常に長い．PPN tawake．

Koa‘e. コアエ．
【地名】オアフ島，ホノルル地方ワイアラエ地区（37）
からカーハラ地区（39）にかけての街道．
【地名】1）ハワイ島東部

プナ地方（マクウ区画）の町の名．Ke ‘ike i ka nani a‘o Koa‘e. コアエ

の美しさを見たとき．2）キーラウエア（キーラウエア区画）にある
火山錐の名．

koa haole［こあ_はおれ］【植物】道ばたに生息するありふれた低木

（Leucaena leucocephala）．〈逐語〉外国産の koa．
koa hele wa- wae［こあ_へれ_わわえ］歩兵．〈逐語〉足で行く兵士．
kō‘ai［こ‘あい］手でぐるぐるかき回す；（つる草などが）絡みつく．

koai‘e［こあい‘え］
【植物】自生の木（Acacia koaia）：koa の木に似て
いるが，コアより小さい．木は強く，かつては槍に用いた．

Koai‘e. コアイエ．
【地名】カウアイ島西部ワイメア地方の川の名．I ka
poli o Koai‘e. コアイエの胸の中で．
【地名】ハワイ島北部コハラ地方
マーフコナ近くの地名．

koa kahiko［こあ_かひこ］復員軍人，老兵．
- kō ā kai［こ_あ_かい］海岸地帯の居住者．
ko‘a kea［こ‘あ_けあ］白サンゴ．

koa kia‘i［こあ_きあ‘い］軍の番兵，見張り兵．
kō‘ala［こ‘あら］
（肉・魚などを）あぶる，焼く．
〈比較〉kunu, pu-lehu.

koali［こあり］1. 【植物】アサガオの種類（Ipomoea 種）．2. ブラン
コ；ブランコをこぐ，ぐるぐる回る，巻きつく．Lele koali. 縄跳びを

する，ブランコに乗る．

Koali. コアリ．
【地名】マウイ島東部（ハーナ区画）の地名：町，急流
のある峡谷など．
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koana［こあな］間隔をあけること，
（キルティングの縫い目と縫い目
の）間隔．

ko‘ana［こ‘あな］かす，沈殿物；（かすが）沈下する．
kōaniani［こあにあに］そよ風が吹く；うちわなどで風を起す；風で

涼しくなった．kōahe, kōaheahe も同じ．Kōaniani mai nei, ē ke ahe. 涼

しいそよ風が吹いてくる，おーそよ風よ．
- kō ā uka［こ_あ_うか］高地の居住者．

koda［こだ］→ koka［こか］を参照．

koe［こえ］1. （他の物が除去された後まで）残存［存続］する；残
っていること，残り物，予備品；残りの，余分の，付加された；…を
除いては；すぐに，今にも；ほとんど，ただほんの…だけ，まだ…し
ない，ただ残っている物だけ．koe は慣用語として多く使われる：

Koe aku ia. これを除いては；これは承知されて［含まれて］ない；

わたしは知らない．ho‘okoe. 貯える，後で使うために取って置く．

PPN toe. 2. かき集める［取る］；（パンダナスの葉などを）はぎ取
る；（葉などをかき集めるのに使う）くま手．

ko‘e［こ‘え］すべてのぜんちゅう（蠕虫）：ぜんちゅうはミミズ・サナ
ダムシ・ヒル・ウジなどを総称していう．PPN toke.

koehonua［こえほぬあ］たくさんの残留物，残り．

ko‘eke［こ‘えけ］kaiko‘eke と同じ（話し言葉として最も使われる）．

ko‘eko‘e［こ‘えこ‘え］1. 冷たい．湿気のある，雨と寒さによって冷

えた．Ke anu ko‘eko‘e e makapōuli ai. めまいがするように冷たく寒い．

Pukuku‘i lua i ke ko‘eko‘e. 寒さの中でしっかり抱き締める．ho‘o-

ko‘eko‘e. 冷たくする．2. 味のしない，まずい，
（塩気のないポイや

冷めてしまったために）風味がない．

ko‘ele［こ‘えれ］（木と木などを）こつこつたたく音．PCP to(o)kele.
kō‘ele［こ‘えれ］首長のために小作人によって耕作される小さな土地
の単位．
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Kō‘ele. コーエレ．
【地名】ラナイ島中央部の地名（ラナイの町の北）：
ゴルフ場ホテルなど．

koena［こえな］残り物，余剰物，差引残高，残存物．
〈比較〉koe の

1．PPN toenga.
kohā［こは］むちのぴしゃりという音，ピストルの銃声；このような
音が鳴り響く．

Kohala. コハラ．
【地名】1）ハワイ島北西部の地方名，地域名（区画

名）：町，火口，森林など名．アーパアパアの風で名高い．Kohala, i
ka makani, i ka makani Āpa‘apa‘a. コハラと言えば風，アーパアパアの
風．2）ハワイ島北東部ヒロ地方（ホノムー区画）にある岬の名．

kohana［こはな］裸の，裸体の；孤独で，単独で．Kū kohana. 裸のま
までいる；孤立する．

kohe［こへ］1. 【建築】ほぞ穴；（帽子の山の中央の）折り目；パンダ
ナスで作られたマットの角．ho‘okohe. 角（かど）を形作るために

パンダナスマットの材料を折り曲げる．2. 【解剖】膣（ちつ）．

Kohe-lepelepe. コへレペレペ．
【地名】ココ・クレーター（オアフ島）

の古い名前．Koko Head を参照．
kōhi［こひ］1.（果物などを）収穫する；（ココナッツの木の実などを）
割る．PPN tofi. 2. 食物が豊かな；豊か．3. 傷が癒える．4. 抑制す

る；労働の苦痛，陣痛；引き止める．5. （音などが）長く続く；長
い．He kōhi ka leo. 音は長いです．

koho［こほ］推測，選定，選択，選抜；選ぶ，投票する，選挙する．
Lā koho. 投票日．（音など）引き延ばす，長い．

kohola［こほら］砂州（さす），水面から出た礁. kai kohola. 礁湖（環

礁に囲まれた海面），ラグーン．
kohola-［こほら］
【動物】ザトウ（座頭）クジラ：背中にこぶがある．
PNP tafola‘a.
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Koholā Lele［こほら_れれ］
【気象】1）ハワイ島北部のハーマークア

一帯に東から西に向かって吹く風．2）マウイ島東部，ハーナ一帯に

東から西に向かって吹く風．
〈逐語〉跳ねるクジラ．Koholā Pehu と
もいわれる．

Koholā-lele. コホラーレレ．
【地形】カウアイ島東部リーフエ地方の滝
の名．
【地形】オアフ島東部クアロア（ワイカーネ区画）の養魚池：
伝説の小人メネフネが作ったといわれる．
【地名】ハワイ島北部（地
図上ではマウナケア区画からハーマークア区画）一帯の名．
koholāpehu［こほらぺふ］
【植物】カウアイ島自生の低木（Dubutis lat-

ifolia）．コホラーペフとハワイ語で呼ばれる．
Koholā Pehu［こほら_ぺふ］【気象】Koholā Lele を参照．

koho mua［こほ_むあ］第一選択，第一推測；仮説，仮定．
koho pāloka［こほ_ぱろか］投票をする；投票，選挙．

koho pololei［こほ_ぽろれい］正しい選択；全部同じ党の候補者に投
票する．

koho wae moho［こほ_わえ_もほ］予備選挙．
〈逐語〉立候補者選出
選挙．

kohu［こふ］外見，見かけ，見せかけ；適した，ふさわしい，適当な，
興味をそそる，外観が似ている，一様な．ho‘okohu. …に見せかけを

装う；あえて…する．

-kohu. ho‘okohu［ほ‘おこふ］指名［任命］する，認定する．公認す
る．

kohukohu［こふこふ］kohu の重複形；外見が似ている，興味をそそ
る．Kohukohu ‘oe i ke kau lio. 馬に乗っている君は魅力的だ．ho‘oko-

hukohu. ho‘okohu の重複形；装う，似せる，役を演じる，変装す

る；見せかけ，装うこと．Ho‘okohukohu kūlana māka‘ikiu. 刑事の職務

を装うこと．He ho‘okohukohu ho‘ohanohano. 善人ぶる（文脈により，

良き社会人として振る舞う）．
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kohu like［こふ_りけ］まさに似ている，一様な，調和する．kohu を
参照．

kohu ‘ole［こふ_‘おれ］不調和な，不似合いな，良くない趣味の；取
るに足らないもの．

kohu pono［こふ_ぽの］かなり立派な，高潔な．

koi［こい］主張する，懇願する，要求する，請求する；要求物．PCP toi．

ko‘i［こ‘い］1. おの（斧），ちょうな（釿，手斧）．PPN toki. 2. 若い
‘ula‘ula［魚］．
-kōī［こい］1. 声が鋭い，甲高い．2. （あふれるダムの水のように）勢
いよく溢れ出る．I mau ke kōī. あふれ続ける．3. レイや灯心に用い
るココヤシの葉の中肋（ちゅうろく）で作った糸；糸［ひも］を通

す．
kō ia ala［こ_いあ_あら］
〔人称代名詞 3 人称単数所有代名詞〕彼のも
の，彼女のもの．

Ko‘i-ahi. コイアヒ．
【地名】オアフ島西部（カエナ区画）マークアの

街区名など．かつてはmaile-lau-li‘i［小さな葉のマイレ：固有名詞的］

が生育していたことで有名．Ka maile lau li‘i a‘o Ko‘iahi. コイアヒの

小さな葉のマイレ．

ko‘iawe［こ‘いあヴェ］にわか雨；にわか雨が降る，シャワーを浴び
る．Ē ka wiliwiliwai, ko‘iawe i ka la‘i. 〈歌詞〉芝生のスプリンクラー

よ，おまえは静かに降るにわか雨だね．

ko‘iaweawe［こ‘いあヴェあヴェ］ko‘iawe の重複形．Ko‘iaweawe i ka
welelau pali. 崖の先端を雨が移動する．

koihonua［こいほぬあ］家系歌；このような歌を歌う．

koi‘i［こい‘い］少なくする，減じる．

ko‘i‘i［こ‘い‘い］1. みずみずしい，生きのよい；男性器（ペニス）の
勃起．Ko‘i‘i ka lehua i ke anu. 〈歌詞〉レフアは寒さのなかで活き活

きしている．2. 願う；願うこと．
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koikoi［こいこい］koi の重複形．

ko‘iko‘i［こ‘いこ‘い］重圧，負担；【音声】強勢，アクセント；圧制的
な，勢力のある；著しく目だった；
（語句などが）強調された；きび

しい，苛酷（かこく）な．ho‘oko‘iko‘i. 話の中で強調［力説］する；
苦しめる，虐げる．

ko‘iko‘ina［こ‘いこ‘いな］
【文法】音声学でいう強勢，ストレス，アク
セント．

koili［こいり］
（水面に映る月のように）静止している；（…に）沈む，
（液体が…に）しみ込む．Koili iho ‘oe ā ka mahina i ke kai. 海に映る月

のようにあなたは静止している．Koili ka manu i ka pua lehua. 鳥はレ

フアの花に止まっている．
koi pohō［こい_ぽほ］損害賠償を求める．

ko‘i‘ula［こ‘い‘うら］
（虹色の）雨［霧，雲］．I ka malu o ke ko‘i‘ula, e
pili mau ai. 〈歌詞〉虹色の雲に包まれて，
（わたしたちは）ずっと一
緒です．

koka［こか］1. ソーダ．英語 soda より．2. 肝油．‘aila koka の省略形．
3. 積み荷などの個数の単位である英語の cord から転訛した語．

Ho‘okahi koka wahie. まき（薪）の一山．
- kō kākou［こ_かこう］
〔人称代名詞 1 人称複数（3 人以上）所有格・

所有代名詞〕わたしたちの，わたしたちのもの．PNP to‘o taatou.
- kō kāua［こ_かうあ］
〔人称代名詞 1 人称双数（わたしとあなたの 2 人）
所有格・所有代名詞〕わたしたち 2 人の，わたしたち 2 人のもの．

PNP to‘o taaua.

koke［こけ］素早い，手近の；すぐに，素早く，直ちに．
〈比較〉kokoke.
kōkeano［こけあの］静かな，さびれた．

Kōke‘e. コーケエ．
【地名】カウアイ島西部ワイメア地方：国立公園，
自然歴史博物館，川，街区．Aia i ke anuanu o Koke‘e. コケエの寒さの

中にいます．〈逐語〉よじれた，曲った．
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-kōkī［こき］先端，頂上；最高の，いちばん高い［上の］；上限．

koki‘o［こき‘お］
【植物】赤い花が咲く自生のハイビスカス（Hibiscus
kokio）．

koki‘o kea, koki‘o ke‘oke‘o［こき‘お_けあ，こき‘お_け‘おけ‘お］
【植
物】白い花が咲く自生のハイビスカス（Hibiscus arnottianus）．

koki‘o ‘ula‘ula［こき‘お_‘うら‘うら］
【植物】赤い花が咲く自生のハイ
ビスカス．koki‘o も同じ．

koko［ここ］血，血液；虹色の．Ho‘okomo koko. 輸血．Koko pau manō.
サメの犠牲者の血．uakoko を参照．PPN toto.

Koko. ココ．
【地名】オアフ島東部のホノルル地方とワイアルア地方

にまたがる地名（ココ・ヘッド区画）．もともとはワイアラエ地区

（39）の波止場を意味した．Ke ‘ike aku i ka hulali hele ana o ka ua Koko.

〈歌詞〉ココに降る雨の輝き動いている様子を見るとき．
〈逐語〉血

液．
-kōkō［ここ］ヒョウタン（瓢箪）製の容器を吊るすために使われるよ
うな，通常センニット（船で用いる麻などの糸で編んだロープ）で
出来た運搬用の網．PCP tootoo.

Koko Head. ココ・ヘッド．【地名】オアフ島東南部の半島一帯の名
（ココ・ヘッド区画）：ココ・クレーター（旧名 Kohe-lepelepe），町

（Hawai‘i Kai），植物園，多数の海浜公園．
〈逐語〉血液［koko：ハワ
イ語］，岬［Head：英語］：由来はサメにかまれた人の血からとも，血

の色をした土地（地面）からともいわれいる．
kokōhi［ここひ］kōhi の 1, 2, 3, 4 の重複形．Kokōhi i ka wai puhia. 噴
き出る水を抑える（感情を抑える）．Kokōhi i ka ‘ono. おいしいもの

を集める．

Koko-iki. ココイキ．
【地名】ハワイ島北東部コハラ地方のモオキニヘ
イアウに近い一帯の名．カメハメハ大王の生誕の地．E pāpahi ana ia

Kokoiki. ココイキの土地を飾り付けている．〈逐語〉小さな血．
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kokoke［ここけ］近い，接近した；近くに引き寄せる．
〈比較〉koke（素
早い）．ho‘okokoke. 近くに引き寄せる，接近する．

kokoko［こここ］血の（ような）；（肉が）生焼けの．PPN totototo.
kokoleka［ここれか］チョコレート．英語 chocolate より．
kokolo［こころ］kolo（はう・腹ばう）の重複形．
kokololio ［こころりお］突風；突風が吹く．

kokoni［ここに］koni の重複形．Kokoni ka ‘i‘ini me ka mana‘o. 思いと
願望が波打っています．
kōko‘o［ここ‘お］共同，協力，仲間，相手．ko-ko‘olua, ko-ko‘okolu の

ように，通例集まっている人の数が後に付く．
kōko‘okolu［ここ‘おこる］３人の協力，３人の仲間の 1 人．
kōko‘olua［ここ‘おるあ］仲間，相手，共同（左記のものは常に 2 人
である）．

kokope［ここぺ］kope の 1 の重複形．

koko pi‘i［ここ_ぴ‘い］高血圧．〈逐語〉登る血液．
-kōkō ‘ula［ここ_‘うら］
（拡がった虹などの）赤くな った色の網状組

織．
kōkua［こくあ］助け，助手，助ける人；聖霊，みたま，
（正教会で）聖

神；協力，協同；助ける，手伝う，支える，動きを援助する．
kōkuaha‘ina［こくあは‘いな］【品詞名】副詞を意味する文法用語．
kōkua kauka［こくあ_かうか］医者の助手，インターン．
kōkua kumu［こくあ_くむ］教師助手，教師代理．
kokuli［こくり］耳あか，耳くそ．

kola［こら］堅い，硬直した，性的に興奮した．PNP tola．
kō laila［こ_らいら］あの［その］場所の．
- kō lākou［こ_らこう］
〔人称代名詞 3 人称複数（3 人以上）所有格・所
有代名詞〕彼等の，彼等のもの．PNP to‘o la(a)tou.
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kolamu［こらむ］【建築】円柱．英語 column より．
- kō lāua［こ_らうあ］
〔人称代名詞 3 人称双数（2 人）所有格・所有代
名詞〕彼等の，彼等のもの．PNP to‘o laaua．

kole［これ］1. （肉など）生の；…に炎症を起こした；（生傷や赤土の

ような）
赤色．Kole ka ihu. 風邪で炎症を起こした鼻．PPN tole．2.【魚】
イエローアイド・サージオンフィッシュ（Ctenochaetus strigosus）：

ニザダイ科の魚．Ke kole maka onaona. かわいい目をしたコレ．
kōlea［これあ］1. 【鳥】ムナグロ（Pluvialis dominica）：背は黒色で金

紋がある渡り鳥の一種．
〈比喩〉くり返して言う；誇る．PCP toolea.

2. （makuahine kōlea, makua kāne kōlea のように）まま親，継父，継母．
3. 【大文字】朝鮮；朝鮮の；朝鮮人［語］．英語 Korea より．

kolekole［これこれ］kole の重複形．Pipi mo‘a kolekole. 生焼けに料理
された牛肉．

kolekolea［これこれあ］kōlea という鳥が鳴き叫ぶ；kāhuli という陸貝
が鳴く（ハワイの人はこの貝が鳴くと信じている）．

koli［こり］削減する，削り取る；（ランプの芯や洋服のほつれたすそ

などを）切り取る．PPN toli．
kolı-［こり］Pā‘aila（ひまの実・ひまし油）と同じ．

kolili［こりり］
（旗などが）ひるがえる，はためく；（犬の尾などが）し
きりに動く．

kolo［ころ］1. はう（這う），腹ばって行く；（穏やかな風やにわか雨

などが）…に沿って移動する；首長への尊敬や謙そんを示すように
頭を下げて歩く．ho‘okolo. はわせる，腹ばって行かせる；引きず

った［通った］跡について行く．PPN -tolo. 2. 引く，引っ張って行

く，引きずる；引き網を引く．moku kolo を参照．

koloa［ころあ］【鳥】ハワイガモ（Anas wyvillana）．PPN toloa．
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Kō-loa. コーロア．
【地名】カウアイ島南部の地方名：町，公園，小学

校 ，貯 水 池 ，波 止 場 ，サ ト ウ キ ビ 農 園 な ど で 名 高 い ．Ke kai
hāwanawana i Po‘ipū ma Kōloa. コーロア地方のポイプー海岸でささ

やく海．
【地名】ハワイ島，カウー地方のプナルウの海岸（ホヌアポ

区画，パーハラ区画）：出産岩で名高い．I ka ‘ili‘ili hānau o Kōloa. コ
ーロアの出産の小石．

kolohala［ころはら］
【鳥】コウライシギ（ Phasianus colchicus torquatus）：アジア原産；亜種が多いが米国・英国にも移入．
〈逐語〉忍び

よりを続ける．

kolohe［ころへ］いたずら好きな，腕白な；（どんな場合にも）不道徳
な，
節操のない；いたずらっ子，悪ふざけする人，心なき破壊者；そ
の様に振る舞う．ho‘okolohe. いたずらをする，悪ふざけをする；
邪魔（じゃま）をする，うるさがらせる；笑いを引き起こすために，
おかしいことをする．

Kolo-iki. コロイキ．
【地名】ラナイ島北東部の山の背．
【地名】ハワイ
島，ワイルク川（ヒロ地方）の Reid's 島の旧名．

koloka［ころか］袖なしの外套（がいとう），ケープ．英語 cloak より．

kolokolo［ころころ］1. kolo の 1 の重複形；追跡する，捜査する．

ho‘okolokolo. 裁判所で審理する；裁判．hale ho‘okolokolo を参照．

2. 【植物】すべてのはい広がるツタの種類．

kololani［ころらに］だまって［静かに］去って行く．

kolomoku［ころもく］引き船，タグボート；船を引っ張る．

kolomona［ころもな］
【植物】黄色い花をつける自生の低木（Cassia gau-

dichaudili）．アジア由来（Cassia surratensis），アメリカ大陸由来（Cassia

floribunda）などもいう．

Kolomona. コロモナ．
【人名】ソロモン．Solomona は異形．：古代イ
スラエルの王．栄華を極めたといわれる．
【地理】ソロモン諸島．英

語 Solomon より．
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kolona［ころな］1. （句読点の）コロン［ : ］．英語 colon より．2. か
んむり，ロザリオ．
〈比較〉lei kolona．korona も同じ．英語 crown よ

り．

kolonahe［ころなへ］穏やかな［気持ちの良い］風．
〈逐語〉静かな
忍び寄り．
kolopā［ころぱ］バール，かなてこ．英語 crowbar より．

kolopua［ころぷあ］よい香りの，芳香性の．
〈逐語〉はう（這う）花．
Ke ‘ala kolopua o ka mokihana. 〈歌詞〉モキハナのよい香り．

kolu［こる］
〔数詞〕3，第 3（番目）
（の）：通常，数詞の接頭辞 ‘e-, ‘a-,

が先につく．PPN tolu.
kolū［こる］1. にかわ，接着材．英語 glue より．2. 熱帯地方に生育
するとげのある木（Acacia farnesiana）でオレンジ色の花をつける．3.

（洗たくに使われる）青み付け．英語 bluing より．polū, uli を参照．4.
ネジ，らせん．英語 screw より．

Kolukahi Hemolele［こるかひ_へもれれ］三位一体（父なる神，子な
る神，聖霊を一体として見ること）．

koma［こま］コンマ，読点［ , ］．英語 comma より．
- kō mākou［こ_まこう］
〔人称代名詞 1 人称複数（3 人以上）所有格・
所有代名詞〕わたしたちの，わたしたちのもの．PNP to‘o matou．
- kō māua［こ_まうあ］
〔人称代名詞 1 人称双数（聞き手のあなたとで

はないわたしたち 2 人），所有格・所有代名詞〕わたしたち 2 人の，
わたしたち 2 人のもの．PNP to‘o maaua.

komela［こめら］
【植物】ツバキ（椿）．英語 camellia より．kamila と

いうつづりもある．pua komela. ツバキの花．
kōmike［こみけ］委員会；委員．komite は異形．英語 committee より．
komikina［こみきな］委員会；委任，委託；委任する．komisina は
異形．英語 commissioner より．
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komisina［こみしな］→ komikina［こみきな］を参照．
- mike［こ
komite［こみて］→ ko
みけ］を参照．

komo［こも］1. …に入る（はいる）；（学級や組織に）加わる；…に入
った，満たした．E komo mai. いらっしゃい，お入りください．

ho‘okomo. 差し込む，入れる．PPN tomo．2. 着物を着る，
（ズボン・

靴下などを）はく，身につけている．ho‘okomo. 他の人に服を着せ
る．3. （裁縫用）指ぬき．指輪．

komohana［こもはな］西，西（方）の（komo が「入る」という意味

から，太陽が入る方向が西なのでこう呼ばれる）．PEP tomo(f, s)anga．

komohana hema［こもはな_へま］南西（部），南西の．

komohewa［こもへヴァ］
（他人の土地や家宅に）間違ってまたは不法
に侵入する；（裏返しに洋服などを）間違った方向に着る．

komo humuhumu［こも_ふむふむ］指ぬき．〈逐語〉裁縫指輪．
komo lole［こも_ろれ］着物を着る，洋服を身につける．

komo wale［こも_われ］許可なしでまたは無造作に入る，侵入する，
押し入る．

komunio［こむにお］【ラテン語】宗教団体．

kona［こな］
〔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，その．PNP tona.

Kona. コナ．1. ハワイ諸島の風下側．特にハワイ島の西部のコナ地方
をいうことが多い．PPN Tonga. 【地名】ハワイ島西部の地方名：こ
の地方のコーヒーは最高級品として名高い．2. 南から吹く風すべて

の呼び名；この風が吹く．
konā［こな］
（気質・性格・行為など）激しい，頑固な，傲慢（ごうま
ん）な．
〈比較〉mākonā.

konakona［こなこな］強い，筋肉で盛り上がった；（表面などが）ざ
らざら［でこぼこ］した；堅い．〈比較〉pūkonakona.

290

Konanae. コナナエ．
【地形】カウアイ島東北部カワイハウ地方のアナ
ホラ山にあった洞窟名．現在は崩れて存在しない．‘Alawa iho ‘oe iā

Konanae. あなたはコナナエを見るべきだ．
kōnane［こなね］1. 輝く月光；（月などが）輝く；明るい，輝く．2.
チェッカーゲームによく似た昔のゲーム；kōnane で遊ぶ．3. カパ

［kapa］を打ちたたく器具に彫ってある模様．

koneka［こねか］1. 子音．英語 consonant より．2. 金管楽器のコルネ
ット．英語 cornet より．

konela［こねら］1. （陸軍・空軍・海兵隊の）大佐．英語 colonel より．
2. トンネル（konela puka とも呼ばれる）．英語 tunnel より．

koni［こに］
（心臓が）鼓動する，
（傷などが）うずきを感じさせる；

（脈・心臓が）早く不規則に鼓動する；（釣針にかかった魚などを）
ぐいと引く．‘eha koni. 動悸（どうき）を打つような痛み．
〈比喩〉恋
の苦しみ．PNP tongi.

konikoni［こにこに］koni の重複形；心臓が鼓動する，
（心臓が）どき
どきする；情熱．He aloha hu‘ihu‘i konikoni ana i loko o‘u. 〈歌詞〉わ

たしの心のしびれるような，ぞくぞくする愛．

kono
［この］1. 招く，招待する，誘う．palapala kono. 招待状．ho‘okono.
招待する．PCP tono．2. kono manu を参照．

kono‘ele［この‘えれ］森の中のように暗い，樹木に覆われて暗い．konouli より暗い．

konohiki［このひき］首長下の ahupua‘a（土地区分）の頭（かしら）；
konohiki の支配下にある土地または漁場の所有権；このような権利

は，konohiki 権と呼ばれることもある．PPN tongafiti．

kono manu［この_まぬ］鳴き声を真似してわなで捕らえようと鳥をお
びき出す；鳥を捕まえる人．〈比較〉kono の 2．

konouli［このうり］森の中のように暗い，樹木に覆われて暗い．
kono‘ele より明るい．
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-konu. waenakonu（中心）を参照．PPN tonu.

konuwaena［こぬわえな］waenakonu と同じ．

ko‘o
［こ‘お］1. 支柱，土台，突っ張り；支える．
〈比較〉ka- ko‘o. ho‘oko‘o.

つっかい棒．PPN toko. 2. オンドリの尾羽，マモ鳥の尾の下の羽根．
3. 体力，力強さ；強い，波立った，荒れ模様の．kai ko‘o. 荒海．

ko‘o- （事をともにする）相手；仲間．ko‘olua を参照．PPN toko-.

ko‘oko‘o［こ‘おこ‘お］とう製（籐製）のステッキ，杖，棒；（生計の）
支え［頼り］となる人［もの］；【音楽】譜表．ho‘oko‘oko‘o.（目的・

要求などを）押し進める，ふんばる，
（誘惑などに）負けない，直立
不動［気をつけ］の姿勢をとる．PPN tokotoko.

ko‘oko‘olau［こ‘おこ‘おらう］
【植物】アメリカセンダングサ（米国原
産キク科の植物）の全種（Bidens 種）：この葉はハワイ人たちに薬用

［強壮剤］として使われる．

Ko‘oko‘olau. コオコオラウ．
【地名】1）ハワイ島（マウナケア区画）：
丘の名．Ho‘oheno i nā hala o Ko‘oko‘olau. コオコオラウのハラの木々

を愛でる．2）ハワイ島（キーラウエア区画）：火口の名．

ko‘oko‘ona［こ‘おこ‘おな］遠くへ届く；支えるための手を制止し，も
う一方の手を伸ばして取る．

Ko‘olau. コオラウ．ハワイ諸島において風の吹く側を呼ぶ（windward :
Eng. 風上）．オアフ島では東側．PPN tokelau. 【地名】オアフ島東部

の山域（山地）の名前．
【地名】マウイ島中央北部から東部にかけて
の地名：保護林，川．

Ko‘olau Loa. コオラウ・ロア．
【地名】オアフ島の地方名：コオラウ
山脈の東側北部．南部はコオラウ・ポコ［Ko‘olau Poko］．
〈逐語〉長
いコオラウ．

Ko‘olau Poko. コオラウ・ポコ．
【地名】オアフ島の地方名：コオラウ
山脈の東側南部．北部はコオラウ・ロア［Ko‘olau Loa］．
〈逐語〉短

いコオラウ．
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- ko‘olua［仲間］のつづりの異形［と同じ］．
ko‘olua［こ‘おるあ］ko
kō ‘olua［こ_‘おるあ］
〔人称代名詞 2 人称双数（2 人）所有格・所有代
名詞〕あなたたち 2 人の，あなたたち 2 人の物．PNP to‘o koulua, PEP
too kolua.

Ko‘o-nā-pou. コオナーポウ．
【地名】オアフ島，マカプウ岬（ココヘ
ッド区画）Kau-pō の古い名前．
kō ‘oukou［こ_‘おうこう］
〔人称代名詞 2 人称複数（3 人以上）所有格・
所有代名詞〕あなたたちの，あなたたちの物．PNP too koutou．

kopa［こぱ］石けん；泡だらけにする．sopa は異形．英語 soap より．
kōpa‘a［こぱ‘あ］砂糖．〈逐語〉堅いサトウキビ．
kopalā［こぱら］シャベル．英語 shovel より．
kope［こぺ］1. くま手，シャベル；火かきで灰をかく．PPN tope．2.
コーヒー，コーヒー豆．英語 coffee より．3. 写し，コピー；写す．英

語 copy より．

kope ahi［こぺ_あひ］炉火用シャベル，火かき．
-- pı-［こ
ko
ぴ］
（塩などを）振りかける，砂をまく；（肉や魚などに）塩を
振りかける．

kopiana［こぴあな］サソリ．英語 scorpion より．

korona［ころな］→ kolona［ころな］を参照．

kou［こう］1. 【植物】東アフリカからポリネシアに広く散布する木
（Cordia subcordata）：そのやわらかく美しい木はカップ・皿・容器

を作るのに使われる．PPN tou. 2.〔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．PNP tou.

Kou. コウ．【地名】ホノルル港とその付近の古い名前．

-kou. 複数の代名詞と複数の所有格（kākou, mākou, ‘oukou, lākou）だけ
に用いられる複数を示す語．PPN -tolu, PNP -tou.

ko‘u［こ‘う］
〔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．PNP toku.
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Kō‘ula. コーウラ．
【地名】カウアイ島南部コーロア地方から西部ワイ
メア地方一帯の名：谷，川．ワイワイオプナの滝（ハワイで最も美

しいと言われる）で有名．Nani wale a ka ua a‘o Kō‘ula. コーウラの雨

はとても美しい．
【地名】オアフ島，ホノルル地方（22 ケヴァロ地区）

近くの通りの名．〈逐語〉赤いサトウキビ．
-kōwā［こわ］空間的または時間的に間にあること［もの］；海峡．kōwā
Kaulakahi. ニイハウ島とカウアイ島との海峡；（水路や海峡によっ
て）区切られた．

kowali［こわり］→ koali［こあり］を参照．
kōwelo, koelo［こうぇろ，こえろ］
（旗などが）翻る，はためく；（ガ

ウンのすそなどを）後ろに引きずる．
- kōwī［こヴィ］kāwī に同じ．

Kristiano［かりすてぃあの］→ Kalikiano［かりきあの］を参照．

Kristo［かりすと］→Kalisto［かりすと］を参照．
kū［く］1. 立っている，停止する，立ち止まる，
（船が）停泊する；
（ほこりなどが）舞い上がる；打つ；駐車する；（ある状態に）とど
まる，残存［存続］する；手を伸ばす，達する，届く；直立した，立
- . 据える，立てる，
ったままの，腰を落ち着けた．ho‘oku
（団体など

を）設立する；カヌーで波を乗り越える時など，舵をとるためにか

いでカヌーを安定させる；（姓を）継ぐ．PPN tu‘u. 2. （胸像などの）

台，脚．3. …の状態の中；似ていること，似た人［物］；…のため，…
- . 類似を示す．
のために（しばしば i または a- があとに続く）．ho‘oku

4. 現われる，見える，示す；だんだん…になる；起源，出現；登場．

5. （魚などが）群れをなして進む．6. 適当［妥当・至当］な，よろ
しい；用意［準備］のできた．〈比較〉ku-pono.
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Kū. クー．1. 【神話】ハワイの 4 人の有名な神の１人．戦いの神．PEP
Tuu．2.【ハワイ暦】
（太陰暦の）月の 3 日［Ku- Kahi］・4 日［Ku- Lua］・
5 日［Ku- Kolu］・6 日［Ku- Pau］を表わす呼び名であり，これらは Ku-

のカプ（タブー：禁忌）の 4 日間と呼ばれた．

kua［くあ］1. 背中，後部，後方，風上，背部の荷物；（子供などを）
背中にしょって運ぶ．PPN tu‘a. 2. ヨーク（シャツやブラウスなどの
えり肩に入れる切り替え布）；衣類の裏地．3. キルティングの製作

に使われる棒．4. akua［神］のつづりの異形［と同じ］．5. 切る，

ぶち 切る，たたき切る；カパ［kapa］を打ちのめすための木製の台．

PNP tua.

kua-. 数詞に付く接頭辞：後に付く数よりも 2 つ上の世代などを表わ

す（今日では後に付く数よりも 1 つ上を表わす場合もある）．kuakahi,

kualua, kuakolu, kuahā を参照．PPN tua-.
- kū ā［く_あ］（性質・形態などが）…になる，変質［変容］する．
kua‘āina［くあ‘あいな］
（都市から遠距離にある）地方；いなかから来
た人，いなか者．
〈逐語〉奥の土地．ho‘okua‘āina. いなかから来た

人のように振る舞う；いなかじみた，やぼな．

kua‘ana［くあ‘あな］自分と同性の兄［姉］または自分より年上の同
性のいとこ，または一族の年上の同性のいとこなどを，話の中で呼
ぶ時に使われる言葉；時にはより一般的な kaikua‘ana や kaiku‘ana

の代わりとしても使われる．PEP tuakana.

kuaehu［くあえふ］静かな，しんとした，さびしい．
kuahā［くあは］6 世代隔たった．kua- を参照．

kua hao［くあ_はお］鍛冶屋（かじや）などが使う鉄床（かなとこ）．
kuahaua［くあはうあ］宣言，布告；宣言する．

kuahine［くあひね］男の人の姉妹または男の人の女のいとこなどを，
話の中で呼ぶ時の言葉；時には，より一般的な kaikuahine の代わり
に使われる．PPN tuafafine.
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Kuahine［くあひね］
【気象】オアフ島のマーノア地区に降る有名な霧

のような雨の名前；しばしば ua Tuahine（ウア・トゥアヒネ）と呼ば
れる．

kuahiwi［くあひヴィ］山，高い丘．PPN tu‘asiwi.

Kua-honu. クアホヌ．
【地名】カウアイ島東部リーフエ地方のキープ
ーカイ［Kīpū Kai］の突端．〈逐語〉カメの甲羅［背中］．

kuahu［くあふ］（教会堂の）祭壇，供物台．
-kūāhua［くあふあ］積み重ね；山盛りにした，積み重ねた．
〈逐語〉後
方の固まり．

kuai［くあい］磨く［研く］，こする．PNP tuai.

kua‘i［くあ‘い］動物の内臓を取り除く；（鳥肉などを）調理する．PNP
tuaki.
- ‘ai［く
ku
‘あい］買う，物々交換する．
〈逐語〉食物を立たせる．Kū‘ai mai.
買う．Kū‘ai aku. 売る．Kū‘ai hele. 買い物に行く．

Kuai-he-lani. クアイヘラニ．
【神話】天界の伝説上の地名，死者の魂
の家．人名で使われることもある‘O Kuaihelani, ‘o ia ka mea nui. クア

イヘラニ，彼は偉大です：おどろおどろしい世界ではなく，ゲーム
での「上がり」，カヌーのパドリングで「息が切れた状態」などのた

とえにも使う．〈比較〉‘ehu, māpuna hoe.

kuaka［くあか］クオート（容量の単位）．英語 quart より．

kuakahi［くあかひ］1. 1 度，1 つ［1 人］ずつ；1 番目の；1 つ［1 人］
だけの．I hea ‘oe i ka wā huakahi o ku‘u kino? わたしが１人でいたと

きにあなたはどこにいたのですか．2. 3 世代隔たった（曾祖父［母］

とひい孫のような関係．今日では，しばしば 2 世代隔たったと解釈
する人もいる）．
-kūakanēnē［くあかねね］【植物】‘aiakanēnē を参照．
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kuakea［くあけあ］
（色が）あせた，漂白した；（海水が蒸発した後に

沈殿して残った塩のように）白くちりばめた；漂白する；泡．

ho‘okuakea. 漂白する，白くする．
- kū ākea［く_あけあ］公正な立場に立つ；公の立場を取る．

kuakini［くあきに］数えきれない，無数の．

kuakolu［くあこる］1. 5 世代隔たった（今日では，しばしば 4 世代

隔たったと解釈する人もいる）．2. 3 度，3 倍に．I ka pō ‘ana iho, a/ā

hiki i ka moa kuakolu. 夜がふけて，ニワトリが 3 度鳴いた．
kua la- ‘au［くあ_ら‘あう］木を切る人，きこり．

kualana［くあらな］怠惰な，怠けた，退屈な；ぶらつく．
kualapa［くあらぱ］山の背，尾根．

Kuala-pu‘u. クアラプウ．
【地名】モロカイ島中央部（カウナカカイ区

画）の地名：町，丘，ワイコルとの間の大導水路，貯水池．かつて
はこの一帯はパイナップルの栽培が盛んであった．

kualau［くあらう］海風に伴うにわか雨．‘Auhea wale ‘oe, ē ke kualau,
ka ua nū hele ma ka moana. 〈オリ〉聞け，クアラウよ！海でうなり動
くにわか雨．

Kualīhau. クアリーハウ．
【地名】マウイ島東部（ハーナ区画）の地名．
Pua ka lehua o Kualīhau. クアリーハウのレフアの花．

kualima［くありま］1. 7 世代隔たった．kua-を参照．2. 5 回．

Kualoa. クアロア．【地名】オアフ島東海岸一帯の名（ワイカーネ区

画）：突端，海浜公園，クアロア牧場．オアフ島で最も神聖な場所の

ひとつとされていた．Ka wa‘a kaulua i Kualoa. クアロアの双胴のカ
ヌー．Ka wa‘a kaulana i Kualoa. クアロアで名高いカヌー．

kualono［くあろの］山頂に近い地域．

kualua［くあるあ］1. 4 世代隔たった．kua- を参照．2. 2 回，第 2（番

目）の．Kuakahi, kualua ko‘u lohe ‘ana, ua hiki mai kahi mokuahi.〈歌詞〉

1 番目，2 番目とわたしは蒸気船が来るのを聞いた．
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kuamo‘o［くあも‘お］背骨，脊柱（せきちゅう）；道路，細道．iwikuamo‘o
も同じ．PCP tuamoko.
kūamuamu［くあむあむ］…の悪口を言う，
（神や神聖な物に）不敬な
ことを言う，悪態をつく．

kua nalu［くあ_なる］砕ける直前の寄せ波．

kuano‘o［くあの‘お］思慮深い，思索型の，理解のある．
kū‘ao‘ao［く‘あお‘あお］結婚式における付き添い人［立会人］．
〈逐語〉
横に立つこと．Kū‘ao‘ao o ke kāne. 花婿付き添いの男性．Kū‘ao‘ao o

ka wahine. 花嫁付き添いの（未婚）女性．

Kua-o-ka-lā. クアオカラー．
【地名】オアフ島最西部のカエナ岬一帯の

名（カエナ区画）：保護林，ヘイアウ，岬［突端］，展望台．
〈逐語〉

太陽の背中［背後］．

kuaola［くあおら］植物が生い茂り青々とした山．
kuapā［くあぱ］1. （岸辺に打ち寄せる波が）打ち砕けること，
（波が
砂を）削り取ること．2. 生けすの仕切り壁．

kuapapa［くあぱぱ］1. 積み重ね；山盛りにする，積み重ねる；積み
上げた．2. 平穏，閑静，静穏．

kuapo［くあぽ］ベルト；ベルトを締める．

kuapo‘i［くあぽ‘い］カヌーの船首と船尾にかぶせる波よけ板．

kuapo‘imaka［くあぽ‘いまか］まぶた．
-kuapo ‘ōpū［くあぽ_‘おぷ］（ズボンなどの）ベルト．

kuapu‘u［くあぷ‘う］せむし，猫背の人；せむしの，猫背の；（らくだ

などの）背こぶ．PNP tu‘apuku.
kūau［くあう］1. 自生のシダ（Asplenium kaulfussii）．2. 【海洋生物】
アメフラシ（Aplysia sp.）．
kū‘au［く‘あう］取っ手，ハンドル，握り棒，
（太鼓などの）バチ・ス
ティック；釣り針などの軸の部分．kū‘au hoe. パドルの握り．
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kū‘auhau［く‘あうはう］家系，系図；系図学者；家系を朗読［朗唱］
する．

kua‘ula［くあ‘うら］
（溝のある板を使って作られた）うね［溝］のあ
るカパ［kapa］布．

kuauli［くあうり］緑に覆われた地帯．〈逐語〉緑の背景．
kū‘au lima［く‘あう_りま］ひじより先の腕の部分．
kū‘au wāwae［く‘あう_わわえ］足；すねの骨，脛骨（けいこつ）．
kū‘au wili［く‘あう_うぃり］クランク，L 字型ハンドル．
〈逐語〉回転
ハンドル．

kuawa［くあわ/くあヴァ］
【植物】ガヴァ（Psidium guajava）：熱帯・
亜熱帯アメリカ原産；液果状の実からジャム・ゼリー・ジュース

などが作られる．英語 guava より．
--- ka- la- ［く
kudala［くだら］→ ku
から］を参照．
- kū‘ē［く‘え］…に対抗［反対］する；異議；反対の．‘Eu kū‘ē mai ke kaua
- ‘e- .
ia‘u. わたしを攻めるいくさが起る．
〈逐語〉立場が異なる．ho‘oku
反対させる，反抗をかき立てる．

kuea［くえあ］1. 広場．Kamaki Kuea. トーマス広場．英語 square よ

り．2. 誓いを立てる．‘Ōlelo kuea. 誓言．英語 swear より．
- - kū‘ē‘ē［く‘え‘え］kū‘ē の重複形；意見の相違，反対；けんか［口論］
- ‘e- ‘e- . 論争［反対］を引き起こす．
する，仲たがいする．ho‘oku
kuehu［くえふ］
（ほこりなどを）振り払う；（水しぶきなどを）上に

はね飛ばす；追い払う．
kūehuehu［くえふえふ］kuehu［追い払う］の重複形．Ua kūehuehu ‘ia
au mehe ‘ūhini lā. わたしはイナゴのように追い払われた．

kueka［くえか］セーター．英語 sweter より．

Kueka［くえか］クエーカー教徒．英語 Quaker より．

ku‘eku‘e［く‘えく‘え］ひじ，手首の骨，関節，指関節．ho‘oku‘eku‘e. ひ
じで突く［押す］．PEP tuketuke．
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ku‘eku‘e lima［く‘えく‘え_りま］ひじ（肘）．

ku‘eku‘emaka
［く‘えく‘えまか］まゆ（眉），まゆ毛．ho‘oku‘eku‘emaka.
まゆをひそめる．

ku‘eku‘e pipi［く‘えく‘え_ぴぴ］牛のひざ関節の肉；スープのだしを

とる骨．
ku‘eku‘e wāwae［く‘えく‘え_わわえ/ヴァヴァえ］足首の関節，かかと
（踵）．

ku‘emaka［く‘えまか］まゆ（眉），まゆ毛．ho‘oku‘emaka. まゆをひ
そめる．PCP tuke-mata．

kuene［くえな］
（男の）給仕人，ウェーター，ボーイ；食事の給仕をす
る；指図する．

kuewa［くえわ］放浪者，歩き回る人；放浪する，家のない．

kuha［くは］唾液（だえき），つば；つばを吐く［吐きかける］．PCP tufa．
kūhalahala［くはらはら］…に欠点を見つける，批評［批判・評論］す

る．
kūha‘o［くは‘お］一人でいる，独立している．
kū hele［く_へれ］起きて出かける．Ku- hele pēlā! 出ていけ．
kūhewa［くへわ］
（心臓衰退による）突然の発病［発作］；突風；突然
発作に襲われた．

kuhi［くひ］1.（演説・オーケストラの指揮・フラダンスなどの中で）
強調する，身ぶり［手まね］で示す；身ぶり，強調すること．PPN tusi.

2. 想像する，推論［推断］する．

kuhia［くひあ］kuhi の 1 と 2 の受身形または命令形．1. 身ぶりで示

す．Ē Kaiona aloha i kuhia mai ke ala. 愛するカイオナよ！（行くべき）

道を示しなさい．2. 想像される．
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kuhi‘ano［くひ_‘あの］1. 意味を説明［解説］する．E kuhi ‘ano mai ‘oe
i kēia hua ‘ōlelo. この単語の意味を説明しなさい．2. 【品詞名】代名
詞を意味する文法用語．
『Andrews 氏のハワイ語辞典』で使われてい
る．

kuhi hewa［くひ_へわ］間違った想像をする；判断を誤る；だれか他
の人とまちがえる．

kuhikuhi［くひくひ］1. kuhi の 1 と 2 の重複形；示す，指揮する，教
える，指示する．2. 甘い，おいしい，栄養に富んだ．

kuhikuhinia［くひくひにあ］kuhinia の重複形．

kuhikuhipu‘uone［くひくひぷ‘うおね］先見者，予言者．

kuhina［くひな］聖職者，首相，摂政，大使，閣僚．王朝時代の“kuhina
〜”の日本語の役職名は「…に相当」．PNP（たぶん）tusinga．

kuhina hale leka［くひな_はれ_れか］郵便大臣．

kuhina kaua［くひな_かうあ］軍務大臣．

kuhina nui［くひな_ぬい］君主政治時代における権力のある役人．
- kuhina o nā ‘āina ‘ē［くひな_お_な_‘あいな_‘え］外務大臣．

kuhina waiwai［くひな_わいわい］大蔵大臣．

kuhinia［くひにあ］脂肪分の多い，カロリーの高い，栄養に富んだ；

油っこいカロリーの高いもので十分すぎるほどに満たされた．
kuhikuhi の 2 を参照．E ‘ai iho ‘oe ā kuhinia, 栄養に富んだ食べ物を満

足するまで食べなさい．

- -hio
Kū-hiō. クーヒオー．1. 【人名】クーヒオー王子．⇒(Jonah) Ku
Ka-lani-ana-‘ole を参照．2.【地名】クーヒオー王子に因んだ名とし

て，ホノルルの通りの名を始め，1）ハワイ島ヒロ地方の湾の名．Ka
nani a‘o Kūhiō bay. クーヒオー湾の美しさ（bay は英語）．2）ハワイ

島北部（ワイピオ区画）の町の名など多数ある．
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(Jonah) Kū-hiō Ka-lani-ana-‘ole. クーヒオー・カラニアナオレ．
【人

名】クーヒオー王子：カピオラニ王妃のおい（甥），リリウオカラニ

女王のいとこで，クーヒオー王子として知られる．1871 年にデビッ
ト・カハレポウリ（高位の行政官）とキノイキ・ケカウリケとの子
としてカウアイ島で誕生．カラーカウア王夫妻の養子となるが，リ
リウオカラニ女王の次の王になる前に王制が滅ぶ．ハワイ州選出の
議員として合衆国議会で活躍．ハワイ人住宅委託法，ハワイ人のた
めの自営農地［ho‘opulapula］をはじめハワイ人のために尽くす．そ
の名は道路名，政府の建物などに広く使われ，また誕生日の 3 月 26
日はハワイ州の祝日で盛大なパレードが催される．
kūhonu［くほぬ］
【動物】食用にする甲羅に点々のあるカニの名（Poru-

tunus sanguinolentus）．pāpa‘i kūhonu ともいう（pāpa‘i はカニの総称）．

kui［くい］1. （レイの花や魚など）穴をあけた物に糸を通す；（ビー

ズなどを）糸に通す．PPN tui. 2. 針，ピン，大くぎ，びょう，ネジ．

ku‘i［く‘い］1. 突き砕く，棒でつつく；（金属を）打ち延ばす；（雷の
ような）音がとどろく．ho‘oku‘i. 打つ，突き砕く．PPN tuki. 2. 接

合する，縫う，縫い付ける；接合した；縫い目．ho‘oku‘i. 1）接合

する，つなぐ；字を（正しく）つづる；しっかり組合わせる；（数な

どを）合計する．2）天頂．3. 人造の，模造の．Lauoho ku‘i. かつら．

4. ニュースを広める．

ku‘ia［く‘いあ］ku‘i の 1 の受身形または命令形；障害に出くわす，つ
まずく；ためらう，精神的に不安になる．

kui hao［くい_はお］びょう，鉄製のスパイク．

ku‘i hao［く‘い_はお］鉄を打ち延ばし形づくる；（鉄を）鍛える；鍛
冶屋（かじや）．

kui humuhumu［くい_ふむふむ］針．

kui iwi［くい_いヴィ］
（皮・木などに小さな穴をあけるのに用いる）骨
で作った錐（きり）．
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ku‘ikahi［く‘いかひ］条約，契約，協定；合併［連合］した．Ku‘ikahi like.

契約．ho‘oku‘ikahi. 合同させる，和解させる，平和条約［停戦］を

結ぶ．
Ku‘ikahi Pāna‘i Like［く‘いかひ_ぱな‘い_りけ］互恵条約．

kui kaiapa［くい_かいあぱ］安全ピン．〈逐語〉おしめピン．

kui kala［くい_から］ネジ回し．一般には kala と呼ばれる．
-ku‘i kālā［く‘い_から］銀細工師；銀を溶接する．ku‘i dala は異形．
- kūikawā［くいかわ/くいかヴァ］仮の，その時限りの，特別の；自由

な．〈逐語〉その時間において立ち止まること．
kū‘ike［く‘いけ］1. 視覚によって知る；あらかじめ理解する［知る］．
2. 現金．Uku kū‘ike. 現金支払い．

kui kele［くい_けれ］（ほころびの穴をかがるためのまたはミシン用
の）大きな針．〈逐語〉かじとり器具．

kuiki［くいき］キルティング；（芯を入れて）刺し縫いする．英語 quilt
より．

kuikui［くいくい］kukui（キャンドルナッツ）の古い語形（ニイハウ
島では使われている）．

ku‘iku‘i［く‘いく‘い］1. ku‘i の 1 の重複形；ボクシング；ボクシング

をする．PPN tukituki. 2. ku‘i の 2 の重複形．3. ku‘i の 4 の重複形．
kui lā‘au［くい_ら‘あう］木栓（もくせん）．
kui lauoho［くい_らうおほ］（束髪用）留め針，ヘアピン．

kui lei［くい_れい］レイの中に花・ビーズ・種・貝などを糸で通す［さ
す］；レイを作る人．

kui lihilihi［くい_りひりひ］クローセ編み［レース編み］のかぎ針．
kui lima, kuikui lima［くい_りま，くいくい_りま］腕を組み合って進
む；手をつなぐ；腕を組み合って．

ku‘i lima［く‘い_りま］
（職業）拳闘家，ボクサー；握りこぶしでなぐ
る．
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kuina［くいな］（レイのように）糸に通してまとめておくこと．

ku‘ina［く‘いな］1. 打撃，げんこつで打つこと；（雷などの）響き．PPN

tukinga. 2. 接合，継ぎ合わせること，継ぎ目．
〈比喩〉まん中，手が
かり．

kui nao［くい_なお］ネジ，大くぎ．

ku‘inehe［く‘いねへ］たいへん静かな，物音一つしない．
ku‘ineki［く‘いねき］（道などが）込み合った．

kuini［くいに］女王．英語 queen より．
- mou［くい_‘お
kui ‘o
もう］ネクタイピン，一般のピン．
〈逐語〉取付
けるためのピン．

ku‘i ‘opihi［く‘い_‘おぴひ］オピヒ（カサガイ（傘貝）の類）を，ナイ
フで岩から引きはがす（昔は，とがった石で打ち砕いた）．

ku‘ipa‘a［く‘い_ぱ‘あ］
【病理】破傷風による開口障害．
〈逐語〉堅く結
んだ臼歯．

kui pahu［くい_ぱふ］画びょう．〈逐語〉押しくぎ．

kuipapa［くいぱぱ］パンダナス［hala］の細片に葉と花を縫いつけて，
帽子に飾るレイを作る方法；このようなレイを作る．
〈逐語〉基部の
上に通す．

ku‘i pehi［く‘い_ぺひ］げんこつで続けて打つ，連打する，恐ろしく虐
待する．〈逐語〉強打を浴びせる．

kui ulana［くい_うらな］（手編み用の）棒針，編み棒，編み針．

kuka［くか］コート，上着，外套（がいとう）．英語 coat より．
-kūkā［くか］kūkākūkā と同じ．‘Aha kūkā. 会議，会議出席者．
kūka‘a［くか‘あ］1. 1 巻，布地 1 反；（編むために用意されたパンダ
ナスの葉のように）巻かれた束；（布地やタパ布の束などを）くるく
る巻く．2. 卸し（売り）の．

kuka ‘aila［くか_‘あいら］レインコート．
kūkae［くかえ］排出物（汗・尿・ふんなど）．PEP tuuta‘e.
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kūkaehao［くかえはお］錆；さびた．〈逐語〉鉄の排出物．
kūkaelio［くかえりお］から傘形の多肉質のキノコの総称．
kūkaeloli［くかえろり］かび；かびが生えた．
〈逐語〉なまこのふん．
kūkae manu［くかえ_まぬ］鳥のふん，グアノ，鳥糞（ちょうふん）石．
kūkaenalo［くかえなろ］1. ほくろ（幼い頃には，ハエの沈着物だと
信じられた）．
〈逐語〉はえのふん．2. みつろう（ろうそくなどの原

料）．
kūkaepa‘a［くかえぱ‘あ］【病理】便秘．〈逐語〉堅い排出物．
kūkaepele［くかえぺれ］
【化学】硫黄（いおう），マッチ．
〈逐語〉ペ

レ（火山の女神）のふん．
kūkaepua‘a［く か え ぷ あ ‘あ ］【植 物 】ハ イ コ ヌ カ グ サ （Digitaria

pruriens）
：茎を地面にはわせて広がるイネ科の植物．
kūkaeuli［くかえうり］（水を変色させる）タコが吹き出すすみ．
kūkaha［くかは］
（他の人が通るため道をあけてあげる時のように）横

［はすかい］に立つ．
kūkahekahe［くかへかへ］楽しいおしゃべりをしてぶらぶら時を過ご

す；雑談．〈逐語〉流れの停止．
kū kahi［く_かひ］一人で立っている，目立つ，ただ一つしかない，一

番の．
kūka‘i［くか‘い］
（あいさつ・談話・手紙などを）取り交わす．PPN tu-

utaki.
kūka‘i leka［くか‘い_れか］あちこちに通信する；手紙をやり取りする．
kuka‘i ‘olelo［くか‘い_‘おれろ］談話を交わす．
-kūkā kama‘ilio［くか_かま‘いりお］対談，協議，会議；（会議などを）

催す．〈逐語〉ぺちゃくちゃ話し合う．
---kūkākūkā［くかくか］相談，討議；相談［協議］する．
- kala［くから］公に宣言する，一般に告げる，声明を出す．
ku
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--kūkālā［くから］競売；競売で売る．
〈逐語〉ドルを立てる．kudala は
異形．

Kū-kala-hale［くからはれ］
【気象】オアフ島ホノルル地方に降る雨と

風．Huli au i Nu‘uanu i ka ua. Pulu ‘ia e Kūkalahale. ヌウアヌの雨を思
い出します．クーカラハレの雨で濡れました．

Kū-kani-loko. クーカニロコ．
【地名】オアフ島ホノルル地方カリヒ・
カイ地区（地区 1）の遊歩道の名．内陸部（ワヒアヴァー区画）にあ
る同名の「出産石」に因んで付けられた．【人名】首長名．Ki‘eki‘e

hō‘ano ‘o Kūkaniloko. 神聖で気高いクーカニロコ様．

kuka ua［くか_うあ］レインコート．
- kaulani［く
ku
かうらに］優れた気配りで（物事を行なう）；気配りす
- kaulani. kūkaulani の他動詞形．首長に信頼を置く．
る，ho‘oku

Ho‘okūkau-lani i hei kapu. 神聖な土地に信頼を置く．

kukaweke［くかうぇけ/くかヴェけ］レインコート（たぶん，英語の
コートと荒天の時に水夫が用いる防水帽［sou'wester］の組み合わせ
による語型）．

kuke［くけ］1. （注意を引くためひじで）そ っと突く，押す，押し合
う．ho‘okuke. （人を）無理に立ち去らせる，追い払う．PEP tute. 2.

料理人；料理する．英語 cook より．3. 関税. 英語 duty より．4. 公

爵．duke も同じ．英語 duke より．

kuke awa［くけ_あわ］停泊税．
-［くけ_く
kuke ku
］
（むりやりに人混みを通りぬける時のように）ひじ

や肩で押し合う．
kūkele［くけれ］1. ぬかるみの，
（道など）つるつるした；（ぬかるみ
などで）すべって転ぶ，滑る．2. （船などを）走らせる．

kuki［くき］mea ‘ono kuki［クッキー］を参照．英語 cookie より．
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kūkini［くきに］1. 首長に雇われている早足の使者（その速さに賞金

がかけられた）．2. （植物など）密集した，すごくたくさんある．3.

クッション，座ぶとん．英語 cushion より．
kūki‘o［くき‘お］小さな水たまり，小池．
〈逐語〉立ち止まっている水
たまり．

kuko［くこ］性欲，肉欲，情欲．PCP tuto.

kuku［くく］1. （タパなどを）続けさまに打つ．PPN tutu. 2. （網を
支えて四方に広げるのに使われる）棒．PCP tutu.
kukū［くく］1. とげ，針，
（クリなどの）いが；あご［かかり・さか
とげ］のある，とげの多い；とげで傷ついた．2. kū の 1 の重複形；

込み合った，満員の．
-kūkū［くく］1. 〔通例，tūtū と発音される〕おばあさん，おばあちゃ

ん，おじいちゃん；祖父母の世代の血族関係にあるすべての者，ま

たはごく親しい友人．tūtū も参照．2. （馬上で）急にぐらっと揺れる，
はねる，速歩（はやあし）で駆ける．Holo kūkū. 速歩で駆けさせる．
- ku
- . 揺れる原因となる；（食べ過ぎたあとのように）気持ち
ho‘oku

が悪いほど満腹の．3. （フラダンスに使われるような）ヒョウタン
（瓢箪）を打つ音．

--kūkū. ho‘okūkū［ほ‘おくく］1. 競争，試合，競技，比較する；競技

会を催す．Ho‘okūkū hīmeni. 歌のコンテスト．2.（衣服などの寸法を）

合わせる；（仮縫いの）着付け．

kuku‘e［くく‘え］
【病理】湾曲足；ねじ曲がった［醜くなった］足の人．

kukui［くくい］1.【植物】ククイノキ，
キャンドルナッツツリー（Aleurites moluccana）：ハワイ州の州木；トウダイグサ科の高木；その実

の仁（じん）は，いくつかを糸に通して灯火として使われた．2. ラ
ンプ，灯火，たいまつ．〈比喩〉案内者，ガイド，先導者．

(L.) Kukui. （ラエ）ククイ．
【地名】ククイ（岬）．カホオラヴェ島北
部の岬名．
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kuku‘i［くく‘い］ku‘i の 1, 2, 4 の重複形．

Kukui-haele. ククイハエレ．
【地名】ハワイ島ハーマークア地方（ワ
イピオ区画）の地名：町．〈逐語〉行進するたいまつ・灯り．

kukui haole［くくい_はおれ］ハワイ原産でない木の実の総称．
-［くくい_へれ_ぽ
kukui hele po
］ランタン，手さげランプ．
〈逐語〉夜
出かけるための灯火．
Kukuiokāne［くくいおかね］
【複合語】逐語は，kukui［たいまつ］，o
［の］，kāne［男，成人］で 1）カーネの松明，2）男の指導者で，い

ずれも首長を意味する．‘O ke kaumaha o Kukuiokāne. 指導者の重荷

［責務，悲しみ］．

kuku‘i ‘ōlelo［くくい_‘おれろ］話のじょうずな人；朗吟［朗唱］する，
物語をする．〈逐語〉つながる話．

kukui pa‘a lima［くくい_ぱ‘あ_りま］懐中電灯．
〈逐語〉手に持つ灯火．

kukui uila［くくい_ういら］電灯．

Kukui Wana‘ao［くくい_わな‘あお］
【天体】明けの明星，金星．
〈逐
語〉早朝の光．

kukuli［くくり］kuli の 1 の重複形；ひざ；ひざをつく；（足を体の下
にいれて座る動物のように）うずくまる［横たわる］．Noho kukuli. 正

座する．PCP tu(u)tuli．

kukulu［くくる］kulu の 1 と同じ．
kūkulu［くくる］1. 柱，支柱；（物体の）側面，へり，きわ，地平［水
平］線．Nā kūkulu ‘ehā. 4 つの基本方位（羅針盤の 4 つの主要な方位

で東・西・南・北をさす）．kūkulu hikina. 東の方，東方．kūkulu ko-

mohana. 西の方，西方．kūkulu hema. 南の方，南方．kūkulu ‘ākau. 北

の方，北方．2. （家などを）建築する；設置［設立］する，据える；

（テントなどを）建てる；（協会などを）創立する；（名声や王朝を）
樹立［確立］する．3. （ひも・縄などで）結び付ける，つなぎ綱で
つなぐ；（車を）駐車する．
308

kukuluae‘o［くくるあえ‘お］1. 竹馬；竹馬に乗って歩く．2.【鳥】ハ
ワイセイタカシギ（Himantopus himantopus）．

kukuna［くくな］
（太陽の）光線；円の半径；（車輪の）輻（や），ス

ポーク．kukuna X. X（エックス）線．
kukuna-o-ka-lā［くくなおから］
【植物】マングローブ，紅樹（Bruguiera
gymnorhiza）（海岸で多数の不定根を出して絡み合った茂みをつく

る）；（レイなどに使われる）マングローブの花のがく．
〈逐語〉太陽
の光線．

kukuni［くくに］kuni の 1 の重複形．Ua kukuni pa‘a ‘ia ka ‘i‘ini. 欲望
はしっかりと焼き付けられた．

kula［くら］1. 平地，野原，広々とした田園，牧場．2. もと，源；容
器，コンテナ．kula kakalina, kula wai, kula waiwai を参照．3. 学校；

学校の教師をする，通学する；学校や授業が（休みでなく）ある．英

語 class より．4. 金；金色の．gula も同じ．英語 gold より．

Kula. クラ．
【地名】マウイ島（キロハナ区画）にある地名．ハレアカ
ラー（山）の西側一帯の平地：小学校，療養所，保護林．Holo aku ana

i Kula. クラまで馬を走らせる（クラのどこかは文脈による）．
【地名】

ハワイ島（マクウ区画）の地域名．

kula aupuni［くら_あうぷに］公立学校，国立学校．
kula hānai［くら_はない］寄宿学校．
〈逐語〉食事を出す学校．kula noho
pa‘a とも呼ばれる．

kula‘i［くら‘い］突きのめす，打ち［なぐり］倒す，ひっくり返す．PPN tulaki．

Kula‘i-ma‘e. クライマエ．
【地名】ハワイ島東部ヒロ地方の地名．He
mano nā kahawai o Kula‘ima‘e. クライマエの多くの小川です．

Kula‘i-mano. クライマノ．
【地名】ハワイ島東部ヒロ地方の内陸部（ホ
ノムー区画）の地名．この地で多くのカヌーが作られた．

309

kulāiwi［くらいヴィ］生国，本国；原住民．Ku‘u home kula-iwi. 我が母
国．

kula kahuna pule［くら_かふな_ぷれ］カトリック神学校．
〈逐語〉神
父の学校．

kula kakalina［くら_かかりな］ガソリン用ドラム缶［罐］．

kula kamali‘i［くら_かまり‘い］小学校（特に下級学年），幼稚園．
〈逐

語〉子供の学校．
kula Kāpaki［くら_かぱき］日曜学校．kula Sabati は異形．
kula ki‘eki‘e［くら_き‘えき‘え］高等学校．

kula koa［くら_こあ］陸軍士官学校．

kula kumu［くら_くむ］教師養成学校，師範学校．

kula manu［くら_まぬ］
（水やえさ（餌）のあるところなど）鳥の集
まる場所．

kulana［くらな］傾ける，揺り動かす，よろめく，揺れる．
kūlana［くらな］位置，地位，立場，場所，境遇；顕著な，卓越［卓

立・傑出］した．PNP tu‘ulanga.
- lanakauhale ［く
ku
らなかうはれ］村，町，都市．
〈逐語〉複数の家が
ある場所．

kūlanalana［くらならな］kulana の重複形；ふらふらする，ぐらつく，
揺れる，不確かな．Kūlanalana ka maku‘u. 馬のくらがしら（鞍頭）が

傾く．

kūlana nalu［くらな_なる］波がふくれ上がり，サーフィンをする人

が波をかいて競争を始める場所（一般には，砕け波の最も遠い地点

を言う）．kūlana he‘enalu とも呼ばれる．
kūlana pa‘a［くらな_ぱ‘あ］本位（貨幣制度の価値基準），
（度量衡の）

原基，原器．
kūlana pule［くらな_ぷれ］祈祷（きとう）集会または他の宗教礼拝．
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kulanui［くらぬい］総合大学，カレッジ（分科大学）；（昔は）高等学
校．〈逐語〉大きな学校．

kulapepeiao［くらぺぺいあお］1. イヤリング，耳飾り．
〈逐語〉耳の

ための金．2. 【植物】フクシア，ホクシャ（Fuchsia magellanica）： 美

しい花をたらしたように咲かせる鑑賞用植物．
kula pō［くら_ぽ］夜間学校．

kula uku［くら_うく］私立学校．〈逐語〉金を払う学校．

kula wai［くら_わい］灌漑（かんがい）用の樋（とい），水源地．

kula waiwai［くら_わいわい］（定期）収入や生計の源．

kuleana［くれあな］権利，資格，所有権，責任，支配権，権威；（正

当な）理由，根拠；所有権の一部分．ho‘okuleana. …に権利［資格］

を与える，所有するために権利を与える．palapala ho‘okuleana を参照．
kūlepe［くれぺ］1. （干物にするための魚を）頭から尾にかけて開く
こと；このように縦に裂く．2.（帆・カーテンなどが）
ぱたぱたと動

く，
（旗などが）はためく；風の強い．3. ‘ūlepe と同じ．
kūlewa［くれわ］（雲のように）空間の中をゆっくり動くこと．

kuli［くり］1. ひざ．PPN turi. 2. 耳が遠い人；耳が遠い；騒々しい．

ho‘okuli. 耳が遠い；耳が遠い人のふりをする．PPN tuli.
kūlia［くりあ］1. kū の 1（立っている）の受身形または命令形．2.（…

しようと）努める，励む．
kūlike［くりけ］同様の，同一の；同じような恰好をしている，一列
- like. 一致する，同様にする．
にそろって並んでいる．ho‘oku
kulikuli［くりくり］
（特に不快で非音楽的な）物音，
（ジャンジャン・
ガンガン）やかましい音；騒々しい，
耳が聞こえなくなるほどの，
（音

が）不調和な；静かにしろ，じっとしてなさい，黙れ．PEP tulituli.
kūlina［くりな］トウモロコシ（Zea mays）．kurina は異形．たぶん英
語の corn より．
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kūlina ‘ono［くりな_‘おの］サトウモロコシ，スイートコーン（Zea

mays）．
〈逐語〉とてもおいしいトウモロコシ．
- kūlina pohāpohā［くりな_ぽはぽは］ポップコーン．

Kuli-‘ou‘ou. クリオウオウ．
【地名】オアフ島ホノルル市の副地区名：

谷，保護林，自営農園などの名．
〈逐語〉突き出したひざ→（ココナ
ッツの殻で作った太鼓をひざに結び付けることから）ひざの音．

kulipe‘e［くりぺ‘え］
（病気の人などが）…伝いによろよろ歩く；ひざ

が弱いにもかかわらず歩く．
kūlipo［くりぽ］
（ほら穴など）暗い，奥行きのある．
〈比喩〉極端に，

激しい．
kūli‘u［くり‘う］
（声など）太く低い；見識をもった，知的な深みのあ

る．
kūloko［くろこ］内地の，地方の．
〈逐語〉内部に存在する状態．Kaua
kūloko. 内乱，内戦．
kūloku［くろく］
（雨が）降ること，
（川などが）流れること；（雨によ

って植物などが）なぎ倒された．
kūlokuloku［くろくろく］kūloku の重複形．kūnokunou も同じ．

kulokulou［くろくろう］kūlou の重複形．
kūlolo［くろろ］すりおろしたカロ（タロイモ）とココナッツミルク

を混ぜて焼いた［蒸した］プリン．
kūlono［くろの］切り立った，絶壁をなす．
kūlou［くろう］頭を下げる，屈服する；（手や頭を振って）合図する．
- lou. 屈服させる，屈辱を与える；（敵などを）
kūnou は異形．ho‘oku
征服する．PPN tulou．

kuloukulou［くろうくろう］kūlou の重複形．kunokunoku に同じ．
kūloulou［くろうろう］kūlou の重複形．
kūlou po‘o［くろう_ぽ‘お］頭を下げる，頭からもぐる．
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kulu［くる］1. （液が）したたる，水漏れがする，ぽたぽた落ちる；

（涙などが）こぼれる；しずく；蒸留酒の総称．PPN tulu. 2. （棒・
柱など）家に使われる材木．

kulu aumoe［くる_あうもえ］夜ふけ，真夜中．

kulukulu［くるくる］kulu の 1 の重複形；（液が）したたる，水漏れが
する，しずくがたれる．

kuluma［くるま］…に慣らした；（事を）熟知［精通］した；習慣的な．

kūmā-. 2 桁（以上）の数字の 1 桁目（1〜9）につく接辞．‘umi kūmākahi.
11. iwakālua kūmālua. 22. kanaiwa kūmā-ono. 96.

Kū-mai-pō. クーマイポー．
【地名】オアフ島西部ワイアナエ（スコー

フィールド区画）の山域にある地名，川の名．ワイアナエの山頂に

至るトレイルがある．
kūmaka［くまか］視覚にとらえられる，目に見える；自分自身で確か

める．
kūmakahiki［くまかひき］年 1 回の．

kumakaia［くまかいあ］裏切り者，変節者；背信的な；（人の親切な
どを）逆用する，裏切る，変節する．E kumakaia paha au i ka hanauna

o kau po‘e keiki. わたしはあなたの子らの世代を誤らせる．
kūmakani［くまかに］防風林，風よけ；風に抵抗すること．
-kūmākena［くまけな］悲しむ，死者に哀悼の意を表する．
kumama- -. kūmā- と同じ．聖書で使われる．まれに正式な会話の中で

も使われる．
kūmau［くまう］習慣的な，通常［通例］の．Uku kūmau. 日常の報酬

［税金・料金］．
kūmeka［くめか］靴職人．英語 shoemaker より．
kūmimi［くみみ］オウギガニの一種の小さなカニ．
kūmoe［くもえ］寝台（の骨組み）．〈逐語〉すえつけベッド．
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kūmoena［くもえな］1. マットの編み始めになる V 字形に折りたた
まれた細長い葉の呼び名．2. 積み重ねたマット；（マットなどが）拡
がった．

kumu［くむ］1. 基礎，根拠，土台，論拠，木の幹；根本の，遺伝の．
PPN tumu. 2. 教師，手引き，入門書．kumu hula. フラの先生．3. 発

端，原因，源泉．ho‘okumu. 発端をつくる，樹立［確立］する，
（事
を）起こす．4. 理由，原因．5. 売買した［交換した］品物；価格．

〈比較〉kumu kū‘ai．
-kūmū［くむ］1. 【魚】ヒメジの一種（Parupeneus porphyreus）．2. 【現

代俗語】
（特に恋人などが）器量のよい，顔立ち［容姿］の整った．

kumu a‘o［くむ_あ‘お］教えること，教授，先生．

kumuhana［くむはな］主語，主部，主題（講演の主題または文法上
の主語など）．

kumuhele［くむへれ］（人体の）また．〈逐語〉歩行の源．

kumu hipa［くむ_ひぱ］羊の群れ．

kumu honua［くむ_ほぬあ］人類の始まり，地球の起源．

kumu ho‘olaha［くむ_ほ‘おらは］繁殖の方法，子孫の起り．

kumuipukukui［くむいぷくくい］
（ほやがついてない）ランプ；燭台，
ろうそく立て．〈逐語〉火ざら台．

kumu kahi［くむ_かひ］起源，起こり．

Kumu-kahi. クムカヒ．
【地名】ハワイ島最東端の岬（ハワイ諸島最東
端）．Ka hale-ipu-kukui a‘o Kumukahi. クムカヒの灯台．
〔伝説〕1）タ

ヒチ［Kahiki : HAW］から来た英雄に因んだ地名．彼はこの地にとど
まり赤い岩になった．同じく赤い岩になった彼の２人の妻は太陽を

操り季節を変えた．妻の１人は Ha‘eha‘e［強い感動と欲望］と呼ばれ，
太陽を崇拝する人はこの地にきて病を癒した．2）ペレのお気に入り
の若い弟 Kama-lālā-walu がこのあたりに住んでいた．別の説では，

ペレにお気に入りの首長ともいわれている．ある時，彼はペレをあ
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ざ笑い，怒ったペレは溶岩を積み重ね岬にした（『PLACE NAME OF

HAWAII』による）．
【地名】ニイハウ島とレフア島との海峡名．この

語はメレなどにはほとんど現れない．カウアイ島とニイハウ島の海

峡は Ka-ula-kahi.
-kumukānāwai［くむかなわい］憲法，法典．〈逐語〉法律の源．
- ‘ai［くむ_く
kumu ku
‘あい］価格．Kumu kū‘ai nui. 高価な．
kumu kula［くむ_くら］（初等・中等学校の）学校教師，教員．
kumulā‘au［くむら‘あう］樹木，（立ち）木，高木．
kumulani［くむらに］空の底辺；地［水］平線．

kumulipo［くむりぽ］生まれ，生命の源；ハワイ創造歌の名前．

kumumana‘o［くむまな‘お］論題，主題；（説教の題目に引用するよ
うな）聖句．

kumu niu［くむ_にう］ココヤシ木の幹．

kumupa‘a［くむぱ‘あ］1. 元金，資本金．2. しっかりした基礎，古い

時代；堅固に定着した．
-kumu ‘ūhā［くむ_‘うは］
【解剖】鼠径（そけい），また（股）のつけね．
〈逐語〉もも（腿）の元．

kumu wai［くむ_わい］川の水源，源泉．

kumu waiwai［くむ_わいわい］富の源；資源；資本（金）．

kuna［くな］1. 淡水にいるウナギの種類．PPN tuna. 2. スクーナー（縦

帆式帆船）．英語 schooner より．
kūna‘e［くな‘え］妨害に対して堅固として立ち向かう；堅固とした，
頑固な．
-kūnāhihi［くなひひ］
（精神的打撃に）弱い；びっくりさせた，こわが

らせた．
--kūnānā［くなな］1. 困らせた，困惑させた，未解決の，まごついた；
不明確な．〈逐語〉立って見る．2. 【動物】ヤギ．
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kunāne［くなね］女性から見て兄［弟］，または男のいとこ（通例，呼

びかけの言葉としてまたは kaikunāne の愛情を込めた言い方として

使われる）．PPN tu(o)nga‘ane.
kūneki［くねき］あふれるほどに満たした；絶えず流れる．

kunewa［くねわ/くねヴァ］疲れ，疲労；ふらつく，よろめく；ふら

ふら歩く．
kūnewa［くねわ/くねヴァ］
（時間，時が）過ぎる；歳をとる．Ka lāhui

‘ōpio e kūnewa a‘e nei. 現在成長している若い人々．
kūnewanewa［くねわねわ］1. kunewa の重複形．Ā kūnewanewa ho‘i e
like me ke kanaka ‘ona. そして酔った人のようによろめく．2. kūnewa

の重複形．

kuni［くに］1. 焼く，燃やす，焦がす，焼き印を押す；皮にエンボス
（浮き彫り細工）加工を施す．Hao kuni. 焼き金，焼き印．PPN tungi.
2. （郵便の）消印，封印；…に印を押す．3. 魔術師を殺す黒魔術の

型．

kuni ahi［くに_あひ］火をつける人［物］；…に火をつける［灯す］．
kūnihi［くにひ］けわしい，危険な．
kūnoni［くのに］ゆっくり進む［動く］．Ke kūnoni a‘e nei i ke ala loa.
長旅をゆっくり歩む．

kunokunou［くのくのう］合図する．kulokulou に同じ．Nānā mai lākou
ia‘u, ā kunokunou i kō lākou po‘o. 彼らはわたしを見ると，頭を振って

合図します．
- lou のつづりの異形．
kūnou［くのう］ku

kunu［くぬ］1. （肉や魚などを）木炭の上であぶる［焼く］．PPN tunu.
2. 咳（せき）をする；咳．PEP tungu.

kunukunu［くぬくぬ］ぶつぶつ言う，不平を言う，苦情を言う．
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kū‘oko‘a［く‘おこ‘あ］独立，解放，自由；独立の，自由の．Lā Kū‘oko‘a.

独立記念日．Hō‘ike no ke Kū‘oko‘a. 独立を宣言する．『Ka Nupepa
Kū‘oko‘a』：ハワイ語で書かれた新聞の名（1861−1927 発行）．ho‘okū‘oko‘a. 独立を制定する．

kuolo［くおろ］1. こする，ごしごしこする，磨く．2. （恐怖・寒さ
などで声が）震える；（手足のしびれ・まひなどで）ぶるぶる震え

る；（歌う声などが）震える，共鳴［反響］する．Kai kuolo. 引き波
の時の海．PCP tuolo.

kuolokani［くおろかに］タンバリンのようなヘブライの楽器；大太

鼓；古楽器のサルタリー［psaltery：英語］．
〈逐語〉kuolo［こする・

はじく］，kani［楽器］．
kū‘olo［く‘おろ］
（服など）たるんだ，だぶだぶした；（ほおのたるん

でいるような）老年の．
- ‘ono［く
ku
‘おの］1. （部屋などの）すみ，
（壁・岩などの）すき間，割
- ‘ono.（海岸線などに）入り込む，湾を形
れ目；入り海，湾．ho‘oku

成する．2. （ほら穴など）奥行きのある，深い；底深い，深遠な．
kū‘ono‘ono［く‘おの‘おの］1. 富裕な，何不自由ない境遇にある，富
んだ．ho‘okū‘ono‘ono. 繁栄させる，成功させる．2. kū‘ono の 2 の

重複形．

kupa［くぱ］国民，原住民；よく精通している．Kupa o ka ‘āina. ハワ

イ人．ho‘okupa. …に市民権を与える，帰化させる．
kūpa‘a［くぱ‘あ］しっかりした，ぐらつかない，不動の；忠実［誠実］
な；決然たる；忠実，誠実，堅固，堅実．ho‘okūpa‘a. 忠誠を守る；

増強する，確立する．

kupaianaha［くぱいあなは］驚くべき，妙な，不思議な，異常な，信
じられない．kupanaha も同じ．
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kūpaka［くぱか］
（人や物を）け飛ばす，むち打つ；（苦痛などで）身
をよじる，あがく；ねじ曲げられた．
kūpale［くぱれ］防御，防衛；防ぐ，守る，撃退する．

kupanaha［くぱなは］kupaianaha と同じ．
kūpaoa［くぱおあ］1.（ジャスミンのような）強い充満する香気．ho‘o-

kūpaoa. 香気を放つ；香りのよい，香気のある．2. 【植物】ヤコウ

ボク（Cestrum nocturnum）とその他の強い香りのする植物（eperomia

種や Railliardia 種など）．
--kūpāpā［くぱぱ］1. （木鉢の中のきずを捜す時のように）手探りで捜
す，さわってみる．2. なぐり［つかみ］合い，取っ組み合い；この

ように戦う．
kūpapakū［くぱぱく］岩盤；岩盤の上に立つ；地球の深層部．

kupapa‘u［くぱぱ‘う］（人間および獣の）死体．PEP tupapaku．
kūpau［くぱう］完全に終えた，完成した．
kūpe‘e［くぺ‘え］1. 腕輪，足首飾り；足かせ，手かせ，手錠；腕輪

［足首飾り・足かせ］をつける［結ぶ］．2. 食用の（海洋性の）かた
つむり，海の巻貝（Nerita polita）で高貴な首長の装飾品として用い

た．pū のホラガイとは異なる．
kūpe‘e niho ‘ı-lio［くぺ‘え_にほ_‘いりお］犬の歯で作った足飾り．
kūpe‘e pipi［くぺ‘え_ぴぴ］（特に投げ縄で）牛の足を縛る．

Kupehau. クペハウ．
【地名】ハワイ島北部コハラ地方（ワイピオ区画）
のポロルー谷にある地名．Ka pi‘ina a‘o Kupehau. クペハウの登り［登

頂］．
kūpehi［くぺひ］投げつける，投げ打つ．〈比較〉pehi（投げる）．
kūpele［くぺれ］（パンのこね粉や堅い新鮮なポイを）こねる．
kūpihipihi［くぴひぴひ］ちっぽけな，わずかな，とるに足りない；つ
まらないことになる，意味がなくなる．

318

- ［く
kūpiki‘o
ぴき‘お］
（風雨などが）強い，猛烈な．
〈比喩〉精神的に
乱した．

- ［く
kūpikipiki‘o
ぴきぴき‘お］kūpiki‘ō の重複形．
kūpola［くぽら］
（荷物などを）くるむ，包む；（バナナの葉などを）枯

らして巻き上げる．
kūpono［くぽの］まっすぐな，垂直な；正直な，礼儀正しい，正しい，
- pono.
公正な，公明正大な，資格のある，賢明な；価値，真価．ho‘oku

正直に振る舞う；（模範・範例に）従わせる．
kūpono ‘ole［くぽの_‘おれ］適応［適合］しない，不適当な．
kūpou［くぽう］降りる，くだる，急速にかけおりる，千鳥足で歩く；
（酒を飲んでふらふらした人などが）前方へかがむ．
kūpouli［くぽうり］酔いつぶれた，
（気が）ふさいだ，悲しみにおそ

われた．
kūpoupou［くぽうぽう］ku-pou の重複形．

kupu［くぷ］新芽，発育；子孫，所産；（突然に群を抜いて，高い地位
に上った人など）成り上がり者；芽を出す，大きくなる．ho‘okupu.

発育［発芽］させる；発芽［発育］するようにする．PPN tupu.

-kupu. ho‘okupu［ほ‘おくぷ］捧げ物，税金，名誉と尊敬の証しとし
て，首長に捧げられる儀式上の贈り物；年貢（ねんぐ）を納める；
教会の献金．

kupua［くぷあ］
（特に，超自然の幾つもの形を持つ）半神半人．PPN
tupu‘a．

kupu‘eu［くぷ‘えう］1. いたずらっ子，腕白小僧．2. 英雄，驚くべ

き人．
kūpuku.［くぷく］群生した，（木などが）茂った，繁茂した．

kupukupu［くぷくぷ］1. kupu の重複形．2. 【植物】
（タマシダなど）
一重の葉柄のシダの一般名称．3. 【植物】タマシダ（Nephroleps ex-

alata）：刃形の羽状複葉が特徴．
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kupukupu ‘ala［くぷくぷ_‘あら］
【植物】テンジクアオイ（Pelargonium
graveolens）：細かく分かれた小葉に芳香がある．kupukupu haole と

も呼ばれる．

kupulau［くぷらう］春期．〈逐語〉葉が生えてくること．
kūpule［くぷれ］祈祷（きとう）のために空けておく日；祈祷のため
に時間を取っておく．

kupuna［くぷな］祖父［母］，祖先，祖父［母］の同世代の親類また
は親しい友人，父［母］のおば，父［母］のおじ．ho‘okupuna.（本

当は血縁がない人を愛情のあまりに）祖父母や父母のおば［おじ］の

ようにみなす；祖父［母］のように行動する．PPN tupuna.
kūpuna［くぷな］kupuna の複数形．PCP tuupuna.
kupuna kāne［くぷな_かね］祖父，父［母］のおじ，男性の祖先．

kupuna wahine［くぷな_わひね］祖母，父［母］のおば，女性の祖先．
kūpuni［くぷに］回りに立つ，取り巻く．

kupupu‘u［くぷぷ‘う］kūpu‘u の重複形．
kūpu‘u［くぷ‘う］あり合わせの物を食べる．
- lina［く
kurina［くりな］→ ku
りな］を参照．

ku‘u［く‘う］1. 離す，自由の身にする，手放す；（綱やいかりづなな
どを）繰り出す；（網などを）降ろす；定住させる．
〈比喩〉平和で

ある．Inā ku‘u aku lākou i ka‘u ‘ōlelo pa‘a, もし彼らがわたしの命令を

破るならば．ho‘oku‘u. 放つ，手放す，追い払う；（学校などから）追

い出す；解雇［免職］する；自由の身にする，解放［釈放・放免］す
る．Mai ho‘oku‘u 〜．〜な目に会わせない．Mai ho‘oku‘u ‘oe iā makou

i ka ho‘owalewale ‘ia mai, e ho‘opalele nō na‘e iā mākou i ka ‘ino. わた

したちを試みに会わせないで，悪い者から救ってください．PPN
tuku. 2.〔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（ka‘u と ko‘u を ku‘u に置きかえることが出来る）．
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kū uaki［く_うあき］見張りを立たせる；夜警，番人，見張り．
kū‘ula［く‘うら］魚を誘引するために使われたすべての石製の神；魚

の神に対する崇拝の念を表わすために，海の近くに作られた heiau.

〈逐語〉赤い Kū.
- ［く
kū‘ululu
‘うるる］（寒さのために）ぞくぞくした，身震いした．

ku‘una［く‘うな］1. 丘陵地帯の斜面；下降した，
（下方に）傾斜した．
2. 海中に網を設置した場所；漁網を降ろす．3. リラックスした，く
つろいだ，ほっとした．

ku‘upau［く‘うぱう］全力を尽くして行なう；限界に耐える；すべて
の妨害［抑制］を解除する．
kū uwaki［く_うわき］kū uaki のつづりの異形．

ku‘uwelu［く‘ううぇる］だらりと掛ける；風の中に浮遊する；（熟し
た果実などが）落ちる；ふさで飾った；飾りふさ．

ku‘uweluwelu［く‘うヴェるヴェる］縁取りした．ku‘uwelu の重複形．

He kāma‘a me ke pili me ke ku‘uweluwelu. 飾り房がついた靴です．
kuwā［くわ］1. （ガンガン，ジャンジャンと）やかましい音を立てる，
大声を立てる．wā の 3 を参照．Kai kuwā. 騒がしい海．2. 祈祷師：

日本の棟上げに相当する家の草をそろえたり，カヌーの建造，新し

い漁網を作る際に祈りをあげる祈祷師．
kūwaho［くわほ］外部の，外側の，外国の．

kuwala, kuala［くわら，くあら］1. とんぼ返り；後方へ落下する；と

んぼ返りする．2. 利益，利息．
kūwili［くうぃり/くヴィり］せわしなく動かす，抱擁する，愛撫する；
ダンスでくるくる回す．

Kūwili. クーヴィリ．
【地名】オアフ島ホノルル地方イヴィレイ地区（6）
にある地名：ホノルル港の近くで，かつて鉄道の基点であったとこ
ろ．Ka hano ho‘ohano a‘o Kūwili. クーヴィリの誇らしげな鼻笛（汽笛

のこと）．
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kūwiliwili［くうぃりうぃり/くヴィりヴィり］kūwili の重複形．
- kūwō, kūō［くうぉ，くお］
（喜びや苦痛のために）大声で泣く；（犬

などが）遠ぼえ（遠吠え）する；（ライオンなどが）ほえる（吼える）．
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L

L, 〔
l アルファベット〕ハワイ語のアルファベット L/l の発音は la-（ら）
−

である．

L. ［略語］lae［岬］の略で地図などで使われる．
lā［ら］1. 太陽，太陽熱；日当たりのよい，日のよくさす．ho‘ola- . 日

光にさらす，日干しにする．PPN la‘aa. 2.（暦の上の）日．kēia lā. 今
日．PEP laa. 3. ひれ．kua la- . 背びれ．4. 帆．PPN laa. 5. 【文法】一
般指示形容詞．その，あの，そこに［で・へ］．Ua kanaka lā. 前述し

たその人．PNP laa. 6.【文法】疑念を表示するマーカー．Pehea lā! ど
うしてなのかわからない．7. 文字（アルファベット）の「L/l」．8. リ

ズムを整え盛り上げるために使う．歌［mele］などに多く見られる．

lā-. 1. lau の 1 の短縮形（後に続く語が k で始まる場合のみ，k-を省略
して lā をつなげて用いる）．lau kalo（カロの葉）の短縮形は，lā‘alo

となる．2. 【文法】人称代名詞 3 人称複数の lāua と lākou だけに付

く接頭辞．PNP kilaa-, PEP laa-.

la‘a［ら‘あ］1. 神聖な，清浄な，神に捧げられた，奉納された．ho‘ola‘a.

神聖にする，奉納［献納］する，神聖な物としてあがめる．PCP laka.
2. 時期，季節．
〈比較〉la‘a make. 3. また，…とまた，その上．E la‘a

me kēia. その上このような．

La‘a［ら‘あ］ラア．
【地名】ハワイ島ヒロ地方オーラア［‘Ōla‘a］の古

い呼び方．
【地名】ホノルル，カパラマ地区（5）の小路の名．
〈逐語〉

清められた，神聖な．神に捧げられた．
lā ‘aha‘aina［ら_‘あは‘あいな］祝祭日．

la‘ahia［ら‘あひあ］la‘a の 1 の受身形または命令形．気もそぞろ；う
っとりしている．
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la‘a kea［ら‘あ_けあ］神聖な光，
（日光・知識・幸福など）生涯の神

聖なもの．〈逐語〉神聖光．
la‘alā‘au［ら‘あら‘あう］小さな棒，小枝，低木，かん木．Pa- la‘ala-‘au.
垣根．

La‘a-mai-kahiki［ら‘あまいかひき］
【複合語】ラアマイカヒキ．逐語
は「タヒチからの神聖な（もの）」．カウアイ島の首長の名などに現
れる．

la‘a make［ら‘あ_まけ］植物がなかなか育たなかったり，枯れたりす

る季節．〈逐語〉死んだ季節．
lā‘au［ら‘あう］1. 樹木，植物，材木，木材，森林，棒，こん棒；木
（製）の，木質の；こん棒の打撃；堅いこと，強さ，硬直している；
勃起した陰茎．PPN ra‘akau. 2. 医学；医学の．

la‘a ua［ら‘あ_うあ］雨季．
lā‘au ‘aila［ら‘あう_‘あいら］
【植物】トウゴマ，ヒマ．pā‘aila を参照．

〈逐語〉油の植物．
lā‘au ‘ala［ら‘あう_‘あら］香りの良い木材（特にビャクダン材）．
lā‘au ana［ら‘あう_あな］
（木・金属製の）ヤードさお尺，定規，測量
棒，測定棒．

lā‘au ho‘ohiamoe［ら‘あう_ほ‘おひあもえ］麻（酔）薬，催眠剤，眠

りを引き起こす薬，クロロホルム．
lā‘au ho‘oka‘a［ら‘あう_ほ‘おか‘あ］めん棒，すべての木製のローラ

ー．
lā‘au kāhea［ら‘あう_かへあ］骨折や捻挫（ねんざ）をお祈りで治そ

うとする治療法の一種．〈逐語〉呼ぶ薬．
lā‘au Kalikimaka［ら‘あう_かりきまか］クリスマスツリー．
lā‘au ke‘a［ら‘あう_け‘あ］木製のはりつけ台［十字架］；門を閉じて
おく棒，かんぬき．
lā‘au kia［ら‘あう_きあ］鳥をわなで捕らえるための棒．
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lā‘au ku‘i［ら‘あう_く‘い］はしご，はしごなどに使われる横木のある
樹木．〈逐語〉接合した木材．

la‘a ‘ula［ら‘あ_‘うら］秋．〈逐語〉葉の赤い季節．
lā‘au lalo［ら‘あう_らろ］船の帆げた．〈逐語〉下方の棒．
lā‘au lapa‘au［ら‘あう_らぱ‘あう］薬．〈逐語〉治療薬．

la‘a ulu［ら‘あ_うる］春，発育の季節．
lā‘au ma- ka‘i［ら‘あう_まか‘い］警官のこん棒．
lā‘au make［ら‘あう_まけ］毒（薬）．
- hikihiki niho［ら
lā‘au ‘o
‘あう_‘おひきひき_にほ］つまようじ．
〈逐語〉
歯をつつく棒．
-- po
-［ら
lā‘au pa‘i kinipo
‘あう_ぱ‘い_きにぽぽ］
（野球・クリケットなど
の）
バット，テニスラケット，卓球のラケット；あらゆる種類の球を

打つためのラケット．〈逐語〉ボールを打つための棒．
lā‘au pālau［ら‘あう_ぱらう］戦闘用こん棒．

-la‘a wa‘a. ho‘ola‘a wa‘a［ほ‘おら‘あ_わ‘あ］カヌーの進水式で行う祈

り；カヌーを奉納する．
Ladana → La- kana［らだな→らかな］を参照．

lae［らえ］1. 岬（みさき），突端．Lae-‘ahi. マグロのおでこ（ダイヤ
モンドヘッドの元の名）．PEP la‘e. 2. 額（ひたい）．PPN la‘e. 3. 賢

いこと；精神的な［感情的な］特徴．
〈比較〉lae o‘o, lae pa‘a, lae ‘ula.

la‘e［ら‘え］la‘ela‘e と同じ．ho‘ola‘e. （天候が）晴れ上がる，
（気分
が）晴れやかになる．

laehaokela［らえはおけら］1. 【神話】ユニコーン（想像上の一角獣）．
〈逐語〉lae［ひたい］，hao［角］，kela［突き出る］．2. 【動物】サイ
（犀）．

la‘ela‘e［ら‘えら‘え］
（日光など）明るい，光る，澄み切った，のどか
な，穏やかな，気持ちのよい．ho‘ola‘ela‘e. ho‘ola‘e の重複形．
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lae la lae［らえ_ら_らえ］音楽を途中で止めて，楽しい効果を出すた
めに，歌詞の終わりの部分でくり返す音節．

laenihi［らえにひ］
【魚】頭高のベラ科の魚の一般名称（ヒラベラ属な
ど）．

Lae-o-［らえお］…岬：岬や突端の名に使用．略記は L. Lae-o-ka-ule.
カホオラヴェ島東部のウレ岬（突端）．

lae o‘o［らえ_お‘お］熟練者．
〈逐語〉成熟した額（ひたい）．
〈比較〉
lae ‘ula.

lae pa‘a［らえ_ぱ‘あ］現実的な，頑強（がんきょう）な，心を閉ざし
て新しい考えを受け付けない．〈逐語〉けわしい額（ひたい）．

lae ‘ula［らえ_‘うら］訓練された手ぎわのよい人；熟練した．
〈逐語〉
赤い額（ひたい）（赤は神聖な色とされている）．〈比較〉lae o‘o.

laha［らは］広範囲の，広げた，広々した，広めた，配布された，分
配した，ばらまかれた，拡大した，多数から成る．ho‘olaha. 広く普

及させる，公表する，言いふらす，広告する．PPN lafa.

Lahaina. ラハイナ．
【地名】マウイ島西部の地域名（区画名）：町，停
泊地，川．Lahaina, ka ‘uapo a‘o Māla. ラハイナ，マーラの埠頭：か

つては捕鯨の町として栄えた．またオアフ島に首都が移る［遷る］ま
でハワイ王国（カメハメハ王朝）の首都であった．

Lahaina Luna. ラハイナ・ルナ．
【地名】マウイ島西方（ラハイナ区画）
の地名：町は高台（山側）に作られている．学校，川，導水路名な

ど．ハワイでの最初のニュースペーパーはこの町で発行された．
〈逐
語〉高地のラハイナ．

lahalaha［らはらは］laha の重複形．
la- hana［ら_はな］仕事日，就業日，平日．
- lā hānau［ら_はなう］誕生日．Hau‘oli lā hānau. 誕生日おめでとう．
laha ‘ole［らは_‘おれ］まれな，選りすぐった，珍しい．
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lahi［らひ］ほっそりした，きゃしゃな，優美な；（生地や紙などが）薄
い．

lā hiki［ら_ひき］東の太陽，上る太陽；東の．Mai ka lā hiki a ka la- kau.
日の出から日没まで（1 日または人の一生）．

lahilahi［らひらひ］lahi の重複形．Kou pāpālina lahilahi. あなたの上品
で美しい頬（ほお）．

laho［らほ］1.【解剖】陰嚢（いんのう）．PPN laso. 2.（牛などの）雄．
Lā Ho‘ālohaloha［ら_ほ‘あろはろは］感謝祭：過去一年間の神恩を感

謝する法定休日で，11 月の第 4 木曜日．〈逐語〉愛情表現の日．
- - ano［ら
lā ho
_ほあの］
（宗教上の）祝日，礼拝の日．

laholio［らほりお］弾性ゴム；自動車のタイヤ．
〈逐語〉馬の陰嚢（い

んのう）．
Lā Ho‘omaika‘i［ら_ほ‘おまいか‘い］感謝祭．
〈逐語〉感謝するための

日．
lā ho‘omana‘o［ら_ほ‘おまな‘お］記念日，記念祭．
lāhui［らふい］民族，人種，種族，国民，国籍；（動物や魚などの）分
類上の種類；国民の，人種（上）の．ho‘ola- hui. 民族［人種］など

を組成［構成］する．
lāhui hui pū［らふい_ふい_ぷ］協力［団結］した国家．Nā Lāhui Huipū.
国際連合．
lāhui kanaka［らふい_かなか］民族，国民，種族，大衆．
lai［らい］【魚】アジ科イケカツオ属の魚．PPN lai.

la‘i［ら‘い］穏やかさ，静けさ，閑静，平静，心のやすらぎ；（海・空・
風などの）澄みきった，穏やかな；静かな，音のしない，平穏な．Pō

la‘i, ‘ihi‘ihi ē. 聖なる静かな夜．ho‘ola‘i. 静止させる；（群衆などを）

静かにさせる；穏やかな；平穏な，静かな．

-la‘i. kaula‘i, kula‘i などのように他動詞化する接尾辞．PPN（たぶん）raki.
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- lā‘ī［ら‘い］ティーリーフ（ニオイシュロランの葉）．lau kī の短縮形．
lā‘ie［ら‘いえ］ ‘ie と言うつる草の葉．lau ‘ie の短縮形．
Lā‘ie. ラーイエ．
【地名】オアフ島コオラウロア北部（カフク区画）に
ある地名：町，小学校，湾，岬，ポリネシアン・カルチャー・セン
ター，モルモン教会．

Lā‘ie-i-ka-wai. ラーイエイカワイ．
【神話】ハワイ島の楽園パリウリで

小鳥に守られて育った双子の姉妹の姉の名，妹はラーイエロヘロへ．
彼女にいるところにはいつも虹がかかっていたとされる．

Lā‘ie-lohelohe. ラーイエロヘロへ．
【神話】ハワイ島の楽園パリウリ
で小鳥に守られて育った双子の姉妹の妹の名，姉はラーイエイカワ
イ．

laiki［らいき］米，ライス（Oryza sativa）．raisi は異形．英語 rice より．
laikī［らいき］
【植物】レイシ，ライチー（台湾語広東語）：中国原産

のムクロジ科の常緑小高木．英語 litchi より．
lā‘iki［ら‘いき］
（洋服などが）きつい；（食べ過ぎて胃が）痛むほど詰
め込んだ；（門の開放など）幅の狭い〔la-‘a-（幅）と iki（小さい）の
短縮形〕．Lima lā‘iki. 腕にぴったりとした長袖．

laikini［らいきに］承諾書［証］，許可書［証］，免許証．英語 licence
より．

laikini ka‘a［らいきに_か‘あ］自動車免許証．
- - ［らいきに_き
laikini kı- pu
_ぷ］
（小銃・短銃などの）小火器使用許可
書［証］．

laila［らいら］そこに［で］，あそこに［で］，あの［その］時．laila は，
いろいろな意味を持つマーカーの後に続く：Ā laila. それから．I

laila. そこに［で］，あの場所で．Kō laila. あの場所［土地］の．Malaila.

あそこに［で］．Mai laila. あそこから，そこから．No laila. それゆえ

に，そんな理由のため，このゆえに；あの場所にいる［ある］こと．

O laila. あの場所の．PEP l(a, e)ila.
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la‘ila‘i［ら‘いら‘い］1. la‘i の重複形；気持ちが軽くなる．Ka pō la‘ila‘i.

穏やかな夜．ho‘ola‘ila‘i. la‘ila‘i の使役形．気持ちを軽くさせる．I

luna a‘e ‘oe e ho‘ola‘ila‘i. 天高くいるあなたは穏やかだ．2. サツマイ
モの一種．

laina［らいな］1. 列，
（文字の）行，詩の 1 行．英語 line より．2. サ
トウキビなどの絞りかす，バカス（燃料やパルプの原料となる）．

laina mokuahi［らいな_もくあひ］汽船航路．

laipela［らいぺら］ライフル銃．raifela は異形．英語 rifle より．
laipila［らいぴら］侮辱；中傷［侮辱］する．英語 libel より．

laka［らか］1. なれた，飼い慣らした，おとなしい；…に引き付けら

れた，好きな；飼い慣らす．ho‘olaka. 飼い慣らす；（子供や動物な

どを）思いやりを持って扱う．PPN lata. 2. 錠；…に錠をおろす．英

語 lock より．
lākana［らかな］
【植物】ランタナ（Lantana camara）：クマツヅラ科ラ
ンタナ属の熱帯植物の総称．英語 lantana より．

Lākana. ラーカナ．
【地理】ロンドン．Ladana も同じ．英語 London よ

り．
- Lā Kāpaki［ら_かぱき］安息日：ユダヤ教では土曜日，キリスト教で
は日曜日，イスラム教では金曜日．
lā kau［ら_かう］日の入り，落日．la- hiki を参照．
Lā Kau Pua［ら_かう_ぷあ］戦没将兵記念日：南北戦争以後の戦死者
の墓を花などで飾る；南部を除き法定休日（もとは 5 月 30 日今は 5
月の最後の月曜日）．〈逐語〉花を供える日．

laki［らき］運；運のよい，幸運の．ho‘olaki. 運を運ぶ；幸運の．英

語 luck, luckey より．
- lākī［ら_き］ティーリーフ（ニオイシュロランの葉）．lau kī の短縮形．
lākike［らきけ］格子（こうし），格子窓［戸］．latike は異形．英語 lattice より．
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lakikū［らきく］【地理】緯度．latitu は異形．英語 latitude より．
Lākina［らきな］ラテンの，ラテン語［系］の；ラテン系の人，ラテ
ン語．Latina は異形．英語 Latin より．

lako［らこ］糧食，食料；用品，用具；富，財；供給が十分な，給与

が十分な，準備が十分な；富んだ，富裕な．ho‘olako. 供給する，与

える，あてがう，富ませる．
-- ［ら
lāko
こ］サトウキビの葉（lau ko- の短縮形の la-‘o- と同じ）．

lako hale ［らこ_はれ］家で使う家具と備え付け品．pono hale も同じ．
lako kākau［らこ_かかう］文房具品．
lako ke‘ena［らこ_け‘えな］事務用品．

lako kula［らこ_くら］1. 学用品．2. 金の装身具．lako gula も同じ．

lakolako［らこらこ］lako の重複形．ho‘olakolako. ho‘olako の重複形．
lākou［らこう］
〔人称代名詞 3 人称複数（3 人以上）主格・目的格〕彼

ら［彼女ら］は［が］，それら［あれら］は［が］，彼ら［彼女ら］を
［に・へ］，それら［あれら］を［に・へ］．ka- lākou, kō lākou. 彼らの．
PNP kilaatou, PCP laatou.

lala［らら］1. 斜めの，傾斜した，はすの；斜めに砕ける波，または
そのような波に乗って遊ぶ波乗り．ho‘olala. 脇へよける．PCP lala.

2. （火にあたって）暖まる；日なたぼっこする；火の上で料理する．

PPN lala, rara.
-lālā［らら］1. 枝，大枝；（舷外材または舷外浮材などの）船材，肋材
（ろくざい）；枝を出す，枝を茂らす．ho‘olālā. （手入れのために木
の先を切ったりして）枝を出させる；枝を出す．PPN ra‘ara‘a. 2. 会

員，メンバー．3. （つぎ木，さし木用に切り取った）つぎ穂，さし

穂．
lalahū［ららふ］凸状の；盛り上がった，膨らんだ；サイズが大きく
なる；男性性器が勃起した．ho‘o-lalahū. lalahū の使役形．
-lālā kanu［らら_かぬ］切り枝（さし木用）．
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lalana［ららな］1. 【昆虫】クモ．lanalana，nananana も同じ．2. （火
などで）暖まること．〈比較〉lala（暖まる）．
lalani［ららに］列，並び，縦に並んだ人［物］の列；詩の 1 行．

lalapa［ららぱ］lapalapa の 1 と 2 に同じ．Ke ao lalapa i ka lani. そら
（空，天）のわき上がる雲．

lalau［ららう］間違い，へま，惑うこと；迷う，
（判断などを）誤る．
He lalau! ナンセンス！Lalau wale. 当てもなく歩き回る．ho‘olalau.

迷わせる，…を惑わす；ぶらぶらして過ごす，暇をつぶす．
lālau［ららう］
（急にまたは強く）つかむ，握る，捕まえる，
（手などを）
差し出す．

lalau hewa［ららう_へわ/へヴァ］思い違いをしていて道を踏み誤る，
罪を犯す．

lalawe［ららヴェ］lawe の重複形；運ぶ；わくわくさせる，圧倒させ
た，感動して我を忘れた；じらす．E lalawe ‘ia nei ku‘u mana‘o e kou

maka nani. わたしの心はあなたの美しい目にわくわくさせられる．

Ua lalawe ‘ia mai au e ka nani kamaha‘o. わたしは驚くべき神の栄光

に圧倒された．

lale［られ］急いで行く［する］，あわてる，急いで進む；助長する，
（あ
る方向へ）かりたてる．ho‘olale. 急がせる，せきたてる；強力に推

し進める．Ua ho‘olale mai ‘o ia ia‘u e hele i Hilo! 彼はわたしにヒロに

行くべきだと示唆した．

lalelale［られられ］lale の重複形．ho‘olalelale. ho‘olale の重複形；
激励する，奮起させる．Ua ho‘olalelale au i ku‘u ‘ohana i ka pakele ‘ana.

わたしは家族を避難場所へと急がせた．

lali［らり］
（豚肉の脂肪など）あぶらっこい；つるつるとして光った，
光輝く；ねばねばする，べとつく．ho‘olali. あぶらっこくさせる，ぴ

かぴか光らせる．PEP lali.
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lalo［らろ］1. 下へ［に・を］，下方への，…の下に［を］，…の真下に；

深さ（しばしば i またはma- が先に付く．また独立した単語として使

われることもある）．I lalo, malalo. …より下に，下部に．PPN lalo. 2.
風下の，（風が）南からの．

lama［らま］1. 【植物】ハワイ固有の黒たん科の木の全種（Diospyros.

異名は Maba）．PNP lama. 2. たいまつ，灯火，ランプ．lama の木は
薬として使われ，またその名前が啓蒙を連想させるのでフラダンス

の祭壇に供えられた．PPN rama. 3. すべての酔わせる飲み物，ラム

酒．rama も同じ．英語 rumより．
lamakū［らまく］たいまつ（松明）
，合図のための炎；ランタン；（た
いまつなどの）火の粉．

lamalama［らまらま］1. 夜釣り；夜釣りに行く．2. 晴れやかな，輝
く；晴れやかな顔色した，元気な顔つきの；活発な，元気な；（目・
顔などが）輝く．Lamalama ka ‘ili. 肌が輝いている（健康だ）．

lama pa‘ipa‘i ‘ia［らま_ぱ‘いぱ‘い_‘いあ］混合したアルコール飲料，カ
クテル，ハイボール．

lana［らな］1. 浮かんでいる，浮揚性のある；（魚つりをしているカ

ヌーなどの）いかり（碇）を下ろす；（水面など）静かな，音のしな
い．ho‘olana. 浮かせる；傾いたカヌーをまっすぐにする；快活な，

希望に満ちている；元気づける，勇気づける．Ho‘olana ma‘i. 病気の
痛みを和らげる．Home ho‘olana ma‘i. 病後の療養所．Ho‘olana ka

mana‘o. 希望を持つ．PPN（たぶん）langa. 2. 覚醒している．Lana

ka hiamoe. 眠りから覚める．3. 【ラテン語】カエル．rana も同じ．

-lana. ho‘olana［ほ‘おらな］反抗的な，手に負えない，強情な，いこ
じな．

-lana. 【文法】 ‘ana と同じに名詞化する接尾辞．
〈比較〉kaulana. PNP
-langa.

lana hele［らな_へれ］（船などが）漂流する．
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lānahu［らなふ］炭，木炭，石炭．na-nahu を参照．
la- nai［らない］1. ベランダ，ポーチ；家のそばにある屋根だけの建物．
2. サツマイモの一種．

Lā-na‘i. ラーナイ．
【島名】ハワイ 8 島の 1 島，マウイ郡に属する．マ
ウイ島の南西，モロカイ島南東に位置する島．Nāna‘i ともいう．小

中学校，高等学校．人口は 3,102 人（2,010 年，1970 年では 2,204 人）．

〈愛称〉Lāna‘i o Kaulu-lā‘au. カウルラーアウ（首長の名）のラーナイ
島．

lanakila［らなきら］勝利；打ち負かす，…に勝つ．ho‘olanakila. 勝

ちを得る；ずうずしい（人）．Mai ho‘olana-kila i kekahi hewa maluna
o‘u. 自分の内にある悪徳に支配されないように．PCP langatila.

Lanakila. ラナキラ．
【地名】オアフ島ホノルル市の地区名（地区 8）：
小学校，運動場などの名．古戦場で，カメハメハ大王のヌウアヌ

［Nu‘uanu］での戦いの勝利に因んで名付けられた地名．

lanakoi［らなこい］強要する；大いに望む；大きな望み，大望．‘O ka
lanakoi a‘e a mana‘o. 心（に秘めた）大きな望み．

lanalana［らならな］1. lana の 1 の重複形．ho‘olanalana. ho‘olana の

重複形．2. （フロートを舷外材に縛りつける装飾的なセンニットの
ような）ひも，縄．3. 【昆虫】クモ．lalana, nananana も同じ．

lani［らに］1. 空，天空；天国の，聖霊の．PPN langi. 2. 位の高い首
長，威厳；高貴な生まれの，貴族の．

Lani-huli. ラニフリ．
【地名】オアフ島ホノルル地方のヌウアヌ・パリ
の頂．

Lani-kaula. ラニカウラ．
【人名】モロカイ島における伝説的なカフナ
（祈祷師）の名．ククイの森の守り神でもある．He nani Moloka‘i nui
a Hina i ka ulu kukui a‘o Lanikaula. 〈歌詞〉
（守護神）ラニカウラの守

るククイの小さな森のお陰で（女神）ヒナの偉大なモロカイ島は美
しい．
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Lani-kāula. ラニカーウラ【地名】オアフ島ホノルル地方マーノア地区
（28）の通りの名．

lanilani［らにらに］lani の重複形．

lani pa‘a［らに_ぱ‘あ］大空，天空．〈逐語〉がんじょうな空．

(ua) lanipili［らにぴり］ua lanipili を参照．
lanipō［らにぽ］
（植物など）密生した，
（雨などで）暗い；繁茂して
いる様子．
lānui［らぬい］休日，重大［重要］な日．
Lānui o na- Limahana［らぬい_お_な_りまはな］労働の日：9 月第 1

月曜日で法定休日．〈逐語〉労働者たちの休日．
- -［ら
lā‘o
‘お］1. lau kō（サトウキビの葉）と同じ．2. 【魚】約 1.3㎝の
大きさで，あざやかな緑がかった色の魚．

lapa［らぱ］1. 峰，峡谷の絶壁側；（うね状に）隆起した．ho‘olapa.

隆起する；隆 起．2. 活動しすぎる，精力的な，害を及ぼす．ho‘olapa.

感情が激する；沸騰する；（水ぶくれなどが）はれ上がる；興奮す

る；活発になる．PPN lapa. 3. タパの模様付け（線引きなど）に用い
る竹製の用具．4. 子宮などの開口部．5. （血の）固まり．6. サツマ

イモの一種．7. カロ（タロイモ）の一種．8. マヒマヒ（魚）の成魚．
9. ‘ōpelu（魚の名）を捕らえる網の下部を緩めて多くの荷を運ぶこ

と．

lapa‘au［らぱ‘あう］医業；医薬で処置する，
（傷・痛みなどを）いや

す，治療する；医学の，医薬の．Kauka lapa‘au. 内科医．
la- paki［らぱき］ウサギ．英語 rabbit より．
lapakū［らぱく］非常に活発な．Lapakū ka wahine a‘o Pele i Kahiki. ペ
レという女性はタヒチにおいて大変活発だ．
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lapalapa［らぱらぱ］1. lapa の 1 の重複形；険しいうね状になった，た

くさん隆起した．2. lapa の 2 の重複形；あわ立つ，沸騰する，燃え
立つ，炎がさかんな様子；はね回る．3. （血が）固まった．lapa の

5 に相当．4. 山に生える自生の木（Cheirodendron）．5. 大きなシイ
ラ［mahimahi］やイルカなどの呼び名．

lapa uila［らぱ_ういら］稲妻の閃光（せんこう）；（稲妻・電光などが）

ぱっと光る．
lapawa- wae［らぱわわえ/らぱヴァヴァえ］向こうずね．
〈逐語〉足の
背．

lapu［らぷ］幽霊，おばけ；幽霊の出る；（幽霊などが）よく現れる．
ho‘olapu.（ハローインの日の子供たちのように）おばけのまねごと

をする．
Lāpule［らぷれ］日曜日．〈逐語〉祈祷（きとう）日．

lapuwale［らぷわれ］はかなさ，愚かさ；無価値の；意地悪な人．
latike［らてぃけ］→ la- kike［らきけ］を参照．
Latina［らてぃな］→ Lakina［らきな］を参照．
latitu［らてぃつ］→ lakiku［らきく］を参照．
lau［らう］1. 葉；葉が出る．lau は時々lā‘ī, lā‘ie のように la-- に短縮さ

れる．ho‘olau. 葉が成長する．PPN lau. 2. 地引き網，引き網．

ho‘olau. lau を使う．PPN rau. 3. たくさんある；たくさん［多数］

の；400（の），四百（の）．ho‘olau. 非常にたくさんにする；（多数

の人や動物を）集める．PPN rau. 4. （舌の）先端．
lāua［らうあ］
〔人称代名詞 3 人称双数（2 人）主格・目的格〕彼ら，彼
らは［が］，あれら，それら；彼らを［に・へ］，それらを［に・へ］．PPN

kilaua, PNP kilaaua, PEP laaua.
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laua‘e［らうあ‘え］1.【植物】香りのあるシダ類（Phymatosorus scolopen-

dria. 異名 Microsorium scolopendria）：いくつかの種類は，maile のよ

うな香りがする．Moani ke ‘ala o ka laua‘e. ラウアエの香りがただよ

う（ラウアエの香りの優しい風）．2. 最愛の，かわいらしい，恋人の．
ho‘olaua‘e. （いとしい思い出などを）なつかしがる．‘Āina uluwehi
i ka laua‘e. ラウアエで飾られた大地．

lauahi［らうあひ］（火や溶岩によって）破壊される．
lau ‘ai［らう_‘あい］サラダ．〈逐語〉食べられる葉．

lau alelo［らう_あれろ］舌の先端．

lauele［らうえれ］あれこれ想像する．Lauele ka mana‘o i ke aumoe. 心
は自由に夜の闇をさまよう（夜中に心はあれこれ想像する）．

lau hala［らう_はら］（特に編むために使われる）パンダナスの葉．

lauhulu［らうふる］乾燥したバナナの葉．
lau‘ī［らう‘い］ティーリーフ（ニオイシュロランの葉）．lā‘ī, lau kī も

同じ．
lau‘īpala［らう‘いぱら］
【魚】キイロハギ（Zebrasoma flavescens）：あ
ざやかな黄色の魚でサンゴ礁にいる．

laukahi［らうかひ］
【植物】オオバコ（Plantago major）：大きく広がっ
た葉が地面から直接はえ，細長い花茎に小さな花を穂状につける雑
草．〈逐語〉ひとえの葉．

laukanaka［らうかなか］人口稠密（ちゅうみつ）な；たくさんの人々．
ho‘olaukanaka. 一ヶ所にたくさんの人がいる；人々と寂しさを晴

らす．
lau kī［らう_き］1. ティーリーフ（ニオイシュロランの葉）．2. 茶の

葉．
laukō［らうこ］地引き網．
laulā［らうら］広い，広々とした；心の広い；広く知られている；公
に．Hele laulā. 自由に振る舞う．
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Lau-lani. ラウラニ．
【地名】オアフ島，ホノルル地方カリヒウカ地区
（3）の通りの名．Ka makani o Laulani. ラウラニの風．

laulau［らうらう］包装材料，包装した商品；ティー［kī］の葉やバナ
ナの葉で包まれたハワイ独特な料理の一種（葉の中には豚肉・牛

肉・塩をふった魚またはカロ（タロイモ）の若葉などが入っており，
地下かまどで焼いたり，または蒸したりあみなどで焼いたりして料
理される）；包む物や運ぶ物などに使われるすべての布地［網・

葉］；このような束を包む［運搬する］．PPN laulau.

laule‘a［らうれ‘あ］平和，幸福，友情；幸福な，平和な．ho‘olaule‘a. 祝

賀会，祝賀集会，大きな集まり；満足させる［する］こと；祝賀会を
催す；友情と堅い決意を守る．

lau li‘i［らう_り‘い］小さな葉のある；（maile など）いくつかの植物を
修飾する語．

laulima［らうりま］協力，協同；一緒に働く人の集団；共有食糧畑；
一緒に働く．ho‘olaulima. 協力させる．

lauloa［らうろあ］（浜辺全体に広がるような）幅の広い波．

lau loa［らう_ろあ］1. 長い葉．2. 長さ；長い［く］．
lau mau‘u［らう_まう‘う］草の葉．

laumeki［らうめき］1. あご［かかり・さかとげ］のあるやりの一種．
2. （満潮・上げ潮などの）潮が引く，潮が遠のく．3. （水ぎれの植
物などが）しぼむ．

launa［らうな］友好的な，社交的な；…と交際する，…と出会う．‘a‘ohe,
‘a‘ole, ‘ole と共に慣用語的に使われる：‘A‘ohe launa ka maka‘u. 恐怖

に会わないこと．ho‘olauna. ある人を他の人に紹介する；親しく
なる．

lau nahele［らう_なへれ］植物，草木または葉，薬草．
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launa ‘ole［らうな_‘おれ］1. 等しくない，比べられない，無比の．ana
‘ole, lua ‘ole と同じ．U‘i launa ‘ole. 比べることができないほど美し

い．2. 社交的でない，友好的でない．

lau niu［らう_にう］ココナッツの葉，（シダ・シュロなどの）葉．
lau‘ō［らう‘お］1. サトウキビの葉（lau ko- と同じ）．2. 樹心に近いコ
コナッツの白い若葉．

lauoha［らうおは］1. カヌー，帆船などの帆．2. （野菜などが）生い
茂る［密生している］．

lauoho
［らうおほ］頭髪．
〈逐語〉頭の葉．Lauoho po‘o hina me he ‘awapuhi
kea. 〈歌詞〉白い髪はホワイト・ジンジャーのようだ．

lauoho-o-Pele［らうおほおぺれ］溶岩が急冷して髪の毛のような形に

なった火山ガラス［黒曜岩］．
〈逐語〉ペレ（火山の女神）の髪の毛．

Lau-pāhoehoe. ラウパーホエホエ．
【地名】ハワイ島北東部一帯の地
名（ワイピオ区画，ハーマークア区画，マウナケア区画，ホノムー

区画）：川，町，高等学校，岬，海浜公園，いにしえのサーフィンエ
リア．〈逐語〉パーホエホエ（溶岩）の平原．

lau pala［らう_ぱら］
（黄・赤・茶などに色が変わる）落葉樹の葉．
〈比
喩〉健康が衰えた人．

laupapa［らうぱぱ］1. （サンゴ礁・溶岩層・岩礁などの）幅の広い
平地. PPN laupapa. 2. 板，材木．Pa- laupapa. 板塀．

lauwa‘e［らうわ‘え］laua‘e のつづりの異形．

lauwili［らうヴィり］回り道の，回りくどい，絡みつく，変り易い，二
枚舌の，遠回しな，移り気な．E lauwili nei ka mana‘o. 心が回ってい

る（思い悩んでいる）．

lauwiliwili［らうヴィりヴィり］1. バタフライフィッシュの一種
（Chaetodon miliaris）．2. lauwili の重複形．E lauwiliwili nei. 気まぐれ
ね！
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lawa［らわ/らヴァ］1. 十分な，足りる，たっぷりな；十分ある．

ho‘olawa. 供給する，十分に配分する．PNP lawa. 2. 十分な知識を
持った，またはそれゆえに賢い，頭の良い．3. …やいなや. I lawa no-

a- pau ka hana, ho‘i ka-ua. 仕事が終わり次第，わたしたちは出発しま

す．4. 確実に結び［縛り・くくり］つける．PPN lawa. 5. 【フラ】踊

りの最後にかける言葉．

Lāwai. ラーワイ．
【地名】カウアイ島南部コーロア地方の名：町，峡
谷，川，湾．

lawai‘a［らわい‘あ/らヴァい‘あ］漁師；魚取りのこつ；釣りをする，魚
を捕まえる．PCP lawaika.

lawai‘amanu［らヴァい‘あまぬ］猟師；網で鳥を捕らえること．Po‘e
lawai‘amanu. 鳥を捕らえる人．

-lawalawa. ho‘olawalawa［ほ ‘お ら わ ら わ /ほ ‘お ら ヴ ァ ら ヴ ァ ］

ho‘olawa（供給する）の重複形．
lāwalu［らわる/らヴァる］ティーリーフ（ニオイシュロランの葉）で
巻かれ，木炭の上で焼かれた魚や肉；このように料理する．

lawa puni［らわ_ぷに/らヴァ_ぷに］すべてに十分な，十分に供給［用
意］された．

lawe［らうぇ/らヴェ］運ぶ，持って来る，持って行く，引き受ける；
持ち運び出来る；運搬人．ho‘olawe. 取り除かせる，控除する，減

ずる．PPN lawe.

lawea［らヴェあ］lawe の受身形または命令形．Lawea mai ā pau pono

nā ‘ike kumu o Hawai‘i. ハワイの固有の知恵の最後の部分まですべ
て運ばれてくる．

lawehala［らうぇはら/らヴェはら］罪，罪人，犯罪；凶悪な，罪のあ
る；罪を犯す．Keiki lawehala. 非行少年［少女］．ho‘olawehala. 非

難，告訴；責める，告訴する；病気が一層悪くなる．
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lawehana［らうぇはな/らヴェはな］労働者，人夫；精励な；労働［仕
事］する．Hoa lawehana. 同業者．
lawe hānai［らうぇ/らヴェ_はない］
（子供などを）養子［養女］にす

る．
lawe kāhili［らうぇ/らヴェ_かひり］王室を象徴する ka-hili を持ち運ぶ
人．

lawelawe［らうぇらうぇ/らヴェらヴェ］1. …に仕える，…のために働

く，…の世話をする，…に付き添う，
（人の）役に立つ；（病人を）手
当する；（食卓の）給仕をする；取り扱う．PPN lawelawe. 2. こそ泥

を働く，持ち逃げする．Lima lawelawe. こそ泥の手．

lawena［らヴェな］得ること，手に入れること；（ダンスの手のよう
な）動き，身ぶり．Pehea ka lawena a ka ipo? どうやったら恋人（の

心）を手に入れられるの（どうやって恋人を手に入れたの）．Ka
lawena a ka maka. （異性を）欲しがる目の動き．

lawelawe hana［らうぇらうぇ/らヴェらヴェ_はな］行政機関，行政府．
lawelawe lima［らうぇらうぇ/らヴェらヴェ_りま］手に持って運ぶ；

協力して手を貸す，手伝う；…を暴行する，続けざまに打つ，組みつ
く；手に持って運ばれるあらゆる物．

lawe leka［らうぇ/らヴェ_れか］郵便配達人；郵便物や手紙を運ぶ．
lawe lima［らうぇ/らヴェ_りま］持ち運ぶ．Puke lawe lima. ハンドブ

ック，手引き，案内書．
lawe ‘ōhua［らうぇ/らヴェ_‘おふあ］旅客運送業者；旅客を運ぶ．
lawe ‘ōlelo［らうぇ/らヴェ_‘おれろ］告げ口屋；人のうわさ話，悪口，
かげ口；人のことをしゃべり歩く，うわさ話を広める．

lawe wale［らうぇ/らヴェ_われ］強奪，所有者が知らぬ間の財産の差
し押さえ；権利なしに持って行く．
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le‘a［れ‘あ］1. 喜び，楽しみ，幸福；愉快な，楽しい，陽気な；楽し
い，喜ぶ．ho‘ole‘a. 楽しませる；賞賛する，喜ばせる，嬉しがらせ
る．PEP leka. 2. 明瞭（めいりょう）に，完全に，すっかり，首尾よ
く．

Lē‘ahi. レーアヒ．Lae-‘ahi［おでこ−マグロ］が変化した語で逐語は

「マグロのおでこ，マグロ岬」．
【地名】ニイハウ島南部の岬の名．
【地
名】1）オアフ島ホノルル地方ワイキーキー地区（31）にある街区（カ
ピオラニ公園の近く）．2）オアフ島，カイマナヒラ（ダイヤモンド・

ヘッド）のハワイ名．Ha‘aheo ‘o Lē‘ahi. レーアヒは誇り高い：西洋

人がダイヤモンドのような光る石を見つけた（諸説あり）ことから，

ダイヤモンド・ヘッド（ダイヤモンド丘）と呼ばれ，ダイヤモンド
［kaimana:HAW］+ヘッド［hila:HAW］でカイマナヒラと呼ばれるよ
うになった．なお，Lae（略記は L. ）は岬のことで英語の Point (P. )

に同じ．

le‘ale‘a［れ‘あれ‘あ］le‘a の 1 の重複形．ho‘ole‘ale‘a. ho‘ole‘a の重複
形；おもしろく遊ぶ，興ずる．PNP lekaleka.

lede → leke［れで→れけ］を参照．．

legeona［れげおな］→ lekeona［れけおな］を参照．

leha［れは］
（期待して）ちらっと見る．E leha aku au i ko‘u mau maka

i nā mauna. わたしは山々にむかってわたしの目を向ける．
lēhai［れはい］lēhei を参照．

lehe［れへ］唇．lehe luhe, lehe ‘oi を参照．
lēhei［れへい］飛び越える．lēhai も同じ．No ko‘u Akua i lēhei/lēhai aku
ai au maluna o ka pā. わが神によって城壁をとび越えることができ

ます．

lehelehe［れへれへ］口；【解剖】膣（ちつ）の陰唇．

lehelehe nui［れへれへ_ぬい］厚い唇．ho‘olehelehe nui. むっつり
した，不機嫌な，口をとがらせた．
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lehe luhe［れへ_るへ］（不機嫌で）突き出した唇．

lehe ‘oi［れへ_‘おい］唇のとがった；（痛烈な批判をする人の）言葉が
辛らつな．

lehia［れひあ］熟練者，とくに魚採りの名人；熟練した．lehua にも同
じの意味がある．

lehiwa［れひわ］ひきつける（惹き，魅き），素晴らしい，見事な；賞

賛する．Lehiwa ‘oe i ka nahele. あなたは森を魅力的にします/森に彩

りをそえます．Ku‘u pua lehiwa o ke kau. わたしの愛してやまない夏
の花．

leho［れほ］1. 【貝】タカラガイ（宝貝）の一般総称．PPN fole, PCP
lefo. 2. 【病理】硬結皮膚：重い荷物の運搬によって肩などに出来る
たこ．3. 非常に欲しがる，強欲な．〈比較〉maka leho.

lehu［れふ］1. 灰，亡骸（なきがら），遺骨；（ニワトリなど）灰色の．
Lā Hāpala Lehu. 灰の水曜日，聖灰水曜日：四句節の初日；ローマカ

トリック教会では，この日信者の額に灰で十字架の印をつける習慣

からこの名前がある．ho‘olehu. 灰にする［変える］．PPN（たぶん）
refu. 2. 400,000，四十万；多数の，とてもたくさん．
〈参照〉lehulehu.

lehua［れふあ］1.【植物】レフア：オーヒアの木に咲く花（Metrosideros

macropus）：種類も多く，また花の総称で使われることもある．レフ
アは，歌や伝説の中で有名なハワイ島の島花．
〈比喩〉勇士，大切な

友人［身内］，恋人，熟練者．2. （魚釣りなどの）達人．ho‘olehua.
機敏な，熟練した，力量のある．

Lehua. レフア．
【島名】ニイハウ島の北の沖の小島．ハワイ諸島で最
も北西の島．
【地名】オアフ島エヴァ地方（ワイパフ区画）のパール

シティにある名．

lehua ‘āhihi［れふあ_‘あひひ］
【植物】レフア・アーヒヒ（Metrosideros
tremuloides）．‘āhihi の 1）を参照．
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lehua maka noe［れふあ _まか _のえ］【植物】レフア・マカ・ノエ
（Metrosideros pumila var. makanoiensis）．カウアイ島の高地の湿地帯
に限定して生育．葉も花もレフア（Metrosideros macropus）に似てい

る．

lehulehu［れふれふ］大勢，多数，たくさんの数，公衆；多数の．
lehu pele［れふ_ぺれ］火山灰．

lei［れい］1. レイ，
（頭や首につけられる）花輪，花の冠；花・葉・
貝・象牙（ぞうげ）・羽・紙などで作られた首かざり；ビーズ，じゅ

ず玉；頭や首につけられるすべての装飾品；レイをかける；王冠．
〈比喩〉最愛の子供［妻・夫・恋人・弟・妹］．ho‘olei. 自分にまた

は他の人にレイをかける；（人・頭に）冠をいだかせる．PPN lei. 2.
飛ぶ，突進する，投げる（通常 ho‘o-と共に使われる）．ho‘olei. 投げ

る，投げつける，ほうる；（手足などを）伸ばす．PNP lei.
- lē‘ī［れ‘い］人が集まって混雑している，いっぱいになる．Lē‘ī Kohala,
eia i ka nuku na- ka-naka. コハラは人々のくちばし（おしゃべり）でい
っぱいです．He aloha nō ia i ka pua lē‘ī. 〈歌詞〉それはぎっしり詰ま

った花の中にある愛です．
- lei ‘ā‘ī［れい_‘あ‘い］
（maile など）首にかけられるすべてのレイ；ネク

タイ，スカーフ，えり巻き．
〈比喩〉最愛の人（特に夫［妻］と子供）．

〈逐語〉首のレイ．

lei ali‘i［れい_あり‘い］王のレイ，首長のレイ，王冠．

lei hala［れい_はら］主にパンダナスの翼果（よくか）で作られるレ
イ．

Leihonua. レイホヌア．【地名】ペレとヒイアカの物語に現れる地名

（オアフ島，ワイアナエ地方のカエナあたりともいわれる）．He
kalana pali ala o Leihonua. 〈歌詞〉レイホヌアの道は傾斜の急な地域

です．
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lei hulu［れい_ふる］羽のレイ．
〈比喩〉最愛の子供または大好きな人．
lei kolona［れい_ころな］
【カトリック】ロザリオ，祈りのじゅず．
〈逐
語〉冠のレイ．lei korona は異形．

lei kukui［れい_くくい］ククイナッツ［キャンドルナッツ］のレイ．

Lei-lehua. レイレフア．
【地名】1）オアフ島中央部（ワヒアワー区画）
の平原地帯：町，ゴルフコース，学校，ハワイの伝統的な格闘技ル

ア［lua］の道場．かつてはレイレフアの平原には鉄道があった．ま

たリリウオカラニなどが乗馬を楽しんだところ．Kili‘opu i ke kula o

Leilehua. レイレフアの平原に熱中している．2）スコーフィールド基
地内にある名．3）ホノルルのダウンタウンの横町の名．

leina［れいな］飛ぶ［はねる］こと，跳躍，はずみ，はね返り；…か

ら飛び越える場所．PCP leina.
lei niho ‘ı-lio［れい_にほ_‘いりお］犬の歯の首かざり．

lei niho palaoa［れい_にほ_ぱらおあ］lei palaoa と同じ．

lei palaoa［れい_ぱらおあ］きば（牙）のペンダント（もとは鯨の歯

で作られていた．後にセイウチのきばでも作られ，石製や木製の物
もまれにある）；鯨の歯の首かざり；今日では，昔の鯨の歯のペン

ダントのような形のすべてのペンダント．〈逐語〉きばのレイ．
lei pāpahi［れい_ぱぱひ］レイの一種．複数の花や葉などを編み込ん

だレイ．通常頭や首の回りにつける装飾用のレイ．pāpahi を参照．He

lei pāpahi ke ānuenue. 〈歌詞〉虹のように花や葉を編み込んだレイで

す．

lei po‘o［れい_ぽ‘お］頭につけられるレイ．
-lei pūpū［れい_ぷぷ］貝のレイ．

leka［れか］手紙；手紙を書く．英語 letter より．

leke［れけ］lede も同じ．貴婦人．英語 ledy より．

lekeona［れけおな］（歴史的な）軍団．legeona は異形．
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-lēkō［れこ］
【植物】オランダガラシ，ミズガラシ（Naturtium microphyllum）．

lele［れれ］1. 飛ぶ，跳ねる，飛び回る，飛び出す；（流星のように）
空中を飛ぶ；（自動車などから）出て来る；（カヌーなどから）上陸

する；（空の星のように）移動する；飛びはね，跳躍，攻撃．ho‘olele.
飛ばせる；（凧などを）揚げる；（事業に人を）乗り出させる．PPN

lele. 2. 風雨にさらされた．3. 一つの ‘ili（土地区分）に属するが，他

の ‘ili の中に分離して存在する土地の一部分．4. フラダンスのステ
ップの一種．

Lele. レレ．
【地名】マウイ島西部ラハイナ一帯の旧名．Kau mai ana

mamua i ka malu ‘ulu a‘o Lele. 〈歌詞〉
（船は）進む，レレにあるパン
の木の生い茂るところへ（a‘o および Malu-‘ulu-o-Lele を参照）．

lelea［れれあ］首長がカワカワ酒を飲んでいる時，司祭が唱える神へ
の祈り（その結果，カワカワ酒のエキスが神に飛んで行くと信じら
れた）．PPN lelea.

lele ‘ao‘ao［れれ_‘あお‘あお］横へ飛ぶ；（馬などが物音に驚いて）飛

びのく．
lele ‘e-［れれ_‘え］早まって［人が話す前に］話す；性急に結論を下す．
lelehuna, lelehune［れれふな，れれふね］風に吹かれた細かい雨のし
ぶき；細かな雨が降る．

lele‘ino［れれ‘いの］
（突然の恐怖や攻撃で）激しく跳び上がる；猛烈
に突進する．〈逐語〉悪を飛ばす．

lele kawa［れれ_かわ/かヴァ］絶壁から水しぶきをあげずに水の中に，
またはやわらかい地面に足から飛び込む［降りる］．Papa lele kawa.

飛び込み板．

lele koa‘e［れれ_こあ‘え］熱帯鳥（アジサシに似た海鳥）の飛ぶ群れ；
熱帯鳥のように飛ぶ．〈比喩〉切り立った，険しい．
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lele koali［れれ_こあり］揺れる；縄跳びをする；koali（ツタの一種）
にぶら下がって揺れること（ハワイ古来のスポーツの一種）．

lele koke［れれ_こけ］突然に［直ちに］飛ぶ．
〈比喩〉短気な，興奮
性の，けんか早い．
lele la- ‘au ［れれ_ら‘あう］棒高飛び；棒高飛びをする．

-lele leo. ho‘olele leo［ほ‘おれれ_れお］ラジオ放送（番組）．

-lele lupe. ho‘olele lupe［ほ‘おれれ_るぺ］凧を揚げる．

lelele［れれれ］lele の 1 の重複形；（心臓などが）非常に早く打つ；飛

び跳ねる，はしゃぎ回る；気まぐれな．Lelele ka houpo i ka hau‘oli‘oli
ē. 幸せで胸がおどります．Lelele ka ‘ō‘ili i ka mea hou. そのニュース
に心臓がドキドキした．Lelele au i luna. わたしは跳び上がる．

leleo［れれお］leo の重複形．

Leleo. レレオ【地名】オアフ島ホノルル地方の地名（池の名）．Ka-pālama を参照．‘O Leleo, ā he loko wai. レレオ，池です．

lele‘oi［れれ‘おい］過度の，大多数［多量］の．〈逐語〉過度の跳躍．

lele pali［れれ_ぱり］絶壁から飛ぶ［落下する］；崖から水の中へ飛び
込む古来のスポーツを練習する．

lelepau［れれぱう］完全に信頼［信任・信用］する．

lele pi‘o［れれ_ぴ‘お］弧を描いて飛ぶ；空中をすい星（彗星）のよう
に飛行する．

lelepo‘o［れれ_ぽ‘お］頭から先に飛び込む．

lele ua［れれ_うあ］風に吹かれる雨．

lelewa［れれヴァ］1. lewa の 2 の重複形．PEP lelewa. 2. 首長の取り
巻き；首長の居候（いそうろう），食客．

lele wale［れれ_われ/ヴァれ］ひとりでに，または訳もなく飛ぶ［は
ねる・移動する］．

lelo［れろ］舌．（alelo, elelo の短縮形）．
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lemi［れみ］レモン（Citrus limonia），ライム（Citrus aurantifolia）．英語
lemon より．

lemi wai［れみ_わい］wai lemi の異形（倒置語）．正規表記の wai lemi
を参照．

lemona［れもな］レモネード（lemonade：英語）をハワイ語読みした
語．レモネード，ライムエードのハワイ語は wai lemi.

lemu［れむ］尻，臀部（でんぶ）．PPN lemu.

lena［れな］1. 【色彩】黄色の，黄色がかった；【病理】黄疸（おうだ
ん）；【生理】胆汁．PPN renga. 2. 【植物】‘o-lena（ウコン）の異名．
ウコンは東インド産のショウガ科の植物．PPN renga. 3. （干しもの

をする時のように）手を伸ばす；ねらいを定める，
（銃などを的に）
向ける；しっかり結ぶ；（弓なりに）曲げる．

Lena［れな］
【天体】シリウス．
【気象】カウアイ島やマウイ島に降る
黄色がかった雨．

lenalena［れなれな］lena の 1 の重複形．PPN renga-renga.

leo［れお］音声，音色，旋律，音響，命令，忠告，音節；音を立てる
［響かせる］．〈比較〉leoleo, leo ‘ole. PPN le‘o.

leo ho‘onani［れお_ほ‘おなに］賛美歌，聖歌．
leo ka- ne［れお_かね］男の声，低音，バス．

leokani［れおかに］【音声】母音．〈逐語〉声に出された音．
leokanipū［れおかにぷ］【音声】子音．〈逐語〉一緒に話される音．
leokū［れおく］聴衆に向かって歌う．
- -leokū pāhā［れおく_ぱは］【音楽】四重奏［唱］，カルテット．
- leokū pākahi［れおく_ぱかひ］
【音楽】独唱曲，独奏曲，ソロ．
〈逐語〉
１人で聴衆に向かって歌う．
- - -- pāpākolu
leokū pākolu, leoku
［れおく_ぱこる，れおく_ぱぱこる］
【音
楽】三重奏［唱］，トリオ．〈逐語〉3 人で聴衆に向かって歌う．
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- leokū pālua［れおく_ぱるあ］
【音楽】二重唱，二重奏，二重唱［奏］
曲，デュエット．〈逐語〉2 人で聴衆に向かって歌う．

leoleo［れおれお］大声で［怒って］話す；（死者に対して）声をあげ
て泣く．

leo mele［れお_めれ］歌の旋律；音階の音符．

leo nui［れお_ぬい］騒々しい声；大声で話す．

leo ‘ole［れお_‘おれ］不平を言わない，意にかなう；他の人に対して

思いやり［情け］のある；気前よく与えること．
〈逐語〉音声のない．

leo pa‘a［れお_ぱ‘あ］ろうあ者，物の言えない人．
〈逐語〉押さえた
声．

leo pili ‘ia mai［れお_ぴり_‘いあ_まい］
【文法】文型の受け身．動詞の
受動態を意味する文法用語．

leo wahine［れお_わひね］
【音楽】ソプラノ，最高音部（女性・少年
の最高音），ソプラノの声，女性の声．

lepa［れぱ］旗，
（禁忌の地域を示すのに使われたような）棒の先につ
けられたタパ布．〈比較〉ka-lepa. PCP lepa.

lepe［れぺ］1. 衣服などの）すそ（裾）のへりやふさ飾り；（引き裂
かれた服地や皮膚などを）ゆるく留め付けておくもの．ho‘olepe. 切

る，破る；
（水などを）かき回す．2. おんどりのとさか；シチメンチ

ョウ（七面鳥）の肉垂（にくすい）．PCP lepe.
lēpela［れぺら］
【病理】らい病，ハンセン病；ハンセン病患者；ハン
セン病にかかった．lepera は異形．

lepelepe［れぺれぺ］1. lepe の 1 の重複形；ふさで飾った．2. （ニワ
トリ・シチメンチョウ（七面鳥）の）肉垂（にくすい）．

lepelepe-o-Hina［れぺれぺ-お-ひな］
【昆虫】オオカバマダラ（Danaus

plexippus）
（大きな赤みがかった茶色のチョウ（蝶）で，白と黒の斑

点がある）；カメハメハチョウ．
lepera［れぺら］→ le- pela［れぺら］を参照．
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lepo［れぽ］泥，土，地面，汚物，排泄物；汚れた，きたない．PEP lepo.
lepolepo［れぽれぽ］きたない，濁った；（水などが）汚染された．

lepo lo‘i［れぽ_ろ‘い］カロ（タロイモ）畑の泥．
lepo ma- noanoa［れぽ_まのあのあ］粘土．〈逐語〉どろどろした土．
lepone- ne- ［れぽねね］【植物】‘aiakanēnē を参照．
lepopele［れぽぺれ］マッチ，硫黄（いおう）．〈逐語〉火山の土．

Lepupalika［れぷぱりか］共和党員．Repubalika は異形．英語 republican より．

leta［れた］→ leka［れか］を参照．

lewa［れヴァ］1. 空，空気，上空．天国．2. （空中に）浮かぶ，ぶら

下がる，揺れる，掛かる；前後に揺れる，ぶら下がった，不安定な．
Ho-ku- lewa. 動く星，惑星. ho‘olewa. 1）
（雲などが）浮かぶ；（担架

の上などに）抱き上げて運ぶ．2）ダンスをしていて腰を回転させる，
振り動かす．PNP lewa.

-lewa. ho‘olewa［ほ‘おれヴァ］葬式，葬儀．

lewa lani［れヴァ_らに］天空の一番高いところ，天国．
lewalewa［れヴァれヴァ］lewa の 2 の重複形．

lewa luna lilo［れヴァ_るな_りろ］
（地球を取り巻く）大気，宇宙空間．
lī［り］1. 冷え，寒け；寒けがする；寒さで震える；身ぶるいするよ
うな恐怖感．Lī ka ‘ili, lī ka ‘i‘o. 鳥肌が立つ．2. （靴などの）ひも；

ひもで縛る［締める］．

lī-. limu の短縮形で līpaphapaha, līpe‘e など種々の海草の名に付く接頭
辞．

lia［りあ］liha の 1 の異形．PNP lia.

-lia.【文法】‘ia に類似の受身形または命令形を表わす接尾辞．PNP -lia.

li‘a［り‘あ］強い欲望；あこがれ［熱望］の；熱烈［熱心］に望む．

li‘ali‘a［り‘あり‘あ］li‘a の重複形．

libati［りばてぃ］→ lipaki［りぱき］を参照．
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liberala［りべらら］→ lipelala［りぺらら］を参照．

liha［りは］1. しらみの卵．lia も同じ．PPN lisa. 2. liliha も同じ；恐
ろしい，こわい．

lihaliha［りはりは］1. liliha も同じ．2. liha の 1 の重複形；多量のシ
ラミの卵．
līhau［りはう］漁師にとっては幸運な静かな冷たい雨；（露や雨の中
の植物のように）湿って生き生きとしている；（露がかかったよう

に）涼しい，すがすがしい．

Līhau. リーハウ．
【地名】マウイ島（ラハイナ区画）にある山（1,279m.

4,197ft.）の名．〈逐語〉（魚取りによい）優しい涼しい雨．
Līhaupua［りはうぷあ］
【気象】冷たい風．Pā ana ka makani Līhaupua.
リーハウプアの風が吹く．

lihi［りひ］1. 縁，へり，端，境界．nihi も同じ．2. 少量，小片；わ
ずかな．‘Ike lihi. ちらりと見る．

lihilihi［りひりひ］1. lihi1 の 1 と 2 に同じ．2. まつげ，まぶた．3.（レ
ース編みなどの）レース．

lihilihi hana lima［りひりひ_はな_りま］手編みレース；クローセ編み

をすること；（編み物やタッチングなど）すべての手作りの装飾品．

Līhu‘e. リーフエ．
【地名】カウアイ島東南部の地方名：カウアイ郡の
郡都．
【地名】オアフ島（スコーフィールド区画）：スコーフィール
ド基地のあたりの旧名．〈逐語〉冷たく寒い．

li‘i［り‘い］1. 小さな，ちっぽけな．PPN riki, liki. 2. ali‘i（首長）の短
縮形であり，特に通常は na- の後にくる．Na- li‘i. 首長たち．

li‘ili‘i［り‘いり‘い］あちこちに，ばらばらに，一度に少しずつ；小さい，
少ない，わずかの，小柄の，子供っぽい．Kū‘ai li‘ili‘i. 小売り売買．

ho‘oli‘ili‘i. 減少する，少なく［小さく］する．PPN likiliki.
- lı kāma‘a［り_かま‘あ］靴ひも；靴をひもで締める．
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like［りけ］同様の，類似の，類似した，等しい．
〈比較〉‘ālike, hālike.
Like pū. 全く同じ．PEP lite.

likelike［りけりけ］like の重複形．

like me［りけ_め］…にしたがって，…のような．He hale e like me kēia.
これ（この家）と同じような家です．

like ‘ole［りけ_‘おれ］幾多の，同様でない，あらゆる，種々の．Nā pua
like ‘ole o Hawai‘i. ハワイの様々な花々．

Likepona［りけぽな］
【地理】リスボン（ポルトガルの首都）．Lisebona
は異形．英語の Lisbon より．
- ［りけ_ぷ
like pu
］like を参照．

liki［りき］1. 自慢する；自慢する人．2. （帯などを）しっかり締め
る．E liki mai ‘oe ā pa‘a ke kaula. つなをしっかり締めなさい．3. 収

斂（しゅうれん）剤：生体の組織や導管を収縮させる薬剤．

likiki［りきき］領収書，切符．英語 receipt より．kikiki も参照．

likini［りきに］索具：船の帆柱，帆桁（ほげた），帆を支えるロープ，
鎖など装置の総称．

liko［りこ］1. 葉芽；若葉；芽を出す；葉を出す．
〈比喩〉
（特に首長
の）子供，子孫；若者．PPN lito. 2. （露などで）輝く，ぴかぴか光

る；火花を出している，赤熱している．3. 肥った，肉付きのよい．
-līlā［りら］（植物などの）ひょろ長い．PPN lila, PCP liilaa.
lili［りり］嫉妬深い；批判に大いに敏感な；嫉妬，やきもち；愛する
人を批判された時に感じる怒りと精神的な激痛. ho‘olili. ねたみの

感情をかりたてる；嫉妬深い．PPN lili.
-lı-lı-［りり］lı- の 1 の重複形．
lılia［りりあ］【植物】ユリ（の花）の全種．英語 lily より．

liliha［りりは］吐き気を催させるような，むかつかせる，濃厚な［油
っこい］食物だけしかない；濃厚な［脂肪質の・油っこい］食物．
〈比

喩〉嫌悪（けんお）を感じた；ひどく嫌な．
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liliko［りりこ］liko の 1, 2 の重複形．Liliko i ka ua kilihune. キリフネの
雨できらきら輝く．

liliko‘i［りりこ‘い］
【植物】クダモノトケイソウ
（果物時計草）
（Passiflora
edulis）：種々の時計草の一種；中でもおいしい実がなるキミトケイ
ソウ（黄実時計草）はハワイで営業的に生育され，デザートや飲み

物に広く使われている．
-līlīlehua［りりれふあ］
【植物】1. サルビア（Salvia coccinea）．2. カロ

（タロイモ）の一種．
-Līlīlehua［りりれふあ］
【気象】オアフ島ホノルル地方，パーロロ渓谷

（地区 35），マウイ島，ワイエフ（ワイルク区画）に降る風と雨の名．
〈逐語〉レフアの冷たさ．Ka ua noe Līlīlehua. リーリーレフアの霧雨
（どこの地かは文脈で判断する）．

lilinoe［りりのえ］細かな霧，小ぬか雨．Linohau i ka pā‘ū o lilinoe. 小
ぬか雨のスカートを着ている（で飾られている）．Ke kāohi mai nei lili-

noe. 細かな霧が邪魔（じゃま）している［邪魔するとき］．

Līlīnoe. リーリーノエ．
【地名】ハワイ島マウナケア山（マウナケア区
画）の峰の名．Pu‘u Līlīnoe を参照．
【地名】オアフ島，ホノルル市の

ウィルヘルミナ・ライズ地区（36）にある通りの名．

lili‘u［りり‘う］1. （生傷に塩が入ったり目の痛みなど）ひりひりする，
ずきずき痛む．2. pua kalaunu［クラウン・フラワー］のニイハウ島

における呼び名．

Lili‘u. リリウ．
【人名】Lili‘u-o-ka-Lani［リリウオカラニ］王妃の省略
形．Pua kalaunu punahele o Lili‘u. リリウのお気に入りのクラウン・

フラワー．
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Lili‘u-o-ka-Lani. リリウオカラニ．
【人名】リリウオカラニ女王：ハワ
イ王朝第 8 代の君主（在位は 1891 年 1 月 29 日より 1893 年 1 月 17

日）．王国最後の君主．
『アロハオエ』の作者（他にも多数の歌を作
詞作曲）．フルネームはリディア・カ・マカ・エハ・リリウ・オ・

カ・ラニ［Lydia Lili‘u Loloku Walania Wewehi Kamaka‘eha Kapa‘akea］
で逐語は高貴な生まれの人のひりひり［ずきずき］痛む目．これは

誕生の際，育ての親のキーナウ［Kīna‘u］が目の病気［Ka-maka-‘eha］
にかかっていたため．

Lili‘uokalani Botanical Garden［英語］リリウオカラニ・ボタニカ

ル・ガーデン．
【地名】リリウオカラニ女王庭園公園．ハワイ島ヒロ
地方（ヒロ区画）ヒロ市の南モクオラ（ココナッツ・アイランド）に
ある《日本式庭園を供えた公園》の名．リリウオカラニ女王に関連
した，リリウオカラニ女王の名を冠した公園・庭園は他にもある．

lilo［りろ］1.（相手に権利が）
発生する，
失われる，
…の所有物を渡す；

…になる，
変わる；無力にする；取り上げた．ho‘olilo. 移す，変える．

PPN lilo. 2. せっせと励む，夢中にした，熱中させた，熱心な，ひた

むきな．3. 支出，支払い．ho‘olilo. 支出，支払い；消費する；失う；

買うまたは売る．4. 遠い，遠くに，完全に，はるかに．I luna lilo. は

るか上に．

lilo loa［りろ_ろあ］完全に熱中した，捧げられた，夢中になった；永
久的に失っている［奪われた・与えられた］．
lī lua［り_るあ］極端に寒い．
〈逐語〉2 倍寒い．Kau lī lua i ke anu Wai‘ale‘ale. ワイアレアレ山の寒さは極端に寒い．

lima［りま］1. 腕，手；（着物の）袖；指．PPN lima. 2. 5，第 5（番
目）の：通常，数詞の接頭辞 ‘e-, ‘a-, が先につく．PPN lima.

Lima［りま］【地理】リマ：南米ペルーの港町．
lima ‘a- kau［りま_‘あかう］右手；右ききの；頼み［頼り］になる手伝
い人；右ききの人．
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limahana［りまはな］労働，労働者，働き手；勤勉な，せっせと励む．
lima hema［りま_へま］左手；左ききの．

Limahuli. リマフリ．
【地名】カウアイ島北西部ハナレイ地方（ナーパ

リ・コースト，カララウ付近）の地名：滝，川，渓谷．Kāhela i ka wai
o Limahuli. リマフリの滝の水は大きく大地に広がる．

lima ika［りま_いか］lima ikaika に同じ．

lima ikaika［りま_いかいか］筋肉のたくましい手［腕］；力，強さ；
腕力［暴力］による，力ずくの．

lima iki［りま_いき］小さい手；小指．
〈逐語〉小さい［かわいい］指．
lima ka- kau［りま_かかう］手跡，筆跡；…で書く手．
lima koko［りま_ここ］暗殺者，殺人者；血で汚れた手．‘O nei lima koko
he aloha ‘ole. 〈歌詞〉血で汚れたこの手は愛のかけらすらない．
〈逐
語〉血の腕．

lima kuhi ［りま_くひ］人さし指．〈逐語〉指し示す手．

lima kuhikuhi［りま_くひくひ］時計の針．〈逐語〉指し示す手．

limalima［りまりま］1. 手で扱う，手を使う；こそどろを働く．2. 賃

貸しする．ho‘olimalima. 賃借する，賃貸しする，
（人を）使用する，

賃貸［賃借］する，借り切る；賃貸［借］契約，賃貸料金．

lima nui［りま_ぬい］大きい手，親指．

limu［りむ］水中（淡水・海水とも）に生息する植物．湿気のある場
所（地面・岩の上・他の植物の上など）に生息するスギゴケ・ゼニ

ゴケなどのコケ植物，藻（そう）類，地衣類をいう．PPN limu.
limu ka- -kanaka［りむ _か かなか］【藻類】柔らかな緑色をした藻類

（Nostoc commune）．和名はイシクラゲ．湿った季節に斜面に繁茂し，
そのゼラチン質はよく滑る．カウアイ島のハナレイ地方が有名．He
pakika i ka limu (kā-kanaka) o Manu‘akepa. マヌアケパの（にある）苔

はよく滑ります．
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limu kala［ り む _か ら ］ 一 般 的 な 茶 色 の 長 い 海 草 （ Sargassum
echinocarpum）．

limu kele［りむ_けれ］雨の降る森林の木に生えるコケ．

limu kohu［りむ_こふ］柔らかい多汁組織の小さな海草（Asparagopsis

taxiformis）：食用の海草の中では有名で最も好まれる．limu koko と
も呼ばれる．Lomilomi ‘ia (ke ‘ahi) me ka limu kohu. （マグロは）リム・

コフとともに揉みこまれる．

lina［りな］1. 柔らかい；粘着性の，べとつく；品質の悪いカロ（タ
ロイモ）など粘着性の，ねばる．
〈比較〉pa-pa-lina. 2. 傷跡．
〈比較〉

‘a-lina. ho‘o-lina. 傷跡を残す．3. 円形場，円形［輪形］の物［部分］，
競馬場．

lino［りの］1. 輝く，光る，まぶしい，光り輝く．2. 織る，より合わ
せる，編む，結ぶ．3. linolino の 2 と同じ．

linohau［りのはう］完璧に着こなしている．きれいに飾られている．
Linohau ka wahine me ka hiehie. その女性は気高くドレスアップされ

ています．

linolino［りのりの］1. lino の 1 と 2 の重複形．2. 静かな，平穏な．
lio［りお］1. ウマ．Holo lio. 馬の背に乗る．2. （ロープなどを）きつ
く張る．3. 馬に付けるバッグ（ロープで結ばれている）．

li‘o［り‘お］1. 海鳥の ‘a‘o に同じ．2. li‘oli‘o の 2 に同じ；海鳥の ‘a‘o

の鳴き声．
- lı-‘ō［り‘お］
（びっくりした動物のように）乱暴に行動する；びっくり
- . びっくりさせる，おびえさせる，
仰天して目を大きく開く．ho‘olı-‘o
跳びはねさせる．

lio heihei［りお_へいへい］競走馬．
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lio lā‘au［りお_ら‘あう］メリーゴーランド；メリーゴーランドの馬；
木びき台；（キルティングをする時に使われるような）物を載せた

り支えたりする木製の脚付きの枠［台］．Holo lio lā‘au. メリーゴーラ

ンドに乗る．

lio lawe ukana［りお_らうぇ/らヴェ_うかな］駄馬（だば），荷馬．
〈逐
語〉荷物を運ぶ馬．

liolio［りおりお］lio の 2 の重複形．Ke liolio nei ke kaula likini. （牛を）
つなぎ止める縄はしっかり張られている．

li‘oli‘o［り‘おり‘お］1. ぱっと明るい，まぶしい，
（目を）くらました．
- li‘oli‘o. （太陽の光などで）目がくらむ．PCP likoliko.
ho‘oli‘oli‘o/ho
2. 【オノマトペ】海鳥の ‘a‘o の鳴き声．

liona［りおな］ライオン．Hui Liona. ライオンズクラブ．英語 lion よ
り．

liona kai［りおな_かい］アシカ（トドを含む）．
〈逐語〉海（の）ライ
オン．

lio wahine［りお_わひね］雌馬．
līpahapaha［りぱはぱは］
【海藻】アオサの一般総称（Ulva fasciata と
Monostroma oxyspermum）：食用の緑藻だが，あまり好まれない．

lipaki［りぱき］自由，解放．libati は異形．英語 libery より．
līpalu［りぱる］食用になる緑色の海藻．
lı-pe‘e, lı-pe‘epe‘e［りぺ‘え，りぺ‘えぺ‘え］食用の赤い海草類のいくつ
かの原産種（Laurencia parvipapillata, L. dotyi, L. succisa）．

lipelala［りぺらら］自由主義の；自由主義者．liberala は異形．英語
liberal より．

lipi［りぴ］おの，のみ，たがね；すべての鋭い刃；険しい山の尾根；
鋭い，先細りの．PPN lipi.

lipi hoehoe［りぴ_ほえほえ］建築用具のかんな（鉋）の類．
lipilipi［りぴりぴ］lipi の重複形．PPN lipilipi.
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lipina, lipine［りぴな，りぴね］リボン．ribina, ribine は異形．英語
ribbon より．

lipine［りぴね］→ lipina［りぴね］を参照．

lipine kikokiko［りぴね_きこきこ］タイプライターの（インク）リボ
ン．

lipo［りぽ］
【色彩】
（洞窟・海・密集した森林などの）暗い色，ブルー
ブラック；薄暗い，ぼんやりした；深い悲しみ．

Lipo［りぽ］
【天文】南の空に見える星の名．ときに南天のことをいう．
līpoa［りぽあ］人気のある 2 種類の食用の茶色い海草（Dictyopteris plagiograma と D. australis）．

lipolipo［りぽりぽ］
【色彩】lipo の重複形．I ka lipolipo o ka pō. 夜の暗
やみの中で．
lı-pu‘upu‘u［りぷ‘うぷ‘う］食用の緑色の海草．

liu［りう］
（船底の）汚水，水あか，水が漏れること；水が漏れる．PPN
liu.

li‘u［り‘う］1. 遅い，のろい，時間がかかる；長い間．2. 塩気を含ん

だ，塩気のある；調味した．3. （技能や知識など）深い，深遠な．
li‘ula- ［り‘うら］たそがれ（時）；蜃気楼（しんきろう）．

liuliu［りうりう］準備した，用意のできた；準備する．ho‘oliuliu. 用
意［準備］させる．

li‘uli‘u［り‘うり‘う］li‘u の 1 の重複形；長い時間が過ぎる；長い時間

を費やす．ho‘oli‘uli‘u. 遅滞させる，延長する．
lō［ろ］【昆虫】ハサミムシ．PPN loo.

loa［ろあ］1. 距離，長さ，高さ；遠隔の，長い，遠い，永続する．
〈比
較〉loloa. ho‘oloa. 引き伸ばす，広げる，長くする，延ばす．PPN

loa. 2. 大いに，とてもたくさん，非常に，過度の，最高の．Maika‘i

loa. とても良い．PCP loa.
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loa‘a［ろあ‘あ］見つけ出す，得る，手に入れる，取得する，持ってい
る，かせぐ，受ける；利益，所得，利得，富，成功；子供を生む，子
供をもうける；生まれる；2 つと無い，無比の．
（通常，i または ia- の

後に主語が来る）．Loa‘a ka hale i ke ali‘i. 首長は家を持っている．PEP
loaka.

loea［ろえあ］熟練，発明の才，利口；熟練した，利口な，巧みな；
熟練者．

loha［ろは］垂れている，
（草花などが）しぼんでいる；（枝などが）低

く垂れ下がっている；（雨などに）打たれた．
〈比喩〉むっつりした，

元気のない．

lohe［ろへ］聞く，従う，応じる；（釣糸の引き具などを）感知する；
従順［忠実］な．ho‘olohe. 従う；従順な．

lohelohe［ろへろへ］1. lohe の重複形；注意深く聞く，立ち聞き［盗

み聞き］する．2. トンボの幼虫．3. カイコなどの繭（まゆ）．
lohe ‘ōlelo［ろへ_‘おれろ］うわさ，悪口，かげ口．
lohe pepeiao［ろへ_ぺぺいあお］うわさ；…に耳を傾ける．

lohi［ろひ］1. 遅い，のろい，遅れた．‘Ōlelo lohi. ゆっくり話す．

ho‘olohi. 遅らせる，遅くする，待たせておく；ゆっくり進む．PCP

lo(f, s)i. 2. ‘alohi の短縮形；きらめく，きらきら輝く．Ka wai lohi o

Maleka. アメリカのきらめく水（スパークリングワインなど）．

lohia［ろひあ］lohi の 1 と 2 の受身形または命令形．wai lohia. 発砲水．
2. lo‘ohia の短縮形［異形］．Lohia au i ka wewela nui. わたしは激しい

憤りに支配された．

Lohi‘au. ロヒアウ．
【神話】カウアイ島ハーエナの王子の名：火山の
女神ペレとその妹ヒイアカとの恋愛物語で知られる．Kani ka pahu a

Lohi‘au. ロヒアウの太鼓の音．He inoa no Lohi‘au. ロヒアウの名前歌．

lohilohi［ろひろひ］lohi の 1 と 2 の重複形．Mai lohilohi mai ‘oe. 〈歌
詞〉じらさないで，あなた．
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loi［ろい］あら捜しする．

lo‘i［ろ‘い］カロ（タロイモ）や米の栽培のために水を引いた段丘：日

本でいうところの棚田．
lō‘ihi［ろ‘いひ］長さ，高さ，距離；時間的空間的に離れている．Lō‘ihi ke
ala. 道は長い．Ka po‘e lō‘ihi aku ma ke kai. 海の彼方にいる人々．
- ‘ihi. 長くする，伸ばす，延長す
Pehea lā ka lō‘ihi. いつまでも．ho‘olo
る．

loina［ろいな］規則，風習；（政党などの）主義．

loio［ろいお］1. 細い，細長い．2. 法律家，弁護士；法律家の役を務

める；裁判する，審理する．英語 lawyer より．ho‘oloio. 法律家の役
を務める；知識を誇示する．

loio ho‘okolokolo［ろいお_ほ‘おころころ］検察官，検事．

loio kuhina ［ろいお_くひな］法務長官，司法長官．

lōkahi［ろかひ］和合，同意，合意，調和，一致；同意して，和合して．
Mana‘o lōkahi. 意見が一致して．ho‘olōkahi. 和合をもたらす；和解

して打ち解ける．

loke［ろけ］1. バラ；バラ色の．英語 rose より．2. 焼き肉．roke は
異形．英語 roast より．pipi loke. ローストビーフ．

loke lani［ろけ_らに］
【植物】一般的な小さな赤いバラ．マウイ島の
島花．roselani は異形．

loke lau［ろけ_らう］
【植物】コウシンバラ（Rosa chinensis, f. viridiflora）．
チョウシュンカ（長春花）は異名．
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loko［ろこ］1. …の中に，内部［内側］に，内に；内部，内側；（牛の

胃などの）内臓．ho‘oloko. 遠回しに言う，ほのめかす，
（良いまた

は悪い）考えを吹き込む．PPN loto. 2. 性格，性質，心．
〈比較〉loko
ha-iki, loko ‘ino, lokomaika‘i. 3. 池，湖，水たまり．4. 合衆国の本土．
I loko aku nei au. わたしは本土に行ったことがあります．5. …にも
かかわらず，…を物ともせずに．I loko nō o ka waiwai, hana no-. 富裕に

もかかわらず，ともかく働くこと．6. …によって，…を用いて，…で．
loko hāiki［ろこ_はいき］頑固な，石頭の，狭量な，偏狭な；握り屋
の，けちな；このような人．

loko ‘ino［ろこ_‘いの］無慈悲な，邪悪な，残酷な；無慈悲な人，残
酷な人．

loko kai［ろこ_かい］ラグーン，礁湖（環礁に囲まれた海面）．

lokomaika‘i ［ろこまいか‘い］寛大，優しさ，好意；優しい，情け深
い，好意的な．

loko pa‘akai［ろこ_ぱ‘あかい］塩分を含んだ池または湖．

loku［ろく］豪雨；一陣の風；（雨などが）激しく降る．
〈比喩〉深い
感動（苦痛・悲痛）を感じる．ho‘oloku.（雨などが）激しく降る；

（かき）乱す．

lola［ろら］1. たれていること，下向きに下がること；怠惰な，無精
な．2. ローラー，めん［のし］棒；ころがす．英語 roller より．

lole［ろれ］1. 布，着物，ドレス；服を着る．2. （折りたたんだ物な
どを）広げる，裏表を逆にする，裏返しにする．PCP lole.

lole holoi ［ろれ_ほろい］洗濯物；洗うばかりになっている汚れた服．
lole komo［ろれ_こも］衣服．〈逐語〉着るための衣服．

lolelole［ろれろれ］lole の 2 の重複形．Mai ki‘i ‘oe! E lolelole i ku‘u
ukana. 行っては駄目．わたしの荷物を整理しなさい．‘ōlelo lolelole.

ろれつが回らない話し方．
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lole moe pō［ろれ_もえ_ぽ］ナイトガウン．
〈逐語〉夜寝る時に着る
衣服．

lole wāwae［ろれ_わわえ/ヴァヴァえ］ズボン，ズボン下，パンツ，パ
ンティー，スラックス．〈逐語〉脚の服．

loli［ろり］1. 変える，変化させる，変更する，ひっくり返す．ho‘ololi.

変える，新しい形をとる，
（法律などを）修正する．2. 裸鰓（らさい）

類動物，ウミウシの類，ナマコ（Holothuria 種）．PPN loli.
lōli‘i［ろり‘い］くつろぐ，気楽にする．Moe lōli‘i. 安らいで横になる．

loliloli［ろりろり］loli の 1 の重複形；変えられる，変わりやすい．

lolo［ろろ］1. 【解剖】脳髄，骨髄. PPN lolo. 2. カヌーの進水式・旅
立ち・修行の修了などの時に行われた宗教儀式：この儀式では，い

けにえ（生け贄）の動物の脳を食べた；lolo の儀式が完了した（この
ことから推して，熟練者とか熟練したという意味を持つ）．3. 【魚】
hı-na-lea ‘akilolo（ベラ科の魚）の短縮形．PCP lolo.
-lōlō［ろろ］泥酔した，まひした，精神薄弱の．

loloa［ろろあ］loa の 1 の重複形．Lima loloa. 長袖．PPN loloa.

lolohe［ろろへ］lohe の重複形；注意深く［よく注意して］聞く．
ho‘ololohe. 注意深く聞く；聞くために耳を澄ます．

lolo iwi［ろろ_いヴィ］骨髄．

loloka‘a［ろろか‘あ］
（頭をぐるぐる回すことによって生じる）目まい．

lolo po‘o［ろろ_ぽ‘お］脳．〈逐語〉頭脳．

lolo uila［ろろ_ういら］コンピューター．〈逐語〉電気（の）脳．
lolo wa‘a［ろろ_わ‘あ］カヌーの進水式；進水式を行なう．
loma［ろま］怠惰な，無精な．

Loma［ろま］
【国名】ローマ；ローマ人．聖書［Ka Baibala Hemolele］
では Roma を採用している．

lomi［ろみ］摩擦する，圧する，圧搾する，…にマッサージをする，す

り消す；（満足している猫が爪を）出したり入れたりする．PPN lomi.
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lōmilo［ろみろ］指で回転させる；（ロープや縄を作るために糸など
を）より合わせる．〈比較〉milo（ねじる）．

lomilomi［ろみろみ］lomi の重複形；マッサージ師，女性のマッサー
ジ師．PPN lomilomi.
- ［ろにく
loniku
］【地理】経度．lonitu は異形．英語 longitude より．
- ［ろにく
lonitu［ろにつぅ］→ loniku
］を参照．

lono［ろの］ニュース，情報，報告，風潮，時流，風説（冠詞は ke が
使われることがある）．‘A‘ole ia e maka‘u i ka lono ‘ana i nā mea hewa.

彼は悪いことだという情報を恐れない．ho‘olono. 耳を貸す，…に耳
を傾ける，従う；従順［忠順］な，すなおな．PPN rongo.

Lono［ろの］1. 【神話】タヒチから招来した 4 人の有名な神の 1 人．
2. 【ハワイ暦】太陰月の第 28 番目の日．

lo‘ohia［ろ‘おひあ］支配された，制圧された，征服された；（よくな

いことが人に）起こる，生ずる．PCP roko(f, s)ia.
-lōpā［ろぱ］働きのない；貧しい自作［小作］農．PCP loopaa.
lopi［ろぴ］糸．ropi は異形．

lopi ho‘oholoholo［ろぴ_ほ‘おほろほろ］しつけ糸．
lopi ka- holo［ろぴ_かほろ］しつけ糸．

lou［ろう］1. ホック，かぎ，かぎ針，留め金，掛けくぎ；引っ掛か
る，留め金で固定する，ホックで留まる．ho‘olou. かぎで引っ掛け

る［つるす］；（えさなどを）釣針にかける．2. 果物をもぐ長い棒．
PPN lohu.

lo‘u［ろ‘う］
（絶壁などが）突き出る；（悲しくてまたは大笑いして）体

を曲げる，かがむ；（実がたくさんなっている枝などが）しなってい
る．PPN（たぶん）loku.
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loulu［ろうる］1. 【植物】自生のオウギバヤシ（Pritchardia）の全種：

葉の繊維からは帽子などが編まれ，ブドウ状の木の実［堅果］は食

される．2. かつて雨を除けるために使われたため「雨傘」の意味で
使われる．
lū［る］
（灰などを）まき散らす，投げつける；（種子を）まく；（ニワ
トリなどが羽を）自然に落とす，
（木が葉などを）自然に落とす；振
り動かす，ゆすぶる；（悲しみなどを）振りはらう；（金・時間など
を）浪費する．PPN ruu.

lua［るあ］1. 穴，くぼみ，墓穴，ほら穴，坑道，噴火口．ho‘olua. か

まどで焼く．
〈比較〉kālua. PPN lua. 2. トイレ，屋外便所．3. 2，第
2（番目）の：通常，数詞の接頭辞 ‘e-, ‘a-, が先につく；2 位の，2 倍
の；2 倍に，大いに，多量に．ho‘olua. 2 度行なう，くり返す，何度

も何度もする．PPN rua. 4. 同等の人［物］，類似，複製，複写，似

合いの人［物］．lua ‘ole を参照．5. 仲間，友人，連れ，相手．
〈比較〉

kōko‘o. 6. ハワイ古来の格闘技．

-lua. Ho‘olua［ほ‘おるあ］強い北風の名前．

-lua. 【文法】 ‘olua などの代名詞と所有代名詞に使われる双数（2 人）
の接尾辞．PPN -rua.

lu‘a［る‘あ］年老いてしわのよった；着古してぼろぼろの．

-lu‘a. ho‘olu‘a［ほ‘おる‘あ］たくさんの子供を出産する；卵を生む．

lua ahi［るあ_あひ］火の穴；地獄．
- haku［るあ_‘えり_ぽ
lua ‘eli po
はく］石切り場，採石場．
〈逐語〉石を
掘り出す穴．

luahine, luwahine［るあひね，るわひね］老女，老婦人；老女になる．
ho‘oluahine. 老婦人のように振る舞う，老婦人のような着物を着る．

PEP luafine.

lua‘i［るあ‘い］へど；火山の爆発；吐く，噴出する．
〈比較〉lua‘i koko.
ho‘olua‘i. 吐き薬；もどす原因；嘔吐の原因となる．PPN lua‘aki.
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lua‘i koko［るあ‘い_ここ］血を吐く症状を伴うあらゆる病気；血を吐
く．

lua‘i pele［るあ‘い_ぺれ］火山の爆発，溶岩，硫黄（いおう）．

luakaha［るあかは］
（だれもが行きたくなるような場所のように）楽
しい，愉快な；楽しく時を過ごす．

luakini［るあきに］寺院，教会，大聖堂，礼拝堂；統治する首長が祈
り，人間のいけにえ（生け贄）が捧げられた大きなヘイアウ［heiau：
礼拝の場所］．

lua kupapa‘u［るあ_くぱぱ‘う］墓穴．〈逐語〉死体の穴．

Luala‘i-lua (Hills). ルアライルア．
【地名】マウイ島南部の地域名（区
画名）：丘の名（597.7m. 1961ft. ）．〈逐語〉２つの静けさ．

lua li‘ili‘i［るあ_り‘いり‘い］屋外便所，トイレ．

Lualualei. ルアルアレイ．
【地名】オアフ島西部（ワイアナエ区画）：
保護林，自営農地，貯水池，海浜公園，海軍の施設がある．

Luamo‘o. ルアモオ．
【地名】オアフ島東部（カーネオヘ区画，モオカ

プ区画）ヘエイアの町付近の地名．養魚場がある．
〈逐語〉mo‘o の穴．

I Lua-mo‘o noho Haumea lā. 〈歌詞〉女神ハウメアはルアモオに住ん
でいる．

luana［るあな］暇な時間がある，陽気な周囲の人々や仲間と楽しむ，
気楽かつ安楽に暮らす，くつろぐ，満足する，自ら楽しむ．ho‘oluana.
くつろがせる；くつろいだ．

luana iki［るあな_いき］少しの間休む；わずかな時間自ら楽しむ．

lua ‘ole［るあ_‘おれ］すぐれた，無比の，匹敵する物のない，二つと
ない．

Lua-o-Milu. ルアオミル．
【地名】ハワイ島フアラーライの火口の神話

的な呼び名．〈逐語〉地下世界の穴．
lua ‘ōpala［るあ_‘おぱら］ごみ［くず］を捨てる穴．

lua pele［るあ_ぺれ］火山，噴火口．〈逐語〉火山の穴．
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luapō［るあぽ］墓．〈逐語〉夜の穴．

lua puhi［るあ_ぷひ］1. 通風孔．2. うなぎの穴．
lū‘au［る‘あう］1.（特にココナッツクリームと鶏肉またはタコと一緒

に焼かれる）カロ（タロイモ）の若葉．PPN luu, PNP lu(u)kau. 2. ハ
ワイ式の宴会．

luawai［るあわい］井戸，水たまり，池，貯水池．

lu‘e［る‘え］
（衣服などが）ゆったりした，垂れ下がる，なびく；（簡

単に）吊す，ぶら下げる；（ひもや帯などを）ゆるめた．ho‘olu‘e. 1.
lu‘e の使役形；緩やかにする，髪をほどく．Ho‘olu‘e ihola i lalo o

Hale‘au‘au. 〈歌詞〉
（それは）ハレアウアウの谷間になびいている．

2. ho‘olu‘a に同じ．

luea［るえあ］船酔い，吐き気，目まい．

Luha［るは］【気象】カウアイ島北部ハナレイ地方に吹く風．
lūhau, lū hau［るはう，る_はう］そよ風で木から落ちる雨や露；この
ように落ちる．Lūhau puehu i ka makani.〈歌詞〉そよ風によって木か

ら落ちる雨や露．
Lū-hau-pua［るはうぷあ］
【気象】ハワイ島オーラアに吹く風．
〈逐語〉
風で木から落ちる花や雨や露．

luhe［るへ］吊るす，下げる；（植物が）しおれる，しぼむ；（人が）ぐ
ったりする，うなだれる．
lūhe‘e［るへ‘え］タカラガイのルアー［擬似餌（ぎじえ）］を付けた糸

で釣るタコ釣り；タコの擬似餌；このように釣りをする．
lū helele‘i［る_へれれ‘い］ばらまく，まき散らす；髪の毛を束ねずに
たらす．

luhi［るひ］疲労した，くたびれた，疲れた；疲労させる，厄介な，退

屈な；重荷；苦心，骨折り，苦痛．ho‘oluhi. 悩ます，
（かき）乱す，

苦しめる，過労させる．PCP lu(f, s)i.

luhia［るひあ］【魚】サメ［フカ］の種類．PPN rufi.
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luhiehu［るひえふ］1. 美しい，魅惑的な．Luhiehu ka lau o ka palai. パ
ライの葉は美しい．2. 柔らかい；柔らかく調理された．

luhi hewa［るひ_へヴァ］なしとげられずに疲れた，得たものがなくが

っかりした．ho‘oluhi hewa. 圧迫する，虐げる，無意味であると軽
蔑（けいべつ）する．

luhiluhi［るひるひ］luhi の重複形．ho‘oluhiluhi. 疲れさせる，
（かき）
乱される．PEP lu(f, s)ilu(f, s)i.

luina［るいな］船員．
luka- nela［るかねら］上官代理，副官．lutanela は異形．英語 luietnant
より．

Lukia. ルキア．
【地理】ロシア帝国；ロシア（人・語）の；ロシア人
［語］．Rusia は異形．英語 Russia より．
lūkini［るきに］1. 香り．2. レモン草（Cymbopogon citratus），レモン

グラス：レモンの香りのするイネ科の多年草．ハーブとして使う．
Lūkini［るきに］ロシア人［語］；ロシアの．英語 Russian より．
luku［るく］大虐殺，殺戮（さつりく），破壊；殺す，大虐殺する，荒
廃させる，絶滅する．PEP lutu.

luku wale［るく_われ］野蛮行為，無益な虐殺［破壊］；無益に破壊す
る．

lula［るら］定規，巻き尺；規則，風習，規定．rula は異形．英語 ruler

より．
-lūlā［るら］静かな，風のない，動かない；飽きた（あきた）．Lūlā au
i ka ho‘olohe i kāna ha‘i‘ōlelo. わたしは彼の演説/お説教を聞くこと

には飽きた．
- lana［る
lu
らな］静かな，穏やかな．lūlā に同じ．No ka hoa lūlana moe
i ke ala. 道ばたに眠る穏やかな友人のために．

lula kumu［るら_くむ］基本的な規定．
366

luli［るり］
（賛否を表わすために）うなずくまたは首を横に振る；（船

などが）縦や横に揺れる；（赤ん坊・揺りかごなどを）揺り動かす，

あちこちへ揺れる．‘Ohe luli i ka makani. 風に揺らぐアシ（葦）．
ho‘oluli.（子供などを）揺り動かす；（飲物などを）かき回す；揺す
る．PCP luli.

luliluli［ る り る り ］ luli の 重 複 形 ； 揺 す る ； 揺 れ 動 い て い る ．
ho‘oluliluli. ho‘oluli の重複形．waiu- ho‘oluliluli. ミルクシェイク．Ke
kumu manakō ho‘oluliluli. 揺れ動くマンゴーの木．

lulu［るる］静けさ，平穏，隠れ場，風のあたらない場所，保護，保護

する人［物］；停泊している．ho‘olulu.（港の中に停泊している船な

どが）静かな海に浮かんでいる；静かである．PPN ruru.
-lūlū［るる］1. lū の重複形；（種などを）まく，植え付ける；（地震の

ように）揺り動かす．PPN ruuruu. 2. （教会などの）寄付，献金；献

金をする．3. 富くじ．
-lūlū lima［るる_りま］握手する；握手．

lulu‘u［るる‘う］lu‘ulu‘u の 1 に同じ．多くの実のなった木．‘Ohu‘ohu i
lulu‘u pali. 崖のたわわに実った木に霧がかかる．

Lulu‘upali. ルルウパリ．
【地名】レフア［lehua］と一緒に地名として
ニイハウ島，カウアイ島のマカナ，ルマハイなどに多く現れる．特

定の地名としてだけではなく「多くに実のなった木のある崖」とい
う意味．Onaona nā lehua o Lulu‘upali. ルルウパリのレフアの甘い香
り．

luma, luma‘i［るま，るま‘い］
（水に）突っ込む，
（ひょいと）水に沈
める；（波の中で）引っくり返す，転覆させる．PCP lumaki.

Lumaha‘i. ルマハイ．
【地名】カウアイ島北部ハナレイ地方の地名：渓
谷，川，海岸．この地のパンの木はヴェリ/ウェリというメネフネに

もたらされたと言われている．‘Au‘au i ka wai o Lumaha‘i. ルマハイ
の水で水浴びをする．
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lumakika［るまきか］
【病理】リューマチ．rumatika は異形．英語
rheumatismより．

lumi［るみ］へや，室，ルーム．rumi は異形．英語 roomより．
lumi ‘aina［るみ_‘あいな］食堂，ダイニングルーム．

lumi ‘au‘au［るみ_‘あう‘あう］浴室，バスルーム．
〈逐語〉洗う部屋．

lumi ho‘okipa［るみ_ほ‘おきぱ］居間，茶の間．
〈逐語〉愉快な部屋．
lumi ho‘opaupilikia［るみ_ほおぱうぴりきあ］トイレット．
〈逐語〉難
儀を解消する部屋．

lumi kuke［るみ_くけ］台所．〈逐語〉料理部屋．

lumi moe［るみ_もえ］寝室．〈逐語〉寝る部屋．
lumi waiho pa-［るみ_わいほ_ぱ］
（ホテルなどの）食器室．
〈逐語〉残
してある皿のための部屋．

luna［るな］1. 高い，高地の，より上に，…の向こう側に，高い方へ
［に］；…の上に，…の中に．luna は a-, i, ko-, ma-, mai, no, o などの場所
を表わすマーカーの後に続く．Kau i luna o ke ka‘a. 自動車に乗る．

PPN lunga. 2. 職長，親方，監督，管理人．ho‘oluna. 職長［役員］を

指名［任命］する．

luna ‘auhau［るな_‘あうはう］収税吏．

luna aupuni［るな_あうぷに］国家公務員．

luna hana［るな_はな］監督，職長，仕事に責任のあるすべての人．
luna helu［るな_へる］
（国勢調査などの）調査員．
〈逐語〉数を数え

る監督者．
-luna helu kālā［るな_へる_から］
（銀行などの）金銭出納（すいとう）
係．〈逐語〉金を数える役員．

luna ho‘ohana［るな_ほ‘おはな］マネージャー，支配人，管理［経営］
上の支配者，管理人．〈逐語〉仕事をさせる監督者．

luna ho‘omalu［るな_ほ‘おまる］議長；
（下院の）議長．

luna ho‘oponopono［るな_ほ‘おぽのぽの］論説委員．
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luna ho‘opuka［るな_ほ‘おぷか］出版業者，発行人．
〈逐語〉公表を
行なう役員．

luna‘ikehala［るな‘いけはら］道義心，善悪の観念．
〈逐語〉悪事を知
っている役員．

lunakahiko［るなかひこ］年長者；年配の先導者．
-luna kānāwai［るな_かなわい］裁判官，治安判事；【聖書】旧約聖書
の中の士師記；裁判による．〈逐語〉法律官公吏．
-luna kānāwai ki‘eki‘e［るな_かなわい_き‘えき‘え］裁判（所）長．
luna kia‘i［るな_きあ‘い］監督者．

luna kula［るな_くら］学校長．

luna leka［るな_れか］郵便局長．〈逐語〉手紙役員．

luna lilo［るなりろ］逐語は「熱心な監督」または「身分の高い管理者」．

(William Charles) Lunalilo［（ウィリアム・チャールス）ルナリロ．
【人

名】ハワイ王国の第 6 代国王．長いハワイ語のフルネームはない．5
代国王のカメハメハ 5 世が後継国王を定めなかったために，ハワイ
国憲法により，選挙で国王として選ばれる．廟がカワイアハオ教会
におかれている．

【関連地名】オアフ島のホノルルの中心部を通る《ハイウェイ》の名．
ホノルル，ダウンタウン（地区 15）の《通り/St.》の名．ルナリロ・
ホームの《通り［Lunalilo Home Road］》の名など多数．

【関連施設名】ホノルル東部，ハワイカイ（副地区）にある《高齢者

施設［Lunalilo Home］》の名．
lunamaka‘āinana［るなまか‘あいなな］州議会の下院議員．
〈逐語〉国
民の役人．
luna māka‘i［るな_まか‘い］（郡の）保安官，警察署長．

luna nui［るな_ぬい］最高位の役人［職長］
（特にサトウキビ農場の職
長）．

lupa［るぱ］lupalupa に同じ．
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lupalupa［るぱるぱ］1. 生い茂る，成長する．Ua lupalupa i ka wai o

Pū‘ōlena. プーオーレナの水で生育した（プーオーレナはオアフ島東

部のマイナーな地名）．2. お祓い；お祓いをする．
lupe［るぺ］1. 凧（たこ）．Ho‘olele lupe. 凧を揚げる．2. 【魚】hı-h-ımanu（アカエイ）と同じ．

lupea［るぺあ］心地よい，魅力的な．Lupea ka uka i ka palai. 高地はシ
ダの葉で心地よい．

lupelupea［るぺるぺあ］lupea の重複形．Lupelupea i ke ‘ala. 香りで心
地よい．

lupo［るぽ］1. ulupō の 3 の異形．lūpō に同じ．2. オオカミ：ハワ
イにはオオカミはいない．ギリシャ語［lukos］，ラテン語［lupus］よ

り．

-lūpō［るぽ］【魚】pāpiopio（アジ科の幼魚）と同じ．
- -pua［る
Lu
ぷあ］
【気象】カウアイ島ワイニハに吹く風の名．
〈逐語〉
花をまき散らす．
lutanela［るたねら］→ lukānela［るかねら］を参照．

lu‘u［る‘う］
（水中へ）飛び込む，水の中にもぐる；（小えびを取る網
などを水の中に）突っ込む．ho‘olu‘u. ちょっと浸す，沈める．PPN

ruku.

lu‘ulu‘u［る‘うる‘う］1. （重みで）屈曲した，
（悲痛・苦悩などで）頭
を下げた；痛ましい，悲しそうな．ho‘olu‘ulu‘u. 悲痛［悲嘆］な思

いをさせる；圧迫する，虐げる．PPN rukuruku. 2. lu‘u の重複形．

hīna‘i［魚採りの仕掛け］を位置する．ho‘olu‘ulu‘u. ho‘olu‘u の重複

形．魚採りの網を仕掛ける．
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M

M, m〔アルファベット〕ハワイ語のアルファベット M/m の発音は mu
−

（む）である．

ma［ま］
【文法】マーカー I/i と同じく，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．I/i と違い 1 語でつづ
られることが多い．1. 所格の名詞の前におかれ次のような意味を表
す．…で，…の中に，…の上に，…のそばに，…を通って．ma‘anei. ここ

で．makai. 海で，海の方の．mauka. 内陸の．E hele ana ma Alamoana
i Honolulu. ホノルルのアラモアナに行くところです．2. 名詞の前に
置かれ．次のような意味を表す．…のために，…に従って（しばしば

最初のアクセントの前ではmā と発音される）．Ua hele mai au ma ona

ala. わたしは彼［彼女］に従って来ました．

ma-. （mahae などに見られるような）状態を表わす語の派生語型．
mā［ま］1. 色あせた，汚れた，さえない色になった；（人の心を）く

じいた；死んだ．PPN ma‘a. 2. 【文法】人称名詞の後に続くマーカ
ー：…と仲間，…とほかの人，…と同僚，…と妻，…と夫．Ke ali‘i mā.

支配者と従者．Mea mā. 彼ら．PNP ma‘a.

mā-.【文法】1 人称の複数を表わす代名詞（mākou, māua）と所有代名
詞だけに用いられる特別な接頭辞．PPN ma(a).

ma‘a［ま‘あ］1. 慣れた，慣れて（いる），十分に知っている，経験を
積んだ．
〈比較〉ma‘ama‘a, ma‘amau. ho‘o-ma‘a. 訓練する，経験や

技術を増す，慣れる（ho‘oma‘ama‘a ほど使われない）．2. 結びつけ

る．
〈比較〉kāma‘a. 3. （ココナッツの繊維や人間の髪の毛などで作

られた）石投げ器；このような石投げ器で石を投げる．PPN maka.

Ma‘a‘a［ま‘あ‘あ］
【気象】マウイ島西部，ラハイナに吹く風．Pā ana
ka makani he Ma‘a‘a. マアア（という）風が吹く．
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Mā‘alaea. マーアラエア．
【地名】1）マウイ島の地域名（区画名）：町，
湾，波止場．2）オアフ島ホノルル市アーレヴァ地区（9）の道路名．

ma‘alahi［ま‘あらひ］簡単な，単純な．

ma‘alea［ま‘あれあ］ずるさ，悪知恵，詐欺；ずるい，詐欺の，抜け
目のない；巧みな．

ma‘alili［ま‘ありり］
（熱い食物などが）冷めた；（怒り・愛情・興奮な

どが）弱まった，静まった．ho‘o-ma‘alili. 冷たくさせる；（神経・

感情を）落ち着かせる，和らげる，静める．PPN makalili.
mā‘alo［ま‘あろ］
（前を走っている車を追い越すように）…に沿って［…

の側を・側を］通過する；（所有地などを）通り抜ける．PPN maakalo.
mā‘alo‘alo［ま‘あろ‘あろ］ma‘alo の重複形；あちこちに行く；頻繁に
通過する．

ma‘ama‘a［ま‘あま‘あ］ma‘a の 1 の重複形；慣れた，経験を持った［積

んだ］，慣れて（いる）．ho‘oma‘ama‘a. ho‘oma‘a と同じ；訓練する，

慣れる．

ma‘amau［ま‘あまう］通常の，通例の，定例の，習慣的の，普通の．
Uku ma‘amau. 通常料金．ho‘oma‘amau. 慣れる，親しくなる．
ma- ‘ana［ま‘あな］1. 始まり．2. ma- ‘ona の誤り，mā‘ona［たくさん
食べて満足する］は「ま‘あな」と発音されるためにしばしば間違っ
てつづられる．‘Ai a mā‘ona e ‘inu a kēna. それを飲みこんで，たくさ

ん食べて満足しました．

ma‘ane‘i［ま‘あね‘い］‘ane‘i を参照．

ma‘awe［ま‘あうぇ/ま‘あヴェ］繊維，糸；（くもの巣のような）糸状
体；（通った跡などを）歩く，追跡する，追って行く；虚弱な，病弱

な．ho‘oma‘awe. 跡を追う；足跡，通った跡；細い繊維［糸］を作
る．PNP makawe.

-ma‘au, ho‘oma‘au［ほ‘おま‘あう］虐げる，迫害する．Ua ho‘oma‘au
mai ‘o ia i ka mea ilihune. 彼は貧しい者をいじめた．
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mā‘au［ま‘あう］芽生える，発芽する，（雑草が）はびこる．
mā‘awe‘awe［ま‘あうぇ‘あうぇ/ま‘あヴェ‘あヴェ］ma‘awe の重複形；

（異なった色で）筋［しま（縞）］をつけた．
mabela → māpala［まべら→まぱら］．

Macao. マカオ．
【地理】ポルトガル領のマカオ（1999 年 12 月に中国

に返還）．
【文法】
（ハワイから見て外国の）地名には C/c などのアル
ファベットが使われることがある．

mae［まえ］しぼむ，しおれる，枯れる；
（服などが）部分的に乾いた；

（光りなどが）しだいに消える；（病気などで）衰弱する．ho‘omae.
しおれさせる；衰えさせる．PPN mae.

maea［まえあ］（沼地など）悪臭のある．PPN mae.
ma- ‘e‘ele［ま‘え‘えれ］
（麻痺してしまった足のように）感覚を失った；

（寒さで）かじかんだ，
（恋愛によって深く感動させられて）しびれ
た；ショックを受けた；（恐怖・悲痛で）傷ついた．(Ua) Ma-‘e‘ele au
i ke anu. わたしは寒さの中で押し黙っていた．ho‘oma- ‘e‘ele. しび

れ［心の動揺・大恋愛］を引き起こす．
mā‘ele［ま‘えれ］mā‘e‘ele と同じ．

Mā‘eli‘eli. マーエリエリ．
【地名】オアフ島東部（カーネオヘ区画）に
ある崖の名．Pu‘u Mā‘eli‘eli. マーエリエリの丘：カーネ神とカナロ

ア神が土から人を作るために土を掘った［‘eli‘eli］ときに出来たとい
われる．女神ヒナが天に昇った（月になった）場所ともいわれる．対
岸は海兵隊の基地．

ma‘ema‘e［ま‘えま‘え］純潔な，純粋な，魅惑的な，貞節な；清潔，純
粋．ho‘oma‘emae. 清潔［きれい］にする．

Ma‘ema‘e. マエマエ．
【地名】オアフ島，ホノルル地方ヌウアヌ地区
（地区 11）にある丘の名など．Ka pi‘ina a‘o Ma‘ema‘e. マエマエの登
山道（上り道）．

373

māewa［まえヴァ］
（海草・髪の毛・葉のように何かに固着している
ものが）揺れる，前後に揺れる；（心の）動揺；不安定な．

ma‘ewa［ま‘えヴァ］非難する（ような），軽蔑する，あざける，あざ

笑う；軽蔑された，侮辱された．ho‘oma‘ewa. 非難する，あざ笑う，

まねしてばかにする．
mā‘ewa‘ewa［ま‘えヴァ‘えヴァ］ma‘ewa の重複形．
-mageneti［まげねてぃ］→ ma- ke- neki［まけねき］を参照．

maha［まは］1. 【解剖】こめかみ．PNP mafa. 2. 休息，静養；苦痛

から解放されていること；気楽に．mahamaha を参照．ho‘omaha.
休暇；【音楽】休止（符）；休息［休暇］をとる；退職する，仕事を
やめる；（苦痛・圧迫などから）解放される．

mahae［まはえ］引き裂く，破る，切り離す．Mahae lua. 二つに引き

裂く．PPN masae.
māhaehae［まはえはえ］mahae の重複形；細かく切るために裂く．

Mahai‘ula. マハイウラ．
【地名】ハワイ島西部（ケアーホレ区画）の
地名：海岸，湾，町，いにしえのサーフィンエリア．

mahalo［まはろ］1. 感謝，謝意；…に感謝する，謝意を表わす．Mahalo
nui loa. 大変ありがとうございます．2. 感嘆，賞賛；嘆賞［賞賛］す

る．PEP masalo.

mahamaha［まはまは］maha の 2 の重複形；休息する，止める．

mahana［まはな］1. 温［暖］かさ，熱さ；暖かく感じられる，温［暖］
かい．
〈比較〉hahana, mehana, pumehana. ho‘omahana. 温［暖］か

くする．活気［生気］を引き起こす．PPN mafana. 2. 休息．
〈比較〉

maha の 2. ho‘o-mahana. 休暇，休息．
māhana［まはな］双生児，双子；2 倍の，二重の，二様の；2 本の枝
［また木］のある．PPN maasanga.

Māhana. マーハナ．【天体】双子座の星の名．人名にも使われる．
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maha‘oi［まは‘おい］大胆な，生意気な，厚かましい．
〈逐語〉鋭いこ
めかみ．

mahea［まへあ］ma, hea の 3（疑問詞）を参照．
Māhea-lani［まへあ-らに］
【ハワイ暦】太陰月の 16 日目の夜，満月の
夜．
māhelahela［まへらへら］
（木目のように）はっきり表われている．PPN
mafela.

mahele［まへれ］部分，区分，範囲；（蓄えなどの）分け前；【音楽】
拍子；1848 年に行なわれた「大マヘレ」として知られる土地分割法

律；（体の）部分；分配する，配分する，部分に切り離す．ho‘oma-

hele. 区分した．PPN masele.
mahele lā‘au［まへれ_ら‘あう］1 回分の薬，
（薬の）1 服．

mahele manawa［まへれ_まなわ］（会計年度などの）期間の区分．
mahele ‘ōlelo［まへれ_‘おれろ］通訳者，翻訳者；通訳する，翻訳す
る．

mahi［まひ］1. 耕作する，百姓［農業］をする；農場，農園．
〈比較〉
mahi ‘ai, mahina, mahina ‘ai. 2. （労働者など）力のある，精力的な，

エネルギッシュな．Moa mahi. 闘鶏（とうけい）．PPN mafi.

mahi ‘ai［まひ‘あい］農夫；耕作する；農業の．
māhie［まひえ］ほれぼれするような，魅惑的な，愛想のよい．ho‘oma- hie. ほれぼれするような，魅惑的な．
ma- hiehie［まひえひえ］ma-hie の重複形．

mahiki［まひき］1. 飛び上がる，飛び回る，上下に動く；シーソー遊
びをする，前後［交互］に動く．ho‘o-mahiki. 飛ばす，飛び上がら

せる．PPN mafiti. 2. てこで上げる；（かさぶたなどを）引きはがす；

姿を現わす．
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Mahiki. マヒキ．
【地名】ハワイ島北部（ワイピオ区画）のワイメアに
ある地名：岬名．トカゲの大群がヒイアカによって滅ぼされたとこ

ろとされる．
ma- hikihiki［まひきひき］mahiki の 1 と 2 の重複形．

mahimahi［まひまひ］
【魚】シイラ：温帯水域に産する大形の細長い
魚．PPN masimasi.

mahina［まひな］1. （天体としての）月；（太陽暦の）ひと月；月光．
Mahina meli. ハネムーン，新婚旅行．PPN maasina. 2. 農場，農園，

（耕作した）小地面．

mahina ‘ai［まひな_‘あい］mahi ‘ai と同じ；農場；耕作する．
māhinahina［まひなひな］青白い月の光．

mahina hou［まひな_ほう］1. （天体としての）新月，
（太陽暦の）新

しい月．2. 組合教会員によって毎月の第 1 日曜日に行われる献金．

mahina piha［まひな_ぴは］満月．

mahina poepoe［まひな_ぽえぽえ］満月．〈逐語〉丸い月．

mahiole［まひおれ］鳥の羽で作られたヘルメット，ヘルメット；ヘル
メットをかぶる．

mahi pua［まひ_ぷあ］花園または花畑；園芸．

mahi waina［まひ_わいな］ブドウ畑；ブドウを栽培する人；ブドウ
を栽培する．
māhoe［まほえ］双生児，双子．

mahola［まほら］広がる，伸びる．PPN mafola.

mahole［まほれ］傷つける，すりむく，ひっかく；感情などを害する．
〈比較〉hole（…の皮をむいた）．PPN mafole.

mahope［まほぺ］hope［あとに］を参照．
māhu［まふ］蒸気，スチーム；霧，もや；蒸す，湯気がしずくになっ
て出る．
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mahū［まふ］
（気の抜けたビールのように）有効成分の少ない，味の
ない；気の抜けた．PPN mafu(u).
-- . 同性愛者
māhū［まふ］同性愛の，両性の；男女両性者．ho‘oma- hu

または男女両性者のように振る舞う．PEP maa(f, s)uu.
māhua
［まふあ］増加，増大；増える，おい茂る，繁殖する．ho‘oma- hua.
増やす，膨張させる，大きくする，繁殖させる．PPN masua.
māhuahua［まふあふあ］ma-hua の重複形；（支配者のように）たくま
しく成長する．PPN masuasua.

mahuakala［まふあから］あてこする，皮肉をいう．ho‘omahuakala.

皮肉っぽくあざ笑う．Ua ho‘omahua-kala mai ka po‘e āpau ke ‘ike mai
ia‘u. わたしを見る者すべては，わたしをあざ笑った．

mahu‘i［まふ‘い］推量［推測］する．

mahuka［まふか］逃走［脱走］する．ho‘omahuka. 逃走を手伝う［手
助けする］．PPN mafuta.

Māhu-kona. マーフコナ．
【地名】オアフ島ホノルル地方アラモアナ地

区（23）にある通りの名．
【地名】ハワイ島コハラ地方（コハラ区画）
の地名：町，海浜公園，港など．〈逐語〉風下に向かって動く霧．

mai［まい］
【文法】マーカーmai の主な用法には次がある．1. 〔指揮
詞として動詞の後に続き〕話し手に向かっての方向を表わす．慣用

句的に使われることも多い．Hele mai. 来る．Komo mai! どうぞ，お
入りください．He mai! いらっしゃい，ようこそ．aku の 2 の 1），maila

を参照．PPN mai. 2. 〔禁止の命令を表わす（動詞の前に置かれる）〕
…するな．Mai ‘ai ‘oe. あなたは食べるな．3. 〔差し迫った状態を示

す（動詞の前に置かれる）〕．ほとんど，ほぼ，ちょうど…のように．Mai

ho‘oku‘i ‘ia au e ke ka‘a. わたしは車に轢かれそうになった．PPN mei.

4. 〔助詞の「…から」に相当（名詞の前に置かれる）〕．mai…mai も同

じ．Mai Hilo mai ka lei. そのレイは，ヒロ（地名）からです．PPN m(a,

e)i.
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ma‘i［ま‘い］1. 患者，病人，病気，疾患；病気の，病気で．PNP maki.

2. 生殖器．Mele ma‘i. 首長などの出生に起源を発する彼［彼女］の
生殖器に敬意を表わして歌われる歌．

mai‘a［まい‘あ］バナナのあらゆる種類．PEP m(a, e)ika.
-mai‘a Pa- kē［まい‘あ_ぱけ］サンジャク（三尺）バナナ（Musa Xnana,
異名 M. cavendishii）．

maiau［まいあう］仕事が巧妙で念入りな；巧みな，熟練した；（言葉
づかいが）正確な，適切な．

ma‘i Hepela［ま‘い_へぺら］
【病理】天然痘，ほうそう．
〈逐語〉ヘブ
ライ人の病気．ma‘i Hebera は異形．

Mā‘ihi. マーイヒ．
【地名】ハワイ島西部コナ地方（カイルア区画）に

ある地名：湾名など．E ‘ike i ka nani o Mā‘ihi. マーイヒの美しさを

見なさい．
【気象】ハワイ島，コナ地方のカイルアに吹くそよ風．Nā
hau o Mā‘ihi e kaulana nei. 有名なマーイヒのそよ風（の中の，に揺れ

る）ハウの木々．【神話】ロノ神の子供の名．風の女神．
mā‘i‘i［ま‘い‘い］1. mā‘i‘i‘i の 1 と 2 の省略形．2. 芽を出す；（花びら

などが）開き始める．E mā‘i‘i, ē kā‘e‘e. 芽を出せ，カーエエツタ（蔦）

よ．

- - mā‘ī‘ī［ま‘い‘い］疲労，腰痛．
mā‘i‘i‘i［ま‘い‘い‘い］
【魚】1. ニザダイ（Acanthurus nigrofuscus）．‘O
ka māi‘i‘i‘i me ke kole ma ka onaona o nā Kona. マーイイイとコレはコ

ナ地方のおいしい魚です．2. カロ（タロイモ）の一種．
- - - mā‘ı-‘ı-‘ı-［ま‘い‘い‘い］mā‘ī‘ī［疲労，腰痛］の重複形．

maika［まいか］ボウリングに似たハワイの昔の遊び；この遊びに使
われた石；砲丸投げ．‘ulu maika を参照．
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maika‘i［まいか‘い］良い，満足で，結構で，都合のよい；（顔が）き

りっとして立派な，美しい；（一般に）よい状態，高潔な行為，親切
な行い，よい生活状態，品行の正しいこと；健全な容貌（ようぼう），
よい健康状態．ho‘omaika‘i. …に感謝する，祝福する，祝う，賞賛
する，進歩［上達］させる；満足した，ありがたく思っている，感

謝の意を表わす．Ho‘omaika‘i! おめでとう．PPN ma‘itaki.

ma‘i keiki［ま‘い_けいき］つわり；子供の病気．

maiko, maikoiko［まいこ，まいこいこ］
【魚】クロハギ（Acanthurus
nigroris）．

Maikonekia, Maikonikia. マイコネキア，マイコニキア．
【地理】ミク

ロネシア（大洋州北西部の群島）；ミクロネシア（人・語）の；ミク

ロネシア人［語］．英語 Micronesia より．

maila［まいら，めいらと発音されることがある］方向を示すmai に laを加えた語．そこに［で］，あそこに［で］，それから，その後で．Hele
maila ke ali‘i. （そこに，その時）首長が来ました．

mailani［まいらに］褒めちぎる，賞賛する．ho‘omailani. 賞賛させる．

maile［まいれ］
【植物】自生の纏繞（てんじょう）植物（他のものに

巻きついて成長する植物）
（Alyxia olivaeformis）：光沢のある香りの
よい葉をつけ，装飾やレイによく用いられる．PPN maile.

maile kaluhea［まいれ_かるへあ］
【植物】マイレの一種．
〈逐語〉甘
い香りのマイレ．

maile lau li‘i［まいれ_らう_り‘い］
【植物】幅の狭いとがった葉をつけ
るmaile の種類．Ko‘i-ahi を参照．〈逐語〉小さな葉のmaile.

maile lau nui［まいれ_らう_ぬい］
【植物】大きな葉をつけるmaile の
種類．〈逐語〉大きな葉の maile.

ma‘i lele［ま‘い_れれ］伝染性の病気．〈逐語〉跳躍する病気．

maile pilau［まいれ_ぴらう］
【植物】ナンヨウヘクソガズラ（Paederia
foetida）．〈逐語〉悪臭のあるmaile.

379

mā‘ili［ま‘いり］
（イカ釣りをするのに釣糸を沈めるおもりとして使わ

れるような）小石；小石の多い，小石だらけの，小石でいっぱいの．

Mā‘ili. マーイリ．
【地名】1）オアフ島ワイアナエ地方（ワイアナエ区

画）の地名：町，海浜公園，サーフィンエリアなど．2）オアフ島西
部内陸部（スコーフィールド区画）の地名：峰．

Mā‘ili‘ili. マーイリイリ．
【地名】オアフ島ワイアナエ地方（ワイアナ

エ区画）ルアルアレイにある名：丘，川．しばしば Pu‘u-Mā‘ili‘ili と
呼ばれる．

mai … mai. mai の 4 を参照．
māino［まいの］無慈悲，苦難，傷害；無慈悲な，みじめな．ho‘oma- ino.
残酷に取り扱う，虐待する，迫害する；悲しみや苦痛を与える．PPN

‘ingo.

Mai noho ā + 動詞【文法】否定の命令と動詞の接続を使ったよく使わ
れる表現．Mai noho ‘oe ā kolohe i ka‘u mea hana. わたしの仕事の邪魔

（じゃま）をしないで．
mā‘ino‘ino［ま‘いの‘いの］…の外観を醜くする，傷物にする，だいな

しにする；名誉を傷つけられた，醜い．ho‘omā‘ino‘ino. 中傷する，

…の名誉を棄損（毀損）する，…の外観を醜くする．

ma‘i ola［ま‘い_おら］病気を治療する；治療できる病気．
-ma‘i Pāke-［ま‘い_ぱけ］
【病理】らい病，ハンセン病．
〈逐語〉中国の
病気．

ma‘i pu‘upu‘u li‘ili‘i［ま‘い_ぷ‘うぷ‘う_り‘いり‘い］
【病理】天然痘．
〈逐
語〉たくさんの小さな吹き出ものの病気．

ma‘i pu‘uwai［ま‘い_ぷ‘うわい］心臓病，心臓発作．
māi‘u‘u［まい‘う‘う］
（手・足の）爪，ひずめ，
（猫・鷹などの）かぎ爪．
PNP maikuku.
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maka［まか］1. 目，針の穴，目つき，顔つき；風采（ふうさい），な

がめ，光景．PPN mata. 2. 最愛の人，大好きな人．
〈比較〉makamaka.
3. 尖頭（せんとう），つぼみ，芽；乳首，乳頭；器具のするどい刃［刀

身］；釣針の先端；発端；源．ho‘omaka. 始める，やりだす；（子供
の初めての歯が）出る；芽が出る；（おできなどが）頭にできる．PPN

mata. 4. 網目；編み物の目；針目．PPN mata. 5. （魚など）生の；
料理しない（で）
；（果実など）熟さない，未熟の；（塩づけにしたも

のではなく）新鮮な．PPN mata.
māka［まか］1. 印，目標；印をつける．英語mark より．2. 【文法】
品詞名のマーカー：マーカーについては巻末『品詞名』を参照．英

語marker より．
māka‘a［まか‘あ］1. 見晴らしの良い，展望が開けた；（森の中の）空
き地．Aia i ka lae māka‘a. 見晴らしの良い岬がある．2. サツマイモの

変種．

maka ‘āhewa［まか_‘あへヴァ］白目がちの；やぶにらみの．
〈逐語〉
罪を犯す目．
maka‘āinana［まか‘あいなな］平民，庶民，一般の人々；市民，国民．
〈比較〉lunamaka‘a-inana.〈逐語〉土地に仕える人．PNP mata-kainanga.

maka‘ala［まか‘あら］油断のない，用心深い，警戒する，抜け目のな
い．

makaaniani［まかあにあに］めがね．〈逐語〉水晶のような目．
maka‘ē［まか‘え］軽蔑（けいべつ）して見る；横目で見る．
maka‘ele‘ele［まか‘えれ‘えれ］冷えた，凍った．
mākaha［まかは］獰猛（どうもう）な，野蛮な，凶暴な．
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Mākaha. マーカハ．
【地名】カウアイ島ワイメア地方の地名：岬，尾

根，谷．
【地名】オアフ島西部（ワイアナエ区画，カエナ区画，スコ
ーフィールド区画）にまたがる地域：町，学校，海浜公園，サーフ

ィンエリア，谷，川，ホテル，ゴルフコース．Noho ana i Mākaha, Ka

nalu nui e holu ana. 〈歌詞〉マーカハに住んでいる，大きな波，さざ

波が立っている．
【地名】マウイ島西北部（カハクロア区画）にある
地名：伝説のヒナやマーウイが住んだとされる場所．
mākahakaha
［まかはかは］
（雨などが）晴れること．ho‘omākahakaha.

晴れの徴候を示す．
-mākāhala［まかはら］
【植物】野生のタバコのキダチタバコ（Nicotiana
glauca）．昼間に咲くジャスミン（Cestrum diurnum）．オレンジジャス
ミン（Cestrum aurantiacum）などをいう．Ka pua o ka mākāhala. マー

カーハラの花．

makahehi［まかへひ］感嘆，…に対する願望，驚異；驚き；魅力的な；
…に驚嘆する．

makahekili［まかへきり］【気象】あられ，ひょう．〈逐語〉雷の目．
mākahi［まかひ］1. 片目，隻眼（せきがん）．maka［目］，kahi［１つ］
の略．2. 漁網の目のサイズ（たぶん 2cm弱）．mākahi ‘oā, mākahi ‘oene,

mākahi hoene と数える．

maka hiamoe［まか_ひあもえ］眠そうな目；眠そうな，眠けを誘う．
makahiapo［まかひあぽ］最初に生まれた子供，1 番年上の子供，長
子，初子，長男，長女．
〈逐語〉最初に生まれた人．PCP mata(f, s)iapo.

makahiki［まかひき］1. 年；年 1 回の（しばしば MH. と書かれる）．
PEP mata(f, s)iti. 2. 10 月半ば頃に始まり，約 4 ヶ月間開かれる昔の

祭り（戦いを禁止し，スポーツや宗教的祝祭を行った催し）．

Makahiki Hou［まかひき_ほう］新年．Hau‘oli Makahiki Hou. 新年明け
ましておめでとうございます．
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makahiki lele ‘oi［まかひき_れれ_‘おい］うるう年．
〈逐語〉前方に飛
ぶ年．

maka hilahila［まか_ひらひら］恥ずかしそうな目；恥ずかしがる［お
ずおずとそらす］人の視線．

Maka-hoa. マカホア．
【地名】1）カウアイ島ハナレイ地方ハナレイ湾

の岬名．Ka ehu kai o Makahoa. マカホアの海のしぶき．2）カウアイ
島ワイメア地方のカウナレヴァ近くの尾根の名，ヘイアウ名．【地

名】オアフ島コオラウロア地方北部（カフク区画）ラーイエ近くの
岬名．

Makahonu. マカホヌ．
【地名】オアフ島東海岸のカアアワ［Ka-‘a‘awa］
にある岬の名．Ka lae o Makahonu e aloha mai. 愛すべきマカホヌの

岬．

maka hou［まか_ほう］始まり，新しい出発. ho‘omaka hou. 再び始
める．

makai［まかい］ma+kai［大洋］の語．マーカーの ma を参照．
māka‘i［まか‘い］警官，ガードマン；取り締まる，視察する，探偵す
る．
〈比較〉luna māka‘i. ho‘oma- ka‘i. 警官のように振る舞う；警官
などに任命する．

maka ihe［まか_いへ］槍の先．
- ［ま
māka‘i ho‘omalu po
か‘い_ほ‘おまる_ぽ］夜間パトロールする警
官．〈逐語〉平和な夜を監視する警官．

maka ihu［まか_いふ］カヌーのやりだし；船首のとがった先端．
〈逐

語〉船首の先端．
māka‘ika‘i［まか‘いか‘い］見物に行く，風景を見る；ぶらつく，散歩
する．Ma-ka‘ika‘i hele. あちこちぶらつく．ho‘oma- ka‘ika‘i. 見物（旅

行）に他の人を連れて行く；風景を見せる；…に付き添う．PCP
maataki taki.
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māka‘ikiu［まか‘いきう］刑事（巡査）．
〈逐語〉ひそかに調査する警
官．

māka‘i koa［まか‘い_こあ］憲兵隊．〈逐語〉軍人警官．
māka‘i nui［まか‘い_ぬい］郡保安官．
- ［ま
māka‘i po
か‘い_ぽ］夜番，夜警．

makaiwa［まかいヴァ］
（特にロノ神の偶像の目のような）真珠層で作
った目．
māka‘i wahine［まか‘い_わひね］（女子刑務所の）婦人看守．

maka ki‘eki‘e［まか_き‘えき‘え］高慢な表情；傲慢（ごうまん）な態
度．

maka kilo［まか_きろ］注意深い［用心深い］目；非常に注意して見
る．

Maka-kilo. マカキロ．
【地名】オアフ島エヴァ地方西部（ワイアナエ

区画）の地名：火口，峡谷，町，小学校．
〈逐語〉観察者の目．Aia i

Makakilo ma‘ō. マカキロはあちらにあります．
makākiu［まかきう］スパイ，刑事，スパイする目；スパイする，用

心深い，ひそかに見張る；（敵意を持って人・場所・敵などを）こっ
そり見張る．ho‘omaka- kiu. こっそり見張る，監視する，
（敵を）偵

察する．

maka koa［まか_こあ］大胆な，びくともしない，荒々しい．
〈逐語〉
勇敢な目．PPN mata to‘a.

maka ko‘a［まか_こ‘あ］釣り場の境界標．〈逐語〉釣り場の突端．
maka kui［まか_くい］針［びょう］の鋭い先端；編目，針目．

makala［まから］ゆるめる，はずす，解く，少し開ける，…を自由に

してやる；（借金などを）免除する；（花などが）開く．PPN matala.
mākala［まから］1. 【植物】ギンバイカ（銀梅花）：常緑低木．英語
myrtle より．2. 連邦保安官．英語marshal より．
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Mākala ‘Ailana. マーカラ・アイラナ．
【地理】マーシャル諸島：北太
平洋のサンゴ島．Ka pae moku ‘o Mākala も同じ．英語 Marshall Islands

より．

makalapua［まからぷあ］ハンサムな，美しい；開花する．
makale- ［まかれ］サバ，缶詰にしたイワシ．英語mackerel より．

maka le‘a［まか_れ‘あ］きらっと光った目の，嬉しそうな目の，ちゃ
めっけのある．

Maka-leha. マカレハ．
【地名】カウアイ島カワイハウ地方にある名：

山や川の名．
【地名】1）オアフ島ワイアルア地方（ハレイヴァ区画）
の川の名．2）スコーフィールド区画にある谷の名．

maka leho［まか_れほ］強欲な，好色の．〈逐語〉タカラガイの目．

Makaleka. マカレカ．【地名】オアフ島，ホノルル地方アラワイ地区
（30）の通りの名．

Makalena. マカレナ．
【地名】オアフ島，ホノルル地方アーイナハイ
ナ副地区の通りの名．

makali［まかり］釣り針にえさ（餌）をつける．

makali‘i［まかり‘い］ちっちゃな，とても小さい，細かい，ちっぽけ
な，細かい網目の．PPN mataliki.

Makali‘i［まかり‘い］1. 【天体・ギリシャ神話】1）プレイアデス：ア

トラスの 7 人の娘でオリオンの追跡を逃れるために星になったと
言われる．2）カストルとポリュデウケス：この双子の兄弟は双子座
の 2 星になったとされている．PPN Mataliki. 2. 【ハワイ暦】ハワイ

の月の名前で（集合名詞的に）夏の 6 ヶ月間：夏の 6 カ月間とされ
るのはハワイより先に発見（西洋人との接触）されたタヒチなどで

は Makali‘i が見える季節が夏であったためと思われる．ハワイ島で

は 12 月，マウイ島では 1 月，オアフ島では 10 月を意味する（Tresuary
of Hawaiian Words による）．ハワイは北半球にあるため，冬の季節は
日本と同じ 10 月〜2 月が相当．
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makalika［まかりか］
【植物】マーガレット，ヒナギク．英語marguerite
より．

makaloa［まかろあ］
【植物】多年生のスゲ（Cyperus laevigatus）．かつ

て，同草で編まれたニイハウ・マットは多くの人に好まれた．Nā

wāhine noho i ka uluna makaloa. マカロアのマットに座る女性たち．

maka loa［まか_ろあ］
（果実など）十分に熟していない；ほとんど料
理していない，すごく生の．

maka lokomaika‘i［まか_ろこまいか‘い］慈悲深い目；親切で慈悲深
く立派な意志を持っているように見える人．
〈逐語〉立派な心を持っ

た顔つき．

maka luhi ［まか_るひ］疲れた目，疲れた人々（特に社会事業で激し
い労働をしている人のことを指す）．

makamae［まかまえ］尊い，高価の，高く評価した，最愛の．

makamaka［まかまか］気軽に受け答えの出来る親密な友達；（客をも

てなす）主人（役）．
〈比較〉maka（最愛の）．ho‘omakamaka. …の
味方となる，…と友達になる，親しくなる，友達にさせる．

maka mua［まか_むあ］始まり，初め，開始，初回；家族の最初の子
供，長男，長女．〈逐語〉最初の発端．

makana［まかな］贈り物，プレゼント；報酬，ほうび；贈り物をする．
〈比較〉maka の 2.

Makana. マカナ．
【地名】カウアイ島北部ハナレイ地方のハーエナ岬
にある崖［崖の丘］の名．火の崖・丘として知られている．Inā ‘o ‘oe

a‘o au ‘ike i ke ahi o Makana, he makana ia na ke aloha.〈歌詞〉もし，あ

なたとわたしがマカナの火を見るならば，それは愛の贈り物です．
〈逐語〉マカナ［贈り物］．一説には，若者が愛を誓うために体に火
をくくりつけて崖から飛び降りたと伝えられている．

makana aloha［まかな_あろは］友情［愛情］のこもった贈り物；自
由意志による献納．
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makana hele［まかな_へれ］餞別（せんべつ）．
〈逐語〉出発の贈り物．
makani［まかに］風，微風；胃の中のガス；（風が）吹く．
〈比較〉ani.

PPN matangi.
makani pa- hili［まかに_ぱひり］
【気象】
（ハリケーン，台風，サイクロ
ン）などの強風，強い風．

Maka-nui. マカヌイ．
【地名】1）オアフ島ホノルル地方パーロロ地区

（35）にある地名．2）オアフ島東部（カーネオヘ区画）ヘエイアの
前に開ける海の呼び名．

maka ‘oi［まか_‘おい］洞察力のある［見識をもった・鋭い］目．
māka painu［まか_ぱいぬ］
【文法】動詞の前または後に置かれ動詞の

位相，態などを示すマーカー．
［Ua/ua］は完了を表す．
［‘ia］は受け

身の文を作るなど．
māka painu kauoha［まか_ぱいぬ_かうおは］
【文法】動詞の前に置か
れ，命令文を作るマーカー．〔例〕［E/e］．

maka piapia［まか_ぴあぴあ］目やにが付いている目；涙ぐんだ目．
māka piko［まか_ぴこ］
【文法】主語を意味するマーカー．
〔例〕
［‘o］．
makapō［ま か ぽ ］盲 目 ，盲 目 の 人 ；盲 目 の ．〈逐 語 〉夜 の 目 ．
- . 盲目にさせる，盲目のふりをする，目隠しする．PEP
ho‘omakapo
matapoo.
māka po‘o［まか_ぽ‘お］
【文法】述語（述部）を意味するマーカー：
同一性を表す文の［‘O, He］．
makapōuli［まかぽうり］目まい；目まいがして，気が遠くなって．
〈逐
語〉やみ夜の目．

Maka-pu‘u. マカプウ．
【地名】1）オアフ島東南端（ココヘッド区画）
の半島地帯：突端，サーフィンエリア．Kaulana ‘o Waimānalo i ka pali

o Makapu‘u. ワイマーナロはマカプウの崖で有名です．2）オアフ島
ホノルル地方カイムキー地区（33）の街路名．
【地名】マウイ島東部

（ハーナ区画）にある地名：池の名など．〈逐語〉飛び出た目玉．
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makau［まかう］釣針．PPN maata‘u, PCP matau.

maka‘u［まか‘う］恐れ；驚いた，恐れた．ho‘omaka‘u. びっくりさ
せる，おびえさせる，恐がらせる；恐がるふりをする；恐れ．PPN
mataku.

maka‘uhia［まか‘うひあ］maka‘u の受身形または命令形．
mākaukau［まかうかう］…ができる，有能の，敏腕な，熟練した；準

備した，用意のできた；能力，能率，準備［用意］
（すること・した
こと）；方法がわかる，熟知する．
〈比較〉‘a-kau（右）．ho‘omākaukau.
用意［準備］する．PPN mata‘u, PCP maatautau.

maka ‘ula‘ula［まか_‘うら‘うら］
【病理】伝染性急性結膜炎，はやり目；
炎症を起こした目．〈逐語〉赤い目．

maka uli［まか_うり］（打撲傷による）目のまわりの黒あざ．

maka ‘upena［まか_‘うぺな］網目．

maka‘u wale［まか‘う_われ］おく病者，おく病；意味もなく恐れて，
容易に驚いた．

maka wai［まか_わい］涙ぐんだ目の；涙があふれている目；やさし
い目の．

makawalu［まかわる/まかヴァる］多数の，たくさんの，多くの．
〈逐
語〉8 つの目．

Makawao. マカワオ．
【地名】オアフ島東部（モーカプ区画）カイルア
にある地名：川など．
【地名】マウイ島中央北部（ハイクー区画）に

ある地名：町，公園，学校，保護林など．‘O Makawao ia ua kaulana.

有名な雨（で知られる）マカワオ．〈逐語〉森の始まり．

makawela［まかうぇら/まかヴェら］白熱［赤熱］している，燃え［焼

け］ている；憎しみ［怒り］がいっぱいの．
makawī［まかヴィ］カロ（タロイモ）をすり潰す石の道具の呼び名．
カウアイ島で使われた．オアフ島では同種の道具を pahapaha と呼ん

だ．pahapaha の 3 を参照．
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make［まけ］1. 死ぬ，滅びる；挫折（ざせつ）させた，破壊した，不

幸な；気を失う（キリスト教以前の概念で，make は霊の世界へ入る
ことを意味し，make loa は魂も完全に死んでしまういわば第二の死

を表わす）；破壊，危難，絶滅；破壊する；死んだような，死のよう
な．ho‘omake. 計画的に［故意に］破壊する；滅びさせる；減少さ
せる，弱気にさせる．PPN mate. 2. 欲望，必要とされる［欲しい］物；
欲する．〈比較〉make ‘ai. PCP mate.

make ‘ai［まけ_‘あい］飢えた．
〈逐語〉食べ物を欲する．PCP mate kai.
-māke‘aka. ho‘omāke‘aka［ほ‘おまけ‘あか］頓知のある，喜劇的な，
おもしろい；笑わせる，頓知を働かせる．

Makee. マキー．
【人名】James Makee（音は Mckee, Maki とつづられる

ことがある）：捕鯨船の船長，貿易商，牧場主でハワイを愛し，フラ
の復興にも努め Hula o Makee, Makee ‘Ailana といった歌の題名にも

なっている．
【地名】オアフ島ホノルル，ワイキーキー地区（31）に
あるジェイムス・マキーの名に因んだ道路の名．

make‘e［まけ‘え］非常に欲しがる，欲張りの，もらうことを願ってい
る；…に好意を持つ．

makehewa［まけへわ/まけへヴァ］不利な契約，むだな企て；むだで，

無益な，利益がない．〈比較〉makepono.
mākeke［まけけ］マーケット，市場．英語market より．
mākeke nui［まけけ_ぬい］大きな市場，スーパーマーケット．

make loa［まけ_ろあ］
（完全に）死ぬ（「挫折させた・弱々しい」とい
う意味を含んでいるmake とは著しく違う）．make の 1 を参照．

makemake［まけまけ］欲望，欲しい物，願望；望む，欲する，願う
（日常会話では，mamake がよく使われる）．

makemakika［まけまきか］数学．英語mathmatics より．
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mākena［まけな］たくさんの，数多くの；しばしば．Mākena wale ia
pua. その花は数が多い．Mākena wale ua moa. そのニワトリは数が

多い．
【文法】例文中の ia, ua は「この，この種の，これらの，それ

らの」といった意味の指示詞．
Mākena［まけな］マーケナ．
【地名】マウイ島中央南部の地域名（区
画名）：町，湾，波止場．
【地名】ハワイ島東部（カラパナ区画）の

地名．

-mākēneki［まけねき］磁石；磁気，磁性．mageneti は異形．英語magnet より．Ka‘a uila mākēneki. （路面）電車．

makepono［まけぽの］掘出し物；有益な，値段が相応の．
〈比較〉makehewa.

make wai［まけ_わい］のどの渇き；のどが渇いた．PEP mate wai.

make wale［まけ_われ/ヴァれ］自殺する，理由もなく死ぬ．
mākia［まきあ］1. ねらい，モットー，目的；…のために志す［励む］．
2. ピン，留め針，びょう，しめ［ネジ］釘，ボルト，くぎ付けにす

る，ボルトで締め合わせる；（王国などを）樹立する；（測量などで）
くいを打ち込む；留める，締める．

makika［まきか］蚊．英語mosquito より．【聖書】ハワイ語訳聖書
（Baibala）では，ハエ，シラミ，ブヨなどの意味で使われている．

makiki［まきき］タコ採りの疑似餌（ぎじえ）や石斧（せきふ）など
に使われた石．

Makiki. マキキ．
【地名】オアフ島ホノルル市の地区名（地区 20）：渓

流，渓谷などの名．
-mākō［まこ］でこぼこの，岩のような；大きな．PPN mato.
mākole［まこれ］炎症を起こした目；赤い目の；赤熱した；（紅葉し
た葉など）赤くまたは黄色くなった．ho‘oma- kole. 目の赤み［痛み］
を引き起こす．
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mākolu［まこる］
（雲などが）厚い，重々しい，濃厚な；（ほこりなど

が）厚くかぶった；カプ（タブー）に対して地位の高い首長などが，

苦しんで［悩んで］いる．PPN matolu.
- mākonā［まこな］無情な，意地の悪い，冷酷な．ho‘oma- kona- . 無情
な［意地の悪い］ふるまいをする．

makou［まこう］1. 【植物】1）自生のキンポウゲ（Ranunculus）．2）
自生の多年生のハーブ（Peucedanum sandwicense）．3）自生のシダ

（Botrychium subbifoliatum）．2. 赤らめる；日焼け．3. 首長が物語る
夜にククイの実で作ったたいまつ［かがり火］を絶やさず燃やすこ

と．

mākou［まこう］
〔人称代名詞 1 人称複数（3 人以上）・聞き手を含ま
ない〕1）主格（あなたを含まない）わたしたちは［が］．2）目的格

（あなたを含まない）わたしたちを［に］．PPN kimautolu, PNP kimaa-

tou, PEP maatou.
-mākū［まく］1. （ゼリーのように）固める，濃くする．2. koki‘o に
同じ：自生のハイビスカス．

makua［まくあ］親，
（おじ・おば・いとこなど）両親の一族のすべて
の親類；カトリック［旧教］の神父；植物の主要部を成す茎；成

人；成熟した，完全に発達した，より年取った．ho‘omakua. 十分
発達させる，成熟させる；親の役目を勤める；（子供などを）養子

［養女］にする；親としてみなす［扱う］．PPN matua.
mākua［まくあ］makua の複数形．PNP maatu‘a.

Mākua. マークア．
【地名】オアフ島西部（カエナ区画）：町，洞窟，川，
サーフィンエリア．

makua ali‘i, makuali‘i［まくあ_あり‘い，まくあり‘い］先祖，家長，種
族の長．

makuahine［まくあひね］母親，おば，女のいとこ，または両親の一
族の親類の女性．〈逐語〉女親．‘Olelo makuahine. 母語．
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mākuahine［まくあひね］makuahine の複数形．
- lea［まくあひね_こ
makuahine ko
れあ］まま母，継母，義母．

makuahine papakema［まくあひね_ぱぱけま］代母，教母，名づけ
親，ゴッドマザー（生まれた子供の洗礼式に立ち会って名を与え，霊

魂上の親として宗教教育を保証する）．
-makuahūnōai［まくあふのあい］配偶者の親，夫［妻］の父［母］，義

父［母］；配偶者のおじ［おば］；配偶者の親のいとこ〔性別は kāne

（男）または wahine［女］を付けることによって示される〕．

Makua-iki. マクアイキ．
【地名】カウアイ島，ナーパリコースト背後
の尾根．〈逐語〉小さな親．
makua ka- ne［まくあ_かね］父親，おじ，男のいとこ，または両親の

一族の親類の男性．
ma- kua ka- ne［まくあ_かね］makua kāne の複数形．
- lea［まくあ_か
makua kāne ko
ね_これあ］継父，義父．
makua kāne papakema［まくあ_かね_ぱぱけま］代父，名づけ親，ゴ

ッドファーザー（生まれた子供の洗礼式に立ち会って名を与え，霊
魂上の親として宗教教育を保証する）．

Makualani［まくあらに］父なる主：旧約聖書における神の名である

「エホヴァ」は軽々しく呼ぶべきではないとされたため「主・主人」

ということが多い．
māku‘e［まく‘え］1. こげ茶，すべての濃い色. PCP matuke. 2. 渋い

顔，しかめっつら；むずかしい［いやな］顔をする，顔をしかめる．

makule［まくれ］年をとった，老いた．〈比較〉‘elemakule（老人）．
ma- kuma［まくま］hākuma の 2 に同じ．Hākuma ke aloha. 愛情が濃い．
maku‘u［まく‘う］結び目，突起：鞍かしら，結った髪のトップ，カヌ
ーをもやう（舫う）ための突起など．

Maku‘u. マクウ．
【地名】ハワイ島東部プナ地方の地域名（区画名）：
街区名などに使われる．
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mala［まら］1. （不慣れな運動の後などに）ずきずきと痛む；（首・

肩など）凝って痛い，あざができた．ho‘omala. これらの痛みを引

き起こす．PPN mala. 2.（サツマイモを発酵させたような）酸味のあ

る，
（飲食物が）まずい．PPN mara.
māla［まら］
（māla ‘ai のような）菜園，農園，耕作された畑．PPN ma‘ala.

Māla. マーラ．
【地名】マウイ島西部（ラハイナ区画）ラハイナの港町．
māla ‘ai［まら_‘あい］カロ（タロイモ）畑，食糧菜園［農園］．
māla‘e［まら‘え］澄み切った，穏やかな；（畑など）雑草が生えてい
ない；（雲ひとつない空のように）うららかな．ho‘oma- la‘e. はっき
りさせる，明瞭（めいりょう）に説明する；静める，慰める，
（心の）

陰気を拭い去る；（下ばえや雑草などを）取り除く．
māla‘ela‘e
［まら‘えら‘え］māla‘e の重複形．Māla‘ela‘e i ke ao ākea. 広々
とした世界がありありとしている［はっきりしている］．

malahia［まらひあ］mala の 1 の受身形または命令形．PNP ma(a)lasia.

malaila［まらいら］laila を参照．

malakeke［まらけけ］糖みつ．英語molasses より．

Malaki［まらき］3 月．英語 March より．

malalo［まらろ］lalo を参照．

malama［まらま］光，
（暦の上の）月，
（天体における）月．PPN ma(a)rama,
malama.

Malama. マラマ．
【地名】オアフ島，ホノルル地方マーノア地区（28）
にある地名．
【建築名】モロカイ島中央部（カウナカカイ区画）にあ

るカメハメハ V 世の邸宅．
【地名】ハワイ島，プナ地方（カラパナ区

画）の内陸の火口から海岸にかけての地域の名：自営農地．One ‘ā
kai o Malama. マラマの海（の，で）燃える砂．
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mālama［まらま］…の面倒をみる，…の世話をする，保護する；カプ
（タブー）などを守るまたは挙行する；（奉仕などを）実施する；（神

に）仕える，
（神を）尊ぶ；世話，保護，援助，忠実，誠実；管理人，

保管者．E mālama pono. お大事に．
〈参照〉mālama hale, mālama moku.
mālama hale［まらま_はれ］家の管理人，門番，家政婦．
mālamalama［まらまらま］malama の重複形；物事の理解を解明する
光；思考や解釈の明快；光る，明るい．ho‘omālamalama. 精神的な
光を生じさせる，
（前途を）明るくする，啓蒙（けいもう）する，啓

発する，活気づける．
mālama moku［まらま_もく］（商船の）航海士．
mālama waihona puke［まらま_わいほな_ぷけ］図書館員．

Malanai［まらない］
【気象】カウアイ島南東コーロア，マウイ島東部

ハーナ，オアフ島東部カイルアに吹く風．
-mālānai［まらない］1. pānānai に同じ．浅い；穏やかな，平穏が乱さ

れない．2. 緩く垂れ下がった．
mālani［まらに］上辺だけの，深く考えない，浅はかな；平易な；病
気などが軽い．He ‘ike mālani kona i ka hula. 彼のフラに関する知識

は浅薄だ/彼のフラの知識は上辺だけである．この語は次のような

使われ方もする．Ua i ka ua mālani ē. 降っているのかいないのか分

からない雨．
māla pua［まら_ぷあ］花園．

male［まれ］1. 痰（たん），肺やのどから出る粘液．PPN male. 2. 結
婚；結婚する．mare は異形．

mali［まり］1. お世辞を言う，優しい言葉で説得する，穏やかに話す．
Ua puni au i kāu mali leo ‘ana mai. わたしはあなたの褒め言葉を信じ

ていました．2. ホックなどを留める，ロープの端がほぐれないよう
に結ぶ；そういった用途のひもや糸．

394

malia［まりあ］1. mali の 2 の受身形または命令形．2. たぶん，こと
によると（通常，o または paha が後に続く）．
mālie［まりえ］穏やかな，平穏な，静かな，おとなしい；平穏に，ゆ

っくりと，静かに．Noho mālie. 静かにしている，静かに着席する．
ho‘oma- lie. 鎮める，静かにさせる，黙らせる，なだめる．PPN maalie.
mālielie［まりえりえ］mālie の重複形．ho‘omālielie. 取り乱した人を
おとなしくさせる；慰める．Ho‘omālielie i ke kaumaha. 悲しみを慰

める．

malihini［まりひに］初めての人，新参者，来客；場所や習慣などに不
慣れな人；新しい，見慣れない，珍しい，外国生まれの；初めて．

ho‘omalihini. 来客［新参者］のようにする［振る舞う］．PCP man(i,

u)(f, s)i(l, n)i.
māliko［まりこ］発芽する．

malimali［まりまり］mali の 1 の重複形；お世辞で褒める，
（虚栄心を）
喜ばせる，やさしい言葉で納得させる，甘言でだます．lehelehe mal-

imali. へつらう唇（くちびる）．Ua malimali mai lākou me kō lākou alelo.

彼らは彼らの舌でへつらう．ho‘omalimali. お世辞で褒める；やさ

しい言葉や贈り物で信じさせる；なだめる，なだめすかす．PPN malimali.

malino［まりの］
（海などが）穏やかな，静かな．Malino ke kai. 海は
静かだ．PNP malino.

mali‘o［まり‘お］
（特に夜の暗やみにさしこむような）夜明けの光り，
薄明り．PPN m(a, e)liko.

maliu［まりう］心に留める，…に注意する，耳を貸す，好意をもって

見る，
（注意などを）…の方へ向ける．ho‘omaliu. 心に留めさせる，

留意する．PPN maliu.

malo［まろ］
（男性の）下帯，ふんどし；首長の下帯を褒めたたえる
歌．PPN malo.
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-mālō［まろ］ぴんと張った，固く引き締まった，まっすぐな．Kino mālō.
- . （綱などを）まっすぐにする［引き締
姿勢のよい身体．ho‘oma- lo

める］；しっかりと締める，ぴんと張る．PPN（たぶん）maaloo.
mālo‘elo‘e［ま ろ‘えろ‘え］lo‘elo‘e に同じ；疲れた，くたびれた．
Mālo‘elo‘e ke kino i ka ālai maka. 遮られた視界に体は疲れ果てる．

maloka, ho‘omaloka［まろか，ほ‘おまろか］疑い深い，信じない．
maloko［まろこ］内側，内部．loko を参照．

malolo［まろろ］休む，休止する，停会［延会］する．ho‘omalolo. 当

分（の間）仕事を休む，
（しばらくの間）休会する；一時延期．PPN malolo.

mālolo［まろろ］
【魚】ツマリトビウオやサヨリトビウオなどハワイに
生息するトビウオの仲間の総称（Parexocoetus brachypterus など）．

PPN maalolo.

malo‘o［まろ‘お］乾いた，乾燥した，蒸発した；干ばつ，日照り（続
き）．ho‘omalo‘o. 乾かす；（木材を）乾燥させる；（家系などの）源

にさかのぼること．

malu［まる］目立たない場所，隠れ場，保護，平静［平穏］な状態，
抑制；陰のある，平穏な，おとなしい；遠慮がちな；カプ（タブー：
禁忌）；カプに対する沈黙と畏敬（いけい）．ho‘omalu. …の保護下に

置く，保護する；心の平静を保つ，落ち着かせる；（活動・量など
を）制限する；争う者同志を和解させる；（会議などで）議長［司会］

をする；試験，検定．
〈参照〉hale ho‘omalu, luna ho‘omalu. PPN malu.
malū［まる］こっそりと，人目を忍んで，不法に．Lawe malu-. こっそ
りと取る．PPN maluu.
Mālua［まるあ］【気象】海風一般．
Mālua Hele［まるあ_へれ］
【気象】カウアイ島に吹く風．
〈逐語〉旅を
する風．
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Mālua Kele［まるあ_けれ］【気象】カウアイ島北部に吹く貿易風．

La‘ahia au lā i ka Mālua Kele.〈歌詞〉わたしはマールア・ケレの風に

よって我を忘れていた，
Mālua Ki‘i Wai［まるあ_き‘い_わい］
【気象】ハワイ島，ヒロに吹く雨
をともなった海風の名．〈逐語〉水を持ってくる風．
Mālualua［まるあるあ］
【気象】マウイ島，モロカイ島，オアフ島など
に吹く北風．

maluhia［まるひあ］平穏，静寂，平静；無事，安全；穏やかな，落ち

着いた．ho‘omaluhia. 平穏にさせる［する］，保護する；争う者同

志の間を仲裁する．
māuhiluhi［まるひるひ］疲れた，疲労した；うんざりする，飽き飽き

させる，疲労させる，骨のおれる；まどろみ，うたた寝．‘A‘ole ia e

māluhiluhi, ‘a‘ole ia e hiamoe. 彼はまどろむこともなく，眠ることも

ない．ho‘o-māluhiluhi. 疲労の原因となる，
（体力を）消耗する，疲

れさせる；うんざりする，心身を疲れさす（ほどの），骨のおれる．

Malulani. マルラニ．【天体】星の名．〈逐語〉天界の平穏．

malule［まるれ］弱々しい，軟弱な，しなやかな；（卵の殻のように）
やわらかく壊れやすい．ho‘omalule. だらしなく［弱々しく・軟弱

に］する；…から力を抜く，弱める；毛虫がチョウ（蝶）になる．

malumalu［まるまる］malu の重複形．ho‘omalumalu. 影がさす；
影；雲などにより暗くなる；ho‘omalu（保護下に置く）の重複形．

maluna［まるな］luna を参照．

Malu-‘ulu-o-Lele. マルウルオレレ．
【地名】マウイ島西部ラハイナに
ある公園の名．Lele はラハイナ一帯の旧名．
〈逐語〉レレにあるパン

の木の茂る避難場所．

mama［まま］
（食物を）かむ，かみくだく（しかし，飲み込まない）．
nau と比較．PPN mama.
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-māmā［まま］1. 素早い，すばしっこい，動きが迅速な．2. （体重が）
軽い．
〈比喩〉
（痛み・うずき・苦痛などが）和らいだ．Eama-ma-. 酸
素．ho‘omāmā. 苦労［悲しみ］を和らげる；痛みを和らげる；元気

づける．PPN ma‘ama‘a. 3. かあちゃん，かあさん．英語mama より．

mamae［ままえ］mae の重複形；病弱そうな，ものうげな；痛みによ

って弱々しくなって［衰えて］しまうこと；（病気のあとなどの）血

の気のない，青ざめた．PPN mamae.
māmaka［ままか］1. てんびんぼう（天秤棒）；てんびんぼうで運ぶ．
2. 棒を使ったゲームの名前．3. 運ぶ人，使者，旅人．
Māmaka Kaiao［ままか_かいあお］
【書名】ハワイ語の新語事典．
〈逐
語〉夜明けを告げる（人），夜明けを運ぶ（人）．

mamake［ままけ］1. make の 1 の重複形；（数人が）死ぬ；植物がし

おれる．PPN mamate. 2. makemake（欲する・望む）の口話体．
māmaki［ままき］
【植物】小さな自生の木（Pipturus 種）
：この木の樹
皮からきめの荒いタパ布がつくられる．
māmala［ままら］破片，砕片，断片．PPN mala.

Māmala. マーマラ．
【地名】1）オアフ島，ホノルル地方：ホノルル湾
からパールハーバー一帯の古い呼び名．Ka nuku a‘o Māmala. ホノル

ル湾の入り口．2）ホノルル港の古い名前．

Māmalahoa. マーマラホア．【地名】カウアイ島，ハナレイ地方の峰
（787m. 2,585ft.）．Ho‘omalu ‘o Māmalahoa iā ‘Ehiku.〈歌詞〉マーマラ
ホアはエヒクを守る．
【地名】1）オアフ島，ホノルル地方（カーネ
オへ区画）の川の名．ヌウアヌ地区（地区 11）にある地名．
【地名】
ハワイ島，コナ地方の街道名．
Māmala hoa［ままら_ほあ］Māmala hoe のつづりの異形［と同じ］．
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Māmala hoe［ままら_ほえ］婦人・子供・病人・老人など，すべての
人々の安全を保証した「割れた櫂（かい）」というカメハメハ 1 世が

定めた有名な法律の名前．
māmala‘ōlelo［ままら‘おれろ］
【文法】文，節，句などを意味する文

法用語．〈逐語〉言語破片．
māmalu［ままる］1. malu の重複形；防護，物陰；陰になった，保護
した．ho‘oma- malu. 保護する；陰をつくる；暗影を投じる．2. 雨

がさ，日がさ．
māmane［ままね］
【植物】自生のマメ科の木（Sophora chrysophylla）．
黄色の花が咲く．Ku‘u wehi māmane hone i ka poli. 胸の中にあるわた
しの優しいマーマネの飾り．

mamao
［ままお］遠い，遠距離の；地位［階級］の高い．ho‘omamao. 近
づけない，人との距離を保つ；遠くへ行く．PPN mama‘o.

mamau［ままう］mau の 1 と 2 の重複形．Pipili a/ā mamau. いつも一
緒にいる．E mamau ana. いつまでも（続く），不変．

mamo［まも］1.【鳥】キゴシクロハワイミツスイ（Drepanis pacifica）：
尾の上と下にあるわずかな黄色の羽は，最高級なケープなどを作る
ために使われた．ka lei hulu mamo. マモの羽のレイ．2. 子孫．

Mamoku. マモク．
【地名】カウアイ島北部ハナレイ地方の海岸．Ka pua

rose a‘o Mamoku. マモク海岸の砂（逐語はマモクのバラの花である
が，色が赤いためこう呼ばれる）．

mamua［まむあ］ma［マーカー］+ mua［前に，前方］の語．mua を
参照．

mamuli［まむり］ma［マーカー］+ muli［後ろに，後方］の語．muli
を参照．
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mana［まな］1. 超自然的な［神のような］力，
【人類】マナ（物や人
に内在することもあるとされる非人格的・超自然的な力），奇跡的

な力；勢力のある国民，権威者；…にマナ［能力］を与える；マナ［能
力］を持つ；マナ［能力］に取りつかれた．Mana makua. 親として

の権威．ho‘omana. 1）権限を置く，…に権限を与える．2）礼拝す

る；宗教，宗派．Ho‘omana Kepanī. 仏教徒；仏教．PPN mana. 2. 枝，
大枝；（十字架などの）横木；一つの線からつき出た線；川の支

流；（道の）分岐点；（物語や原典の）異文，訳文；枝を出す，
（枝な
どを）張る．PPN manga.

Mana. マナ．
【地名】オアフ島，ホノルル地方ウィルヘルム・ライズ
地区（36）にある名．
【地名】モロカイ島東部（ハーラヴァ区画）に

あるヘイアウの名．
māna［まな］
（カワカワ酒を造るためにカワカワの根を，また薬とし

て使われるココナッツやククイナッツなどを）かみくだいた固まり．
Māna ‘ai. 子供に食べさせるために，おとながかんだ食物．PPN

ma‘anga.
-mānā［まな］1. （土地が）乾燥した；荒れ地，不毛の地．2. 【植物】
シダの 1 種（Pteris irregularis）．

Mānā. マーナー．
【地名】カウアイ島西部ワイメア地方の地名：町，尾

根，岬．‘Ike i ka wai ‘ula a‘o Mānā. マーナーの赤い水を見る．
【地名】

1）ハワイ島南部カウー地方の地名．2）ハワイ島北部（ワイピオ区

画）のパーカー牧場あたりの地名．
mānai［まない］レイを作るとき花などに糸を通すための針；レイを
作るために花などに糸を通す．
manakā［まなか］退屈な，うんざりする，活気のない，単調な；うん
ざりさせる，無関心な．ho‘omanaka- . manaka- と同じ；退屈にさせ

る．
manakō［まなこ］【植物】マンゴー（Mangifera indica）．
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- manakō kāne［まなこ_かね］チャトニーマンゴー：甘ずっぱいマンゴ
ーの果実に香辛料を加え砂糖で煮たもの．

manakuke［まなくけ］マングース：インド産；毒へびの天敵として
有名．英語mangoose より．マナラウ．

Mana-lau. マナラウ．
【地名】カウアイ島北部ハナレイ地方のいにしえ

（古）のサーフィンエリア．
mānalo［まなろ］
（飲めるが，あまり冷たくない水など）硬水でない，
飲用に適した．ho‘omānalo. （塩鮭などの）苦みや塩辛さを取り除
く．PNP maangalo.

mana lua［まな_るあ］
（道路など）二つに枝分かれしたもの，分岐し
たもの．

manamana［まなまな］1. mana の 1 の重複形．ho‘omanamana.（偶
像や物体などに）マナ［mana］を分け与える；迷信的な．2. mana の

2 の重複形；付属物，分出［派生］物，射出形の物［部分］，また状

のもの；枝を出す，枝を張る．PPN mangamanga. 3. 手［足］の指．

manamana kuhi［まなまな_くひ］1. 人さし指．2. 時計の針．

manamana lima［まなまな_りま］手の指（通例，親指以外の 4 指の
1 つ）．

manamana lima nui［まなまな_りま_ぬい］親指．
〈逐語〉大きな指．
manamana nui［まなまな_ぬい］大枝；手足の親指．
manamana wāwae［まなまな_わわえ/ヴァヴァえ］足指．

Mānana. マーナナ．
【地名】1）オアフ島東部（ココヘッド区画）の『ウ
サギ島』と言われる小島．Hiehie ‘o Mānana. マーナナは人を魅了す
る．2）オアフ島エヴァ地方（ワイパフ区画）パールシティにある地

域名，川．保護施設など．Lawe ‘ia aku au a‘i Mānana. わたしはマー

ナナに連れていかれます（保護されます）．
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mana‘o［まな‘お］心，精神，思考，観念，意見，持論，趣意，意向，
願望，信念；思う，考える，信じる，期待する，熟考する，判断す

る，見積もる，予期する，予想する．Mana‘o ‘ē nō ko‘u mau maka mamua

o nā waki kia‘i. わたしの目は夜警の人たちよりも前に判断する．

ho‘omana‘o. 思い出す［起こす］，思い出させる，…の記念となる．
PPN manako.

mana‘oha‘i［まな‘おは‘い］何か言うこと，説明するための考え．
mana‘o ho‘ohālikelike［まな‘お_ほ‘おはりけりけ］比較，対照．

mana‘o ho‘onalonalo［まな‘お_ほ‘おなろなろ］隠された［比喩的な］
意味．

mana‘o ‘ino［まな‘お_‘いの］悪い考え［観念］，
（嫌悪・怨恨などによ
る）憎しみ，憎悪．

mana‘o‘i‘o［まな‘お‘い‘お］信頼，信任；信頼［信用］する；…の存在
を信じる．Kumu mana‘o‘i‘o. 信条，信念，主義，綱領．

mana‘olana［まな‘おらな］希望，確信；期待する．

mana‘o maoli［まな‘お_まおり］文字通りの意味；本当の［真実の］評

価．
māna‘ona‘o［まな‘おな‘お］恐ろしい，こわい，ぞっとする（ような），
身 の 毛 の よ だ つ ；衝 撃 的 な ，不 快 に 感 じ る ；意 気 消 沈 の ．
ho‘oma- na‘ona‘o. 嫌悪［悲痛］な気持ちにさせる．

mana‘o nui［まな‘お_ぬい］重要な問題［考え］；意味．
mana‘opa‘a［まな‘おぱ‘あ］確信，決心；確信した．

mana‘o ulu wale［まな‘お_うる_われ/ヴァれ］気まぐれ，出来心，衝
動．

manauea, manauwea［まなうえあ，まなううぇあ］小さな赤い海草
の一種（Gracilaria coronopifolia）：今日ではしばしば日本の方言であ

るオゴ［ogo］と呼ばれる．
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manawa ［まなわ/まなヴァ］1. 時期，変わり目，季節，時代，年代，
年表．
〈比較〉ha‘i manawa. 2. 【病理】
（胎児・乳幼児の頭の）前部
のひよめき，泉門；ひよめきの位置にある大人の頭のてっぺん．PPN
manawa. 3. 愛（情），感情，気分，好意．

manawahua［まなわふあ］
（ガスとしばしば下痢を伴う）胃の不快；
深く悲しむ．〈逐語〉ふくれた胃．

mana wai［まな_わい］川の支流．

manawa ‘ino［まなわ_‘いの］悪い性質，激しい感情；暴風（雨）時期．

manawakolu［まなわこる］永遠［永久］の．
- pono［まなわ_く
manawa ku
ぽの］好都合な時期，適当な時期，好機．
manawale‘a［まなわれ‘あ］寛大な心，チャリティ，慈善，寄付；惜
しげなく［快く］与える；無料［無税・免税］の．

-manawanui. ho‘omanawanui［ほ‘おまなわぬい］忍耐，堅固たるこ
と，我慢強さ；忍耐［辛抱・我慢］強い，断固とした；勇敢で辛抱強

い；自分の根気を試す．PCP manawanui.

mane［まね］
【聖書】マナ：イエホヴァ（神の名）がエジプトから出

たイスラエルの民に与えた食べ物．英語ではmanna.
mānele［まねれ］肩輿（かたこし），
（中国・インド・日本などの人を
乗せる）かご，担架；担架［棺架・肩輿］で運ぶ．
Mānele［まねれ］マーネレ．
【地名】1）ホノルルのダウンタウン地区
（15）にある通りの名．2）ラーナイ島南部の地名：町，ゴルフコー
ス，サーフィンエリア，湾．

manene［まねね］
（絶壁を見下ろしたり，突然の危険に直面した時な
どの）恐怖で身震いする感覚；嫌悪［憎悪］の感情；身震いする，が

たがた［ぶるぶる］震える．
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mane‘o［まね‘お］かゆいこと；かゆい；（のどなどの）うずき；（衣服
などが）ちくちくする；性的に刺激した；くすぐったがる；くすぐ

ること．Ke pi‘i nei ko‘u mane‘o.（かゆいところを）かいている．ho‘o-

mane‘o. むずむずさせる；くすぐる．PNP mangeo.
māne‘one‘o［まね‘おね‘お］mane‘o の重複形．Maha ka pu‘u māne‘one‘o.

のどのかゆみを治す．
mānewanewa［まねヴァねヴァ］深い悲しみ，悲痛，悲嘆；悲しみの
大げさな表現．ho‘oma- newanewa. 極端な悲嘆を露呈する．

mania［まにあ］1. （非常に高い所から見下ろしたり，のこぎりの刃
をやすりで研く音を聞く時などの）ぞっとする感じ；目まい；目ま

いがして；（嫌で）ぞっとする．PPN mania. 2. 無活動の，眠ったよ

うな，活気のない．ho‘omania. 眠気を引き起こす．
māniania［まにあにあ］mania の 2 の重複形；活気のない，穏やかな，

平らな．kahi māniania. 平らな所．
mānienie［まにえにえ］
【植物】ギョウギシバ（行儀芝）
（Cynodon dactylon）：ハワイでは芝生によく使われる．

manini［まにに］1. 【魚】シマハギ（Acanthurus triostegus）：ハワイの
岩礁のどこにでもいるニザダイ科の魚．Ka pewa a‘o ka manini. マニ

ニの尻尾．PPN manini. 2. けちくさい，しみったれた．

Manini-holo［まににほろ］
【地形】カウアイ島北部ハナレイ地方ハエ
ナ国立公園にある洞窟名．乾いた洞窟（Dry cave）と呼ばれる．Wai-

(a)-Kanaloa, Wai-(o)-ka-pala‘e を参照．

manino［まにの］malino（穏やかな）と同じ．PNP malino.

manioka［まにおか］
【植物】キャッサバ（Manihot esculenta）：熱帯産

トウダイグサ科キャッサバ属の植物の総称；根茎は多量の澱粉を
含む．英語manioc より．
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mano［まの］たくさんの，多数の，4000 の；込み合った．
〈比較〉kini,

lau. ho‘omano. 増加［増大・増進］する；くり返して［根気強く］
する．PPN mano.

Mano. マノ．
【人名】カウアイ島の首長「マノカラニポー」Mano-kalani-po- の略．‘Ike ‘ia Kaua‘i o Mano. マノカラニポーのカウアイ島が

見られる．
- ［まの
mano
］【魚】サメ，フカ．PNP mangoo.
māno［まの］ダム，分水場，源泉．Nāna e kaomi nā māno. 彼女［彼］
によって多くの源流はせき止められた（押しつぶされた）．貯水池は

luawai, lua wai ho‘oki‘ok‘io, kumāno などを使う．

manoa［まのあ］たくさんの；たくさんある．Manoa nā pua o kēlā pā.

あの生け垣には多くの花がある．
mānoa［まのあ］どろどろの，厚い，がっしりした，巨大な；深度，濃
度．ho‘oma- noa. 厚く［太く・濃く］する．

Mānoa. マーノア．
【地名】カウアイ島ワイメア地方ナーパリ海岸にあ
る川の名．
【地名】オアフ島ホノルル市の地区名（地区 28）：渓谷，渓

流，滝などの名．ワイキーキーの北側の地帯でハワイ大学マーノア
キャンパスがある．He nani ‘o Mānoa wehi i ka ua. 雨で飾られるマー

ノアは美しい．
mānoanoa［まのあのあ］1. manoa の重複形．Mānoanoa ke kapu o ke
ali‘i. （高貴な）首長のカプ（タブー）はいろいろある（首長は多く

のカプに制約されている）．2. mānoa の重複形．Lepo mānoanoa. 粘

土．3. まぬけな，愚かな，冷淡な，無情な；わざわい．

Mānoanoa. マーノアノア．
【人名】マウイ島の伝説的な首長の名など．
- . マノカラニポー．
Mano-ka-lani-po
【人名】カウアイ島の首長の名．し
ばしば Mano と略して使われる．
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- kihikihi［まの
mano
_きひきひ］
【魚】シロシュモクザメ（Sphyrna zygaena）：シュモクザメの一種；頭部が両側に伸び撞木（しゅもく）に
似ている；時に人間に危害を加える．〈逐語〉かど立ったサメ．

manomano［まのまの］mano の重複形；多数［多量］の；多大；4000
の 4000 倍；偉大な；偉大．

manu［まぬ］1. 鳥；すべての翼のある動物；凧の翼．PPN manu. 2.
カヌーの先端の飾り．PPN manu.
manuā［まぬあ］1. けが，痛手；けがをする．2. 軍艦，戦艦．manuwaはつづりの異形．英語man-of-war より．

manuahi［まぬあひ］無料［無代］で［の］；姦通の，不貞の．Keiki man-

uahi. 私生子．
manu-‘ai-mı-kana, manu-‘ai-papaia.［まぬ‘あいみかな，まぬ‘あいぱ
ぱいあ］
【鳥】メキシコマシコ，バライロマシコ，パパイアドリ（Carpodacus mexicanus frontalis）：北米南部・メキシコ産の小鳥；雄は

額・のど・胸・腰が赤い．〈逐語〉パパイアを食べる鳥．

Manu‘a-kepa. マヌアケパ．
【地名】カウアイ島北部ハナレイ地方の地
名． (ka) limu o Manu‘akepa. マヌアケパのコケ（苔）：よく滑ること

で有名．

manu aloha［まぬ_あろは］
【鳥】1）ボタンインコ：ボタンインコ属
のインコの総称；大きさは 15cm前後；愛情が深く雌雄ほとんど離

れないことで有名；愛玩用；アフリカ産．2）オウム：オウム科の鳥
のうち大形のものの総称；多くは白または薄い色．

manu kapalulu［まぬ_かぱるる］
【鳥】ウズラ．
〈逐語〉ヒューと飛ぶ

鳥．
- ［まぬ_く
manu ku
］【鳥】ハト．〈逐語〉クークーと鳴く鳥．

manu ‘io‘io［まぬ・‘いお‘いお］
【鳥】ツバメ．
〈逐語〉チュウチュウ
鳴く鳥．

manu li‘ili‘i［まぬ・り‘いり‘い］【鳥】すずめ．〈逐語〉小さい鳥．
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manu mele［まぬ_めれ］
【鳥】鳴禽（めいきん）
：スズメ亜目鳴禽類の
鳥の総称；特にカナリア．

manu‘u［まぬ‘う］1. mānu‘unu‘u に同じ．Ka pae manu‘u a Kanaloa. カ
ナロア神への多くのサツマイモ（祭壇のお供えもの）．2. 病気の，弱
い，痛む．

manu ‘ula‘ula［まぬ_‘うら‘うら］
【鳥】コウカンチョウ（紅冠鳥）
：深

紅色の羽冠のある鳥の総称．〈逐語〉赤い鳥．
mānu‘unu‘u［ま ぬ‘うぬ‘う］
（測り知れないほど）広い［大きい］．

Mānu‘u-nu‘u wale ka lokomaika‘i. 神の恩寵（おんちょう）は．測り知

れないほど大きい．
manuwā［まぬわ］→ manua- ［まぬあ］を参照．

mao［まお］
（雨が）やんだ；（深い悲しみなど）和らいだ；（雨が）晴
れ上がる；（悲しみなどを）超える．PPN mao.

ma o［ま_お］…のために，…のため，…によって，…を通じて．
〈比較〉
ma（…において）．

ma‘o［ま‘お］1. 緑色．
〈比較〉 ‘o-ma‘oma‘o. 2. 【植物】自生のワタの
木（Gossypium sandvicens）．3. 【鳥】 ‘o-ma‘o（ツグミ）と同じ．PCP
mako.

ma‘ō［ま‘お］‘o-［そこに，あそこに］を参照．
mā‘oi［ま‘おい］maha‘oi（大胆な）と同じ．ho‘oma- ‘oi. 大胆な［生意
気な］ふりをする．

ma‘oki［ま‘おき］ひと切れずつにカットされたもの；（色などが）筋
［しま（縞）］になった．Ua ma‘oki ‘ia kēia papa. この板は切り分けら

れた．
mā‘oki‘oki［ま ‘おきおき］ma‘oki の重複形；モザイク，しま模様．
Kaulana ‘o Kona i ke kai mā‘oki‘oki. ハワイ島コナの海は色あいの豊

かなことで有名だ．
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maoli［まおり］原産の，土着の，純粋の，本当の，本物の；真に，本
当に，真実に．Maika‘i maoli. 実に結構だ．PPN ma(a)‘oli.

maomao［まおまお］
【魚】マオマオ（Abudefduf abdominalis）：スズ
メダイ科；ハワイの固有種．mamo, mamamo, mao も同じ．

ma‘oma‘o［ま‘おま‘お］緑色．ho‘o-ma‘oma‘o. 緑色に彩色する，緑
色にする．
mā‘ona（通常［ま‘あな］と発音されるがmā‘ana とは書かない）おな

かが満たされた，充実した，満足な；食べた，腹いっぱい食べる．
ho‘oma- ‘ona. 食べたいだけ食べる，欲しがるものをすべて与える．
PPN maakona.

maopopo［まおぽぽ］理解する，認める；明確な；はっきりと，明瞭

（めいりょう）に．ho‘omaopopo. 理解する，はっきりと［明瞭に］

する，はっきり話す，理解しようとして注意を払う．
māpala, māpela［まぱら，まぺら］大理石，御影石．英語marble より．
mabela は異形．
māpu［まぷ］1. 香気（特に風に吹かれて漂う香り）；（香りなどが）漂

っている．2. （飛行機などが）急降下すること；（猛鳥などの）急襲.

PPN（たぶん）mapu.
māpuana［まぷあな］māpu と同じ．
māpuna［まぷな］泡立つ泉；（荒れた海のような）泡．
〈比喩〉感情
が高まること．
māpuna hoe［まぷな_ほえ］パドルを水にちょっとだけ浸す（パドル
が空を切っている）．‘Elua nō māpuna hoe, kū ‘oe i Kuaihelani. 2 度も

パドルが空を切っている，おまえはクアイヘラニにいる（Kuaihe-

lani：死者の世界）．
māpunapuna［まぷなぷな］māpuna の重複形．Māpunapuna mai ana kō
aloha ia‘u nei. あなたの愛がわたしの中に湧き出てきます．

mare［まれ］→ male［まれ］を参照．
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mau［まう］1. 常に；不変の，一定の；続ける；継続．ho‘omau. 持
続する，続ける，くり返す．PPN ma‘u. 2. （月経などが）止まった；

（釣針または魚などが）引っ掛かった，からまった；（カヌーなど）座

礁した；（自動車など）動かなくなった，エンストした． ho‘omau.

（砂の中にいかりを）しっかり固定する；いかりを降ろさせる，停止

させる．PPN ma‘u. 3. 【文法】複数を示すマーカー（主として k で

始まる所有格および指示詞の後に，また数詞や he の後に使われる）．

PCP mau.
- ［ま‘う
ma‘u
］1. 湿気のある，ぬれた，湿っぽい，冷たい，すがすが
- . 湿らせる，ぬらす，
しい．ho‘oma‘u
（土地に）水を注ぐ，浸す；…
から（日）光をよける，涼しくする．2. ないよりはまし．He ma‘ū ia.

ないよりはましです．
māua［まうあ］
〔人称代名詞〕1）1 人称双数（聞き手を含まない）主

格．わたしたち 2 人は［が］．2）1 人称双数（聞き手を含まない）目
的格．わたしたち 2 人に［を］．PPN kimarua, PNP kimaaua, PEP maaua.

ma‘u‘a［ま‘う‘あ］無関心な，無頓着な．

maui［まうい］サツマイモの一種．

Maui. マウイ．
【島名】ハワイ 8 島の 1 島：マウイ郡に属する（マウイ

郡はラーナイ島，カホオラヴェ島，一部を除くモロカイ島を管轄す

る）．愛称は Maui a Pi‘ilani. ピイラニ（首長）のマウイ島．
māui［まうい］ねん挫，
（心の）傷；ねん挫した，傷ついた．Māui ka
pua, uē ‘eha i ke anu. 花は打ちすえられ，寒さの中で苦痛にすすり泣
く．ho‘oma- ui. 打ち据える，（強い）雨や波で打ち倒される．

Māui. マーウイ．1.【神話】太陽をわなで捕らえた半神半人であり，ま

た神話における文化英雄．2. 【天体】プレアデスの側にある星の名．

mauka［まうか］uka［内陸］を参照．
mā‘uka‘uka［ま‘うか‘うか］未熟な人；半人前の，臆病な，役立たず：
女性が男性に対して嘲笑する語．
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Maukele. マウケレ．
【地名】逐語は「常にじめじめしている」で湿っ

た森林地帯などをいう．ハワイ島北部（ワイピオ区画）の森林地帯，

ハワイ島東部プナ地方の森林地帯がよく現れる．またma‘ukele［雨の
降る森林地帯］と混同して使われる．

ma‘ukele［ま‘うけれ］雨の降る森林地帯．〈比較〉ma‘ū, maukele.

ma‘ule［ま‘うれ］力のない，いくじなしの；落胆した．ho‘oma‘ule. 気
絶させる；気が遠くなる；気絶したふりをする．

mauli［まうり］生命，心臓，生命の中枢；魂，精神．PPN ma‘uri.

mauli‘awa［まうり‘あわ/まうり‘あヴァ］しゃっくり；息が止まるこ
と；しゃっくりをする，臨終で息が止まる．

maumau［まうまう］mau の 1 の重複形．E maumau ē! 継続せよ！
ma‘uma‘u［ま‘うま‘う］ ‘āma‘uma‘u（シダ）と同じ．

mauna［まうな］山，山岳地帯；山の多い，山ばかりの．PPN ma‘unga.

Mauna-‘ala. マウナアラ．
【地名】オアフ島ホノルル地方のヌウアヌ地

区（地区 11）にある地名．王室の霊廟（れいびょう）がある．E kilohi
au i ka nani nā pua o Mauna‘ala. わたしはマウナアラの多くの花の美

しさをちらっと見る．

Maunahina［まうなひな］マウナヒナ．
【地形】マウイ島，ハレアカラ
ー火口にある噴石丘［火山錐］．〈逐語〉灰色の山．

Mauna Kea. マウナ・ケア．
【地名】ハワイ島ハーマークア地方にある
ハワイ最高峰の山（4,205m. 13,796ft. この数値は USGS のもの）．地

域名（地図区画名）：逐語は「白い山」で冬期の山頂は雪で覆われる．
国立公園，保護林，近年では日本の『すばる望遠鏡』を初めとする
各国の天文台がある．

Mauna-lahilahi. マウナラヒラヒ．
【地名】オアフ島ワイアナエ地方（ワ
イアナエ区画）の西にある地名：町，町の西にある山，海浜公園な
ど．岬名は Lahilahi Point. Maunalahilahi, Piha me ka honu. マウナラヒ

ラヒ，ウミガメがいっぱい．
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Mauna-lei. マウナレイ．
【地名】オアフ島ホノルル地方カイムキー地

区（33）の街路名．
【地名】ラーナイ島北東部の地名：渓谷，トレイ
ル．かつてはヘイアウがあった．
〈逐語〉レイ（の）山．ラーナイ島
にかかる雲がレイを想像させたからといわれる．

Mauna Leo/Maunaleo. マウナレオ：逐語は「声の山」．マウイ島を歌
ったメレに多く現れ，またこの名のフラ集団もある．

maunaloa［まうなろあ］
【植物】マウナロア：つる性の多年草．花は
白，ラヴェンダー，ピンクなどでレイに使われる．

Mauna-loa. Mauna Loa. マウナロア：逐語は「大きな山・長い山」で

山［峰］の名などに多く現れる．ハワイ島の火山が特に有名．
『PLACE
NAMES OF HAWAII』では山の名と他の地名を分けて扱っている．

Mauna-loa. マウナロア．
【地名】オアフ島ホノルル地方カイムキー地

区（33）の街路名．
【地名】1）モロカイ島西部（イーリオ区画）の

町の名（地図では Mauna Loa 表記）．2）モロカイ島西部一帯の地名，

楯状地（たてじょうち）で２つの頂をもち，峰の１つプウナーナー

［Pu‘unānā : 420.9m. 1,381ft. ］はおの（斧）にした石材の産地．

Mauna Loa. マウナロア．
【山名】ハワイで 2 番目に高い，活動してい

る火山（13,680ft. 4,170m. この数値は USGS のもの）．海底からでは
世界で一番高く大きいと言われている．地域名（区画名）でもある

が，地域の様相は噴火によって変っている．E ‘alawa iho lā Mauna
Loa. マウナロア山をちらりと見る．

Mauna-lua. マウナルア．
【地名】オアフ島ホノルル市の副地区名：ワ

イアラエ湾，ハワイカイの町一帯の地名（ココヘッド区画）：湾，保
護林，海浜公園などの名．ハワイカイの呼び名の方がよく使われる．

〈逐語〉２つの山．
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Mauna-wili. マウナヴィリ．
【地名】1）オアフ島東部（ココヘッド区

画）にある地名：谷，川．2）オアフ島コオラウポコ（モオカプ区画）
にある地名：町（ヌウアヌ・パリの東），街道名．Nā pua rose o Mau-

nawili. マウナヴィリのバラの花．Ma kaka‘i pali o Maunawili. マウナ
ヴィリの崖に沿って歩く．〈逐語〉よじれた山．

maunu［まうぬ］
（釣り・わななどに用いる）餌（え），えさ；黒魔術
に使われた物（髪の毛・唾液・つめの削りくず・排出物・衣類・食

べ物の残りくずなど）．PPN maunu.
ma- unu［まうぬ］（鳥が）換羽する；（へびなどが）脱皮する．

mau‘u［まう‘う］
（スゲ・イグサ・牧草などの）草の総称．PPN mohuku.
mau‘u Kepanı［まう‘う_けぱに］
【植物】コウライシバ（Zoysia tenuifolia）．〈逐語〉日本草．

Mau‘u-mae. マウウマエ．
【地名】オアフ島ホノルル地方ウィルヘルミ
ナ・ライズ地区（36）の峰．カクヒへヴァ（オアフ島の首長）はこ
の地で死んだとされる．

mau‘u malo‘o［まう‘う_まろ‘お］まぐさ，わら，あらゆる干し草．
māwae［まわえ/まヴァえ］1. （岩にあるような）割れ目，裂け目，ひ

び；ひびがはいる，裂ける，割れる．2. 分類する，種類［部類］に
分ける，選ぶ；（汚れなどを）洗い落とす．
〈比較〉wae（選ぶ）．PPN
maawae.

mawaena［まわえな/まヴァえな］waena を参照．

mawaho［まわほ/まヴァほ］waho を参照．

McCully［英語］マッカリー．
【地名】オアフ島ホノルル市の地区名（地
区 25）：通りなどの名．Lawrence McCully Judd（1887-1968）に因んだ

地名．

me［め］1. …とともに，…と一緒に．a- me. …と．PCP me. 2. …と同じ
く，…の（する）ように．Like me ‘oe. あなたと同じく．PCP me.
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mea［めあ］1. 物，人．
〈比較〉mea ‘ole. PPN me‘a. 2. …の所有者［所
有主］．
〈比較〉mea ‘a-ina, mea hale. 3. …する［した］人［物］，…の
人［物］．
（他の語と複合して使われる；mea hula, mea kia‘i, mea oli を

参照）．4. （名前や言葉に窮した時に言う）だれだれ，なにがし，な

になに；これこれの，しかじかの．‘O mea mā. などなどその他．5.

根拠，理由；…の手段；…だから，…ゆえに．No ka mea. …だから，…

ゆえに．6. （赤土が混入している水のような）赤みがかった茶色；
黄ばんだ白色．PPN mea.

mea ‘ai［めあ_‘あい］食物．
-mea ‘ai māmā［めあ_‘あい_まま］軽食．

mea ‘ai momona［めあ_‘あい_ももな］デザート．
mea ‘āina［めあ_‘あいな］土地所有者．
mea ‘e- ［めあ_‘え］普通でない，尋常でない，異常な，並み並みなら
ぬ；一風変わった人；外国人．

mea hale［めあ_はれ］家所有者；家の一部に属する物．

mea hou［めあ_ほう］新しい情報，ニュース；新しい，最近の．He aha
ka mea hou? 新しい物は何ですか．

mea hula［めあ_ふら］フラダンサー．

mea iki［めあ_いき］少量［わずか］な取るに足りない［重要でない］

もの．He mea iki. ほんのわずかで，どういたしまして（「ありがとう」
の返事としてしばしば言われる）．

mea inu［めあ_いぬ］
（茶・コーヒー・ビール・牛乳など水以外の）飲
み物，飲料．
mea ka- kau［めあ_かかう］作家，著者．

mea kanu［めあ_かぬ］植物，作物．

mea kia‘i［めあ_きあ‘い］保護者，守護者，防護物．
mea koho［めあ_こほ］投票者，有権者，選挙人．
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mea nui［めあ_ぬい］最愛の人，愛着のある物；大切な人；重要なも
の．

mea ‘ole［めあ_‘おれ］重要でない，くだらない，取るに足りない，
（法
律上）無効の；全くつまらないもの．

mea oli［めあ_おり］オリ［oli］の歌い手；誇りをもってオリを歌う
人；オリ主唱者．

mea ‘ono［めあ_‘おの］すべての種類の菓子，パン菓子，クッキー．
〈逐
語〉おいしいもの．

mea ‘ono kuki［めあ_‘おの_くき］クッキー．

mea ‘ono pua‘a［めあ_‘おの_ぷあ‘あ］中華肉まんじゅう（今日では俗
にmanapua と呼ばれている）．

mea ulu［めあ_うる］野菜，栽培している植物．
medala［めだら］→ mekala［めから］を参照．

me‘e［め‘え］（勇敢な行為と高潔な人格で賞賛される）英雄，勇士．

meha［めは］mehameha に同じ．

mehameha［めはめは］寂しさ，孤独，沈黙；孤独の，ひとりぼっち
の；カプ（タブー）の静けさの間のような，静寂な．ho‘omehameha.

静寂［孤独］にさせる；静かにさせる，黙らせる．

mehana［めはな］太陽の暖かさ［温かさ］；太陽の恵み．mahana の

異形だが，たいへん多く現れる．Ka mehana o ka lā. 太陽の温もり．

mehe［めへ］…のような，まるで…であるかのように．この語はしば
しばme he と 2 語でつづられる．PCP mese.

meheu［めへう］通った跡，足跡，跡を追うこと；（小道・細道などを）
踏んだ，踏み固めた；上を歩いた．ho‘omeheu. 通った跡を残す．

Mei［めい］5 月．英語 May より．

meia［めいあ］市長．英語mayor より．

me ia［め_いあ］彼［彼女］と（共に）．
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meka［めか］【カトリック】ミサ．Pule meka. ミサ．mesa は異形．

mekala［めから］1. メダル．英語medal より．medala は異形．2. 金
属，メタル；（犬の鑑札のような）下げ札．英語matal より．metala
は異形．

mekanika［めかにか］メカニック，機械学．英語mechanic より．
mekia［めきあ］陸軍少佐．英語major より．

Mekia［めきあ］
【聖書】救世主，メシア，キリスト．Mesia も同じ．ギ
リシャ語 Messias より．

Mekiko［めきこ］
【国名】メキシコ；メキシコの（人）．英語 Mexico よ
り．

Melanikia［めらにきあ］
【地理】メラネシア（豪州大陸北東方の群島）；
メラネシアの（人）．後見返し地図参照．英語 Melanesia より．

mele［めれ］1. 歌，あらゆる種類の歌；詩；（歌・典礼聖歌を）歌．
【文

法】冠詞は ka, ke ともに使う．ho‘omele. 歌や典礼聖歌を歌わせる．
2. 黄色．3. 笑い楽しむ，お祭り気分の．Mele Kalikimaka. メリー・

クリスマス，クリスマスおめでとう．英語merry より．

mele aupuni［めれ_あうぷに］国歌．

mele hai pule［めれ_はい_ぷれ］賛美歌，宗教歌．

mele ho‘ohiamoe keiki［めれ_ほ‘おひあもえ_けいき］子守歌．
〈逐語〉
子供を寝かしつけるための歌．

mele ho‘oipoipo［めれ_ほ‘おいぽいぽ］ラブソング，セレナーデ．
〈逐

語〉求愛歌．
-mele ho‘onānā keiki［めれ_ほ‘おなな_けいき］子守歌，子どもをなだ
めるための歌．

mele inoa［めれ_いのあ］名前歌（首長などを讃えて作られた歌）．inoa
も同じ．

mele kāhea［めれ_かへあ］昔のフラダンス学校に入学するための歌．
〈逐語〉召集歌．
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Mele Kalikimaka［めれ_かりきまか］メリー・クリスマス，クリスマ
スおめでとう．英語 Merry Christmas より．

mele kanikau［めれ_かにかう］葬送歌，哀悼歌．

melekule［めれくれ］【植物】トウキンセン（Calendula officinalis）．
mele ma‘i［めれ_ま‘い］ma‘i［生殖器］を参照．

melemele［めれめれ］黄色の；（髪が）金髪の．ho‘omelemele. 黄色
で彩色する［描く］．

Melemele［めれめれ］【天体】星の名前．PNP Melemele.

meli［めり］ハチ，ハチミツ．nalo meli. ハチ．wai meli. ハチミツ．

melia［めりあ］
【植物】プルメリアまたはインドソケイの木の総称お
よび種類．

memele［めめれ］1. melemele に同じ．2. mele の重複形で複数を表
す．Nā po‘e memele. 歌い手たち．

mene［めね］1. 怠け，鈍感；（刃物の）なまくら；なまくらの，
（刃
物の）鈍さ［切れ味の悪い］．ho‘omene. 鈍くする；鈍い，なまく

らの．2. 後に下がる，引っ込む，しりごみする．PPN mene.

Menehune［めねふね］メネフネ：夜間に池・道路・神殿などを建造

するために働いた小柄な人達伝説上の一族；仕事が一夜で終えな
ければ，未完成のままにしておいた．PCP M(a, e)n(a, e)(f, s)une.

menemene［めねめね］mene の 1 と 2 の重複形；（寒さ・苦痛などで）
縮み上がる；気後れ．〈比喩〉同情する，痛ましく感じる；深い同

情；愛する人を気遣う E menemene ana au i ka‘u mea e menemene aku

ai. わたしは自分の痛ましく思う者を痛ましく思う．Menemene au i

ku‘u mo‘o-puna. わたしは両親を気遣う．

me‘o［め‘お］
（通常，遠まわしに）小言を言う，いじめる；（準備され
ている食物などを）じっと見ているうちによだれをたらす；いかに
も欲しそうな目でうろうろする．

me‘ome‘o［め‘おめ‘お］me‘o の重複形．
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mesa［めさ］→ meka［めか］を参照．

metala［めたら］→ mekala［めから］を参照．
mī［み］1. 尿；放尿［排尿］する，小便をする（mimi よりも使われ
ない）．2. 夢（希望はmana‘olama）；夢をみる．He aha kāu mī? どん

な夢だったの（あなたの夢はどんなでしたか）．
〈比較〉moe‘uhane. 3.

【音楽】シ：全音階の第 7 音．4. ミスター，…さん，様，殿，氏．Mī

Laiana. ミスターライアンズ，ライアンズ様．英語mister より．mika
を参照．5. わたしを，わたしに：多くはフラ，メレの歌詞の中で使
われる．英語me より．

-mia.【文法】受動態または命令法を表わす接尾辞．inumia を参照．PPN
-mia.

miha［みは］静か；静かにする．‘O Pele lā ko‘u akua, miha ka lani, miha
ka honua. ペレはわが神，天よ静かに，地よ静かに．

mihi［みひ］後悔；後悔する，わびる，謝る，済まないと思う，悔や
む；ざんげする．PNP misi.

mika［みか］ミスター，…さん，様，殿，氏．英語mister より．mī の

4 を参照．
mīkana［みかな］
【植物】パパイア（Carica papaya）：熱帯アメリカ原
産の高木．

mikanele［みかねれ］宣教師．mikionali も同じ．英語missionary より．
ho‘o-mikanele. 宣教師のように振る舞う；善人ぶる．

miki［みき］1. 急速な，活動的な，素早い，迅速な，機敏な，仕事が

速く能率的な；早さ，機敏さ．2. ちょっと浸る；（塩づけの牛肉を沸
騰している湯の中へ入れた時，または衣服などが）縮む，つまる；

（鉄製のわなの両側が）同時にはね返る；（タコなどを）おびき入れ
る；（岸から返す引き波が）遠ざかる；（沸騰によって水が）蒸発し
た．PPN miti.
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miki‘ai［みき‘あい］指についたポイ，指からしたたるポイ；（すくっ

て食べるために）指をポイに入れる．
《参考》伝統的なハワイ人は離

乳のとき，ポイを指につけ，子供にしゃぶらせて育てた（育てる）．

miki‘ala［みき‘あら］機敏な，敏捷（びんしょう）な；手早く．

miki‘ao［みき‘あお］
（ネコ・タカなどの）かぎ爪，
（手足の）爪．PCP mitikao.

mikilana［みきらな］
【植物】ジュラン（樹蘭）
（Aglaia odorata）：マホ
ガニー属のかん木；光沢のある葉と香りの良い花を持つ．misilana
は異形．

mikimiki［みきみき］miki の 1 と 2 の重複形．

mikinele［みきねれ］mikanele（宣教師）に同じ．
mīkini［みきに］機械，モーター，エンジン．
mīkini helu［みきに_へる］加算器，計算器．
mīkini holoi［みきに_ほろい］洗濯機．
mīkini humuhumu［みきに_ふむふむ］ミシン．
mīkini kikokiko hua［みきに_きこきこ_ふあ］タイプライター．
mīkini ‘oki mau‘u［みきに_‘おき_まう‘う］芝刈り機．
〈逐語〉草切り
の機械．

mīkini pa‘i nūpepa［みきに_ぱ‘い_ぬぺぱ］印刷機．
〈逐語〉新聞を印
刷する機械．

mikinolia［みきのりあ］【植物】モクレン（Magnolia grandiflora）．

mikioi［みきおい］技能や腕前，その他何でもすることが優美で見事
な；（技量の成果として）すばらしく作られた．ho‘omikioi. 手際よ

く上手に行なう．

mikiona［みきおな］伝道，布教．misiona は異形．英語mission より．

mikionali［みきおなり］伝道師，宣教師．mikanele, mikinele も同じ．misionari は異形．英語missionary より．
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miko［みこ］1. 塩で調味した；塩づけの．ho‘omiko. 調味する，…に

塩を振りかける．2. よじれる，もつれる，わなに掛かる；（糸・綱な
どの）よれ，よじれ．

mile［みれ］マイル（約 1,609.3m）．英語mile より．

mili［みり］1. （かわいい子供などを）手でさわる，手で触れる，愛
撫する，抱き締める；かわいがる，いとしい．PPN mili. 2. 遅い，の

ろい，（仕事などが）非効率的な．

milia［みりあ］mili の受身形．Ka-pua-i-milia. 愛された子供（人名）．
mili ‘apa［みり‘あぱ］遅い，のろい．

milika‘a［みりか‘あ］繰り返し行なう，利益の少ないことをし続ける；

何度も世話をする［かわいがる］．Ua milika‘a ‘ia e ko‘u mākua.（わた
しは）両親にかわいがられました．

mililani［みりらに］賞賛する，褒めそやす；礼を述べる，感謝する；
人気者扱いする．E mililani aku au iā ‘oe. わたしはあなたに感謝しま

す．

milimili［みりみり］1. mili の 1 の重複形；おもちゃ；大好きな，気に
入りの，最愛の，愛用の；最愛の人，いとしい子．2. mili の 2 の重

複形．

miliona［みりおな］100 万，100 万個，100 万人．英語million より．
- pua. ミリオープア．
Mili-‘o
【地名】オアフ島カリヒ渓谷（ホノルル地
方）の愛称．He aloha nō ka uka o Mili‘ōpua. ミリオープアの高地は大

好きです．

milo［みろ］1. 【植物】12mの高さになる木（Thespesia populnea）：通
常，岸辺近くに生育する日よけ用の木；その美しい木から器が作ら

れる．PPN milo. 2. 巻き毛，カール；（センニットの撚り糸などを）

より合わせる，よじる；（水などを）渦巻かせる，ぐるぐる回す；人
工流産．PPN milo.

419

Milo-li‘i. ミロリイ．
【地名】カウアイ島北西部ワイメア地方ナーパリ海
岸の地名：渓谷，国立公園．
【地名】ハワイ島西部コナ地方（ホオプ
ーロア区画）の地名：湾，港町など．

milu［みる］（果実などを押してみて）柔らかい，腐りかけた．

Milu［みる］地下世界（地獄ではない），あの世，あの世の支配者（ハ

ワイの神話にある邪悪な振る舞いをした古代の支配者の名前に由

来する）．

mimi［みみ］尿；放尿［排尿］する，小便する．ho‘omimi. 排尿させ
る；（子供などが）排尿するのを手伝う．PPN mimi.

mimilo［みみろ］milo の重複形．Mimilo ke aloha, ē ke hoa. 愛はよじれ
ているのだ，親しい友よ．

mina［みな］minamina, mamina と同じ．PCP mina.

minamina［みなみな］1. 後悔する，済まないと思う；失われる物を

嘆き悲しむ；後悔，残念，遺憾．2. （特に失われる危険にさらされ
ている物を）大いに重んずる，大切にする；価値，真価．3. つまし

い，経済的な，しみったれた；（人が大切にしている物に対して）強
欲な；節約，倹約．

mino［みの］小さいくぼみ，沈下，へこみ；くぼんだ，しわが寄った．

mino‘aka［みの‘あか］ほほ笑み；ほほ笑む．
〈逐語〉うれしそうなく

ぼみ．ho‘omino‘aka. ほほ笑ませる，ちょっとほほ笑みを浮かべる．

minuke［みぬけ］
（時間単位の）分．minute は異形．英語minute より．

minute［みぬて］→ minuke［みぬけ］を参照．

mio［みお］1. たちまち見えなくなる；（水の流れのように）速く移動
する；急いで逃げる；盗む；急いで出発する．2. 細い，とがった，先

細の．

miomio［みおみお］mio の 1 と 2 の重複形．kāma‘a miomio. 先のとが
った靴．
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miona［みおな］1. 迅速な失踪［行動］．2. （臀部などの）割れ目．

misilana［みしらな］→ mikilana［みきらな］を参照．
misiona［みしおな］→ mikiona［みきおな］を参照．

misionari［みしおなり］→ mikionali［みきおなり］を参照．
miula［みうら］ラバ，ロバ．英語mule より．

miulana［みうらな］
【植物】キンコウボク（金香木）
（Michelia cham-

paca と M. longifolia）：東インド産モクレン科オガタマノキ属；オ

レンジ色の花も白色の花も香りがある；白い花をつける物は中国

の pak-lan であり，ハワイ語では pakalana とも呼ばれる．
-［も
mo
］moku の 1 と 2 の短縮形．Mō ka pawa. 夜が明けた．Mō ka piko.

へその緒を切った．〈参照〉Mō-kapu, moku.
- -. 1. mo‘o（連続）の短縮形．
mo
〈比較〉mo‘olelo（物語）．2. mo‘o（ト
カゲ）の短縮形．地名の Mo- ‘ili‘ili. を参照

moa［もあ］鶏のひな．PPN moa.

mo‘a［も‘あ］調理した；（太陽によって）日焼けした；料理（するこ
と）．ho‘omo‘a. 料理する．

Moa‘e［もあ‘え］貿易風．a‘e の 2 を参照．
mōakaaka, moakaka［もあかあか，もあかか］明確な，はっきりした，

わ か り や す い ； 明 快 ， 明 晰 （ め い せ き ）．〈 比 較 〉 akaaka.
- akaaka. 説明，定義（付け）；はっきり［明白に］説明する，
ho‘omo

明らかにする．
moa kāne［もあ_かね］オンドリ，雄鶏．〈逐語〉男の鶏．

moamoa［もあもあ］1. オンドリとしての役割を果たす；世話をする，
めんどうをみる；（子供や被保護者などに）食べ物を与える．ho‘o-

moamoa.（メンドリと一緒に居るオンドリのように）同行する；世

話をする，保護する，大事に育てる．2. 【魚】pahu［ハコフグ］と

同じ．PPN moamoa.
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moana［もあな］1. 大洋，海洋，大海，湖．PPN moana. 2. 野営地，首

長たちが集まる会議場所．ho‘omoana. 野営する．3. 広い，広大な，
広がった，広々した，広がっている．ho‘omoana. （マットなどを）
床に広げる．

Moana-lua. モアナルア．
【地名】オアフ島ホノルル市の副地区名：住
宅地．歴史的建造物も多い．
『この木何の木，日立の木』のあるとこ
ろ．この地名は他にもあるが，オアフ島のモアナルアはハワイの王
家とつながりが大きく，ビショップ博物館やカメハメハスクールな

どもこの一帯（隣接した地域）にある．A hiki ‘o ka lani i Moana-lua. 位
の高い首長がモアナルアに現れる．〈逐語〉2 つの野営地．

Moana-nui-ka-lehua. モアナヌイカレフア．
【神話】ペレの親しい友人
でタヒチから一緒にきた女神の名．カウアイ島とオアフ島間の海峡

（Ka‘ie‘ie など）に住んでいたという．〈逐語〉レフアの大きな海．
-Moana Pākı-pika ［もあな_ぱきぴか］
【地理】太平洋．Moama Pākīpika
Ākau. 北太平洋．Moama Pākīpika Hema. 南太平洋．

moani［もあに］
（通常，香りを運んでくる）そよ風または穏やかな風；
漂う香り；（風が）香りを運ぶ．

Moani‘ala［もあに‘あら］
【気象】ハワイ島東部プナ地方に吹く優しい
陸風．No Puna ka makani Moani‘ala. プナからのモアニアラの風．

Moanike‘ala［もあにけ‘あら］
【建築物】
『Kimo (Henderson) Hula』とい
うメレに現れる家の名．ハワイ島の東部一帯（ヒロ区画，ホノムー
区画，フムウラ区画，マウナケア区画）の高地 Pi‘ihonua にある．

moano［もあの］
【魚】オジサン（Parupeneus multifasciatus）：スズキ目
ヒメジ科の魚．
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Moa-‘ula. モアウラ．
【地名】オアフ島中央部キーパパ（ワヒアワー区
画）にあるヘイアウ名．
【地名】1）モロカイ島東部（ハーラヴァ区

画）にある滝の名．エマ女王に関連した地．Lei ho‘i ‘oe i ka ‘ehu wai
o Moa‘ula. あなたはいままさにモアウラのしぶきで飾られる．2）モ

ロカイ島ワイコル（カマロー区画）にある地名：滝，川，ヘイアウ
など．
【地名】1）ハワイ島カウー地方（ホヌアポ，マウナロア，パ

ーハラ区画）の地名で Mo‘a-‘ula と呼ばれていた：峡谷など．2）ハ

ワイ島北部（ワイピオ区画）にあるヘイアウ名．
〈逐語〉赤いニワト
リ．

Mo‘a-‘ula. モアウラ．Moa-‘ula を参照．
〈逐語〉
（ペレの炎で）赤く焼
かれたニワトリ．

moa wahine［もあ_わひね］メンドリ．〈逐語〉女の鶏．

moe［もえ］1. 寝る，横たわる；待ち伏せする；（首長の前に）ひれ
伏す；（トランプなどを）下に置く；（鳥が）卵を抱く．ho‘omoe. 寝

させる，横たえる；（めんどりに）卵を抱かせる，
（漁網を）しかける；

手を引く；（動議などを）延ばす，延期する；（議案・動議などを）握

りつぶす，棚上げする．PPN mohe. 2. …と結婚する，連れ添う，
（異
性と）寝る；結婚．ho‘omoe. 結婚を取り決める．3. ベッド，寝場

所．4. 夢．

moe ‘ino［もえ_‘いの］悪夢；うなされること；寝返りをうつ，悪夢
を見る．

moe ipo［もえ_いぽ］恋愛をする；愛人と寝る；不貞［不義］を犯す．

moekolohe［もえころへ］姦通，不貞，不義；不貞を犯す，姦淫（か

んいん）を行なう；姦通の，不貞の．〈逐語〉不法の交合［交接］．

ho‘omoe-kolohe. 姦通に誘い込む．

moe lepo［もえ_れぽ］地べたに寝る人；地べたに寝る．
〈比喩〉死者；
不潔な働く気のない人．
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moemoe［もえもえ］待ち伏せ；待ち伏せしている；隠れている．

ho‘o-moemoe. 横たわせる；寝付かせる；結婚を取り決める．
moemoeā［もえもえあ］よい夢；夢をみる，空想する．Ho‘okō ‘ia nei

nā moemoeā. 多くの夢がいまかなえられる．〈比較〉moehewa, moe
‘ino, moe-kāhua, pahulu.

moena［もえな］1. マット，カーペット．PPN moenga. 2. ソファー，
ベッド．3. 寝所．

moena weleweka［もえな_ヴェれヴェか］ベルベットのベッドカバー，
あ ら ゆ る 種 類 の 柔 ら か い マ ッ ト ，カ ー ペ ッ ト ．〈参 照 〉moena,

weleweka.

moe paipai［もえ_ぱいぱい］揺りかご．〈逐語〉揺り床．

moe‘uhane［もえ‘うはね］夢；夢を見る．〈逐語〉霊魂睡眠．
-mōha- ［もは］（花などが）十分に育った；（人など）立派な体格の．
mōhai［もはい］神にいけにえ（生け贄）を捧げること，
（神への）奉
納；犠牲を捧げる．〈比較〉hai.
mōhai ‘ai［もはい_‘あい］（食べ物の）お供え．
mōhai ‘ahi［もはい_‘あひ］
【聖書】燔祭（はんさい）：捧げもの［いけ
にえ（生け贄）］を祭壇で焼きつくすお供え．
mōhai ‘ala［もはい_‘あら］香を焚いた祭壇：捧げものとして香を焚

く；祭壇の香．
mōhai aloha［もはい_あろは］自由意志でする奉納；慈悲奉納．
mōhai ho‘omalu［もはい_ほ‘おまる］
（神との交わりを確かなものに
するための）酬恩祭．

mohala［もはら］
（花びらが）開いた；開花している；（思春期が過ぎ
たばかりの若者のように）花盛りの；（光のように）前方にきらめ

く；（考えなどが）はっきり現われた；（徐々に）発展した，発達し
た．ho‘omohala. 開発する，
（考え・意図などを）表わす，展開する，
回復する；発達，発育，進展，発展．
424

mōhalu［もはる］1. ゆるい，ゆるんだ；くつろいで，抑制されない
- halu. ゆ
で，自由で；楽な，気楽な．Hale mo-halu. 休息施設. ho‘omo

るめる，…から力を抜く；くつろがせる，楽にさせる．2.（花などが）

開く．mohala も同じ．
Mōhalu［もはる］
【ハワイ暦】ハワイの暦月の 12 日（ほぼ満月）．カ

ーネのカプ（タブー）のはじまる日で植物が好む日といわれる．
mōhaluhalu［もはるはる］mōhalu の 1 と 2 の重複形．Mōhaluhalu ka
lehua o Lulu‘upali. ルルウ崖のレフアの花が開く．

moho［もほ］1. （政治活動への）志願者；（各種の）レースまたはレ

スリングや賭（かけ）競技に参加するために選ばれた代表者．2.【鳥】
ハワイクイナ（Pennula sandwichensis）：クイナ科；短い羽と細い体，
長い脚と足指を持ち泣き声が鋭い；水辺・草原・森林に住む絶滅

した飛べない鳥．PPN moso. 3. （葉が）開く．PCP mo(f, s)o.

moi［もい］
【魚】ツバメコノシロ属の魚（Polydactylus sexfilis）．PCP moi.

Mo‘ikeha. モイケハ．
【人名】伝説的なカウアイ島の首長の名．
【伝説】
オアフ島の首長の息子のモイケハとオロパナたちは途中ハワイ島

に寄りながらタヒチに向う．オロパナはタヒチで頭角を現し首長と
なり，１人モイケハだけが戻る．ときにカウアイ島の首長のプナが
娘のホオイポの結婚相手を決めるカヌーレースを催し，勝ったモイ
ケハはカウアイ島の首長になる．モイケハとオロパナはハワイの絵
画によく描かれている．
- mō‘ī［も‘い］国王，君主，支配者，女王．
Mō-‘ili‘ili［も‘いり‘いり］モーイリイリ．
【地名】オアフ島ホノルル市
の地区名（地区 29）：公園，グラウンドなどの名．
〈逐語〉丸い石の

トカゲ（ペレの妹のヒイアカにより砕かれ石にされた）．
- mō‘ī wahine［も‘い_わひね］女王．
--mōkākī［もかき］ちりぢりになった，
（物を）散らかした；不整頓．
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Mō-kapu. モーカプ．
【地名】オアフ島東部の地域名（区画名）．かつ
ては Moku-kapu［神聖な地，禁忌地区］と呼ばれた：半島，学校，岬

など．Hanohano Mō-kapu i ka ‘ehu kai. 海のしぶきはモーカプの栄光．

【地名】モロカイ島東部（カマロー区画）にある島の名．

mokihana［もきはな］
【植物】カウアイ島だけに見られる自生の木

（Pelea anisata）：その小さな堅いシソの香りのする果実は，レイに使

われる．‘O ‘oe ē ka hanu pua mokihana. あなた，モキハナの吐息．
mōkio［もきお］1. （口笛を吹くために唇を，または水にもぐった後
に鼻孔などを）すぼませる，縮ませる．2. 動くこと，動き．motio も
同じ．ラテン語mōtiō より．

moko［もこ］mokomoko と同じ．PPN moto.

mokomoko［もこもこ］
（ボクシングまたは飛び入り自由のレスリン
グでの）あらゆる接戦，乱闘；闘士，ボクサー；拳闘をする，…と戦

う．

Moko-li‘i, Moko-li‘ili‘i. モコリイ，モコリイリイ．
【地名】オアフ島コ

オラウポコ地方カネオヘ湾のクアロア岬の沖にある小島．近くのコ
ホラーレレにある養魚場もこの名で呼ばれる．ペレの妹のヒイアカ
によって倒された小さなトカゲの尻尾が島になったと言われる．

〈逐語〉小さなトカゲ．Aia i ka nani ‘o ka Mokoli‘ili‘i. ここに美しいモ
コリイリイがあります．

moku［もく］1. （ロープなどが）切られる，切断される，2 つにひき

ちぎられる；（雨が激しく降った後の川の流れのように）一気に解
き放たれた，
（束縛を受けていた人が）束縛を脱した．Moku ka pawa.

夜が明けた．ho‘omoku. 切り分ける；切断，分割，分離．PPN motu.

2. 地域，島，地区；森林，小森；切断した一部，破片，切片．
〈比較〉

mokupuni, momoku. ho‘omoku. moku［地区］に管理人を配置する．

PPN motu. 3. 船．

mokuahi［もくあひ］汽船，商船．〈逐語〉火の船．
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moku‘āina［もく‘あいな］（アメリカ合衆国などの）州；地区；島．

mokuhia［もくひあ］moku の 1 の受身形または命令形．PPN motusia.

Moku-ho‘oniki［もくほ‘おにき］モクホオニキ．
【地名】モロカイ島東
部（ハーラヴァ区画）にある小島．2 つの洞窟で名高い．‘O ke kū a
Mokuho‘oniki. モクホオニキの島があります．〈逐語〉危機の島．

moku kaua［もく_かうあ］戦艦，軍艦．

moku kia kahi［もく_きあ_かひ］1 本マストの帆船，スループ型帆船．
moku kia kolu［もく_きあ_こる］3 本マストの帆船，バーク型帆船．
moku kia lua［もく_きあ_るあ］
（スクーナー船のような）2 本マスト
の帆船，ブリッグ（2 本マストの帆船の一種）．

moku kolo［もく_ころ］引き船，タグボート．
- hua［もく_らうぇ/らヴェ_‘お
moku lawe ‘o
ふあ］客船．

moku lawe ukana［もく_らうぇ/らヴェ_うかな］貨物船．
Moku-le- ‘ia. モクレーイア．
【地名】1）オアフ島ワイアルア地方の地名
（カエナ区画とハレイヴァ区画の境あたり）：海浜公園，サーフィン
エリア．2）オアフ島西部から中央部（ハレイヴァ区画からスコーフ
ィールド区画一帯）の地名：保護林など．

mokulele［もくれれ］飛行機．
mokuma- hu［もくまふ］汽船，商船．

mokumoku［もくもく］1. moku の 1 の重複形．Ā mokumoku au, ‘a‘ohe

mea e ola ai. そしてわたしはひき裂かれる，助けてくれる人はだれ
もいない．2. 魚の種類．mokumoku waha nui. 深海魚（の一般）．

mokuna［もくな］
（土地などの）区分，境界，国土．ma mokuna āpau.

国じゅうに；切断された部分，切られた破片［一部］；（書物などの）

章，節，段落，項．
- kohola-［もく_‘お
moku ‘o
_こほら］捕鯨船．
〈逐語〉鯨を刺し通す船．
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Moku-ola. モクオラ．
【地名】ハワイ島，ヒロ湾にある小島．ココナッ

ツアイランドの旧ハワイ語名．‘Oni ana Mokuola ‘au i ke kai. 〈歌詞〉

海に泳ぐモクオラ島は動く（動いているようだ）．
moku pa- papa［もく_ぱぱぱ］低い岩礁の島．

moku pe‘a［もく_ぺ‘あ］帆船．

mokupuni［もくぷに］島．mokupuni pālapalapa. 低いまたは平らな島，
環状サンゴ礁．

Moku‘ula. モクウラ．
【地名】マウイ島西部ラハイナにある地名：カメ
ハメハ III 世の邸宅跡地やリゾート施設などがある．
〈逐語〉赤い土
地（赤は深紅からブラウンまでをいう）．火山の赤土の多いハワイ諸
島では各地に見られる地形で聖地をいうことが多い．

molale［もられ］澄みきった，はっきり見える．‘O Wai‘anae molale i ka
lā. 〈歌詞〉陽の光で澄みきったワイアナエの山並．

mole［もれ］1. （植物の）直根，主根；（穴やコップの）底；祖先；

基礎，根拠，源泉．PNP（たぶん）mole. 2. （物の表面が）すべすべ

した，丸い，（頭などが）はげた．ho‘omole. 滑らかにする．
mōlehu［もれふ］たそがれ（時），日暮れ．
mōlehulehu
［もれふれふ］mōlehu の重複形；うす暗い．‘O ka lani mōlehulehu. うす暗い空，薄暮．

molemole［もれもれ］mole の 2 の重複形．ho‘omolemole. 滑らかに
する．PPN molemole.

Molemona［もれもな］モルモン教徒．Moremona は異形．英語 Mor-

mon より．
mōlia［もりあ］神のために別にしておく；神に捧げる，いけにえ（生

け贄）として供える；神聖なものとしてあがめる；呪う．PNP moolia.

mōliaola［もりあおら］
（安全などを）祈願すること，犠牲になること；
復活祭；過ぎ越しの祭り．〈参照〉Ka lā i ala hou ai ka Haku, Pakoa.
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Mōlī-lele. モーリーレレ．
【地名】ハワイ島コナ地方南部の絶壁．内陸

部のアフキニの水［Wai-‘Ahukini/Wai-o-‘Ahukini］の出る崖（場所は

どこと特定できない）．溶岩の洞窟や池．Aloha ‘ia nō Mōlīlele. モーリ

ーレレの崖はたいへん愛されています．〈逐語〉飛ぶアホウドリ．
mōlio［もりお］堅い，きつい，堅く結んだ．Mōlio ke kaula ‘ili. 皮の

ロープを堅く結んだ．
mōliolio［もりおりお］mōlio の重複形．Kaula likini mōliolio, （牛など
を縛る）縄もしっかり結ばれている．

molo［もろ］転回する，よじれる，回る；（根などが）絡み合う織り
交わる；しっかり結ぶ．E molo mai ‘oe ā pa‘a pono kēia pū‘olo. この

荷物をしっかりと固く結びなさい．

moloka‘i［もろか‘い］サツマイモの一種．

Moloka‘i. モロカイ．
【島名】ハワイ 8 島の 1 島：カラウパパ半島の一

部ののカラワオ郡を除きマウイ郡に属する．〈愛称〉Moloka‘i nui a
Hina. ヒナ（女神）の偉大なるモロカイ島．

Moloka‘i-nui-a-Hina. モロカイヌイアヒナ．【地名】モロカイ島東部

（ハーラヴァ区画）にある渓谷名：ヒナは天の神ワーケアの 2 番目
の妻でモロカイ島を産む（大地の女神パパがタヒチに出かけた際の

浮気相手とも言われる）．Ke-ana-o-Hina を参照．
(Na- -)Molokama. モロカマ．【地名】Nā-molo-kama を参照．

Mololani. モロラニ．
【地名】オアフ島コオラウポコ地方（モーカプ区

画）モーカプ半島にあるクレーター名：カーネ神が人間の形を作り，
クー神とロノ神が命を入れたところ．Hanohano Mololani i ka ‘ehu

wai. しぶきの中のモロラニは威厳に満ちている．
【気象】オアフ島コ
オラウポコ地方（モーカプ区画）カハルウに降る雨と風．
〈逐語〉良

く面倒を見られた．慈しまれた．
molowā［もろわ］怠惰な，不精な．
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momi［もみ］1. 真珠．2. 「眼球，虹彩，腕時計の表面など」丸いも
のをさす語．

momoe［ももえ］moe の 1 と 2 の重複形および複数形．PNP momoe.

momoku［ももく］moku の 1 の重複形；壊れた破片，切られた一部；
（ダムから流れ落ちる水のように）どっと出てきた，噴出した．

momona［ももな］1. （動植物の）脂肪；（土壌など）よく肥えた；収
穫の多い．ho‘omomona. 太らせる，肥やす．Ho‘omomona lepo. 肥

料；土壌を肥やす．PPN momona. 2. 甘い．ho‘omomona. 甘くす
る；キャンデー．

momoni［ももに］飲み込む，ぐっと飲む．moni の 1 の重複形．He ‘ono

ke momoni aku. 飲み込むことはおいしい．He ‘ono i ka pu‘u ke momoni
aku. 喉越しがいい．

moni［もに］1. ぐっと飲む，ごくごく［ぐいぐい］飲む，吸い上げる
［込む］．Moni ka hā‘ae. （食物を予期したりして）よだれをたらす；

唾液（だえき）をぐっとのむ．2. 貨幣；かね（金）．英語money より．

Waihona moni. お金や貴重品を蓄えておく場所［室・箱］．

mo‘o［も‘お］1. トカゲ，あらゆるは虫類の動物，竜，蛇；水の精．PPN
moko. 2. 連続，ひと続き，
（特に）家系を示す系列．
〈比較〉mo‘o ali‘i,
mo‘o‘olelo. ho‘omo‘o. 成り行きに従う，手続きを継続［存続］させ

る．3. 物語，伝説（mo‘olelo よりも一般的でない）．4. ‘ili よりも面

積の小さい，細長い土地．mo‘o ‘āina とも呼ばれる．

mo‘o ali‘i［も‘お_あり‘い］首長の家系，首長の経歴，継承の主たる血
統．
mo‘o kū‘auhau［も‘お_く‘あうはう］系図上の継承．

mo‘olelo［も‘おれろ］物語，小説，歴史，伝説，神話，日誌，記録，

記事；（集会などの）議事録．
- lelo la- hui［も‘おれろ_ ‘あは‘お
mo‘olelo ‘aha‘o
れろ_らふい］連邦議会
議
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事録．〈逐語〉国家の立法上の議事録．

mo‘olelo haku wale［も‘おれろ_はく_われ］小説；創作した物語．
- kole［も‘おれろ_ぽ
mo‘olelo po
これ］短編小説，逸話．

mo‘o lio［も‘お_りお］
【魚】タツノオトシゴ：タツノオトシゴ属の硬
骨魚の総称；尾で物に絡みつき，くちさきは長く，頭は体に直角の

方向に向いている．〈逐語〉馬トカゲ．

mo‘omake［も‘おまけ］
【動物】毒ヘビ，マムシ．
〈逐語〉死（の）は
虫類．ハワイにはヘビはいない．

Mo‘omomi. モオモミ．
【地名】モロカイ島西部（エアポート区画）の
地名：集落，海岸，砂丘地帯．

mo‘o niho ‘awa［も‘お_にほ_‘あわ］
【動物】サソリ．
〈逐語〉麻痺させ
る歯のトカゲ．

mo‘o nui［も‘お_ぬい］
【動物】
（アリゲーター，クロコダイルなどの）

大きなは虫類，（想像の動物の）ドラゴン．
mo‘o‘ōlelo［も‘お‘おれろ］mo‘olelo と同じ．

mo‘opuna［も‘おぷな］孫；おい［めい］の子供，兄弟［姉妹］の孫；

（血縁関係がある人または養子にかかわらず）二世代後の身内；子
孫；後代の人々．Kāna mo‘opuna. 彼の孫．ho‘omo‘opuna. mo‘opuna

であると主張する；（情愛などから）mo‘opuna のように呼びかける

［扱う］．PPN mokopuna.
mo‘opuna ka- ne［も‘おぷな_かね］孫息子．

mo‘opuna wahine［も‘おぷな_わひね］孫娘．

Moremona［もれもな］→ Molemona［もれもな］を参照．

Mountain View［英語］マウンテン・ビュー．
【地名】ハワイ島東部（ヒ
ロ区画，ヒロ市の南方）の町の名．

mouo［もうお］ブイ，浮標；（魚網についている）浮き；板またはす
べての浮くもの；停泊している．
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mū［む］1. 【昆虫】木・布・植物を食べる害虫の一般総称；（カイコ
などの）繭（まゆ）の段階のイモムシ．PPN muu. 2. 沈黙；唇を閉
- . 黙って座っている，返事をしない；口をき
じ静かにする．ho‘omu

かない，
（強い感情のため）口もきけない（ほどの）．3. （たくさん
- . 上記に同じ；大勢，多
の人が）集まる．
〈比較〉mumulu. ho‘omu

数；集会を催す．4. 【大文字】カウアイ島に伝わる伝説上の人たち．

5.【魚】ヨコシマクロダイ（Monotaxis grandoculis）：フエフキダイ科．
PNP muu.

mua［むあ］前に，前方に；前部，前方（の位置）；第一（番目）の，
一番先の；前に，以前に；長男［長女］；本家；指導者，年上の配偶
者，年長者；…以上．I mua! Mamua! （前へ）進め．ho‘omua. 前方
へ押す，
（ある事を）最初にする；長老になることを主張する．PPN

mu‘a.

mū‘ekeke‘i［む‘えけけ‘い］ドレスなどが体にぴったり合って，丈が短

い．Lole mū‘ekeke‘i. タイトスカート．
mūhe‘e［むへ‘え］1.【魚】コウイカ（Epioteuthus arctipinnis）．PPN nguufeke, PCP muufeke. 2. 真珠層（あこやがいなどの内層部分）で作っ
た擬似餌（ぎじえ）．

mui［むい］集合した，集まった；集合，会合，集会．
-mūkā［むか］唇を開いて鳴らすポンという音；（速度を上げるために

馬をせきたてるような）シッという音；（食事中の）舌打ち．
-mūkī［むき］
（キスをするように）唇をすぼめ，空気を吸ったり吐い
たりすることによっておこる吸い込む時の音；
（パイプに点火する

時のように）口の中に吸い込む；（鳥がみつを吸うように）吸う．
mūki‘i［むき‘い］結び［縛り・くくり］つける；（牛・馬などをつなぐ）
つなぎ縄［鎖］．nāki‘i, hīki‘i も同じ．
--mūkīkī［むきき］mūkī の重複形；吸う．比喩的にささやく（囁く）．E
mūkīkī ā kēnā i ka wai onaona. 〈歌詞〉香りのよい水を吸いなさい．
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muku［むく］短く切った，短くした，
（手足などを）切断した；尽き
て，終わって，やめた，終わった；（あらゆる）短く切ったもの．PPN

mutu.

mukumuku［むくむく］muku の重複形．PPN mutumutu.

muli［むり］
〔順序〕あとに，
〔場所〕後ろに，あとに，
〔時〕のちに，
あとで；最後の，…のあとに続いて；年下の，最年少の；カヌーの船
尾．Mamuli o kona akamai. 彼のかしこさのおかげで．PPN muri.

muli hope［むり_ほぺ］最年少の子供；まさしく最後の．

muliwai［むりわい/むりヴァい］川，河口；（高潮で砂州の後ろ側など
に海水が入り込んで大きくなった）河口近くの淵（ふち）．PPN muri-

wai.

mumuhu［むむふ］
（ハエなどの）ブンブンいう音；群がる，群れをな
して飛び回る．PPN mumusu.

mumuku［むむく］muku の重複形；（手足などを）切断した，
（手・足
を切って）不具になった；早産児．

Mumuku［むむく］【気象】ハワイ島カワイハエに吹く強い風．

mumule［むむれ］口をきかない，黙っている，無口な，無言の，む
っつりした，不機嫌な．

mumulu［むむる］
（ハエ・ハチ・蚊などが）群がる，群れをなして飛
び回る．

mu‘o［む‘お］葉の芽；発芽する；分家．PPN muka.

mu‘umu‘u［む‘うむ‘う］1. 切り放した［落とした］，短くした，
（手足

などを）切断した，
（手・足を切って）不具にした；手や足をなくし
た人，切断手術を受けた人．Hula mu‘umu‘u. 座ったまま踊るフラダ
ンス．2. 女性用のスリップまたはシュミーズ；ゆるみのある婦人用

のドレス（昔はヨークが省略され，時には袖が短かったのでそう呼
ばれた）．〈参照〉holokū.
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N

N, n〔アルファベット〕ハワイ語のアルファベット N/n の発音は nu
−

（ぬ）である．

na［な］
【文法】
「…によって，…のために，…に属して」など英語の前
置詞（所有詞）に相当するマーカー．PCP na(a).

-na. 1. 【文法】名詞化する接尾辞．PPN -nga. 2. 【文法】受動態また
は命令法を表わす接尾辞．ha‘ina を参照．PPN -na. 3. 【文法】kāna,

kona（彼の・彼女の）など，3 人称単数所有格を示す接尾辞．PPN -

na.
nā［な］1. 静めた，静かにさせた；（要求などを）鎮静した．ho‘ona- .

痛みを和らげる，鎮静する，静める；要求を鎮静する．PPN na‘a. 2.
うめく，うなる，泣き叫ぶ．PPN ngaa. 3. 〔マーカー〕1）複数を表

わす定冠詞．nā pua. 花たち．PPN nga (a). 2）
（時に叱責の意味を込
めて）
［kēnā］と同じに使われる．E nā wahi keiki! この子ったら．PPN

naa. 3）強調のマーカー［nō］，所有詞の［na］と同じに使われる．

na‘ana‘au［な‘あな‘あう］【解剖】小腸．

na‘au［な‘あう］腸，内臓；精神，心；心や精神の．PPN ngaakau.

na‘auao［な‘あうあお］学問［学識］のある，聡明（そうめい）な；
学識，知識．
〈比較〉 ‘imi na‘auao.〈逐語〉昼間の精神．ho‘ona‘auao.

教育する，教える；教育上の．

na‘au ho‘oki‘eki‘e［な‘あう_ほ‘おき‘えき‘え］うぬぼれの強い，高慢
な；得意げな心境．

na‘au ‘ino‘ino［な‘あう_‘いの‘いの］悪意のある；邪悪な心．

na‘aukake［な‘あうかけ］ソーセージ，ウィンナソーセージ．
〈逐語〉
練り物を入れた腸．

na‘aumoa［な‘あうもあ］【解剖】虫垂．
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na‘aupō［な‘あうぽ］無学の，わかっていない；無学．
〈逐語〉闇夜の

精神．
〈比較〉 na‘auao. ho‘ona‘aupō. 無知にさせる，知らないふり
をする；無学の．

na‘au pono［な‘あう_ぽの］正しい，公正な；心の正しい，律儀な；
正しい心．

nae［なえ］息ぎれ；息を切らす，激しく呼吸する．

na‘e［な‘え］1. モロカイ島において東方，風上を意味する．2. 〔マー
カー・接続詞〕…のほかに，今なお，さらに，今でも．

naenae［なえなえ］nae の重複形．Ua naenae ko‘u na‘au. わたしの心臓
は激しく打った．

na‘ena‘e［な‘えな‘え］1. 自生のヒナギク［デイジィー］の全種（Dubautia）．2. 香り．Ke aloha na‘ena‘e hone i ka lipo. 暗やみに甘い香りの愛

があるとき．3. カパ（タパ）のシーツの周りの縁どり．4. 【魚】ニ
ザダイの仲間（Acanthurus olivaceus）．5. 敏速な，機敏な．

naha［なは］1. 曲がった，湾曲した，わに［がにまた］足の．2. 首
長が異父［母］姉妹と結婚すること；彼らの子孫は kapu noho の権利

を与えられた；このような結婚に関わる．
nahā［なは］
（皿などに）ひびが入った，壊れた；（石造建築などを）
小片に粉砕した；下剤（薬）が効く；裂く，割る．lā‘au nahā. 下剤．
ho‘onaha- . 粉砕する，ひびを入れる，割る；下剤を服用する．

nahae［なはえ］破れた，引き裂かれた；裂け目，破れ目；引き裂く，

破る．mahae を参照．
--nāhāhā［なはは］nahā［壊れた］の重複形．ka ipu nāhāhā. 壊れた容器．
nāhaehae［なはえはえ］nahae の重複形．
nahawele［なはヴェれ］1. タイラギなどの 2 枚貝（Atrina sp.）．2. 食
べられるもの，そうでないものを含めた海草［海藻］の総称．hulu ‘īlio

に同じ．
『Hawaiian Dictionary』では特に緑色の枝分かれしていない種

（Chaetomorpha antennina）をとりあげている．
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nahe［なへ］nahenahe の異形．

naheka［なへか］ヘビ（ハワイにはヘビはいない）．nahesa は異形．

nahele［なへれ］森林，木立ち，荒野；木，低木，草木，雑草．PCP nga(f,
s)ele.
nāhelehele［なへれへれ］nahele の重複形；雑草．

nahenahe［なへなへ］
（音楽や声など）優しい，調子の良い；（織り目
の細かい布切れなど）柔らかい；穏やかな話し方をする．PPN
ngasengase.

nahesa［なへさ］→ naheka［なへか］を参照．
nāhi［なひ］1. 少しの，ほんのわずかの，少ししかない（複数を表わ
す定冠詞の na- と少しを意味する wahi の短縮形）．PPN ngaafi. 2. 火
（na- ahi の短縮形）．

Nā-hiku. ナーヒク．
【地名】マウイ島東部内陸部の地域名（区画名）：
町（集落），自営農地．〈逐語〉七つ．

naho［なほ］
（魚が隠れる割れ目のような）穴，くぼみ；（やせこけた
人の目のように）深くくぼんだ；眼窩（がんか）．

naholo［なほろ］
（数人が）逃げる；逃走［脱走］する；過ぎ去った．

ho‘o-naholo. 走らせる，追い立てる．PPN ngaasolo.
nāholoholo［なほろほろ］naholo の重複形．

nahu［なふ］
（虫などが）刺す；（どしゃ降りの雨などが）激しく打つ；
（胃痛や分娩のような）苦痛．ho‘onahu. （虫などが）刺す，胃痛を
引き起こす．

nahua［なふあ］nahu の受身形または命令形．
（どしゃ降りの雨などに）
激しく打たれる［打たれること］．Loa‘a akula i ka nahua a ka ‘ino. た

ちの悪いどしゃ降りの雨に打たれる（状況に）陥った．

Nahua［なふあ］【気象】マウイ島カーアナパリに吹く風．

nahunahu［なふなふ］nahu の重複形；出産の激痛を経験する．
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na‘i［な‘い］1. 征服する，力ずくで獲得する；征服者．PCP ngaki. 2.
（目的などを）達成するために努力する，調査［理解］するために努
力する．

nai‘a［ない‘あ］イルカ．

nainai［ないない］nanai の異形．nanai を参照．

naio［ないお］1. （直腸などにいる）ぎょう虫，寄生虫；（蚊などの）
幼虫．PCP ngaio. 2. 【植物】ハマジンチョウ属の一種（Myoporum
sandwicense）．

naka［なか］1. 振動する，
（フルーツゼリーなどが）揺れる，
（寒さや

恐れで体が）ぶるぶる震える；揺れる，不安定な，震える．2. （暑
さによって地面などに）ひびが入る．3. 海の生物．PPN（たぶん）

ngata.
nākea［なけあ］
【魚】ハワイ特有の食用魚（Awaous [Chonophorous] stamineus）

nakeke［なけけ］
（窓などが）ガタガタ鳴ること；（紙などが）サラサ

ラと音を立てること．ho‘onakeke. ガタガタ［サラサラ］音を立て
る．PPN ngatete.

nakele［なけれ］
（地面などが）柔らかい，沼地の，すべりやすい，
（土
地が）肥沃な，沈下する；浅い沼地の多い地域．

naki［なき］nāki‘i と同じ．PNP nati.
nāki‘i［なき‘い］結び［縛り・くくり］つける．〈比較〉nīki‘i.
nāki‘iki‘i［なき‘いき‘い］nāki‘i の重複形．

nakinaki［なきなき］1. naki, nāki‘i［結びつける］の重複形．2. ぜん
そく（喘息）の発作で息苦しいこと．

-nakoa. ho‘onakoa［ほ‘おなこあ］勇敢な，大胆な．
nākolo［なころ］
（砕け波や雷など）ゴロゴロ［ゴウゴウ］いう；反響
する．
nākolokolo［なころころ］na-kolo の重複形．
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naku［なく］
（豚などが）鼻で地を掘る，ころげ回る；（ぬかるみや草

原の中などを）歩く，踏み進む，押し進む；もがく，あがく；（水な

どを）かき乱す［濁らす］
．PPN natu.
nāku‘i［なく‘い］ゴロゴロ鳴る，ゴーゴーいう，ゴツン［ドシン・ド
ン・バタッ］と打つ［たたく］；ゴロゴロ［カラカラ］鳴ること；（心
臓の）動悸（どうき）．

nakulu［なくる］
（水のように）したたる物；パタパタ［パラパラ］い

う音，カタカタ［カチカチ・ガチャガチャ］いう音，反響音；（腹が）
ゴロゴロ鳴ること；ブツブツ言うこと；（うわさなどが）広がる［流

布する］．

nali［なり］少しずつかじる，かみ切る．PPN ngali.
nalinali［なりなり］nali の重複形．

nalo［なろ］1. なくなった，置き忘れた，失った，見えなくなった；
去る，見えなくなる．ho‘onalo. 失わせる．PPN ngalo. 2.【昆虫】普

通のイエバエとその他の同類の二枚羽の昆虫．PPN, PCP lango.

nalohia［なろひあ］nalo の 1 の受身形または命令形．PEP ngalo(f, s)ia.

nalo hope ‘eha［なろ_ほぺ_‘えは］
【昆虫】スズメバチとその他の膜翔
目（まくしもく）．〈逐語〉おしりに針のあるハエ．

nalo meli［なろ_めり］【昆虫】ミツバチ．〈逐語〉ハチミツのハエ．
- nalo meli mō‘ī wahine［なろ_めり_も‘い_わひね］
【昆虫】女王バチ．
nalonalo［なろなろ］nalo の 1 の重複形．ho‘onalonalo. 隠された；
見えなくさせる．〈比較〉‘o-lelo ho‘onalo-nalo, mana‘o ho‘onalonalo.

nalowale［なろわれ］失った，過ぎ去った，忘れた，見えなくした，消
失した．

nalu［なる］1. 波，寄せ波；波が盛んにたっている状態；波がおきる．
ho‘onalu. 波を生じさせる．PPN ngalu. 2. 熟考［思考］する．PPN

na(a)nunga. 3. 【解剖】は虫類・鳥類・哺乳類の幼胚を包む膜，羊水，

羊膜．PPN, PCP lanu.
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nalulu［なるる］鈍頭痛；鈍い腹痛．ho‘onalulu. 頭［胃］痛を引き
起こす．PNP nga(a)lulu.
- nalu pū kī［なる-ぷ-き］波が砕ける前の高くなるところ．he‘e nalu［サ
ーフィン］の用語．

Nā-molo-kama. ナーモロカマ．
【地名】カウアイ島北部ハナレイ地方

にある地名：山の名（1,336m. 4,382ft.），山域の名．Ka wailele kaulana
o Nāmolokama. ナーモロカマ（にある）有名な滝．Kono mai ka leo o
Nāmolokama. ナーモロカマの声が誘っている．映画『南太平洋』の
ロケ地．

namu［なむ］1. よくわからないつぶやき，訳のわからないおしゃべ

り；すべての外国語（特に英語）；訳のわからないおしゃべりをす
る，または外国語を話す．Namu haole. 英語．ho‘onamu. 外国語を

話すふりをする，秘密に話す，訳のわからないおしゃべりをする．

PNP nanu. 2. 少しずつかじる；閉じた口で（食物を）かむ．
-Nāmū［なむ］伝説上の（静かにしている）小人．対照語は Nāwā.

namunamu［なむなむ］namu の 1 と 2 の重複形；ぶつぶつ言う，不平
［苦情］を言う．

namu pa‘i ‘ai, namu pa‘i kalo［なむ_ぱ‘い_‘あい，なむ_ぱ‘い_かろ］
ピジン英語：中国・メラネシア・西アフリカなど多くの地域で使

われた［使われている］，英語をもとにして中国語・インドネシア
語・アフリカ諸語などの単語あるいは文法を取り入れた商業用の
補助言語．
〈逐語〉堅いポイ［poi］のたわ言，堅いカロ［kalo］のた
わ言．

nana［なな］1. 編む．ulana の異形．2. 健康が回復する．‘īnana の短
縮形．3. カロ（タロイモ）の一種．4. 広げる，伸ばす．malana, man-

ana と類似．5. 魚の一種．

Nana［なな］1. 【天体】星の名．たぶん春に見える星．2. 【ハワイ暦】
暦の月の名．ハワイ島では 3 月．
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nāna［なな］彼［彼女・それ］のために；彼［彼女・それ］によって．

PCP naana.
nanā［なな］にらみ（睨み）つける；（人が）がみがみ言うこと；（喧
嘩を探している人のように）そりかえって歩く．ho‘onana- . 攻撃的

な，喧嘩を探しているような，おどしの．
-nānā［なな］…を見る，観察する，視察する，調べる；気にかける，…
に留意する，…を大事にする．ho‘ona- na- . 注視させる，見せる．

Nānāhoa. ナーナーホア．
【地名】ラナイ島西部にある小島［岩礁］
．
【地
名】オアフ島のコオラウロア地方とコオラウポコ地方の境（ワイカ

ーネ区画）の尾根の名．〈逐語〉たぶん「仲間を見る」．
nānahu［ななふ］lānahu と同じ．ho‘o-na- nahu.（焼いた木材などを）
木炭にする．PEP ngaalafu.

Nanahuki. ナナフキ．
【地名】ハワイ島，プナ地方のハーエナ（カウ
アイ島ではない）の前に開ける海の名．Ha‘a ka wahine ‘ami i ke kai o

Nanahuki ē. 〈歌詞〉ナナフキの海で腰を回して女性は踊る．

nanai［なない］
（崖など）登るのが困難な；気取って（そり返って）歩

く．
Nāna‘i［なな‘い］
【方言】ナーナイは［Lāna‘i］の方言．ラーナイ島は
ハワイ 8 島の１つ，マウイ郡に属する．
nānaina［なないな］大体の（物の）外観，みかけ．

Nanakaoka. ナナカオカ．【神話】男神の名．妻はカヒクオナーラニ
［Kahikuonālani］で，カパヴァ［Kapawa］の父．Kapawa を参照．

Nānā-kuli. ナーナークリ．
【地名】オアフ島西部（ワイアナエ区画）に

ある名：町，学校，海浜公園，渓谷，川，保護林．
--na- na- la-［ななら］
【植物】ヒマワリ：キク科ヒマワリ属の総称．
〈逐語〉
太陽を見つめる人．
-nānā maka［なな_まか］手助けをしようとせずにただながめる；苦労
している人に対して無関心．
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nanana［ななな］1. 羽ばたく 2. 編む．nana の重複形．ulana と同じ．
‘Ohi ‘inalua nanana ka hīna‘i. か ご を 編 む つ る 草 を あ つ め る ．3.
nananana に同じ．

nananana［なななな］1. 【昆虫】クモ．2. lanalana の 1 と 2 と同じ．
-nānā ‘ole［なな_‘おれ］無関心，おろそかにすること；注意を払わな

い．
-nānā pono［なな_ぽの］注意深く見守る，…に特別の注意を払う，注
目する．

nane［なね］なぞ，判じ物，たとえ（話），寓話；なぞめいたことを

言う，たとえ話をする．ho‘onane. 不可解なことをする，たとえ話
をする．

nanea［なねあ］きわめて興味深い；魅惑的な，おもしろい；休養，暇
な時間；気楽に，楽しんで，…に没頭して．ho‘onanea. 安楽［平穏・

満足］な時を過ごす．PNP nanea.

naneha‘i［なねは‘い］解決すべき難問，なぞ．
〈逐語〉なぞを告げる．

nane huna［なね_ふな］隠されたなぞ．

nanenane［なねなね］nane の重複形．ho‘onanenane. ho‘onane と同
じ；まごつかせる，不可解な；比喩的な．

nani［なに］美しさ，光輝，光彩；美しい，きれいな，すばらしい，す
てきな．ho‘onani. 美しくする，飾る，装飾する，賞賛［賞揚］す

る，…に名誉［光栄］を与える，褒めそやす；装飾の，美化する．

nani ahiahi［なに_あひあひ］
【植物】オシロイバナ（Mirabilis jalapa）．
〈逐語〉夕方の美しさ．

nani ali‘i［なに _あり‘い］【植物】オオアリアケカズラ（Allamanda
catharitica）
：熱帯南米産のキョウチクトウ科アリアケカズラ属．〈逐

語〉首長にふさわしい美しさ．
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nani mau loa［なに_まう_ろあ］
【植物】永久花，乾燥花（Helichrysum
bracteatum）
：乾いてからも形や色の変わらない花；キク科のムギワ

ラギク属やチチコグサ属の植物など；pua pepa とも呼ばれる．

nani wai-‘ale‘ale［なに_わい‘あれ‘あれ］
【植物】バイオレットの自生
種（Viola kauaensis）．

nanue［なぬえ］nenue（魚の一種）と同じ．PNP nanue.

nao［なお］1. さざ波；（あやに織った布切れやタパ布を打つ道具に彫

刻されている）うね，隆起部；溝；ネジくぎのねじ山；溝のある．Kui

nao. ネジくぎ．
〈逐語〉ネジ山のあるくぎ．2.（魚取りの時のように）
穴の中に手を突っ込む；探り針などで調べる［探る］．PPN nao.

na‘o［な‘お］
（特に吐き出された）つば，たん，
（動植物の分泌する）
粘液；粘液性の，ぬるぬるした．PPN ngako.

naonao［なおなお］1. 【昆虫】アリ．nonanona とも呼ばれる．2. nao
の 1 と 2 の重複形．

na‘ona‘o［な‘おな‘お］na‘o の重複形．

naonao lele［なおなお_れれ］【昆虫】シロアリ．〈逐語〉飛ぶアリ．
naowili［なおヴィり］きりの穂先；ドリルのビット．
〈逐語〉回転ネ
ジ山．

napa［なぱ］1. 平坦［平ら］でない，曲がった，ゆがんだ，形がくず

れた；ねじった，ゆがめた．2. 曲げ［たわみ］やすい，弾力［弾性］
のある．3. 遅滞，手まどること，ぐずぐずすること；ぐずぐずする，

手間どる．ho‘onapa. 手まどらせる．

Nā-pali. ナーパリ．【地名】カウアイ島西北部ハナレイ地方の海岸地

帯：国立公園，保護林．【地名】オアフ島ホノルルのウィルヘルミ
ナ・ライズ地区（36）にある名．
【地名】ハワイ島（キーラウエア区
画）ホーレイの崖にあった展望台の名．

napanapa［なぱなぱ］napa の 1 と 2 の重複形；（うなぎなどが）のた
くる，体をねじる．
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nape［なぺ］
（ヤシの葉などが）たわんで揺れる；（海などが）うねる；
（呼吸している胸などが）波打つ；曲がりやすい，弾力［弾性］のあ

る．ho‘onape. nape の使役形．Ho‘onape ana i ka poli. 胸を波打たせ
た．

napenape［なぺなぺ］nape の重複形；パタパタと揺れる，
（木の葉な
ど）チラチラと揺れる．

Napoliona. ナポリオナ．
【人名】ナポレオン．英語 Napoleon より．e
→ i の変化と語尾に付加母音．

napo‘o［なぽ‘お］空洞（くうどう），くぼみ，凹地（おうち）；わきの

下；沈没する，沈む，
（太陽が）没する，見えない所に入る［沈む］．
nāpo‘opo‘o［なぽ‘おぽ‘お］napo‘o の重複形；穴，くぽみ（凹み，窪
み）．

Nā-po‘opo‘o. ナーポオポオ．
【地名】1）ハワイ島コナ地方南部（ホー
ナウナウ区画）の地名：灯台，町，学校，海浜公園．Aia i ka wehi o

Nāpo‘opo‘o. そこにはナーポオポオ（という名高い場所）があります．
2）ハワイ島北部ハーマークア地方（ワイピオ区画）にある地名．そ

こには

nau［なう］
（食物を）かむ，むしゃむしゃ食べる，かみこなす，
（歯を）

くいしばる；（砂糖製造工場などの）粉砕機．Nau kamu. ガムをかむ．

PPN ngau.
nāu［なう］あなたのもの，あなたのために，あなたによって．PCP naau.

na‘u［な‘う］わたしのもの，わたしのために，わたしによって．PCP

na(a)ku.
- -（う
nā‘ū［な‘う］息を続ける，ナーウー：太陽に向かって u
）の音を
出し続けるハワイ島コナ地方の子供の遊び．音が続く限り陽は沈ま
ないと信じられていた．Ke na-‘u- nei na- kamali‘i i ka la-. 子供たちは（沈
んでいく）太陽に向かってナーウーを唱え続けている．
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naue［なうえ］揺れる，振動［震動］する，
（体・手足などが恐怖や

寒さなどで）身震いする；
（地面が）揺れる；（声が）震える；行進

する；（歯など）ぐらぐらで不安定な．ho‘onaue. ゆすぶらせる，回
転させる，振り動かす，振動させる；邪魔（じゃま）する．PPN ngaue.

Naue. ナウエ．
【地名】カウアイ島ハナレイ地方のハーエナの近くの地

名．パンダナスの木で有名．Ulu hala o Naue ka‘u aloha. ナウエのハ

ラの木の茂みは，わたしの愛．
nāueue［なうえうえ］naue の重複形．

nauki［なうき］気短な，怒りっぽい，不機嫌な．ho‘onauki. いらだ

たせること；しゃくにさわる，うるさい．
nāuki［なうき］nauki の強意語；腹の立つこと，怒り．
nāukiuki［なうきうき］nauki の重複形．ho‘ona- ukiuki. ho‘onauki の重

複形．
nāulu［なうる］にわか雨；にわか雨の；にわか雨の降りがちな；にわ
か雨がふる，夕立が降る．Ka ua na-ulu o Kawaihae. カワイハエ（ハワ

イ島）に降るにわか雨．
Nāulu［なうる］
【気象】海風（ハワイ島のカワイハエ，カウアイ島の
ワイメア，マウイ島のカナロア，ニイハウ島などに吹く風）．Ā ka
Na-ulu a‘e ho‘oipo nei. そしてナーウルの風が優しい．

Nāulu. ナーウル【地名】オアフ島，ホノルル地方ハーラヴァ副地区に
ある地名．〈逐語〉na- ulu を参照．

Nā-ulu. ナーウル【地名】ハワイ島のプナ地方にあった森林・行楽地
（溶岩流によって消滅）．〈逐語〉木立，木々の群れ．

naupaka［な う ぱ か ］【植 物 】山 や 海 辺 に 生 息 す る 自 生 の 低 木
（Scaevola）
：これらの木に咲く白い花は，縦に半分に切ったような形
をしている．PCP naupata.

naupaka kahakai［なうぱか_かはかい］
【植物】海辺に生息する低木
の naupaka.
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naupaka kuahiwi［なうぱか_くあひヴィ］
【植物】山に生息するすべ
ての naupaka の種類．

nauwe［なううぇ］naue のつづりの異形．
-- - nāwā［なわ/なヴァ］おしゃべりをする；大声でごちゃごちゃ話す．
-- - Nāwā［なわ/なヴァ］伝説上の（騒がしい）小人．対照語は Nāmū.
nāwali［なわり/なヴァり］弱い，弱々しい，虚弱な，元気のない；弱
いこと．ho‘ona- wali. 弱々しくする；弱める；弱々しいふりをする．

PPN ngawari, PCP ngaawali.
nāwaliwali［なわりわり/なヴァりヴァり］na-wali（弱い）の重複形．
nāwao［なわお/なヴァお］魚の一種．nākea と同じ．
nāwele［なウェれ/なヴェれ］ほっそりした，糸のような，きゃしゃな
（華奢な）；薄い，細い；柔らかな，優しい；（声などが）穏やかな．
ho‘o-na- wele. nāwele とほぼ同じ．

Nā-wiliwili. ナーヴィリヴィリ．
【地名】カウアイ島東部リーフエ地方

の地名：町，港，川，湾など．〈逐語〉wili-wili の木々．
nē［ね］いらいらする，じらす，ぐずる，いじめる，なじる；（海など
が）ささやく；しつこく見返りを求める．Nē ho‘ohune. うまいこと言
いくるめる．Nē hone ka leo o ka waiolina. ヴァイオリンの音色は甘く

切ない（hone がなければ，いらいらするとなる）．

ne‘e［ね‘え］少しずつまたは思い出したように［気まぐれに］前進す
ること；
（特殊な）歩き方をする，びっこを引く，練り歩く，はう；

（仕事などを）先に押し進める；のたくる，もがく．ho‘one‘e. 動か
せる，びっこをひかせる，前方に押させる．PNP neke.

ne‘e hope［ね‘え_ほぺ］退く，後方へ動く；（車などが）バックする．
ho‘one‘e hope. （車などを）バックさせる．Ho‘one‘e hope i ke ka‘a.

自動車をバックさせる．

ne‘emua［ね‘えむあ］進む，前方へ進む，前進する．ho‘one‘emua. 前
進させる．
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ne‘ene‘e［ね‘えね‘え］ne‘e の重複形．Ne‘ene‘e a- pili. そばに寄る，す
り寄る．Ne‘ene‘e mai ‘oe. そばに寄ってちょうだい．PNP nekeneke.

nehe［ねへ］1. （木の葉や波などが）サラサラ音を立てる；ゴロゴロ

［ガラガラ］鳴る音；手探りで捜すこと．2. タフタ，薄琥珀（こはく）
織り（サラサラ音がするのでこう呼ばれる）．

nehenehe［ねへねへ］nehe の 1 の重複形．

nehinei［ねひねい］きのう（は），昨日は（通常，i が前に付く）．

nehu［ねふ］
【魚】アンチョビー（Stolephorus purpureus）：カタクチイ
ワシ科の小さな魚；ハワイではもっとも重要なマグロのえさ．

nei［ねい］1. （地震などが）低く重々しい連続音を立てる；風のそよ

ぎ．2. 【文法】いろいろな意味を表わす指示語．1）名詞や代名詞の

後に付く時は，
「この・これ・ここ」
を表わす．Hawai‘i nei. ここハワ

イ．方向を示すものといくつかの名詞の後に来る時は過去を表わす．
Hele mai nei no- ‘o ia. 彼はここに来た．I ka po- nei. 昨夜．ua +名詞+ nei

で「前述のその名詞」という意味になる．Ke kanaka nei. （話に出て

いた）その男．2）ke +動詞+ nei で現在を表わす．Ke wela nei ka wai.

水が熱くなってきた．Ke kali nei au. わたしは待っています．PPN ni,

PNP nei.

ne‘i［ね‘い］ここ，この場所（しばしば i，ma，o が前に付く）．
〈比較〉

‘ane‘i, ‘one‘i.
neia, nēia, ne‘ia［ねいあ，ねいあ，ね‘いあ］この，ここの，こちらの．
ke-ia と類似．主に聖書の中で使われる．Ke ‘ala o nēia pua o ka ‘awapuhi. こちらのジンジャーの花の香り．

nele［ねれ］欠けた，
（…の）欠乏した，
（人からものを）取り上げた，
貧乏な，足りない，…なしに．ho‘onele. （人からものを）奪う，貧
困にする；否定する，非難する．PEP ngele.

nema［ねま］批評［批判・評論］すること；批評の；批評［批判・評
論］する，欠点をみつける，非難する．

446

nemanema［ねまねま］nema の重複形．

nemo［ねも］滑らかな，滑らかに磨き上げた；丸く磨かれた，むき出
しの．ho‘onemo. 磨き上げる，滑らかにする．

nemonemo［ねもねも］nemo の重複形．

nene［ねね］manene の異形［と同じ］．PCP nene.
-nēnē［ねね］1.（昆虫などが）チューチュー［チイッチイッ］と鳴く；

（バンやクイナなどが）ガーガー［カーカー］鳴く；（悲しんで）泣
き叫ぶ；うわさ，かげ口；…に魅せられる；かわいがる．ho‘one- ne- .

上記と同じ．2. 【鳥】ハワイガン（Branta sandvicenis）．3. 草の名．

‘ai-a-ka-nēnē［ハワイガンの食べ物］に同じ．mau‘u nēnē. ネーネー草．

nene‘e［ねね‘え］ne‘e の重複形．

nenehe［ねねへ］nehe の 1 の重複形．Ka ‘owē nenehe a ke kai. 海のサ
ラサラという音．

nenue［ねぬえ］
【魚】ミナミイスズミやテンジクイサキなど，船を追

いかける習性のあるイスズミ科の魚（Kyphosus bigibbus, K. cinerascens）：nanue とも呼ばれる．PNP nenue.

nenuwe［ねぬうぇ］nenue のつづりの異形．

neo［ねお］
（心など）空虚な，
（…が）ない，
（人が）寂しい；少しも…
ない，何も…ない；成功しないこと，効果がないこと．ho‘oneo. 浪

費する，貧困になる；寂しさ，悲しさ，みじめさ．

neoneo［ねおねお］neo の重複形；破壊，荒廃；破壊する，荒廃する．
ho‘oneoneo. ho‘oneo の 重 複 形 ；荒 廃 さ せ る ，困 惑 さ せ る ．E

ho‘oneoneo ‘ia ho‘i lākou i uku no ka hilahila o lākou. 彼らは彼らの恥
ずべき行為のゆえにみじめにさせられる．

nepu［ねぷ］ふくよかな，太った，活きがよくピチピチしている．

nepunepu［ねぷねぷ］丸々と太った．nepu の重複形．Momona me nepunepu. 丸々と太り肥えている（ただし動きは活発）．

447

newa［ねわ/ねヴァ］1. 闘争用こん棒，警官のこん棒．2. よろめく，
千鳥足で歩く；目まい；目まいがして．

Newa［ねわ/ねヴァ］
【天体】
（たぶん）星座の十字架座，南十字星．Newe
は異形．

newanewa［ねわねわ/ねヴァねヴァ］newa の 2 の重複形．

newe［ねヴェ］丸々と太った；（妊娠した女性のように）肥えた，丸々
とした．

Newe［ねうぇ/ねヴェ］【天体】Newa の異形．

newenewewe, newewe［ねヴェねヴェヴェ，ねヴェヴェ］newe の 2
の重複形．

Newenewe［ねヴェねヴェ］Newa の重複形．
【天体】星座．
（たぶん）
十字架座，南十字星．

nia［にあ］すべすべした，角（かど）のない，
（頭などが）はげた；
（水面が静かな海のように）穏やかな．ho‘onia.（彫り物などを）滑
らかに平らにする．PCP nia.

Niakala［にあから］【地名】ナイアガラ（滝）．
nīao［にあお］
（猫が）ニャーニャー鳴くこと，
（猫が）のどを鳴らすこ
と．

niau［にあう］静かに動く，滑らかに動く，穏やかに動く．ho‘oniau. 静

かに穏やかに従う；引き延ばす；…に似せる．
nī‘au［に‘あう］1. ココナッツの葉の中肋（ちゅうろく）；こうもり傘
の骨．PCP niikau. 2. さく杖：マスケット（銃）などの前込め銃に弾

丸を装填したり，銃身を掃除する棒．込め矢・洗い矢ともいう．
nī‘au kāhili［に‘あう_かひり］ココナッツの葉の中肋（ちゅうろく）を

束ねて，一方の端を結んで作ったほうき．
nī‘au kani［に‘あう_かに］琵琶笛（びやぼん），口琴（薄い木片とココ
ナッツの葉の中肋（ちゅうろく）で作られる）．
〈逐語〉音を立てる

ココナッツの葉の中肋．
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nī‘aupi‘o［に‘あうぴ‘お］高貴の生まれの兄［弟］と姉［妹］による結

婚，または異父［母］兄［弟］と異父［母］姉［妹］の結婚によっ
て生まれた子．
〈逐語〉曲がったココナッツの中肋（ちゅうろく）：

換言すれば「同じ茎の」と言うことになる．
nī‘au pūlumi［に‘あう_ぷるみ］わらぼうき．
〈逐語〉ココナッツの葉

の中肋（ちゅうろく）ほうき．
nīele［にえれ］質問し続ける；好奇心の強い；
（「あなたは好奇心が強

すぎる」と受け答えに音を上げるほど）詳しく質問する，尋問する．
ho‘onīele.（特に直接でなくむしろ間接的に話をもっていって）質問

すること；好奇心の強い，詮索好きな．
nieniele［にえにえれ］nı-ele の重複形；調査する，捜査する，取り調
べる．

nihi［にひ］1. 縁，へり，端；横に，
（物が）横に立って，急勾配（こ

うばい）の．lihi も同じ．PPN nifi. 2. ないしょで，そっと，注意深
く；そっと忍びやかに動く；用心深い，分別のある，禁忌を遵守し
て，識別［区別］して．

nihinihi［にひにひ］nihi の 1 と 2 の重複形；細心の（注意を要する），
神経質な．

niho［にほ］歯；歯のある；（昆虫などの）はさみ；（カニなどの）は
さみ；きば；（外壁などにある）組み合わせてはめられた石；（歯

の）かみ合わせ．ho‘oniho. 組み合わせた石を敷く；（へいなどに）

石をはめ込む．PPN nifo.

nihoa［にほあ］niho の受身形または命令形；歯のある，
（動植物など）
のこぎり歯の形をした，ぎざぎざの；（へいにはめ込まれている石
のように）しっかりとはめ込まれ組み合わされた．
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Nihoa. ニホア．
【島名】ニホア島：ニイハウ島の北西にある島．ミッ
ドウエー諸島とニイハウ島の間にあり，ハワイの人々は西はこのあ

たりまで行き来していたようである（南は赤道をこえてタヒチま
で）．ニホアはハワイ語で，ミッドウエー諸島は英語表記が主．Eia

mai ana ma Nihoa. ニホア島から来ました．Eia Nihoa mahope ē. ニホ
ア島は後ろにある（ハワイ人の空間認識）．

niho ‘elepani［にほ_‘えれぱに］象のきば，象牙（ぞうげ）．

niho ho‘okomo［にほ_ほ‘おこも］義歯，入れ歯．

niho hu‘i［にほ_ふ‘い］歯痛；歯が痛むこと．
-［にほ-まの
niho-mano
］サメの歯の形のカパ（タパ）のデザイン．
〈逐
語〉サメの歯．

nihoniho［にほにほ］
（のこぎりなどの）目が立っている；歯のある，
（動植物など）のこぎり歯の形をした；（レースなど）扇形で飾られ
た；（ジャガイモなど）波形にした．ho‘onihoniho. ぎざぎざをつけ

た［扇形に飾った・切り目のある］デザインにする；（のこぎりなど
の）歯をつくる．

niho ‘oki［にほ_‘おき］
（木を刻んだり髪の毛を切るのに使われた）サ
メの歯で作られたナイフ．〈逐語〉鋭利な歯．

niho palaoa［にほ_ぱらおあ］
（王族の象徴である）クジラの歯のペン
ダント．

niho pua‘a［にほ_ぷあ‘あ］
（特に装飾品として身に付けられた）豚の
歯．

ni‘ihau［に‘いはう］ヤム芋の一種．

Ni‘ihau. ニイハウ.【島名】ハワイ 8 島の 1 島：カウアイ郡に属するが
個人所有の島で独自のコミュニティを作り許可なしに立ち入るこ

とはできない．主な町（集落）はプウワイ．He wahine u‘i o Ni‘ihau.

ニイハウ島の美しい女性です．

niki［にき］nīki‘i と同じ．
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nı-ki‘i［にき‘い］（ロープやひもなどを）結ぶ．hīki‘i, hīki‘iki‘i, mūki‘i,
nāki‘i, nāki‘iki‘i, niki, nikiniki なども同じ．

nikiniki［にきにき］niki の重複形．

ninaninau［になになう］nīnau の重複形．paniinoa ninaninau. 疑問代名

詞．
nīnau［になう］質問；質問をする；疑問．
〈比較〉noi（何かを求める）．

ho‘onīnau. 質問する；質問される．
nīnau hō‘ike［になう_ほ‘いけ］
（通常，口頭による）質問；試験，テ
スト；矢つぎばやの質問．
〈逐語〉見せる質問．

nini［にに］1. 軟膏（なんこう），香膏（こうこう）；軟膏を塗る；（液

体などを）流す，こぼす．2. 囲い，石の境界線；舗装道路．
〈比較〉

pānini.

niniau［ににあう］1. 静かに動く．niau の重複形．Niniau ke kahe o ka

wai. 〈歌詞〉水の波紋は静かに動く．2. うなだれる，垂れ下がる．

Niniau, ‘eha ka pua o ke koai‘e. 〈歌詞〉コアイエの花は傷つき垂れ下

がる．

ninihi［ににひ］nihinihi と同じ．Lalawe a ninihi. 慎重にことを運ぶ．Ka
lalawe ninihi launa ‘ole. 比べられない（最高の）境地に運ぶ．

ninini［ににに］nini の 1 の重複形．PPN lilingi.

ninipo［ににぽ］nipo の 1 と 2 の重複形．Nipo ninipo ho‘i i ke aloha. 愛
に恋いこがれる（焦がれる）．

niniu［ににう］niu の 2 の重複形；ぐるぐる回る；心配そうな，悲し
い；目まいがして；目まい；かすんだ，ぼんやりした．ho‘oniniu.

目まいを起こさせる；（こまなどを）回す．
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Nīnole. ニーノレ．
【地名】1）ハワイ島ヒロ地方（ホノムー区画）の
地名：町（集落）．2）カウー地方（ホヌアポ区画）の地名：町，自

営農地，入り江，峡谷．泉［pūhau：沸き水］で有名．E ho‘i aku au i

Nīnole i ka wai hu‘ihu‘i mai ke kuahiwi. 山からの冷たい水があるニー
ノレに帰ろう．

ni‘o［に‘お］頂上；頂上に到達する．
nīoi［におい］【植物】アカトウガラシ（赤唐辛子）の全種．
nīoi pepa［におい_ぺぱ］
【植物】チリペパー：トウガラシの一種；熱
帯アメリカ産；メキシコ料理の香味料．
nīoi pūha‘uha‘u［におい_ぷは‘うは‘う］
【植物】アマトウガラシ，ピ
ーマン：トウガラシの一変種．

niolopua［におろぷあ］ハンサムな．He kanaka niolopua. ハンサムな
男．

Niolopua. ニオロプア．
【神話】眠りの神．比喩的に「眠り」．Ua la‘i
me Niolopua. 安らかな眠り．

nipo［にぽ］1. …にあこがれる，慕う；…にほれている；愛する，思
いこがれる．ho‘onipo. 求愛する，くどく．
〈比較〉ha‘anipo. 2. 眠

そうな，ものうい，ぼんやりした．ho‘onipo. 眠けを引き起こす．

niponipo［にぽにぽ］nipo の 1 と 2 の重複形．

niu［にう］1. ココヤシの実，ココナッツ：熟したココナッツをすり
おろし絞られた白い液体のココナッツ水またはココナッツクリー

ムは，共に wai niu または wai o ka niu と呼ばれた．また niu ā wali は，

ココナッツミルクと訳された．PPN niu. 2. 回転している，くるくる
回る，目が回る．〈比較〉niniu.

Niu［にう］ニウ．
【地名】オアフ島ホノルル市の副地区名（ココ・ヘ
ッド区画）：谷，学校などの名．

niuhi［にうひ］
【魚】ホホジロザメ（Carcharodon carcharias）．PPN n(a,
e)ufi, PEP niufi.
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niu kahiki［にう_かひき］
【植物】ナツメヤシ：樹幹が 20mにも達し，
頂上に指を広げたような羽状複葉がある．
〈逐語〉外来ココナッツ．

Niuli‘i. ニウリイ．
【地名】オアフ島西部（ワイアナエ区画）のルアル
アレイにある貯水池の名．
【地名】ハワイ島（コハラ区画，ワイピオ
区画）の地名：町，川など．〈逐語〉小さいココナッツ．

Niu-malu. ニウマル．
【地名】カウアイ島東部リーフエ地方の地名：海

浜公園など．
【地名．建築物】オアフ島，ホノルル地方．ワイキーキ
ーにあったホテル名．
【地名】マウイ島（カーナ区画，カウポー区画）
の地名．
【地名】ハワイ島，コナ地方（カイルア区画）フリヘエ宮殿

［Huli-he‘e Palace］にある小さな海岸．
〈逐語〉陰を（作る）ココナッ
ツ．→ヤシの木陰．

niu malo‘o［にう_まろ‘お］コプラ（ココヤシの実を乾燥したもの；ヤ
シ油や石けんなどの原料），乾燥したココナッツの果肉．

no［の］
〔前置詞〕…の，…のために，…から由来する，…に関して，…

について，…から．No laila lākou? 彼等はそちらの出身ですか．PCP

no(o).
-［の
no
］
【文法】強めのマーカー．とても，全く，かなり，とにかく．
Maika‘i nō. かなり良い，とても良い．

noa［のあ］カプ（タブー：禁忌）から放免された，束縛から釈放され

た；自由．ho‘onoa. （禁忌などを）やめさせる；禁忌から解放する．

PPN noa.

noe［のえ］霧，もや，雨のしぶき；霧がかかる．Ua noe. 霧雨（きり

さめ）．Noe ke ‘ala o ka lehua. レフアの香りがする霧．PPN（たぶん）

ngo‘e.

no‘eau［の‘えあう］利口な，巧みな，賢い．‘Ōlelo no‘eau. 賢いまた
はおもしろいことわざ［格言］．
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noelo［のえろ］
（書物・記録などを）探求する．nowelo は異形．Noelo
ka ‘i‘iwi i ka pili aloha. イイヴィ（鳥）は愛をつなぎとめるものを探

し求める．Noelo i ka pili ‘ao‘ao. （彼女の）そばにいる方法をさがす．

noenoe［のえのえ］霧，もや（靄）．noe の重複形．Ke noenoe mai nei
ho‘opulu ana i ke one. 霧がやってきて，砂地を潤します．

nohea［のへあ］顔立ち［容姿］の整った，かわいい，美しい外見の；
ハンサムなまたは顔だちの良い人．

no hea［の_へあ］〔疑問詞〕どこから．

nohenohea［のへのへあ］1. 愛らしい，ハンサムな．nohea の重複形．
Meha ipo nohenohea i ka poli. 胸の中の愛らしい恋人は穏やか（です）．
2. noenoe に同じ．

Nohili. ノヒリ．
【地名】カウアイ島ワイメア地方にある地名．Ke-onekani-o-Nohili［ノヒリの鳴く砂浜］を参照．Ke one o Nohili. ノヒリの

砂浜．
【地名】オアフ島，ホノルル地方西部ハワイカイ副地区の通り
の名．

noho［のほ］1. 座席，いす，スツール，ベンチ，サドル（自転車の腰

掛部）；座る．2. 住む，居住する，開会［開廷］している，滞在する，
とどまる，結婚する；…となる，
（…の）役を務める；支配［統治］す
る．3. 否定のマーカー［mai］に続き強い否定を表す．Mai noho ā +

動詞を参照．Mai noho ā ha‘alele mai ia‘u. わたしを捨てないでくださ

い．ho‘onoho. 居を定める；設備する，設置する，設立する；（活字

などを）組む．PPN nofo.

noho ali‘i［のほ_あり‘い］王位，権力，族長権；主権を握る，支配者
のように振る舞う．

noho aloha［のほ_あろは］平穏である，静穏な；友好関係．

noho aupuni［のほ_あうぷに］統治［支配］する；統治［支配］者．
noho hale［のほ_はれ］住居の現住者［所有者］．
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noho huila［のほ_ふいら］（病人用の）車いす，手押し車．
noho‘i［のほ‘い］
【文法】強めのマーカーで，no- + ho‘i の語．‘O au noho‘i.
（突然の指名などに対して）本当にわたし．

noho ‘ie［のほ_‘いえ］枝編みのいす．

noho kai［のほ_かい］海辺の居住者；海のそばに住む．
noho kālele［のほ_かれれ］ひじかけいす．
noho kāne［のほ_かね］（女性が）結婚する；男性と一緒に住む．
noho lio［のほ_りお］（乗馬用などの）鞍．

noho loa［のほ_ろあ］長い間［永久に］とどまる．
nohomālie［のほまりえ］
【植物】キバナキョウチクトウ（Thevetia peruviana）：キョウチクトウ属の一種．〈逐語〉じっとしている．

nohona［のほな］住居，所在地，生活様式，親族関係．PEP nofonga.

nohonoho［のほのほ］noho の重複形．ho‘onohonoho. ho‘onoho の
重複形；配列［配置］する，分類［類別］する．

noho paipai［のほ_ぱいぱい］ロッキングチェアー，揺りいす．

noho papa［のほ_ぱぱ］
（帽子に飾る羽のベルトのように）順序正し
く配列した．ho‘onoho papa. 配列させる，整列させる．

noho pono［のほ_ぽの］礼儀正しく座っている，行儀よく振る舞う．
noho uka［のほ_うか］高地居住者；奥地に住む．

noho wahine［のほ_わひね］
（男性が）結婚する；女性と一緒に住む．

noho wale［のほ_われ］何事もしない；のらくらしている，怠惰であ
る；じっとひとりで座る．

nohu［のふ］
【魚】サツマカサゴなど，フサカサゴ科の魚の総称（Scorpaenopsis

cacopsis など）．PPN nofu.

noi［のい］何かを求める，懇請［懇願］する，動議を出す；請願，嘆
願．〈比較〉nı-nau（質問する），noinoi, nonoi. PPN no‘i.

no‘iau［の‘いあう］no‘eau の異形．
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noi‘i［のい‘い］情報や知識を求める．
noinoi［のいのい］noi の重複形．

noio［のいお］
【鳥】ハワイに生息する薄黒いアジサシの総称（Anous

tenuirostris melanogenys）
：クロアジサシやセグロアジサシなど．PCP

noio.
nōkali［のかり］公証人．notari は異形．英語 notary (public) より．

no ka mea［の_か_めあ］
【文語】なぜなら，しかるに．
〈逐語〉この
事のせいで．PCP no te mea.

noke［のけ］続ける，屈せずにやり通す．

No ke aha?［の_け_あは］なぜですか．aha を参照．PEP no te afa.

nokenoke［のけのけ］noke の重複形．Nokenoke i ke ‘aki i ke ku‘i. 1）歯
を突つく［削る］治療が続く．2）文脈により「歯ぎしりがずっと続
いている」．

noliki［のりき］北東．英語 northeast より．

no laila［の_れいら］laila を参照．laila は no に続くときには「れいら」
と発音される．

nolu［のる］1. やわらかい，しなやかな弾力［弾性］のある．2. だ
ます，ペテンにかける．

nome［のめ］
（馬が草を食べるように）少しのものを時間をかけて食
べる，食べ続ける；転がり続ける，回り続ける．‘Ūhī‘ūha- mai ana ‘eā,

ke nome a‘ela iā Puna ‘eā. 〈歌詞〉
「プシュープシュー」という音が来

て，プナの地を食べ続ける（溶岩流を歌った火の女神ペレの歌）．Ke
nome ka huila i ke alahao. 鉄路で車輪が回り続けるとき．

nona［のな］彼［彼女］のもの，それのもの；彼［彼女］を，それを．
PCP nona.

nonanona［のなのな］1. 【昆虫】アリ（もっと一般的な naonao と同

じ）．2. 【昆虫】ヌカカ・ユスリカ・ブヨなどの小さい昆虫の総称．

456

none［のね］1. ゆっくり，退屈な．‘O wau ho‘okahi ke none nei. わた
しは１人で静かな時間を過ごしています（わたしは１人で退屈して

います）：文脈・状況で判断します．ho‘onone. ゆっくり行なう．2.
辛抱強く試みること，いらいらさせること，からかうこと，じらす

こと；しつこく悩ます．Mai none, mai none. じらさないで．

nonenone［のねのね］none の 1 と 2 の重複形．

noni［のに］1. 【植物】低木であるインド産のクワの木（Morinda cit-

rifolia）
：昔は，染料・食料・薬などの源としてハワイ人に役立った．
PPN nonu. 2. ‘ānoni と同じ；混ぜる，混じり合う，混乱させる．

nono［のの］1. 赤色，赤み；ばら色のほおの；（日焼けなどによる）
赤ら顔の；日焼けした，
（日に焼けて）褐色（かっしょく）の．2. 穴
だらけの，…に穴をあけた，虫の食った；（砂の中の水のように）じ
わじわとにじみ出ている；浸出，漏出．

nonoi［ののい］noi の重複形．PEP nono‘i.

no‘ono‘o［の‘おの‘お］思考，熟考，熟慮，考えること；考える，思考
する；（裁判での判例などを）熟考する；思いにふけった．No‘ono‘o
ha-iki.（人・意見などが）偏った；視野の狭い心．ho‘ono‘ono‘o. 考

えさせる，熟考させる；思い出させる物［事］．
notari［のたり］→ nōkali［のかり］を参照．

nou［のう］1. 投げる，投げつける，ほうる，投げ落とす；（手・こぶ
しによる）打撃，投げること；投げる［ほうる］人．ho‘onou. 投げ

る，投げつける；肉体的な力を発揮する．2. あなたに，あなたのも

の，あなたのために．PCP no(o)u.

no‘u［の‘う］わたしに，わたしのもの，わたしのために．PCP no(o)ku.

nounou［のうのう］nou の 1 の重複形；投げる，打つ．Ka ua nounou
i ka ‘ili. 肌を激しく打つ雨．
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Nounou. ノウノウ．【地名】カウアイ島東部，カワイハウ地方の山

（Sleeping Giant として知られる）；保護林，トレイル．Ālai ‘ia a‘ela e
Nounou. ノウノウの山でさえぎられる．

noweke［のウェけ/のヴェけ］北西．英語 northwest より．

nowelo［のヴェろ］探し求める．noelo の異形．noelo を参照．

Nowemapa［のヴェまぱ］11 月．英語 November より．
nōweo［のヴェお］輝く，きらめく．‘Ula nōweo ka lā i ka pua ‘ilima. 太

陽はイリマの花を赤く輝かせる．Kō maka palupalu nōweo mai. 輝い
ているあなたの優しい目．‘Ume‘ume no-weo i ka po-uliuli. 輝きは暗や

みを引き付ける．
nū［ぬ］1. 咳をする；（風などが）ゴウゴウという；（豚が）ブウブウ
鳴くこと；（ハトが）クウクウ鳴くこと；（雨が）パタパタ［パラパ

ラ］音を立てること；うなること，深いためいきをつくこと，うめ
き声をあげること；苦しめられた，悲しみに打ちひしがれた．
- .（不幸などを）嘆く，うめくような声で言う，ため息をつい
ho‘onu

て言う，叫ぶ．PPN nguu. 2. 文字の「N」．3. 新しい，新；ニュース，
報道．英語 new, news より．nu- hou を参照．

nu‘a［ぬ‘あ］1. 厚い；（マット，レイ，海が波立つように）上に重な
った；重ねた；（草木などが）生い茂った；大ぜいの人．Moena kumu

nu‘a. 枕にする部分を重ねて厚くした敷き布団．Nu‘a moena. （積み
重ねた）マットの山．Ua nu‘a ka lehua ‘au i ke kai. 海には漂うレフア

の花が重なっていた．Haki nu‘a ka uahi i ke kai. 海では水煙が砕ける．

Nu‘a kanaka. 群衆．Ka nu‘a o ka palai. パライシダの群生（または「パ

ライシダを刈り取った束」
）．Pūpū a‘o ‘Ewa i ka nu‘a nā kānaka. 群衆

に囲まれているエヴァ（海岸）の貝．ho‘onu‘a. 積み重ねる．2. 海
藻［海草］の一種．

nu‘alia［ぬ‘ありあ］nu‘a の 1 の受身形または命令形．Nu‘alia i ka pō‘ai
pali. 崖の回りを取り囲め．
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Nu‘alolo. ヌアロロ．
【地名】カウアイ島ワイメア地方ナーパリコース

トにある地名：渓谷，川，トレイル．Aloha Nu‘alolo i ka haka lewa.〈歌
詞〉ヌアロロは揺れ動く止まり木を愛します．

nu‘anu‘a［ぬ‘あぬ‘あ］nu‘a の重複形；大きい，柔らかい，肉付きのよ

い．Nu‘anu‘a nā lei i ka ‘ā‘ī o ka malihini.〈歌詞〉たくさんのレイは客
人の首に重ねてかけられる．

nuha［ぬは］不機嫌な，むっつりした；すねる，立往生する．
〈比較〉
nunuha. ho‘onuha. 不機嫌にさせる；むっつりする．

nuhe［ぬへ］ ‘enuhe［芋虫，毛虫］の異形．
nū hou［ぬ_ほう］ニュース，最近の［近ごろの］情報．Nū hou kūloko.
（新聞の）地方記事．

nui［ぬい］大きい，偉大な，重要な；（量が）多い，たくさんの；大
きさ，数，規模，分量；十分な量［数］．
〈比較〉hapa nui, mea nui. Leo

nui. 大きい声．‘Ano nui. 重要な．Aloha nui loa. とてもたくさんの愛．
名詞の前に付く nui は，nui mano-（サメの集団）または nui manu（鳥

の群れ）のようにグループ［群れ・集団］を意味することがある．

ho‘onui. 大きくする，増やす，増大［増加］させる，拡大する．Ho‘onui

leo. 拡声器，ラウドスピーカー．PNP nui.

nui kino［ぬい_きの］全身．

Nuioka. ヌイオカ．
【地理】ニューヨーク：米国北東部の州．英語 New
York より．

Nūkaledonia. ヌーカレドニア．
【地理】ニューカレドニア．英語 New

Caledonia より．
- kilani. ヌキラニ［ヌーキラニ］．
Nukilani, Nu
【地理】ニュージーラン
ド：南太平洋中，オーストラリア南東方にある国．英語 New Zealand
より．

Nūkini. ヌーキニ．【地理】ニューギニア．英語 New Guinea より．
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nuku［ぬく］1. （鳥の）くちばし，
（昆虫の）くちさき，先端，末端；
（噴水・ポンプなどの）噴出口，水差しの口；（港・川・山あいを通

る細道などの）出入口．Nuku awa. 入港口．PPN ngutu. 2. 小言を言

うこと，わめきたてること，どなること，不満でぶつぶつ言うこと．

nukunuku［ぬくぬく］1. nuku の重複形；小言を言う．2. ぶっきらぼ
うな，突然中止した，無骨な．

nuku pu‘u［ぬく_ぷ‘う］1. 【鳥】現在大変珍しいハワイミツスイドリ

のグループ（Hemignathus lucidus lucidus. H. I. hanapepe, H. I. affinis）．

〈逐語〉弓形に曲がったくちばし．2. 突き出た唇（くちびる）
；（不
快・不機嫌の表示として）唇（くちびる）を突き出す．

nuku wai［ぬく_わい］河口．

numela［ぬめら］数詞，数字．numera は異形．英語 numeral より．

numera［ぬめら］→ numela［ぬめら］を参照．

numi［ぬみ］
（涙・笑い声・感情などが）徐々に静まる［おさまる］．
PCP numi.

numonia［ぬもにあ］【病理】肺炎．英語 pneumonia より．
-nūnū［ぬぬ］1. うめき声をあげること，うなること，
（ハトが）クウ

クウ鳴くこと，（豚が）ブウブウ鳴くこと．2. 【魚】ヘラヤガラ

（Aulostomus chinensis）：くちさきが長く管状．

nunuha［ぬぬは］nuha の重複形；むっつりした，不機嫌な．

nunui［ぬぬい］nui の重複形．複数のものに対して用いる．
〈比較〉hele,
uhele など．Nunui nā miki‘ai lā. 複数の指をポイに入れて食べる（た

くさん食べる）．

Nunulu［ぬぬる］ヌヌル．
【地名】1）ハワイ島東部プナ地方（マクウ
区画，カラパナ区画）パーホアの町の通りの名．2）ハワイ島北部コ

ハラ地方（コハラ区画）の地名（開発地）で Nunulu-iki, Nunulu-nui
がある．〈逐語〉（犬などが）うなる．

nupa［ぬぱ］1. lupa に同じ．lupalupa を参照．2. 深い洞窟［地面］の
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割れ目；洞窟のように薄暗い．3. 大きくする，広げる．

nupanupa［ぬぱぬぱ］nupa の 1 と 2 の重複形．Ke niniau lā i ke one i ke
kai nupanupa o Hāena. 〈歌詞〉ハーエナ（海岸）の波立った海の砂浜

で優雅に動く（踊る）．
nūpepa［ぬぺぱ］新聞．英語 newspaper より．
nūpepa puka la- ［ぬぺぱ_ぷか_ら］日刊新聞．

nu‘u［ぬ‘う］高度，高地；海抜；（自然または人工的な）層．PPN nuku.

Nu‘u. ヌウ.【地名】1）マウイ島南部（ルアライルア・ヒルズ区画）の
地名：湾名など．2）モロカイ島（カマロー区画）の地名．

Nu‘u-anu. ヌウアヌ．
【地名】
オアフ島ホノルル市の地区名（地区 11）：
谷，崖，川，公園，墓地，小学校などの名．Aia i Nu‘uanu kō lei nani.

あなたの美しいレイはヌウアヌにあります．〈逐語〉寒い高地．

Nu‘u-anu Pali. ヌウアヌ・パリ．
【地名】オアフ島ホノルル地方のヌウ

アヌにある崖：カメハメハ軍（ハワイ島）と闘ったオアフ連合軍（ハ
ワイ島以外の軍勢）の終焉（しゅうえん）の地．オアフ連合軍は降
伏より死を選んだといわれる．
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O

-（
O, o〔アルファベット〕ハワイ語のアルファベット O/o の発音は ‘o
−
‘お
）である．〔用例〕O 型（おーがた）の名詞．
o［お］1. 〔前置詞〕…の．この o は，ko‘u, kou, kona, kō laila のように

所有格の部分を形成する．PPN (‘)o. 2. 〔接続詞〕あるいは…，…かと，

…かどうか，…しないように．O ku‘ia kou wāwae i ka pōhaku. あなたの

足を岩にぶつけないように．
ō［お］1. 答える，
「はい」と返事する，同意する；（返事としての）
「は
い」．PPN oo. 2. 残留する，存続する，残存する，続く，続ける，あ
り続ける；続行．oia, oia mau nō を参照．

‘o［‘お］
【文法】主語表示のマーカー：特に一般的には人名の前，疑問
詞（だれ・なに・どこなど）の wai や hea の前，代名詞の ia や au な

どの前に付く．‘O au nō. わたしです．PPN ko.
‘ō［‘お］1. （フォーク・ピン・先のとがった棒・もりなど）あらゆる
- . 入れさせ
突き刺すための器具；突き通す，穴をあける，突く．ho‘o

る，さし入れさせる，突かせる，挿入させる．PNP koso, PCP koo. 2.
あそこ，かなた（しばしばma-, i, mai の後に続く）．Noho ma‘ō. あそ

こに座る．PPN koo. 3. 文字の「O」．

‘ō-. 【文法】類似を表わす接頭辞．PCP ko(o)-.

o‘a［お‘あ］1. 家の梁（はり）．PPN hoka. 2. 魚のえら．
- ‘oa- . 裂ける［砕け
‘oa-［‘おあ］1. 裂け目［割れ目］；裂く，砕く．ho
る］原因となる．2. あちこちで大声を出す，どなる．3. 吐く，吐き

気を催す．
- ‘ō‘ā［‘お‘あ］
（レイの色や血液などが）混じり合った．He Hawai‘i ‘o ia
akā ua ‘ō‘ā ‘ia me ke koko Kepanī. 彼は［彼女は］ハワイ人だが，日本

人の血が混じっている．
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O‘ahu. オアフ．
【島名】ハワイ 8 島の 1 島で，ハワイ州（国）を代表

する島：オアフ島はホノルル郡に属する．愛称は O‘ahu o Kākuhi-

hewa. カークヒヘヴァ（首長の名）のオアフ島．

‘oaka［‘おあか］1. 口を開く．hoaka の 3 と同じ．‘Oaka a‘ela kona waha,
a‘o maila ‘o ia iā lākou. 彼［彼女］は口を開き，彼らに教えた。2.（サ

ツマイモなどが）芽を出す．3. 輝く；‘owaka に同じ．‘Oaka ē ka lani
noke nō. 天国は輝き続ける．Lei ka wahine i ka lehua ‘oaka ka lani, naka

ka honua. 女性はレフアで飾り，天は輝き，大地は割れる．

‘oama［‘おあま］
【魚】weke（ヒメジ）の稚魚．‘owama はつづりの異
形．PCP koama.

‘o au, ‘o wau［‘お_あう，‘お_わう/ヴァう］1 人称単数主格の代名詞
au/wau［わたしは］，およびマーカー ‘o を参照．

oe［おえ］長く続く音［こと］，列車や汽船の汽笛，サイレン．

‘oe［‘おえ］
〔人称代名詞 2 人称単数・主格〕あなたは［が］．PPN koe.
‘oē［‘おえ］
（波・木の葉・水・風などが）サラサラいうこと［鳴るこ
と］，ヒューヒュー鳴ること，哀れっぽく［すすり］泣くこと；この

ような音がする；（布地などの）裂ける［破れる］音；昆虫の（ブン
ブンいう）うなり．‘owē はつづりの異形．

‘o‘e［‘お‘え］上を探る，突つく，ちくりと刺す；鋭い痛み；釘を打っ
た．

‘oeha‘a［‘おえは‘あ］曲った，歪んだ；ぶざまに歩く，与太って歩く．
‘Ōpae ‘oeha‘a o ke kahawai. 小川のよちよち歩きの小エビたち．

oeoe［おえおえ］oe の重複形．‘O ke kani honehone a ke oeoe. （その音
は）快く長く続く音です．

‘o‘e‘o‘e［‘お‘え‘お‘え］‘o‘e の重複形；（秘密などを）さぐりだす．I ho‘i

iho au e moe, ‘o‘e‘o‘e ana kō ia lā kuli. 〈歌詞〉眠りに戻ろうとしたが，

彼のひざがつついている．
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oha［おは］1. （ツタや青草などが）生い茂ること；繁盛する；発育

する．2. あいさつする；好意．PPN ‘ofa.
-‘ōhā［‘おは］【植物】自生のキキョウ（ロベリア），サワキキョウ．
--ōhāhā［おはは］
（着実に）成長する，完全に発達した，健康な．Ōhāhā ka
ulu ‘ana o kēia kalo. このカロ（タロイモ）の成長は順調だ．

‘ohai［‘おはい］
【植物】アメリカネム（Samanea saman）
：南米産サガリ
バナ科の大木．PCP koofai.

‘ohai ‘ula［‘おはい_‘うら］
【植物】ホウオウボク（Delonix regia）
：マダ
ガスカル原産のマメ科の木．

‘ohana［‘おはな］1. 家族，親族，一族；同族の．2. 家庭で行う祈祷
（きとう）のために集まる（pule ‘ohana の省略形）．

ohaoha［おはおは］oha の 1 と 2 の重複形；喜び［楽しみ］を与える．
Ohaoha launa ‘ole na- pua ma ka hikina.〈歌詞〉東に咲く花たちには対
抗するものがいない（東にいる少女たちは比較にならないほど人を

ひきつける）．
-‘ōhā wai［‘おは_わい］
【植物】キキョウ（ロベリア）．‘ōhā に同じ：wai
［水］があるので，サワキキョウ（沢キキョウ）．Holu ka maka o ka ‘ōhā

wai a Uli.〈歌詞〉魔法使いウリのサワキキョウの顔が揺れる（‘ōhāwai
o Uli［魔法使いウリの化身のサワキキョウ］と 1 語，および a でな
く o で書かれたテキストもある）．

‘ohe［‘おへ］竹の全種，アシ（葦）；楽器のリード（アシの茎で作る）；

フルート；管，パイプ，チューブ；魚を保存するための竹筒．Puhi

‘ohe. 吹奏楽器を演奏する；吹奏楽器奏者．PPN kofe.
‘ōhelo［‘おへろ］
【植物】自生のツルコケモモ属の低木（Vaccinium reticulatum）
：赤または黄色の水分の多い小さな果実で食用になる；か

つては女神ペレに捧げられた．
‘ōhelohelo［‘おへろへろ］
（‘o-helo ベリーの色のような）ピンク色の，
バラ色の．ho‘ōhelohelo. ピンクに彩色する．

464

‘ōhelo papa［‘おへろ_ぱぱ］イチゴ．ストロベリー．

oheohe［おへおへ］真っすぐで高い：ohe という語はなく重複形では

ない．Oheohe Aloha Tower e kū nei. アロハタワーは真っすぐ高く建っ
ている．

‘ohe‘ohe［‘おへ‘おへ］1. ハワイ諸島で見られる自生の木（Tetraplasan-

dra kavaiensis と亜種）．ニイハウ島で見られる自生の木（Reynoldsia
sandwicensis）．2. ジュズダマ（数珠玉）．pū‘ohe‘ohe に同じ．3. サツ
マイモの一種．

‘ohe puluka［‘おへ_ぷるか］フルート．〈逐語〉フルート竹．

‘ohe wai［‘おへ_わい］送水管，ホース；竹製の水を入れる容器．

ohi［おひ］
（通例，雌の）動物の子；一人前の雌になったばかりで，子

を産んだことのない；若さ，元気；若い時の発育．Ohi moa. 若鶏．

PPN osi.

‘ohi［‘おひ］…の取り入れをする，
（穀物を）刈り入れる，
（花・くだも

のを）摘む，えり抜く；（賃金または税金などを）取り立てる；選ら

ばれること，集めること．PCP ko(f, s)i.
‘ōhi‘a［‘おひ‘あ］1. 【植物】2 種類の木．‘ōhi‘a ‘ai, ‘ōhi‘a lehua を参照．
PCP k(a, o)(f, s)ika. He aha ka lā‘au e kau ai? He ‘ōhi‘a lā ā he lama paha.

〈歌詞〉どの木にとまったらいいですか．レフアの木ですか，ラマの

木ですか．2. トマト．‘ōhi‘a lomi を参照．
‘ōhi‘a ‘ai［‘おひ‘あ_‘あい］
【植物】マライフトモモ（Eugenia malaccensis）．〈逐語〉食べられる‘o-hi‘a.
- hi‘a lehua［‘お
‘o
ひ‘あ_れふあ］lehua を参照．
‘ōhi‘a loke［‘おひ‘あ_ろけ］
【植物】フトモモ（Eugenia jambos）．
〈逐
語〉バラの ‘o-hi‘a.
‘ōhi‘a lomi［‘おひ‘あ_ろみ］
【植物】普通のトマト（Lycopersicon esculentum. 種々の commune）
：しばしばロミサーモンと呼ばれる，鮭と

トマトを混ぜて作られる料理に使われる．

465

‘ōhiki［‘おひき］1. 厳密に検査する，詮索する，識別する；（シャベル

で地面などを）つつく；（エンドウ豆などを）さやから取り出す；

（歯・鼻などを）ほじってきれいにする；（耳などを）掃除する．2. ス

ナガニ科のツノメガニ．
（たぶん Ocypode ceratophthalma と O. laevis）．
‘ōhiki niho［‘おひき_にほ］
（木・プラスチックの）ようじ，つまよう

じ．
‘ōhila［‘おひら］はにかむ，恥ずかしがる，内気な．

‘ohina［‘おひな］集める［集まる］こと；選択，選抜．
〈比較〉 ‘ohi.
‘ōhinu［‘おひぬ］
（着物など）すれて光る，あぶらじみた；焼いた肉の
ひと切れ；焼いた，あぶった；（溶かして採った，特に柔らかい状態
の）獣脂．

ohiohi［おひおひ］（植物などが）力強く成長する，おい茂る．

oho［おほ］1. 頭髪；植物の葉；葉［芽・若枝］が出る．
〈比較〉lauoho.
- ho.
2. 叫ぶ，ほえる；絶叫；（驚かされた鳥などが）舞い上がる．ho‘o
絶叫する，かっさいする，大声で言う，大声で叫ぶ．PPN ofo.

ohohia［おほひあ］熱狂；熱烈な，喜んでいる，嬉しそうな；熱烈な
歓呼の声．

ohoku‘i［おほく‘い］かつら，ヘアピース，入れ毛，かもじ．
〈逐語〉
加えた髪の毛．

‘ohu［‘おふ］霧，霞，山の上にかかるかすかな雲；レイなどで飾った．
- ‘ohu. 霧がかかる；霧の深い［立ち込めた］．PNP kofu.
ho
‘ōhua［‘おふあ］（貴族の）家臣，家来，従者；（船などの）旅客．
‘ōhule［‘おふれ］1. はげた；はげ頭の人．ho‘ōhule. はげ頭にさせ
る；毛髪を完全に刈り取る．2.（スポーツで）零敗させた．ho‘ōhule.

（競技などで）打ち破る，負かす，勝つ．
‘ōhulu［‘おふる］羽が伸びる；（特に廃棄されたまたは不ぞろいの小粒
のサツマイモから生えてくるツルが）成長する．
‘ōhuluhulu［‘おふるふる］（体毛など）毛深い，毛むくじゃらの．
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‘ōhumu［‘おふむ］不満がましく言う，ぐちを言う，あらを見つけ出

す，（悪事を）図る，企む．PCP koo(f, s)umu.
‘ōhumuhumu［‘おふむふむ］‘o-humu の重複形；（気の合った友達など
に）悩みを話す．PCP koo(f, s)umu(f, s)umu.

‘ohu‘ohu［‘おふ‘おふ］‘ohu の重複形；霧，霞；霧がかかる．‘Ohu‘ohu i
nā lei. 多くのレイで飾った．‘Ohu‘ohu Hale Mano i ka lau lehua. ハ
レ ・ マ ノ は た く さ ん の レ フ ア で 飾 ら れ た （ Hale Mano： 首 長

Manokalanipō の家）．

oi［おい］位置を変える；（侮辱するように）横を向く；前かがみにな

る；（怒って）身を引く．PNP oi.
- ‘oi. 鋭利にする，とがらせる．PPN kohi.
‘oi［‘おい］1. 鋭い；鋭さ．ho
2. 最もよい，すぐれた，すばらしい；卓越する，…にまさる；上位

に，格別に．A ‘oi, emi mai. 多かれ少なかれ．Maui nō ka ‘oi. マウイ

島が最もよい．
【文法】この語は比較の文を作る．‘Oi aku A, mamua o

B. A は B よりもよい．
〔用例〕Ua ‘oi aku ko‘u akamai, mamua o ko ka‘u

po‘e kumu āpau. わたしの知恵はわたしのすべての師にまさってい
- ‘oi. …にまさ
る．同様の比較の文を構成する語に［kela］がある．ho
る；最もよい．

‘o‘i［‘お‘い］びっこを引く．PEP koki.

oia［おいあ］ō の 2 と同じ；しつづける，屈せずにやり通す．oia mau
nō を参照．

‘oia［‘おいあ］1. 真実；真実の．
（しばしば，これは・すなわちこれ
は・言い換えれば・たとえば・そうです・その通りです・先にお

進みくださいなどのように，慣用語［句］的に使われる．）‘Oia nō! は

い，そうです；その通り．‘Oia paha. たぶんそうです．hō‘oia. 確か

にする，検査する，実証する．Luna hō‘oia. 監査役．2. マーカーの

‘o + ia. ia（彼［彼女・それ］は［が］）と同じだが，現在では ‘o ia

と 2 語で使われる．
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‘oia ana nō［‘おいあ_あな_の］同じ結果です；（忠告など）おかまい
なしに．

‘oia ho‘i hā［‘おいあ_ほ‘い_は］よろしい，それでは；結局そうである．
‘oiai［‘おいあい］
〔接続詞〕1. …する間，その間に，…の間中．2. …で
はあるが，…とはいいながら，…だが.

‘oia‘i‘o［‘おいあ‘い‘お］真実の；真実；真実に，確実に；信頼．
- ‘oia‘i‘o. 立証する，確証する；（法的権利などを）承認する；事実，
ho
証拠．
-［おいあ_まう_の
oia mau no
］いつも同じように，同様に続ける，同
じ様子で．しばしば Pehea ‘oe?（ご機嫌いかがですか）の返事として

言われる．ō の 2 と oia を参照．

‘oia paha［‘おいあ_ぱは］ ‘oia を参照．

‘oihana［‘おいはな］仕事，職業，産業，商業；売り場，事務所；職業
上の．Noho ‘oihana. 公務員，役人，官吏；定職についている．

‘oihana ho‘ona‘auao［‘おいはな_ほ‘おな‘あうあお］教育制度．

‘Oihana ho‘ona‘auao［‘おいはな_ほ‘おな‘あうあお］（技術・教育な
ど）指導機関．

‘oihana kahuna［‘おいはな_かふな］僧職，聖職，聖職者の地位と勤
め．

‘Oihana kahuna［‘おいはな_かふな］旧約聖書にあるレビ記（レビ族
や司祭およびユダヤ教の儀式・祭式に関する律法が書いてある）．

‘oihana kinai ahi［‘おいはな_きない_あひ］消防署；火を消す仕事．
〈逐語〉消火作業または消火部門．

‘Oihana leka［‘おいはな_れか］郵政省．
‘oihana wai［‘おいはな_わい］浄水所．

‘Oihana wai［‘おいはな_わい］水道局．
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‘ō‘ili［‘お‘いり］1. 現れる，視野に入る；出現．‘Ō‘ili ka maka. （種・

球根などが）芽生える；（草木の芽が）成長し始める．2. （感情とし

ての）心臓，こころ（心）．‘Apo‘apo a‘ela kona ‘ō‘ili . 彼［彼女］の

心は動揺する．3. 【魚】カワハギなどの総称：小さく堅いうろこに

覆われている．PEP kookili.
‘ōilo［‘おいろ］【魚】ウナギの稚魚．PEP koo‘ilo.
-‘oio. hō‘oio［ほ‘おいお］誇示する；（ふざけ散らす子供のように）傲

慢な態度をよそおう；うぬぼれた，思い上がった．
‘ō‘io［‘お‘いお］
【魚】ソトイワシ（Albula vulpes）：温帯・熱帯地方の
浅い海に多く分布する小骨の多い釣り魚．

‘oi‘oi［‘おい‘おい］ ‘oi の 2 の重複形；（身分・地位・階級などが）上
位の人．

o‘io‘ina［お‘いお‘いな］（木陰・岩など）旅行者が休む場所．
- iwi. 土地っ子になりすます；
‘ōiwi［‘おいヴィ］原住民，土地っ子．ho‘o
土地っ子のような．

oka［おか］（食物の）かす，くず．
‘ōka‘a［‘おか‘あ］
（軸を中心にして）回転する，ぐるぐる回る；（マッ
トなどが）巻かれる；こま；巻かれた物．

‘Okakopa［‘おかこぱ］10 月．Okatopa は異形．英語 October より．
‘ōkala［‘おから］1. （寒さ・恐怖のために起こる）鳥肌，ぞっと身の
毛がよだつような感じ；（毛髪などが）さか立つ．2. （生地など）目
のあらい，細かくない．

‘okana［‘おかな］1. （通例，いくつかの ahupua‘a からなる）区域また

は小区域；（食物などの）1 人前．‘oki［切る］を参照．2. オルガン．

英語 organ より．

okaoka［おかおか］oka［（食物の）ごみ］の重複形．

Okatopa［おかとぱ］→ ‘Okakopa［‘おかこぱ］を参照．
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ōkea［おけあ］白砂または砂利．one（砂）と kea（白）の短縮形．
- ki. …に終
oki［おき］止まる，終わる，終了する．
〈比較〉uoki. ho‘o
わりをつける，終える，止める；終末．PPN ‘oti.

‘oki［‘おき］
（特に髪の毛を）切る；切り放す，切り刻む，切り離す，
離婚する，
（木を）切り倒す；（トランプなどを）切る；…に手術を施

す，
（外科手術で手足や指の全部または一部を）切断する；切ること，
分割，手術，切断．hō‘oki. （髪などを）短く切ったようにみせかけ
る，切断させる，切断する；離婚する．PPN koti.

‘okia［‘おきあ］切り離された．‘oki の受身形または命令形．

‘okika［‘おきか］
【植物】ラン：温帯・熱帯地方に生育し，通例華麗な
花をつける．英語 orchid より．

‘okika honohono［‘おきか_ほのほの］
【植物】デンドロビューム（Dendrobium anosmum）：ランの一種．

‘oki male［‘おき_まれ］離婚；離婚する．
〈逐語〉結婚を切る．‘oki mare
は異形．

‘oki mau‘u［‘おき_まう‘う］草を刈る．Mīkini ‘oki mau‘u. 芝刈り機．

‘okina［‘おきな］1. 切り離すこと；末尾，切断，分離. PPN kotinga. 2.
オキナ．
【音声学】声門閉鎖音，声門破裂子音，グロッタル・ストッ

プ［glottal stop：英語］．オキナは閉鎖および破裂がおもに声門でな

される子音で［‘］で表す．

‘oki‘oki［‘おき‘おき］‘oki の重複形；小口に切り分ける．PPN kotikoti.

‘oki poepoe［‘おき_ぽえぽえ］割礼；割礼を行なう（聖書における婉
曲語句；ハワイ語の言い方は kahe ule とか kaha ule であった）
．〈逐

語〉丸く切る．

‘oko‘a［‘おこ‘あ］異なる，分かれた，関係ない，別の，違った；全体
の；完全；（音楽における）全音符；全く，完全に，徹底的に；…と

は無関係に，全体的に見て．
〈比較〉holo‘oko‘a. hō‘oko‘a. 違わせる，

別にさせる，分離する，区別する．
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‘ō koholā［‘お_こほら］捕鯨；鯨を取る．
〈逐語〉鯨を突き刺す．
〈比

較〉moku ‘ō koholā.
‘ōkole［‘おこれ］【解剖】肛門，尻，臀部（でんぶ）．PCP kootole.
‘ōkolehao［‘おこれはお］同じ名前の蒸留器の中で，ティー［kī］の根
から蒸留される酒；最近では，米またはパイナップルの汁から造ら

れるジン．〈逐語〉鉄製の底．
‘ōkole‘oi‘oi［‘おこれ‘おい‘おい］
【植物】マリーゴールド，マンジュギ

ク（万寿菊），センジュギク（千寿菊）．
〈逐語〉突き出た尻．
〈比較〉

melekule.

‘ōkomo［‘おこも］挿入する；（船のすき間・割れ目などを）ふさぐ；
（つぎ木の一方法として，つぎ穂を台木に）差し込む．

‘okomopila［‘おこもぴら］オートモビール，自動車．英語 automobile

より．
‘ōku‘eku‘e［‘おく‘えく‘え］指関節，
（特に）指の付け根の関節．ku‘eku‘e
を参照．

ola［おら］生命，健康，よい［満足すべき］生活状態，生きているこ

と，保護されている状態；生きて；助命した；（傷病を）癒した；生

きる；（命を）助ける，
（傷病を）癒す，生命を授ける．Mālama ola.（生
- la. 救う，癒す，
計を意味する）金銭上の援助．ho‘o
（病気を）治す，

（人を悩み・困惑などから）免れさせる；保護されている状態；治

療する人；救助者．PPN ola.
ōla‘a［おら‘あ］【植物】アリサンバライチゴ（rubus rosaefolius）．
‘Ola‘a. オーラア．
【地名】1）ハワイ島ヒロ地方（フムウラ，キーラウ
エア，プナ区画）にある地名：泉と水路，かつては大規模農場の製

粉場，鉄道があった．2）町，保護林はキーラウエア区画．He wahine

kui lei lehua i uka o ‘Ōla‘a. オーラアの高地でレフアのレイに糸を通

す女性です．
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ola hou［おら_ほう］よみがえる，生き返る；生き返った；生き返る
- la hou. 意識を取り戻す，生き返らせる．
こと．ho‘o
ōla‘i［おら‘い］地震．

olakino［おらきの］健康状態．Mea olakino. （食糧など）命に必要な
物．
‘ōlala［‘おらら］1. 痩せた，薄い；発育を妨げた．2. しおれさせる（パ

ンダナスの葉などを編むために火にかざして柔らかくする）
．3. 陽
にさらす．‘Ōlala ia i kona kino i ka lā. 彼［彼女］は，彼［彼女］の体

を陽にあてた（日光浴をした）．
‘ōlali［‘おらり］1. （海上の船などが）…に沿って滑るように進む，
（人

の手の中から逃げる魚のように）するすると滑る．2.（日光など）明
るい，日が照る，きらきら輝く；輝き，明るさ．3. 【文法】わたり
音を意味する文法用語：わたり音については巻頭資料（IV. ハワイ
語の発音とアクセント）を参照．

ola loa［おら_ろあ］長命；完全に直った［回復した］．
‘ōlani［‘おらに］火であぶる，焼く，日光にあたって暖める．
‘ōlapa［‘おらぱ］1. （稲妻など）ぴかっと光る；突然に燃え立つ，ぱ

っと燃え上がる；（むかむかしている胃などが）不愉快にゴロゴロ
鳴る．2. 詠唱者または ho‘opa‘a（暗唱者）の歌にあわせて踊る踊り

手；現在は歌やヒョウタン（瓢箪）の太鼓の伴奏にあわせて踊るす
べての踊り．
ola pāna‘i［おら_ぱな‘い］救い出した，
（賠償金を払って）身請けし
- la pa- na‘i. 救いだす，
た，救助した；救いだす．ho‘o
（賠償金を払っ

て）身請けする；身請け人．
‘Ō-lau-niu［‘おらうにう］
【気象】ハワイ島や，オアフ島ホノルル地方
カパーラマ［Ka-pālama 地区（5）］に吹く風．Ke ‘ala honi ‘ia i ka ‘Ōlaniu.

〈歌詞〉オーラウニウの風にキスされた香り．
〈逐語〉ココヤシの葉
に穴をあける．
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‘ole［‘おれ］…でない，…がなければ，…がなかったら；否認［否定］す

る；（アラビア数字の）0，零，ゼロ；存在しないこと，無．
〈比較〉

‘a‘ole, mea ‘ole, ‘ole loa. Maika‘i ‘ole. よくない；悪い．hō‘ole. 否認

［否定］する，拒絶［拒否］する；拒絶，否認，拒否．PEP kole.

‘Ole［‘おれ］
【ハワイ暦】月の 7 日・8 日・9 日・10 日・21 日・22 日

の夜．これらは nā ‘Ole と呼ばれた．‘Ole には「無」という意味があ
ることから，これらの日には漁や種まきまたは何か重要なことを始

めるには縁起が悪いとされた．
‘olē［‘おれ］1. 【貝】ホラガイ（Charonia tritonis）：大きな海産巻貝の

総称；腹足類動物の殻；笛に使われるものもある．2. 不明瞭に話す，
ぐじゅぐじゅ話す．3. 砧（きぬた）：繊維を叩きカパ（タパ）を作る

棒．
‘olēhala［‘おれはら］
（木のてっぺんにいる鳥の）さえずり．Ke kani o
nā manu ‘olēhala nei.〈歌詞〉さえずる小鳥たちの音．Ua kani ke ‘olēhala

a nā manu i ka nahele. 〈歌詞〉森では鳥たちのさえずりの音がした．
‘ōlelo［‘おれろ］言語，言葉；物を言う，話す，述べる；口頭の，言
葉どおりの，口［言葉］で表わした．‘ōlelo + 国名で，〜国語：‘ōlelo

Kepanī を参照．PEP koolelo.

‘ole loa［‘おれ_ろあ］少しも…でない，少しも…しない，何らの…もな

い，…の価値もない；無益な，価値のない．
‘ōlelo a‘o［‘おれろ_あ‘お］さとし（悟），戒め．
〈逐語〉教えの言葉．
‘ōlelo ‘ē［‘おれろ_‘え］外国語，理解できない［耳慣れない］言語．
‘ōlelo ha‘i mua［‘おれろ_は‘い_むあ］
（特に著者以外の人の）はしが
き，序文．〈逐語〉初めに話される言葉．
‘ōlelo haole［‘おれろ_はおれ］外国語，特に英語．
〈逐語〉白人のこと
ば．

‘ōlelo Hawai‘i［‘おれろ_はわい‘い］ハワイ語．
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‘ōlelo hō‘ike［‘おれろ_ほ‘いけ］
【法律】宣誓［口供］書；（証人などの）
証拠，証言．

‘ōlelo ho‘ōho［‘おれろ_ほ‘おほ］
【品詞名】間投詞を意味する文法用語．
‘ōlelo ho‘oholo［‘おれろ_ほ‘おほろ］
（陪審の）評決，答申，判決，決

議，決議文，結論．
‘ōlelo ho‘onalonalo［‘おれろ_ほ‘おなろなろ］比喩［形容］的な言葉；

ごろ合わせと詩的な引用文による不明瞭な言葉；このように話す．
‘ōlelo huna［‘おれろ_ふな］隠語，かくされた意味を持つ言葉．
‘ōlelo kauoha［‘おれろ_かうおは］命令，教令，
（神の）おきて；命令
する，（天が）命ずる．
‘ōlelo Kepanī［‘おれろ_けぱに］日本語．Kepanī を参照．
-‘ōlelokīkē［‘おれろきけ］対話，当意即妙の応答；対話で人を引きつ

ける．〈比較〉kīkē-‘olelo.
-‘ōlelo kūkā［‘おれろ_くか］相談，論議；論議する，相談する．
‘ōlelo maika‘i［‘おれろ_まいか‘い］慈悲深い言葉，福音（キリストの

説いた救いについての教え）．
‘ōlelo makuahine［‘おれろ_まくあひね］母語．
‘ōlelo nane［‘おれろ_なね］判じ物，たとえ話，寓話．
‘ōlelo no‘eau［‘おれろ_の‘えあう］ことわざ，金言，因襲的格言．
‘ŌLELO NO‘EAU［‘おれろ_の‘えあう］
【書名】ハワイの格言集．巻末・
参考文献を参照．
‘ōlelo pa‘a［‘おれろ_ぱ‘あ］おきて（掟），戒律，命令，契約．
‘ōlelo pa‘i ‘ai［‘おれろ_ぱ‘い_‘あい］ピジン英語．namu pa‘i ‘ai, namu

pa‘i kalo を参照．〈逐語〉堅いカロ（タロイモ）の言語．
‘ōlelo paipai［‘おれろ_ぱいぱい］激励の言葉，奨励，神のおきて．
‘ōelo uea ‘ole［‘おれろ_うえあ_‘おれ］無線通信．
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‘ōlena［‘おれな］
【植物】ウコン（Curcuma domestica）：東インド産の

ショウガ科の植物；香辛料や食用着色料に，また布地やタパ［kapa］

を彩色したり医薬としても使われる．lena の 2 を参照．
‘ōlenalena［‘おれなれな］黄色，黄ばんだ色，土色．lenalena を参照．
‘olē‘olē［‘おれ‘おれ］1. 小さな巻貝の貝殻．‘olē の 1 を参照．2. ‘olē
の 2 の重複形；わめく，どなり散らす．Kani ‘olē‘olē hauwala‘au. ゴ
シップ話をぐだぐだ話す声．3. 偶像などの大きく口を開いた恐ろし

い形相．
‘ōlepe［‘おれぺ］1. （ちょうつがいなどが）回転する；（板すだれなど
- lepe. 回転させる，閉めさせる．PCP koolepe.
を）開け閉めする．ho‘o

2. 【貝】（ムラサキガイまたはカキのような）二枚貝の全種．
‘ōlepolepo［‘おれぽれぽ］多少よごれた，
（名声・品性・功績などを）
汚した；（名声・品性・功績などを）汚す．
‘Olepope［‘おれぽぺ］プロテスタント．Ho-‘ole Pope も同じ．

‘ole wale［‘おれ_われ/ヴァれ］全く何もない，興味［価値・用途］も
無い．

oli［おり］オリ：オリは踊りの付かない歌［詠唱］；オリを歌う（特に
長いフレーズを一息で歌い，またフレーズの最後を独特な声を震わ
せる唱法を使う場合もある）．mea oli. 詠唱者．PNP oli.

‘oli［‘おり］喜び，幸福，楽しみ；幸福な，喜ばしい．
〈比較〉hau‘oli.
- ‘oli. 喜びを与える，幸福にする．PEP koli.
ho

‘oliana［‘おりあな］
【植物】一般的な装飾用の低木（Nerium oleander と
indicumの種類）．

‘oliko［‘おりこ］輝く，きらめく．
‘ōliko［‘おりこ］つぼみをもつ，発芽する．〈比較〉liko.
‘ōlikoliko［‘おりこりこ］芽を出す．‘ōliko の 1 の重複形．
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‘olili［‘おりり］輝く，きらめく（煌めく），揺らめく．‘Olili ‘uleu i Hōpoe
ka wahine lewa i ke kai.〈歌詞〉海で踊る女性ホーポエは生き生きと輝
いている．

‘oliliko［‘おりりこ］ ‘oliko［輝く］と ‘ōliko［発芽する］の重複形．
‘ō lima［‘お_りま］【病理】種痘．〈逐語〉腕に突き刺すこと．
‘ōlino［‘おりの］輝く，光り輝く，まぶしい；輝き．
‘ōlinolino［‘おりのりの］ ‘ōlino の重複形．

olioli［おりおり］oli の重複形；詠唱者．

‘oli‘oli［‘おり‘おり］ ‘oli の重複形．PNP kolikoli.

oliva → ‘oliwa［おりヴァ→‘おりわ/‘おりヴァ］．

‘oliwa［‘おりわ/‘おりヴァ］
【植物】オリーブの木（Olea europaea）．oliva
は異形．

olo［おろ］1. 前後にすれる，こすってキーキー鳴る，のこぎりを使

う；のこぎり．PPN holo. 2. （音声・楽器などが）鳴り響く，長く響
く．PPN olo. 3. 丈の長いサーフボード．4. 小山，丘. PPN olo.

‘olo［‘おろ］二重あご，たるんだ皮膚，あごのたれ肉，ふくらはぎ；

【解剖】陰嚢（いんのう）；肥満で体をゆすって歩く；（ほおなどが）
たるむ，たれ下がる；ペンダント．

‘oloa［‘おろあ］みごとな白いタパ布．PPN koloa.

‘olohaka［‘おろはか］欠けている，
（目やほおなど）くぼんだ［こけ
た］；欠けている状態，欠乏．

‘olohani［‘おろはに］ストライキをする，仕事をやめる；暴動，一揆
（いっき）．hō‘olohani. ストライキまたは暴動を引き起こす［助長す

る］．
‘ōlohe［‘おろへ］
（衣服など）すり切れた，はげている，不毛の；（犬
など）毛のない；（頭などが）はげた；貧困な，貧乏な．
‘ōlohelohe［‘おろへろへ］ ‘ōlohe の重複形．
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olohia［おろひあ］1. 前後に揺れ動く．olo の 1 の受動形．Ke kai olohia

o Kalapakea. カラパケアの前後に揺れ動く海（Kalapakea：歌詞など

に現れる伝説上の場所）．2. 鳴り響く，長くなる．olo の 2 の受動形．
Wai olohia o Kahualoa. カフアロアの長く続く水の音［水の流れ］

（Kahualoa：歌詞などに現れる伝説上の場所）．

‘oloka‘a［‘おろか‘あ］
（輪などを）ころがす；移転させる；（借金など
を）転嫁する．

olo kani［おろ_かに］鳴る，響く．
olokē［おろけ］騒々しい，取り乱した，（話や音に）興奮した．

‘oloke‘a［‘おろけ‘あ］はりつけ台，絞首台，
（建築現場の）足場；交差
した．ho‘oloke‘a. 十字を記す；交差させる，組み合わせる．
‘olokele［‘おろけれ］沼，泥沼．

Olo-ku‘i. オロクイ．【地名】モロカイ島（カマロー区画）にある峰

（1,403m. 4,602ft.）．マウイとモロカイの古戦場．
〈逐語〉高い丘．Ā me

ke kuahiwi o Oloku‘i. そしてオロクイの山と共に．
‘ololī［‘おろり］幅の狭い，細い．

olomea［おろめあ］【植物】自生の低木（Perrottetia sandwicensis）．

olomio［おろみお］先細の，幅の狭い；（傷口などに）かさぶたが出来

始める；早く進む，（特に早く）消える．
olonā［おろな］1. 【植物】自生の低木（Touchardia latifolia）：樹皮か

ら取れるとても強く丈夫な繊維は，魚を取る網や物を運ぶ網，また
鳥の羽で作られたケープの基部のほかいろいろな物に使われた．2.

麻，亜麻（リネン）などの植物繊維一般．

‘olo‘olo［‘おろ‘おろ］1. ‘olo の重複形；（ペチコートなどが）非常に
低くたれ下がる；だぶだぶで長くたれ下がる．Waiū ‘olo‘olo. たれ下

がった胸．2. （川などが）氾濫（はんらん）する．
‘olo‘olo wa- wae［‘おろ‘おろ_わわえ/ヴァヴァえ］足のふくらはぎ．
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-［‘おろぷ
‘olopu
］
（風の中で帆などが）ふくれた；（食事をしている人

の頬などが）ふくれた；（仕事によって手が）水ぶくれになった．
- ‘olopu
- . 膨張させる，ふくらませる，水ぶくれにする．PCP kolopho

upuu.

Olowalu. オロワル．
【地名】マウイ島西部の地域名（区画名）：町，谷，
川，埠頭：多くのペトログリフが見られる場．キャプテン・サイモ
ン/シモンとの戦闘で多くのハワイ人が虐殺された場．
〈逐語〉多く
の丘．

‘olu［‘おる］涼しい，さわやかな；柔らかい，しなやかな，弾力のあ
る；快活な，
（気）楽な；丁寧な，思いやりのある，親切な；涼しさ；
- ‘olu. 柔らかく［しな
安楽，快適；丁重，親切．
〈比較〉‘olu‘olu. ho

やかに・涼しく・快活に・気持ち良く］する；（身を）楽にする，楽
しませる．

‘olua［‘おるあ］
〔人称代名詞 2 人称双数（2 人）・主格〕あなたたち 2
人．PPN kimoura, PNP koulua, PEP kolua.

‘olu‘olu［‘おる‘おる］ ‘olu の重複形．E ‘olu‘olu ‘oe e hele mai. どうぞ
- ‘olu‘olu. ho-‘olu の重複形；休養させ
こちらへいらしてください．ho

るために引退［退職・退役］させる，休息を要求する；（軍隊などの）
休めの号令．

‘oma［‘おま］天火，オーブン，パン焼き用の浅い金属製の容器；蒸焼

きにする；蒸焼きにした．
‘ōma‘i［‘おま‘い］病身の，虚弱な，わずらっている，丈夫でない．ma‘i
を参照．
‘ōma‘ima‘i［‘おま‘いま‘い］ ‘o-ma‘i の重複形．
‘ōmaka［‘おまか］発芽すること；起源，起こり；（川などの）源泉；
葉が出るまたは発芽する；芽を摘む．maka の 3 を参照．
‘ōmaka wai［‘おまか_わい］源泉．
‘ōmali［‘おまり］虚弱な，衰弱した，弱々しい，しなびた．
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‘ōmalu［‘おまる］雲の多い，曇った，日陰の．ho‘ōmalu. うっとうし
い影を投げかける；曇った．malu を参照．
‘ōma‘o［‘おま‘お］1. 緑色のもの．1）緑色の植物．2）
（持ち運べるよ

うに）緑色の葉でくるんだ食べ物．3）緑色のカパ（タパ）．2. 【鳥】

ハワイツグミ（Phaeornis obscrus obscurus）．PCP koomako.
‘ōma‘oma‘o［‘おま‘おま‘お］‘o-ma‘o の 1［緑色］の重複形；エメラル
ド．ho‘ōma‘oma‘o. 緑色にする，緑を彩色する．
‘ōmau［‘おまう］1. ピンで留める，固定する．‘ōmou に同じ．‘Ōmau

‘ia iho i ka poli. 胸にピンで留められている．2. 機織り機．3. 掛かり

のない釣り針，あごのない（しの字の形をしていない）釣り針．
‘ōmea［‘おめあ］赤みがかった；どんよりした．
‘ōmilo［‘おみろ］ねじる，回す，ひねる；（親指と人差し指で赤ちゃん
の指をこすって指先を細くするように）先細にする，次第に細くす

る；（糸などを）紡ぐ；流産させる，殺す．〈比較〉milo の 2．
‘ōmilu［‘おみる］ulua という魚の一種．

omo［おも］吸う，しゃぶる；乳児；（水などを）蒸発させる；吸い込
み管，哺乳びんの乳首．Keiki omo waiū. 乳児．PEP ‘omo.

‘omo［‘おも］
（容器などの）ふた，栓（せん），コルクの栓；灯油ラン
プのほや（火屋）．PEP komo.

‘omo ipukukui［‘おも_いぷくくい］ランプのほや（火屋）．
omo koko［おも_ここ］吸血動物，ひる；血液を吸う．
‘ōmole［‘おもれ］びん，とくり．

‘omo‘omo［‘おも‘おも］長方形のかたまり；あらゆる楕円（だえん）
- ‘omo‘omo. 型に入れて造る，形づくる．
形の物体．ho

‘omo‘omo palaoa［‘おも‘おも_ぱらおあ］パンのひと固まり．
‘ōmou［‘おもう］ ‘ōmau と同じ．
omo waiū［おも_わいう］哺乳びんの乳首；乳首を吸う．
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‘ōmuku［‘おむく］切り株，突出物，
（刀の柄などの）こぶ；突出する；

短く切り落とす．muku を参照．
‘ōmu‘o［‘おむ‘お］芽，つぼみ，発芽；つぼみを持つ；（新芽などを）
摘む；断たれる，止めさせられる．mu‘o を参照．

ona［おな］1. 【昆虫】ダニ，シラミ．2. 夢中にさせた，魅惑した．
〈比

較〉onaona. 3. 〔人称代名詞 3 人称単数所有代名詞〕彼［彼女］の物，
それのもの．PPN ho‘ona.

‘ona［‘おな］1. 酔って，ふらふら［ぐらぐら］して；酔わせること；

酔い．wai‘ona. 酒．hō‘ona. 酔わせること．PPN kona. 2. 持ち主，所
有者．〈比較〉 ‘ona miliona. 英語 owner より．

‘ona lama［‘おな_らま］ラム酒またはあらゆるアルコール飲料で酔っ
た；酩酊（めいてい）；アルコール中毒の．

‘ona mau［‘おな_まう］絶えず酔った，アルコール中毒の．

‘ona miliona［‘おな_みりおな］百万長者，大富豪．
〈逐語〉百万ドル
の所有者．

onaona［おなおな］ここち良く香りの良い；ここち良い香気［香水］；
（目または性質など）温和で優しい；愛嬌（あいきょう）のある，魅

惑的な．hō‘onaona. 香気を漂わせる；愛嬌のある，かわいらしい．

one［おね］砂；砂地の；沈泥（砂よりは細かいが粘土よりは荒い沈積

土）；地域［地方］にふさわしい詩的な名前（〈比較〉one hānau）．

ho‘ōne. 軽石；砂でこする［磨く］．PPN ‘one.
one hānau［おね_はなう］出生地，生まれ故郷．

‘one‘i［‘おね‘い］ここ，土地の人．Kō ‘one‘i keiki. 土地の子供たち．

‘oneki［‘おねき］
（船の）デッキ，
（バスなどの）床．たぶん英語 on deck
［甲板に出る，当直中］より転訛した語と思われる．

oneone［おねおね］砂の，砂だらけの，ざらざらした．PPN ‘one‘one.

oni［おに］現われる，背伸びする，突き出る．
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‘oni［‘おに］動く，もじもじする，移動する，のたくる；（土地問題な

どを）裁判所に持ち込む；移動，動き．‘Oni ā puhi. ウナギのように
- ‘oni. 奮起させる，動揺させる，混乱させる，不穏にす
のたくる．ho

る．PNP koni.
‘ōniho［‘おにほ］…に歯を付けた，刃の鋭い，先が歯状になった．niho
を参照．
‘ōnini［‘おにに］微風，一陣の風；あえぐ.
- ni‘o. まだら模様や
‘ōni‘o［‘おに‘お］まだら模様やしま模様の．ho‘o
しま模様を付ける．

‘oni‘oni［‘おに‘おに］‘oni の重複形．ki‘i ‘oni‘oni. 映画．PNP konikoni.
- ‘oni-‘oni. ‘oni‘oni の使役形；移動させる．hō‘oni の重複形．Mai
ho

hō‘oni‘oni i ka nohona lā. そういった生活のあり方は変えない．
‘ōni‘oni‘o
［‘おに‘おに‘お］‘ōni‘o の重複形．(Ke kāpeka) Pelekia ‘ōni‘oni‘o
uliuli. 海の青い色をしたしま模様のペルシャ（のカーペット）．

‘onipa‘a［‘おにぱ‘あ］固着した，固定した，ぐらつかない，しっかり
- ‘onipa‘a. 固着する，しっかり設置
した．
〈逐語〉固着した動き．ho

する．
‘ōniu［‘おにう］1. 紡錘子（糸を紡ぐときに繊維に撚りをかける回転

車）の上部；くるくる回る．2. フラのステップ．‘ami ‘ōniu を参照．

3. タイプセッティング．‘Ōniu huakēpau. 活字を拾う．4. ココナッ

ツの皮をむく棒状の道具［Coconut husking (stick)：英語］．

ono［おの］1.【魚】カマスサワラ（Acanthocybium solandri）：サバ科；

体長 1.5〜1.8m になる味の良い食用魚．PPN ‘ono. 2. 6；第 6（番目）
の：通常，数詞の接頭辞 ‘e-, ‘a-, が先につく．PPN ono.

‘ono［‘おの］
（食物など）とてもおいしい，風味の良い，味の良い；嗜
- ‘ono. 食欲を誘う；おいし
む，
切望する；美味．
〈比較〉mea ‘ono. ho
く作る．PCP kono.
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‘ōnohi［‘おのひ］1. 眼球，瞳；中心；（指輪などの）台．PNP kanofi,
PCP ko(a)nofi. 2. 虹の断片，虹のひとかけら．Ka ‘ōnohi wai ānuenue.

〈歌詞〉虹の水の断片（澄みきった水がキラキラ輝くさま）．
- ‘ono‘ono. おいしく作る，
‘ono‘ono［‘おの‘おの］ ‘ono の重複形．ho
欲望を引き起こす．Hō‘ono‘ono ‘ai. 食欲をそそる［つける］物，薬

味，ドレッシング（ソース），調味料．PCP konokono.
‘ōno‘onou［‘おの‘おのう］突つく． ‘onou の重複形．Ke ‘ōno‘onou nei
ka manu i ke kumulā‘au. 鳥が木を突ついている．‘Ōno‘onou ‘ia i ka hua
noni. ノニの実を突つかれる．

‘onou［‘おのう］突く，押す，押しやる，ぐいぐいと押す；説き伏せ
る．

‘onou po‘o［‘おのう_ぽ‘お］結果を考えずやみくもに押し込む．
〈逐語〉
頭を突く．

‘ono wai［‘おの_わい］のどが渇いた；水を飲みたがる．

o‘o［‘お‘お］
（果物など）成熟した，食べごろの；分別盛りの；成熟す

る，円熟する，年をとる；成人．
‘o‘ō［‘お‘お］（オンドリが）鳴く．PPN kokoo.
- ‘ō‘ō［‘お‘お］1. ‘ō の 1 の重複形；差し［突き］通す，先端で突いて（穴
- ‘o
- ‘o
- . 挿入する，差し込む，差
を）あける，差し込む，挿入する．ho

し［突き］通す［通させる］．2. 採掘棒，採掘用具，すき，踏みぐわ．
PCP kookoo. 3.【鳥】黒色のミツスイドリ（Moho nobilis）：黒い羽の

中にある小数の黄色い羽だけ使って，ケープやヘルメットが作られ
たため，初期のハワイ人に大変尊ばれた；別個の種類はカウアイ
島・オアフ島・モロカイ島・ハワイ島のそれぞれの島に存在し
た；現在は珍しいカウアイ島の種類を除いてすべて絶滅した．PPN
koo.

- ‘ō‘ō hao［‘お‘お_はお］掘削するための鉄製の工具，すき．
- ‘ō‘ō ihe［‘お‘お_いへ］やりを投げる；やり投げの競技．
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- ‘ō‘ō kila［‘お‘お_きら］鋼製のすき．

‘o‘ole‘a［‘お‘おれ‘あ］堅い，硬直した，頑丈（がんじょう）な；堅固，
強度．hō‘o‘ole‘a. 堅くする，硬直する，抵抗する．

‘o‘oma［‘お‘おま］凹（おう）面（形）の，くぼんだ；凹（おう）面，
雨どい，
（丸のみで彫った）溝，つばの広い帽子のフレア；長円形の
形をしたのみ；大きなとがった鼻．hō‘o‘oma. 凹面形に形づくる；
帽子の前部がフレアになる様に，顔の両側の帽子のへりを折りたた
む．

‘o‘opa［‘お‘おぱ］びっこの，ちんばの；不具者，びっこの人；びっこ
- ‘o‘opa. びっこにさせる，びっこのふり
を引く，びっこになる．ho

をする．PCP kokopa.
- - ‘ō‘ō pālahalaha［‘お‘お_ぱらはらは］
（左官の使う）こて，
（園芸用の）

移植ごて．〈逐語〉平らな採掘用具．
- ‘ō‘ō palau［‘お‘お_ぱらう］すき；耕す．〈逐語〉採掘器具すき．
- -‘ō‘ōpē ［‘お‘おぺ］すき，踏みぐわ．〈逐語〉採掘器具すき．

‘o‘opu［‘お‘おぷ］
【魚】ハゼ科に属する魚の総称：海岸近くの海水に

住むものと，淡水に住むものがいるが，海水・淡水のどちらにも住
めるものもいると言われている．PCP kokopu.

‘o‘opu hue［‘お‘おぷ_ふえ］
【魚】ミゾレフグ，イシガキフグ（Arothron

meleagris と Chilomycterus affinus）．
-‘ōpā［‘おぱ］1. （マッサージをする時や，粉をこねる時のように）圧
- ‘o
- pa- . 押しつぶさせる．2. （窮屈な姿勢で着
する，押しつぶす．ho
- ‘o
- pa- . このような痛みを引き
席していたために）ずきずき痛む．ho

起こす．
‘ōpae［‘おぱえ］小エビの一般総称．PNP pae.
‘ōpae kai［‘おぱえ_かい］海に生息するすべての小えび．
‘ōae kākala［‘おぱえ_かから］とげのあるエビ．
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‘ōpae-kala-‘ole［‘おぱえ-から-‘おれ］淡水に生息する小エビの種類：
‘ōpae kuahiwi（山エビ）とも呼ばれ，また‘ōpae kolo（腹ばっていくエ

ビ）とも呼ばれる．
‘ōpae kolo［‘おぱえ_ころ］ ‘ōpae-kala-‘ole を参照．
‘ōpae kuahiwi［‘おぱえ_くあひヴィ］ ‘ōpae-kala-‘ole を参照．
‘ōpakapaka［‘おぱかぱか］
【魚】フエダイ科の一種（Pristipomoides mi-

crolepis）．
- pala. （物
‘ōpala［‘おぱら］くず，がらくた，かす，残物，ごみ．ho‘o

を）散らかす，廃物にする．
‘ōpalapala［‘おぱらぱら］ ‘ōpala の重複形；くずやごみのかけら．
- ‘ope. 束にする．PNP kope.
‘ope［‘おぺ］束；束ねる．ho
‘ōpe‘a［‘おぺ‘あ］
（背中の後ろで両手を）ねじる，つなぐ，交差する；

（ショールなどを）無造作に肩に掛ける；ひっくり返す，打ち倒す；
- pe‘a. 不安定な；ねじらせる，交
（使用者などを）立ちのかせる．ho‘o

差させる．
‘ōpe‘a kua［‘おぺ‘あ_くあ］背中の後ろで両手を交差する（漁師また

は冒険を始める人に，不運を招くと思われていたことから，このし

ぐさは無礼とみなされた）
．
‘ōpe‘ape‘a［‘おぺ‘あぺ‘あ］1. ヒトデの一般総称．2. コウモリ：哺乳

動物．3. 雨戸，板すだれ．
‘ōpele［‘おぺれ］1. 丸呑みする．2. カプ（タブー）によって守られ

ている．
‘Ōele［‘おぺれ］
【伝説】オーペレは魚アマアマ［‘ama‘ama］の守り神．
普段はオアフ島のワイアナエに住んでいる．祈祷師が呼び出すこと
によって，漁民はカプ（タブー）から，またカプにより守られる．kapu

を参照．
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‘ōpelu［‘おぺる］
【魚】マルアジ（Decapterus maruadsi）：食用として，
またマグロやマカジキなどのえさ（餌）としても使われる．PCP
koopelu.

‘ope‘ope［‘おぺ‘おぺ］ ‘ope の重複形；包み，手荷物；（洋服などを）
きちんとたたむ；枕．

‘opi［‘おぴ］ひだ，折り目；折りたたむ，折り目をつける．PNP kopi.

‘opihi［‘おぴひ］1. 【貝】カサガイ（Cellona 科）：ツタノハガイ科の
海産巻き貝の総称；岩に付着し，殻（から）は巻かず，傘形で，下

側に広い口が開いている．2. アメリカ本土産の塩味の乾燥したアワ
ビ．

‘ōpikipiki［‘おぴきぴき］心配，心の不安；（風が海などを）波立たせ

た．
‘ōpili［‘おぴり］
（寒さのため，または一個所に長く座っていることに

よって）けいれんを起こした，感覚をなくした，しびれた；うずき；

（さわると敏感に反応する葉のように）一斉に閉じた；けいれん．
- pili. けいれんを起こさせる，しびれさせる．
ho‘o
‘ōpio［‘おぴお］少年，少女，青少年；年の若い，息子のほうの［ジュ
ニア］．Kale ‘Ōpio. チャールズ王子．ho‘ōpio. 若々しくする，新た

に す る ，… の 気 分 を さ わ や か に す る ；若 々 し く 振 る 舞う ．PCP

ko(o)pio.
‘ōpiopio［‘おぴおぴお］若々しい，子供らしい，成長しきらない；未
- piopio. ho‘o-pio の重複形．
熟な；青少年，若者．ho‘o

‘opiuma［‘おぴうま］1. アヘン：ケシから採った濃縮液；麻酔・催

眠・鎮痛・収斂（しゅうれん）などの効果がある．英語の opiumより．
2. 【植物】キンキジュ（金亀樹）
（Pithecello-bium dulce）：メキシコ産

のマメ科の高木；葉柄にはとげが多く，白い球状の花房には毛が多
い；長さ約 10cmのねじれたさやの中に黒い実ができる．
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-‘ōpū［‘おぷ］腹，胃，腹部，牛の胃（臓物料理用），
（鶏などの）臓物；

砂嚢（さのう），膀胱（ぼうこう）．PPN koopuu.
‘ōpua［‘おぷあ］
（水平線近くに層をなしたような）一陣の雲；このよ
うな雲が生じる．PEP ka(a)pua.
-‘ōpū ahonui［‘おぷ_あほぬい］忍耐［辛抱・我慢］強い；忍耐，忍耐

力，辛抱強さ；忍耐［我慢］強い人．〈逐語〉長い呼吸の気質．
‘ōpule［‘おぷれ］【魚】ベラ科の魚（Anampses cuvier, A. godeffroyi）．
-‘ōpū makani［‘おぷ_まかに］
（オルガンなど送風楽器の）風袋，送風

器，ふいご．〈逐語〉風（の）腹．
-‘ōpū mimi［‘おぷ_みみ］【解剖】膀胱（ぼうこう）．〈逐語〉尿腹．
-‘ōpū nui［‘おぷ_ぬい］でぶでぶ太った，大きな腹の；肥満；大きい腹

部．
-‘ōpū pipi［‘おぷ_ぴぴ］牛の胃（臓物料理用）．
-‘ōpū pua‘a［‘おぷ_ぷあ‘あ］豚の腸；豚の胃．
‘ōpu‘u［‘おぷ‘う］1. 未成熟な人，少女の発達しだした胸；伸び［発
達し］だす；子供．2. lei palaoa のような舌状の形をしていないクジ

ラの歯のペンダント．
‘ōpu‘u mai‘a［‘おぷ‘う_まい‘あ］バナナの木の根茎と葉芽，またそれ
らを囲う葉鞘（ようしょう）．
‘ōpu‘upu‘u［‘おぷ‘うぷ‘う］1. （布地または道路など）でこぼこの，平

坦でない，小山のような，
（手ざわりが）荒い．2. （特に指のつけ根

の）指関節．

ou［おう］
〔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．PPN (‘)o‘ou.

o‘u［お‘う］
〔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 ho‘oku.

‘ou［‘おう］突き［押し］出す，突出させる，…に穴をあける．PCP kou.
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‘oukou［‘おうこう］
〔人称代名詞 2 人称複数（3 人以上）主格〕あなた

方は［が］，君たちは［が］．Kō ‘oukou. あなたたちの．Kā ‘oukou. あ

なたたちの．PNP koutou.
‘ōuli［‘おうり］前兆，きざし，先ぶれ；徴候，本質，性質．
‘ōuli ha‘i［‘おうり_は‘い］
【文法】直接法の文，平叙文を意味する文法
用語．
‘owā［‘おわ］ ‘oa- のつづりの異形．

‘owae［‘おわえ］
（崖や地面の）裂け目，フィッシャー（地学用語で崖

の裂け目）；地面などが裂け広がる．Nā ‘owae (i ka) pali o Unulau.〈歌
詞〉ウヌラウ（Unulau：伝説上の地名）の崖の数多くの裂け目．

‘o wai［‘お_わい］wai［だれ・どの人］を参照．

‘owaka［‘おわか］1. 輝く．‘oaka の 3, hoaka の 2 に同じ．Ka ‘owaka o
ka lani. そら（空，天）の閃光（せんこう）．2. 口を開く．‘oaka の 1,

hoaka の 3 に同じ．

‘owali［‘おわり］弱々しい，病弱な，虚弱な．〈比較〉wali, na-wali.

‘owama［‘おわま］ ‘oama のつづりの異形．

‘o wau［‘お_わう/ヴァう］→ ‘o au, ‘o wau［‘お_あう，‘お_わう/ヴァ

う］を参照．
‘owē［‘おヴェ］ ‘oe- のつづりの異形．
‘ōwela［‘おヴェら］熱のある，熱っぽい；（太陽で）日焼けして火ぶ
くれになった；熱さ，暑さ．
‘ōwili［‘おヴィり］
（布地または紙などの）1 巻，1 反，1 束；（糸の）か

せ，ひと巻き；くるくると巻く，巻き付ける；
（両手・両腕などを）組

む．
‘ōwiliwili［‘おヴィりヴィり］ ‘ōwili の重複形．
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P

P, p〔アルファベット〕ハワイ語のアルファベット P/p の発音は pı−

（ぴ）である．
pā［ぱ］1. （鉄・れんが・石の）塀，おり，
（家畜用）さく囲い，豚小

屋，敷地，囲い地，囲った地面；塀［囲い］を造る．PPN paa. 2. 食

器の大皿やとり皿，平なべ（冠詞は ke が使われる）．3. 【貝】アコ
ヤガイ（Pinctada margaritifera）；真珠貝の擬似餌（ぎじえ）．PPN paa.

4. 触れる，手に入れる，接触する，…に届く，ぶつかる，経験［体
験］する．Pā ka ‘ai. 味をみる．Pā kanaka. 性的経験をする；風が吹

く，
（月または太陽が）輝く，飲む，聞き知る．Ka pā ana ka lā. 日光，
太陽の輝き．ho‘opā. …に達する．PPN paa. 5. （女性などが）不妊

の；（土地などが）乾ききった．6. 音；音を出す；ビート，リズム；

踊りや太鼓を叩くのを始める合図．Pā iho ka uepa i ke kiani. 〈歌詞〉

むちを軽く振って合図する．PPN pa‘a.

pa-.【文法】漠然とした意味を持つ語に付き「…の性質を帯びて，…の
特質を持っている」などとなる接頭辞．pā-も同じ．pā‘ao‘ao と‘ao‘ao

の 1，pahele と hele の 3，pāhemahema, pāuma などを参照．PPN pa-.

pā-. 【文法】数字に付き「…倍，…回」の意味となる接頭辞．pālua（2
回）など．

pa‘a［ぱ‘あ］ぐらつかない，がっしりした，固着させた，固形状の，
（に

かわなどで）くっつけた，きちんと締まった，閉じた，
（電話が）お
話し中で［の］，不動の，耐久の；完成した，仕上げた，学問［学識］
のある，記憶［暗記］した；頑固な，決然［断固］とした，
（色など

が）むらのない［あせない］；丈夫で精力的な；（学問などに）通じ
ている；保持する，持ち続ける，保有［保留］する，持ちこたえる；
（幾何学の）立体．ho‘opa‘a. しっかりする，がっしりする，きつく
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する，堅くする；縛る，持ち続ける，保留する，与えずにおく；覚
える，勉強する，記憶する，申し分ないものにする；（新聞などを）講
読する；注文する，予約しておく，登録する；保証する；（ドアなど

を）掛け金で締める；鼓手と踊りの歌い手；保険．Ho‘opa‘a mana-

wa. 会合の日時［場所］の取り決めをする．Ho‘opa‘a mo‘olelo. 言い

伝えを記録する；議事録を取っておく．Leka i ho‘opa‘a ‘ia. 書留郵便
物．Ho‘opa‘a hao. 溶接する．Ho‘opa‘a kuleana. …の著作権［版権］を

取得する．
- pā‘ā［ぱ‘あ］vs. 乾いた岩だらけの．He ‘āina pā‘ā. 乾いた岩だらけの
地です．

pa‘a ‘āina［ぱ‘あ_‘あいな］地主；土地を所有する．

pa‘ahana［ぱ‘あはな］せっせと働く，精励な，勤勉な；労働者，働き
手．〈逐語〉pa‘a［固まり］+ hana［仕事］の語．

pa‘ahao［ぱ‘あはお］囚人；監禁される．ho‘opa‘ahao. 捕虜にする．
pā‘aila［ぱ‘あいら］
【植物】ヒマ，
トウゴマ（Ricinus communis）：その
実からヒマシ油を採る；インド原産．

pa‘a‘ili［ぱ‘あ‘いり］pa‘aili ha-（四面体）のような（通例，定められた

面の数を伴う）立体．
pa‘a ka- hili［ぱ‘あ_かひり］
（王室の象徴である）羽で作られた支柱を
運ぶ職を有する人；kāhili を運ぶ．

pa‘akai［ぱ‘あかい］塩，食塩．
〈逐語〉pa‘a［固まり］+ kai［海］の

語．
pa‘a kāma‘a［ぱ‘あ_かま‘あ］一組の靴（くつ）．

pa‘akea［ぱ‘あけあ］石灰，石灰層．
pa‘akikı-［ぱ‘あきき］堅い，動かない；勝手な，不屈の，しっかり締
まった，気むずかしい，強情な．
pa‘alā［ぱ‘あら］水の作用で摩滅した［滑らかになった］‘alā［火山の
石］．
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Pa‘alā［ぱ‘あら］【気象】マウイ島に吹く風．

Pa‘ala‘a［ぱ‘あら‘あ］【気象】マウイ島に吹く風．Pa‘alā に同じ．
pa‘alima［ぱ‘ありま］五角形．

pa‘alole［ぱ‘あろれ］男子服の三つぞろい一着，婦人服ひとそろい，ス
ーツ．

pa‘alula［ぱ‘あるら］形式的な，慣例に従って．
pa‘a male［ぱ‘あ_まれ］夫婦．

pa‘a mau［ぱ‘あ_まう］通例［通常］の，習慣的な，日常の．

pa‘a mo‘olelo［ぱ‘あ_も‘おれろ］学問［伝説・歴史・伝統］に熟達［精
通］した；このように熟達［精通］している人．

pa‘ana‘au［ぱ‘あな‘あう］記憶［暗記］した．ho‘opa‘ana‘au. 記憶［暗

記］する．
pā‘ani［ぱ‘あに］遊び，娯楽，遊戯，戯れ；（遊戯・試合などを）する，
スポーツをして過ごす．Pā‘ani kinipo-po-. 球遊び
［野球］
をする；球技

選手．Pā‘ani pepa. トランプをする．Mea pā‘ani. おもちゃ．
pā‘ao‘ao［ぱ‘あお‘あお］横向きに，横方向に，はすかいに．

pa‘apa‘a［ぱ‘あぱ‘あ］論争，議論，喧嘩．ho‘opa‘apa‘a. 議論する，
論争する；議論．

pa‘apa‘ani［ぱ‘あぱ‘あに］遊び好きな；頻繁に遊ぶ．
-［ぱ‘あぷ
pa‘apu
］
（人々などが）結束した，込み合った，
（霧・雲など

に）覆われた；水などを通さない，通気性のない．Pa‘apū i ka ulu

lā‘au. 木々の茂みに覆われた．
Pā‘au‘au［ぱ‘あう‘あう］パーアウアウ．
【地名】オアフ島パールシテ

ィ半島（ワイパフ区画）の呼び名．Ha‘aheo Pā‘au‘au i ka nani.〈歌詞〉

美しさの中にあるパーアウアウを誇りに思う．
【地名】ハワイ島南部

（ホヌアポ，マウナロア，パーハラ区画）一帯の名．
〈逐語〉水浴の
囲い地．
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Pa‘auilo［ぱ‘あういろ］パアウイロ．
【地名】ハワイ島北部（ハーマー
クア区画）の地名：町，高等学校など．

pa‘a uma［ぱ‘あ_うま］腕ずもう．

-pa‘a waiwai. ho‘opa‘a waiwai［ほ‘おぱ‘あ_わいわい］財産に保険を
かける．

Pacific Heights［英語］パシフィック・ハイツ．
【地名】オアフ島ホノ
ルル市の地区名（地区 14）：高台のため，かつてはケーブルカーが設
置されていた．

Pacific Palisades［英語］パシフィック・パリセーズ．
【地名】オアフ
島中央南部エヴァ地方（ワイパフ区画）パール・シティ北方の《開
発地域：町，公園など》の名．かつては Mānana-uka と呼ばれた．

pae［ぱえ］1. 集団，列；カロ（タロイモ）などの水田/畑などの土手・

畦（あぜ）・へり．ho‘opae. 堤防/土手を築く，列や集団をつくる．

E ho‘opae/ho‘opaepae ana i ka lae o Kala‘au.〈歌詞〉カラアウ岬に隊列

を結集する．PNP pae. 2. （波乗りをする人などが）浜に上がる，上

陸する，陸揚げする；浜へ打ち寄せられた［吹き流された］．PPN pae.

paea［ぱえあ］1. 火打石．英語 fire より．pōhaku paea も同じ．2. め

のう（瑪瑙），ざくろ石．
pae ‘āina［ぱえ_‘あいな］群島．
- - pā‘ē‘ē［ぱ‘え‘え］1. あちらこちらへ，どこでも．ho‘opā‘ē‘ē. 正道を

踏み外す原因となる，誤解を引き起こす，偽りを伝える原因となる．

2. 超自然の，神業の．
pā‘ele［ぱ‘えれ］黒色人種，黒色；黒くする；（カヌーなどを）黒く塗
る．
Pā‘ele［ぱ‘えれ黒人：日本人［Kepanī］などと同じに使う場合．

pae moku［ぱえ_もく］群島．

paena［ぱえな］
（カヌーなどが）着水する場所，
（浜辺などの）波打
ち際；波止場．
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paepae［ぱえぱえ］敷き石，支え，支柱，家屋の土台；支える，保持

する．
〈参照〉kaula paepae（軍艦の帆桁）．ho‘opaepae. ho‘opae の

重複形；（家などの）土台を作る，畑や田を起す，列や集団をつくる

（ho‘opae の用例参照）．

pae pu‘u［ぱえ_ぷ‘う］丘の連なり．

pa‘ewa［ぱ‘えヴァ］曲がっている，ぶかっこうな，でこぼこした，変
な，欠点［欠陥］のある；間違った，不正確な；誤り，間違い．

paha［ぱは］1. ことによると，あるいは，たぶん（多分）．
（一般的に
は，英語の仮定法のように直接的でない遠回しな言い方として使わ

れる；pēlā や ‘a‘ole の後に続けてよく使われるが，単独で文や節の

始めには使われない）．Ā . . . paha. または，あるいは，もしくは．‘Elua

ā ‘ekolu paha. 2 または 3. PCP pa(f, s)a. 2. 歌を即席に作る；即興の

または対話のような歌．PCP pa(f, s)a.
-pāhā［ぱは］4 倍（の，に），4 重（の，に），4 度［回］；4 つに分け
る，4 分の 1（ずつ）にする．

Pāhala. パーハラ．【地名】ハワイ島南部カウー地方の地域名（区画

名）：町．〈逐語〉焼き畑．
pā hale［ぱ_はれ］家の敷地［庭・塀］．
pā halihali［ぱ_はりはり］盆，トレー（冠詞は ke を使う）．
pāha‘oha‘o［ぱは‘おは‘お］不可解な，まごつかせる．

pahapaha［ぱはぱは］1. paha の 2 の重複形．2. 【海藻】līpahapaha に

同じ．乾燥してレイなどを作る．Ka pahapaha lei a‘o Polihale.〈歌詞〉

ポリハレ公園のパハパハのレイ．Ka pahapaha a‘o Polihale.〈歌詞〉ポ

リハレ公園の海藻．3. カロ（タロイモ）をすり潰す石の道具の名で

オアフ島で使われた．カウアイ島では，makawī.
pahē［ぱへ］
（口調の）もの柔らかな［優しい］，態度が温和な；（果物
など）柔らかくてほとんど腐っている．waipahe- を参照．
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pāheahea［ぱへあへあ］呼ぶ，招く，
（特に）食事をするために，だ
れかを招待する；親切にもてなすこと，歓待．

pahe‘e［ぱへ‘え］1. （表面などが）つるつるした，滑らかな；すべす

べした，つやつやした；滑る，滑ってころぶ，
（車が）滑る．pāhe‘ehe‘e

は重複形．ho‘opahe‘e. 滑らせる．PPN paseke. 2. 更地，荒れ地．3.

槍投げ．4. 浅い凹み．5. 海藻の一種．Ka līpoa me ka limu kohu hoapili
‘oe me ke pahe‘e. リーポアとリムコフ，あなたはパヘエの仲間（すべ
て海藻名）．

pāhe‘ehe‘e［ぱへ‘えへ‘え］pahe‘e の 1 の重複形．

pahe‘e ‘ulu［ぱへ‘え_‘うる］球ころがし［ボウリング］をする；球ころ
がし，ボウリング．

pahele［ぱへれ］
（鳥獣などを捕らえる）わな；わなで捕らえる，わな

に掛ける；詐欺，裏切り．ho‘opahele. わなで捕らえる，だます．
pāhemahema［ぱへまへま］ほとんど hemahema と同じ；へたな，未

熟な．
pāhenehene［ぱへねへね］ひやかす，…をあざ笑う，…をからかう．
pahi［ぱひ］ナイフ，小刀；（獣類などの）皮をはぐ．
pāhi‘a［ぱひ‘あ］滑ること，転倒すること；斜めに切ること；斜めに；
（標的を）逃す，外す．Kū pāhi‘a ku‘u pua i ke kaha. わたしの矢は的を

外した．
pāhi‘ahi‘a［ぱひ‘あひ‘あ］pāhi‘a の重複形．Pāhi‘ahi‘a ka helena. 歩行

が困難なこと．
pāhihi［ぱひひ］
（ツタなどが）広がる；（崖の上から水などが）流れ
出る．Pa-hihi ‘ole mai nō. （川の流れは）止められない．
pahi kaua［ぱひ_かうあ］剣，刀．

pahi keke‘e［ぱひ_けけ‘え］かま，小がま．

pahi koli［ぱひ_こり］彫刻刀．
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pāhiku［ぱひく］7 倍（の，に），7 重（の，に），7 度［回］；7 つに分

ける，7 分の 1（ずつ）にする．
- ［ぱひ_‘お
pahi ‘o
］短剣，短刀，あいくち．

pahi olo［ぱひ_おろ］のこぎり；のこぎりでひく．

pahi pelu［ぱひ_ぺる］ジャックナイフ（丈夫な携帯用大型ナイフ），
懐中ナイフ．

pahi ‘umi‘umi［ぱひ_‘うみ‘うみ］かみそり．
〈逐語〉あごひげナイフ．
pāhoa［ぱほあ］短剣，短刀，あいくち．
Pāhoa. パーホア．
【地名】1）オアフ島ホノルルのカイムキー地区（地
区 33）にある街区，2）カエナ区画の川の名．3）ワイアナエ区画に

同名の地名．
【地名】マウイ島（ラハイナ区画，ケアナエ区画）にあ
る地名．
【地名】モロカイ島南部カマローの海岸地帯．
【地名】ハワ
イ島プナ地方（マクウ区画，カラパナ区画，プナ区画）の地名：町，
高等学校の名．
pāhoehoe［ぱほえほえ］‘a‘ā とは対照的に滑らかで亀裂のない溶岩．
pāhola［ぱほら］おし広げる，
（光などを）散らす，
（幸福などを）行
き渡らせる，（援助などを）施す．E pāhola mai i kou aloha maluna o

mākou. 〈祈り〉あなたの愛をわたしたちにも与えてください．Ka

lama pāhola mai ka wēlau. かがり火が頂上から照らしている．
pā holoi［ぱ_ほろい］洗面器．
pa- hono［ぱほの］繕う，…につぎ［金属片など］を当てる，修繕［修
理］する．
pā ho‘okani［ぱ_ほ‘おかに］レコード盤．
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pahu［ぱふ］1. 箱，太鼓，たる，船の羅針（らしん）箱，収集箱，ひ

つ（櫃），棺．PPN pasu, PEP pasu. 2. 棒，くい，さお，柱．3. 押す，
突く；（魚を突くやすまたは投げやりなどを）投げつける［突き刺

す］．PPN pasu. 4. 短く切る．5. 【魚】ハコフグ（Ostracion）：目の

上に一対の角（つの）状突起のある数種の海魚の総称；（特に）大西

洋の温暖な水域に住む．moa も同じ．
-.
pahū［ぱふ］爆発［爆裂・破裂］する；爆発音，爆発，爆薬．ho‘opahu
（花火またはダイナマイトなどを）打ち上げる［爆発させる］．PPN
pasuu.

pahu aniani［ぱふ_あにあに］箱眼鏡，
（特に）魚取りに使う底にガラ
スをはめ込んだ箱；（博物館にあるような）ガラスケース．

pahu hao［ぱふ_はお］金庫．

pahu hau［ぱふ_はう］冷蔵庫，電気冷蔵庫．

pahu hope［ぱふ_ほぺ］（球技などの）ゴール，ゴール地点の柱．
pahu hula［ぱふ_ふら］踊り用の太鼓．

pahu kui［ぱふ_くい］皮下注射；注射を受ける．
〈逐語〉針を突き通
すこと．

pahu kupapa‘u［ぱふ_くぱぱ‘う］ひつぎ，棺．〈逐語〉死体箱．
pā hula［ぱ_ふら］フラダンスの一座［一団］，フラダンスのスタジオ，
フラダンスを踊るために確保された場所．

pahulu［ぱふる］1. 悪夢，うなされること；幽霊，怨霊（おんりょう）；
とりつかれたような；不吉な，縁起の悪い．ho‘opahulu. 悪夢を見

る；悪夢；（幽霊などが）ある場所に出る；不幸をもたらす；不吉
な，縁起の悪い．2. （耕作しすぎた農地の土などが）やせた，水や
栄養が乏しい；そのような土．

pahu manamana［ぱふ_まなまな］交差道路，交差点．

pahu meli［ぱふ_めり］みつばちの巣箱．
pahu ‘ōlelo［ぱふ_‘おれろ］蓄音機．
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pahu pā［ぱふ_ぱ］
（食器・食糧を入れておく）食器棚［部屋］，
（肉類
などを保存する）はい帳．

pahupahu［ぱふぱふ］玉突き，ビリヤード；玉突き［ビリヤード］を
する．
- pahūpahū［ぱふぱふ］pahū の重複形．

pahu pa‘i［ぱふ_ぱ‘い］サメの皮を張った小さな踊り用の太鼓．

pahupa‘iki‘i［ぱふぱ‘いき‘い］カメラ，写真機．
〈逐語〉肖像を印刷す
る箱．
--pahu pānānā［ぱふぱなな］羅針（らしん）箱．

pahu ‘ume［ぱふ_‘うめ］（鏡付きの）寝室用たんす，引き出し．

pahu wai［ぱふ_わい］水だる，タンク，水槽（すいそう）．

pai［ぱい］1. 激励する，励ます，奮起させる，
（人に感情などを）起
こさせる．ho‘opai. 励ます．2. 上げる，持ち上げる．3. 褒めたた

える，賞賛する，賞揚する．4. の欲望をほしいままにさせる，甘や
かす；…をかわいがる．

pa‘i［ぱ‘い］1. （平手・平たいもので）ピシャリと打つ，
（鋭い音を立

てて物を激しく）打ちつける；印刷する；平たいもので打つこと，
印刷すること（冠詞は ke が使われる）．ho‘opa‘i. 平手打ちをくわせ

る，
（打撃を）加える，
（相手に）強打を与える，仕返しをする；虐
待，復讐，罰金，科料．‘Ōlelo ho‘opa‘i. （刑事上の）宣告，判決，処

刑．PPN paki. 2.（競技・試合などで）…と同点になる；（勝負などの）

引き分け；互角の．3. （原料などを）混ぜる．

paia［ぱいあ］外壁，家の側面，森林を切り開いた所；（草木などで）
塀のように囲まれた．Paia ‘ala i ka hala. パンダナスの香りが漂う森

の中の木陰の休憩場所．
pa‘iā［ぱ‘いあ］
【植物】ワラビ，シダの類．
〈参照〉kīlau. Lei pa‘iā i ka
malu. 平穏なパイアーのレイ．
pā‘ia［ぱ‘いあ］囲まれている．
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Pā‘ia. パーイア．
【地名】マウイ島北部の地域名（区画名）：町（集落），
学校，湾．
〈逐語〉
『PLACE NAMES OF HAWAII』には「騒がしい」と

あるが意味不明．

pa‘i ‘ai［ぱ‘い_‘あい］水で割らずにすりつぶしただけの堅いカロ（タ
ロイモ）．‘ōlelo pa‘i ‘ai を参照．

pa‘i ‘ana［ぱ‘い_‘あな］（印刷の）刷，版．

pai‘ea［ぱい‘えあ］食用になるイワガニ科のカニ（たぶん grapsids の
一種）．PPN pa‘ikea.

pa‘i hakahaka［ぱ‘い_はかはか］印刷物；アンケート，質問表；（質問
表などにある）空所，空欄．

pa‘i hewa［ぱ‘い_へわ/へヴァ］ミスプリント，誤植；このような間違
いをする．

pa‘ihi［ぱ‘いひ］曇ってない，明るい；きちんとした，さっぱりした，
小ぎれいな．PCP paki(f, s)i.

pai hua［ぱい_ふあ］カスタードパイ，エッグパイ，フルーツパイ．
paikau［ぱいかう］練り歩く，演習をする，
（行列を作って）行進する；
（小銃・短銃などの）訓練をする．

paiki［ぱいき］かばん，スーツケース，ハンドバッグ，さいふ．英語
purse より．

pa‘i ki‘i［ぱ‘い_き‘い］写真をとる；写真家，撮影者．
〈逐語〉写真を
ぱちりととる．

paikikala［ぱいきから］自転車．英語 bicycle より．

paila［ぱいら］1. 積み重ね，たいせき（堆積）物，山；積み上げる．

英語 pile より．2. ゆでる．baila も同じ．英語 boil より．
pā ilina［ぱ_いりな］
（教会に所属していない）共同墓地，墓所，墓地．
pailolo［ぱいろろ］【植物】サトウキビの一種．

(Kōwā) Pai-lolo. （コーワー）パイロロ．
【海峡】パイロロ海峡：モロ
カイ島とマウイ島間の海峡名．
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pailua［ぱいるあ］吐き気，むかつき；吐き気を催させるような，不

愉快な．ho‘opailua. 吐き気を催させる；吐き気を催させるような，
気持ちの悪い，胸が悪くなるような；忌み嫌う，捨てる，見放す．No
ke aha lā ‘oe e ho‘opailua mai ia‘u? なぜわたしを捨てたのですか．

pa‘imalau［ぱ‘いまらう］カツオノエボシ（Physalia）：カツオノエボシ
属の大きな海洋生ヒドロ虫の総称；大きな袋状の器官で浮かび，そ
こから多くの突起が下がっている．

paina［ぱいな］1. 【植物】マツ［松］の木とあらゆる種類の針葉樹；

硬質樹木．英語 pine (tree) より．2. 綾織りなどの織物，布，生地．

pa‘ina［ぱ‘いな］パチパチ音をたてる，パチン［パタッ］と音をたて

る，
（時計などが）カチカチという，ポンポン鳴る，パンと爆発する．

PEP pakinga.
pā‘ina［ぱ‘いな］晩餐，晩餐を伴う小さなパーティー；pā‘ina を食べ

る．
pā‘ina male［ぱ‘いな_まれ］結婚披露宴．

painu［ぱいぬ］【品詞名】動詞を意味する文法用語．

paio［ぱいお］喧嘩［口論］する，論議する，…と戦う；議論，戦い，
闘争．hoa paio を参照．

paipai［ぱいぱい］pai の 1 と 2 の重複形．noho paipai を参照．

pa‘ipa‘i［ぱ‘いぱ‘い］1. pa‘i の 1 の重複形；拍手かっさいする，
（手を）
たたく；（声援の）拍手かっさい．2. pa‘i の重複形；混合した，
（液
体に水などを加えて）薄めた．lama pa‘ipa‘i ‘ia を参照．

pa‘ipa‘i lima［ぱ‘いぱ‘い_りま］
（手を）たたく，拍手かっさいする；
（声援の）拍手かっさい．

Paipala［ぱいぱら］バイブル，
（キリスト教の）聖書；聖書の．Baibala
は異形．英語 Bible より．

pa‘i palapala［ぱ‘い_ぱらぱら］印刷機；印刷する．
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paipu［ぱいぷ］管，パイプ，
（水道・たるなどの）コック，蛇口（じ
ゃぐち）．Paipu lawe ‘ino. 下水機構．英語 pipe より．
pā ipu［ぱ_いぷ］
（ヒョウタンや木でできた）皿，ボウルなどの容器
一般（冠詞は ke を使う）．

pai punahele［ぱい_ぷなへれ］好きなものを供応する．

pa‘i umauma［ぱ‘い_うまうま］胸をピシャリと打ちながら踊るフラ

ダンス．
pāiwa［ぱいわ］9 倍（の，に），9 重（の，に），9 度［回］；9 つに分
ける，9 分の 1（ずつ）にする．

paka［ぱか］1. 建設的に批評する．2. 雨滴，雨だれ．PCP pata. 3.【植
物】タバコ（Nicotiana tabacum）：ナス科タバコ属の植物で，葉の部
分を加工して吸ったり，かんだり，かいだりするのに用いる．baka

は異形．英語 tabacco より．4. バター：通常 waiū paka と使われる．

waiū bata は異形．なおバターに似た乳製品の凝乳（ぎょうにゅう，

英語で curd）も paka という．英語 butter より．
pāka［ぱか］1. 公園．英語 park より．2. （自動車を）駐車場に置く．
英語 park より．
-pākā［ぱか］1. pāka‘a の 1 の異形．2. 薄く切る；（肉や魚に）切り

込みを入れる．3. かき混ぜる．Hua pākā. スクランブルエッグ．4.

（サーフボード，ボディーサフィン，カヌー）で波乗りをする．5. 釣

りの錘り．6. 釣り竿を用いないで釣りをする．7. pākākā の 1 の異

形．8. しわがよった．9. hoka と同じ．
pāka‘a［ぱか‘あ］1. （肉などを）そぐ．2. ‘a- ka‘a の異形；封を破る．

3. やさしく物語る．
pākaha［ぱかは］だます，…から巻き上げる，…から強奪［略奪］す
る，急襲する．
pākahi［ぱかひ］１つ［１人］ずつ，一度，一回，それぞれ，個々に；
一度に［個々に］分配する．

499

Pākaikai. パーカイカイ．
【地名】モロカイ島東部（ハーラヴァ区域）
のワイアルアにある地名．
【気象】モロカイ島東部（ハーラヴァ区域）

のワイアルアに吹く風．
--pākākā［ぱかか］1. 大きめの木製のボウル（鉢）；低い位置にある木
製の扉（主たる出入り口ではない）．2. 肉や魚を入れるずんぐりした

ヒョウタン（瓢箪）の容器．3. pākā の 2, 3, 4 の重複形．4. （空気で

風船などを）膨らませる．
pāka lāhui［ぱか_らふい］国立公園．

pakalaki［ぱからき］不運；運の悪い．英語 bad luck より．

pakalana［ぱからな］
【植物】キンコウボク（金香木）の一種（Telosma

cordata）．〈比較〉miulana.
pākali［ぱかり］電池．英語 battery より．
-- lo
- ［ぱか_ろ
paka lo
ろ］マリファナ，乾燥大麻．
pakanā［ぱかな］パートナー，仲間．nā pakanā. 仲間たち．英語 partner より．

paka ua［ぱか_うあ］雨滴，雨だれ．
pā kaua［ぱ_かうあ］とりで（砦），要塞．
pākaukau［ぱかうかう］テーブル，卓，
（食堂の）細長い台，カウン

ター．
pākaukau ‘aina［ぱかうかう_‘あいな］食卓．
pākaukau ‘opi‘opi［ぱかうかう_‘おぴ‘おぴ］折りたたみ式テーブル．
-Pākē［ぱけ］チャイナ；チャイニーズ：ハワイ語の記録に Pākē が現れ

た年代には中国はなかった．語源は不明．
pākeke［ぱけけ］1. サツマイモの一種．英語 potato より．2. バケツ．
英語 bucket より．3. ポケット．英語 pocket より．Kauoha Hou Pākeke.

ポケットサイズの新約聖書．4. パケット，小包．英語 packet より．
pākela［ぱけら］過度；過度の，非常な；（限度を）超える，まさる，
しのぐ．
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pākela ‘ai［ぱけら_‘あい］食べ過ぎる；食いしんぼうの；大食家．

pakele［ぱけれ］逃がれる，免除される．ho‘opakele.（危険から）救
う，解放する．

pakelo［ぱけろ］
（魚などが手から）するりと抜ける，
（動物などが罠
から）逃れる；（やりなどを）突き刺す．

pakeneka［ぱけねか］パーセント，百分，百分率．英語 per cent より．
pakī［ぱき］
（水・泥などが）はねる，飛び散る，ほとばしる，はじけ

る．PCP patii.
-pākī［ぱき］打ち壊す，衝突する；すり切れる，使い古す．
pāki‘i［ぱき‘い］
【魚】トゲダルマガレイ（Bothus mancus）：ダルマガ
レイ科の魚で成魚では上面に両眼がある．PCP paatiki.

pakika［ぱきか］よく滑る，滑らかな；滑る．
--pākīkē［ぱきけ］無作法な，無礼な，生意気な，厚かましい；生意気
に［無作法に］答える，口答えする；無作法．
- pakīpakī［ぱきぱき］pakī の重複形．
---pākīpākī［ぱきぱき］pākī の重複形．
-Pākīpika［ぱきぴか］太平洋；太平洋の，太平洋沿岸の．Fatifika は異
形．英語 Pacific より．Moana Pākīpika を参照．

Pakoa［ぱこあ］イースター［復活祭］のカトリックの用語．ときに
ユダヤ教の過ぎ越しの祭りのこともいう．
〈参照〉Ka lā i ala hou ai ka

Haku, mōliaola.
--pākōlī［ぱこり］【音楽】音階．
pākolu［ぱこる］3 倍（の，に），3 重（の，に），3 度［回］；3 つに分
ける，3 分の 1（ずつ）にする．

paku［ぱく］追い払う［出す］．PEP patu.
-pākū［ぱく］カーテン，すだれ，仕切り，ベール，
〈比喩〉盾（たて）．
PCP paatuu.
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pāku‘i［ぱく‘い］1. 接合するまたは付け加える．2. 【文法】接辞（語
幹に付き派生語を作る形態素）．pāku‘ina kau mua, hua pāku‘i mua. 接

頭辞，pāku‘ina kau hope, hua pāku‘i hope. 接尾辞．
pāku‘iku‘i
［ぱく‘いく‘い］
【魚】アキレス・タング（Acanthurus achilles）：
ニザダイ科の魚．

pala［ぱら］1. 熟した，熟（う）れて甘い；カロ（タロイモ）の球茎

などの腐りかけた．ho‘opala. 熟する．PPN pala. 2. 汚れ，汚点，し

み；少量の排出物．ho‘opala. 汚す．3.【植物】自生のシダ（Marattia

douglasii）
．PNP pala.
pala‘ā［ぱら‘あ］
【植物】イノモトソウ科エビガラシダ属のシダの一種

（Sphenomeris chinensis. 異名 chusana）：葉柄・葉身ともに黒褐色．
-pālā‘au［ぱら‘あう］（ハーブなどで）心を清める，浄化する．
- pā lā‘au［ぱ_ら‘あう］1. 生け垣（冠詞は ka を使う）；木々に囲まれて

いる．2. 木製の皿（冠詞は ke を使う）．
pālaha［ぱらは］1. 広げた，
（手・足などを）伸ばした，平らにした，
（幅の）広い，広々とした．ho‘opālaha. 広げる，伸ばす，拡大する．

2. あぶる（炙る，焙る），炭火などの上に肉を広げる．
pālahalaha［ぱらはらは］pālaha の 1 の重複形．

Palahemo. パラヘモ．
【地形】ハワイ島南部カウー地方（カラエ区画）
カマーオアにある水をたたえた穴（Lua o Palahemo）の名．ハワイ島

最南端のカラエ岬近くにあるこの穴は海とつながっていると信じ

られている．Ho‘oheno i ka wai (o) Palahemo.〈歌詞〉パラヘモの水を

大切の思う．
palahī［ぱらひ］【病理】下痢；下痢をする．
palaho［ぱらほ］palahū の 1 に同じ．
palahū［ぱらふ］1. 腐った；腐敗する；熟しすぎた．2. pelehū［シチ
メンチョウ（七面鳥）］と同じ．
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palai［ぱらい］1. 【植物】自生のシダ（Microlepia setosa）．2. （恥ず

かしさ，困惑，面目を失うなどで）顔をそむける；恥をさらすこと，
赤面．ho‘opalai. 顔をそむけさせる．恥を負わせる．E ho‘opalai maka
i ka po‘e ‘enemi. 敵に恥を負わせろ．3. 食べ物のフライ．英語 fry よ

り．Palaoa palai. パンケーキ．

pala‘ie［ぱら‘いえ］日本のけん玉に似た遊び道具で，棒の先端の輪の
上へ球をのせる遊び（ココナッツの小葉数本を棒状に編み，一方の
端を輪にする．また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）で球を作り，柔軟性のある棒にひもでぶらさげる．
時には，歌を歌いながら体でリズムをとって揺れている球を輪の上
にのせる）；この遊びをする．

palai maka［ぱらい_まか］palai の 2 を参照．

palaka［ぱらか］1. （人が）無関心な，無活動の．2. （通例，青と白
の）格子縞（こうしじま）のシャツ（労働着として使用された）．

palaki［ぱらき］はけ，ブラシ；…にブラシをかける，磨く．英語 brush
より．

palaki lauoho［ぱらき_らうおほ］ヘアブラシ．

palaki niho［ぱらき_にほ］歯ブラシ．
palalā［ぱらら］ゴロゴロ［ガラガラ］いう音．PPN palalaa.
pāala［ぱらら］
（子供が産まれたときの）首長に対する贈り物・貢ぎ
物；子供に贈り物と祝福を与える；新築の祝宴；これらの祝宴を

催す．‘Aha‘aina pālala. 子供に祝福を与える祝宴．〈比較〉‘Aha‘aina

māwaewae.
pālama［ぱらま］神聖かつ禁制の囲い地．

Pā-lama. パーラマ．
【地名】オアフ島ホノルル市の地区名（地区 7）：
Ka-pā-lama 参照．

palamimo［ぱらみも］（腕のいいすりが）手早くこそどろを働く．
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palanehe［ぱらねへ］音のしない，静かな，
（動きなどが）優美な，手

際のよい；優雅なファッションで行動する．Kō wāwae, ki‘i palanehe.

〈オリ〉あなたの足，美しく魅力的．

palani［ぱらに］1. 【魚】ニセカンランハギ（Acanthurus dussumieri）：
ニザダイ科の魚．PPN palangi. 2. ブランデー．barani は異形．英語
brandy より．

Palani. パラニ．
【地理】フランス；フランス人；フランス（人・語・
文化）の；フランク族の人．Farani は異形．英語 France より．

palaoa［ぱらおあ］1.【動物】マッコウクジラ；クジラの歯．lei palaoa
を参照．PCP pala(a)oa. 2. 小麦粉，パン，小麦．

Palaoa. パラオア．
【地名】オアフ島ホノルルのワイキーキー地区（31）
にある地名．
【地名】ラーナイ島南西部の岬名（L. Palaoa）：クジラが

しばしば打ち上げられたことに由来．

palaoa li‘ili‘i［ぱらおあ_り‘いり‘い］ロールパン，柔らかな菓子パン．
palaoa maka［ぱらおあ_まか］小麦粉．

palaoa palai［ぱらおあ_ぱらい］パンケーキ，ホットケーキ．
palaoa pāpa‘a［ぱらおあ_ぱぱ‘あ］トースト，焼きパン．
〈逐語〉か
りかりするパン．

palapala［ぱらぱら］
（請求書・証書・許可状・証明書・手紙・パンフ

レット・令状など）すべての書類；昔は一般に，聖書または学問の
こと．

Palapala［ぱらぱら］パラパラ．
【地名】ホノルル，カリヒ・ワエナ（地

区 2）の《一画/Pl.》の名．昔のカメハメハ・スクールの建物がこの
地にあったことによる．

palapala ‘ae［ぱらぱら_‘あえ］許可書，免許証．

palapala ‘aelike［ぱらぱら_‘あえりけ］
（仕事のための）契約書；（個
人間の）交渉，契約．
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palapala ‘ai‘e-［ぱらぱら_‘あい‘え］手形，
（借用）証書．
〈逐語〉借金
証書．

palapala‘āina［ぱらぱら‘あいな］地図．
palapala hānau［ぱらぱら_はなう］出生証明書．

Palapala Hemolele［ぱらぱら_へもれれ］
〔宗教〕聖なる書き物．キリ

スト教の聖書（旧約聖書，新約聖書，その両者）をいう．
〈参照〉Baibala

Hemo-lele, Kauoha Hou, Kauoha Kahiko.
palapala ho‘ālohaloha［ぱらぱら_ほ‘あろはろは］悔み状．
palapala ho‘amana［ぱらぱら_ほ‘あまな］委任状．
palapala ho‘āpono［ぱらぱら_ほ‘あぽの］
（パスポートのような）す
べての許可証．
palapala hō‘ike［ぱらぱら_ほ‘いけ］宣誓［口供］書，報告書，証明

書．
palapala hō‘ike no ke ola［ぱらぱら_ほ‘いけ_の_け_おら］
（船員・船

客）健康証明書．
palapala hō‘ike pilikino［ぱらぱら_ほ‘いけ_ぴりきの］身分証明書．

palapala ho‘ohanohano［ぱらぱら_ほ‘おはのはの］名誉として与え
られる卒業証書，またはあらゆる種類の免状．

palapala ho‘ohiki ‘ia［ぱらぱら_ほ‘おひき_‘いあ］宣誓［口供］書．
palapala hō‘oia［ぱらぱら_ほ‘おいあ］
（身分・資格・特権・真実性な
どの）証明書．
palapala hō‘oia‘i‘o［ぱらぱら_ほ‘おいあ‘い‘お］
（貸借・支出・商取引

の）証拠書類．
palapala hō‘oia kulanui［ぱらぱら_ほ‘おいあ_くらぬい］大学卒業証
書．

palapala ho‘oilina［ぱらぱら_ほ‘おいりな］遺言書．

palapala ho‘oka‘a［ぱらぱら_ほ‘おか‘あ］領収書．
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palapala ho‘okō［ぱらぱら_ほ‘おこ］
（仲裁裁判などの）判定書；（陪
審員の）評決書；（逮捕状・拘引状などの）令状．

palapala ho‘okohu［ぱらぱら_ほ‘おこふ］任命状；委任状．

palapala ho‘okuleana［ぱらぱら_ほ‘おくれあな］専売特許証，著作
権．

palapala ho‘olauna［ぱらぱら_ほ‘おらうな］採用証．

palapala ho‘olimalima［ぱらぱら_ほ‘おりまりま］借地［借家］契約
書．

palapala ho‘omaika‘i［ぱらぱら_ほ‘おまいか‘い］推薦状，功労状；卒
業証書．

palapala ho‘opa‘a［ぱらぱら_ほ‘おぱ‘あ］
（借用）証書，保険証券．

palapala hopu［ぱらぱら_ほぷ］逮捕令状．

palapala ‘inikua［ぱらぱら_‘いにくあ］保険証券．‘inikua を参照．
palapala kāko‘o［ぱらぱら_かこ‘お］推薦［支援］状．

palapala kauoha［ぱらぱら_かうおは］遺言状．
palapala kı-ko‘o［ぱらぱら_きこ‘お］小切手，為替手形，支払命令書．
palapala kila［ぱらぱら_きら］権利証書，専売特許証．palapala sila
は異形．kila の 2 を参照．

palapala kono［ぱらぱら_この］招待状．
- ‘ai［ぱらぱら_く
palapala ku
‘あい］売却証書，勘定書き．

palapala kuhikuhi kino［ぱらぱら_くひくひ_きの］
（パスポートなど）
身分証明書．

palapala male［ぱらぱら_まれ］結婚証明書．male の 2 を参照．

palapala noi［ぱらぱら_のい］請願書，申請書．
palapala puka［ぱらぱら_ぷか］卒業証書．

palapala waiho ‘oihana［ぱらぱら_わいほ_‘おいはな］辞表．
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palau［ぱらう］1. 婚約；婚約した，婚約中の．ho‘opalau. 結婚の取

り決めをする，婚約させる；婚約中の．2. （農耕用の）すき；耕す．

英語 plow より．
pālau［ぱらう］1. 信じがたい話［ほら話］をする，大げさに言う．PPN
pa(a)lau. 2. 戦闘用こん棒，ナイフ．

palaualelo［ぱらうあれろ］
（特に口数が多い人が）怠惰な，のらくら
している；このような人．

pale［ぱれ］1. 撃退する，押しのける，受け流す；命令または法律を

無視する，無効にする，
（規則などを）破る；保護，防御，守衛；カ
ーテン；棚，よだれ掛け；一区切り，
（フラダンスなどの）歌の一節，
劇の一場面．ho‘opale. 受け流す，虐待する．‘ili pale o kāma‘a を参
照．PPN pale. 2. （子供などに）説教する．

pale ahi［ぱれ_あひ］防火具；不燃焼性の．
pā lehu［ぱ_れふ］灰皿（冠詞は ke が使われる）．

Pā-lehua. パーレフア．
【地名】カウアイ島の内陸部の地名．
【地名】オ
アフ島西南部（ワイアナエ区画）の地名：峰・高地（649m. 2,129ft. 南

のピークは 2,566ft.），道路名．

pale huila［ぱれ_ふいら］（自動車などの）フェンダー，泥よけ．
pale‘ili［ぱれ‘いり］シャツ，下着．

pale ka‘a［ぱれ_か‘あ］自動車のバンパー．
pale kai［ぱれ_かい］防波堤，波よけ．

palekaiko［ぱれかいこ］【たぶんギリシャ語】パラダイス，楽園．
paredaiso は異形．

palekana［ぱれかな］安らか，安全；安らかな状態にある．E ho‘oikaika
mai ‘oe ia‘u, ā laila palekana wau. わたしに希望を与えてください，そ

うすれば，わたしは安らかです．

pale kaua［ぱれ_かうあ］盾（たて），戦いに使う防御物．

paleki［ぱれき］ブレーキ．peleki も同じ．英語 brake より．
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palekikena［ぱれきけな］pelekikena（大統領）に同じ．paresidena は
異形．

palekoki［ぱれこき］ペチコート，スカート．
〈比較〉pūheheo. 英語 petticoat より．

palema‘i［ぱれま‘い］ズボン下，ズロース，パンツ．

pale makani［ぱれ_まかに］
（自動車の）前面ガラス，風防ガラス．

palemo［ぱれも］沈む，沈められる，見えなくなる．PPN m(a, e)lemo,
PCP palemo.

palena［ぱれな］境界，国境，接合，分離．〈比較〉kaupalena.
palena ‘āina［ぱれな_‘あいな］特定の境界のある地所，所有地．

palena ‘ole［ぱれな_‘おれ］無限の，制限なしの．
pale pa- kaukau［ぱれ_ぱかうかう］テーブルクロス．

palepiwa［ぱれぴわ/ぱれぴヴァ］
【植物】ユーカリの木の全種．
〈逐語〉
熱を防ぐ（その葉は解熱剤として，またスチームバスに使われてい
たのでそう呼ばれた）．

pale uhi［ぱれ_うひ］ベール，カバー，おおい．

pale uluna［ぱれ_うるな］枕カバー．
- ［ぱれ_わいう
pale waiu
］ブラジャー．
pale wāwae［ぱれ_わわえ/ヴァヴァえ］
（室内用の）軽い上靴，スリッ
パ．

pali［ぱり］絶壁，崖，急勾配（こうばい）の小山．
〈比喩〉傲慢（ご
うまん）な，軽蔑的な；困難．PCP pali.

Pali-‘ele‘ele. パリエレエレ．【地名】カウアイ島ハナレイ地方の峰．

Pali-kea. パリケア．
【地名】カウアイ島ハナレイ地方の峰．
【地名】オ

アフ島ワイアナエの山域にある地名．
【地名】マウイ島東部（ハーナ
区画）の川の名．〈逐語〉白い崖．
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Pali-kū. パリクー．
【地名】オアフ島のコオラウポコとコオラウロアを

分ける谷．南側（コオラウポコ側）はクアロアと呼ばれる．
【地名】
マウイ島東部ハレアカラー火口地帯の名．

pali ku‘i［ぱり_く‘い］のこぎり状の［歯状形の］絶壁．

palila［ぱりら］
【鳥】ハワイミツスイドリ（蜜吸鳥）
（Psittirostra bailleui.
P. kona）：ハワイ諸島原産；灰色・黄色・白色の鳥で絶滅寸前であ

る．

palili［ぱりり］カロ（タロイモ）の新芽．He make no- ke kalo, a- ola no-

i ke palili. 〈格言〉カロ（の古い茎）は死んでも，新芽に生命は続く．
pālima［ぱりま］5 倍（の，に），5 重（の，に），5 度［回］；5 つに分
ける，5 分の 1 にする．

Palis［英語］パリス．【地理】フランスのパリ．
〈比較〉Parisa.

Pali-uli［ぱり-うり］ハワイの伝説上の楽園．〈逐語〉緑の絶壁．
pāloa［ぱろあ］引き網．PCP paaloa.
pāloka［ぱろか］投票．koho pa-loka を参照．balota は異形．英語 ballot より．
pālolo［ぱろろ］粘土；粘着性のある泥；しっくい．

Pālolo. パーロロ．
【地名】オアフ島ホノルル市の地区名（地区 35）：
自営農地，小学校，川，渓谷などの名．

palu［ぱる］1. （舌で）なめる，
（犬・猫などが水などを）ぺろぺろな

める（飲む）．2. 魚の頭や胃袋などにククイナッツの仁，ニンニク，

チリペッパーなどを混ぜた薬味［調理料］；（魚の頭や内臓から作ら

れる）魚のまき餌．PPN palu.
- ［ぱる
palu
］インフルエンザ，流感．英語 flu [influenza] より．
palua［ぱるあ］2×2，2 倍（の，に），二重（の，に），2 度［回］；1
度に 2 つずつ分配する．

palula［ぱるら］料理されたサツマイモの葉．
pālule［ぱるれ］（男子用の）ワイシャツ，シャツ．
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pālulu［ぱるる］仕切り，
（盾などの）防御物；日よけ，ブラインド，
（風よけ，日よけ板，カーテンのような）自然現象から保護するすべ

ての物．PCP paalulu.
pālulu kukui
［ぱるる_くくい］ランプの傘．ほや（火屋）は‘omo ipukukui.
pālulu makani［ぱるる_まかに］防風設備［塀］，風よけ．
pāluna［ぱるな］気球，風船玉．baluna は異形．英語 balloon より．
palupalu［ぱるぱる］軟弱な，柔らかい，柔軟な，しなやかな．
pāma［ぱま］【植物】シュロ，ヤシ．英語 palmより．
pāmakani ［ぱまかに］1. 【植物】koki‘o ke‘oke‘o と同じの自生のハイ
ビスカス（Hibiscus arnottianus）．2.【植物】自生のスミレ（Viola chamis-

soniana）．

pana［ぱな］1. （おはじき・矢・弓などを）射る，はじきとばす；弓

矢；（子供を懲らしめるために指を）パチンと鳴らす．2. 心臓の鼓動，
脈搏；音楽における拍子；拍子を取る，
（脈などが）打つ，心臓が鼓
動する．Nānā i ka pana. 脈をとる．PCP pana. 3. 名高い［有名な・伝
説上の］場所．

Pana‘ewa . パナエヴァ．
【地名】マウイ島西部（ラハイナ区画）にあ
る地名．
【地名】ハワイ島，ヒロ地方の地名：動物園名など．パナエ

ヴァはヒイアカによって破壊された［滅ぼされた］トカゲの住んで

いたところ．Mahalo ē Hilo-Hanakahi me ka lehua a‘o Panaewa.〈歌詞〉

ヒロのハナカヒ首長とパナエヴァのレフアの花に感謝．
pāna‘i［ぱな‘い］1. 復讐，応報；仕返しをする，返報する，お返しを
する，返礼する；返済する，…に取って代わる．ho‘opa- na‘i. 復讐な

どの機会をねらう，報酬を与える．2. （木材などの端を重ねて）継

ぐ，つぎ木する，長くする．
panakō［ぱなこ］銀行．banako は異形．英語 bank より．
panalā‘au［ぱなら‘あう］植民地，保護領；海外移住民．
Panamā［ぱなま］【地理】パナマ．英語 Panama より．
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--pānānā［ぱなな］羅針（らしん）盤［儀］；水先案内人，パイロット．
-pānānai［ぱなない］
（皿などが）平らな，浅い；体格がほっそりした．
〈比較〉mālānai.

pana pua［ぱな_ぷあ］弓矢を射る；射手，弓道．

panau［ぱなう］シーソーのように上下に動く．PCP panau.

pane［ぱね］1. 答え，回答，返事；答える．2. 後頭部；（山などの）
いただき，頂上（冠詞は ke が使われる）．PCP pane.

pane‘e［ぱね‘え］1. …に沿って動く，…に沿って少し前進する．Pane‘e
i mua. 前進する．2. 延ばした，延期した；遅延，延期；（新聞などに
掲載される小説のように）連載物にする．ho‘opane‘e. 延期する，延
ばす，遅らせる．

panepane［ぱねぱね］言い返す，しっぺい返しする．

pani［ぱに］閉じる，閉鎖する，…の代用となる，…の後任となる；閉
じる［締める］物，
（びん・たるなどの）栓，まぶた，ふた，門，ド

ア，他の代わりをする物．PCP pani.

pani hakahaka［ぱに_はかはか］代理させる，欠員を補充する，…に
取って代わる；代理人，置き換え，後任．

paniinoa［ぱにいのあ］
【品詞名】代名詞を意味する文法用語．
〈逐語〉
名前代用語．

paniinoa kuhikuhi［ぱにいのあ_くひくひ］
【品詞名】指示詞を意味す
る文法用語．

paniinoa ninaninau［ぱにいのあ_になになう］
【品詞名】疑問代名詞
を意味する文法用語．

pani kai［ぱに_かい］
（川の）堤防，防壁，防波堤または波を防ぐすべ
ての物．

panina［ぱにな］終わり，完了，終結，最後．
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pānini［ぱにに］
【植物】ヒラウチワサボテン（Opuntia megacantha）：

ハワイのありふれた野生のサボテン；その実は食用になる．
〈逐語〉

垣根の壁．
pānini-o-Ka-puna-hou［ぱににおかぷなほう］
【植物】夜咲きサボテ
ン（Hylocereus undatus）：熱帯アメリカ産サボテン；芳香のある大き
な花を夜開く．
〈逐語〉Ka-puna-hou サボテン（プナホウスクールの
有名な垣根にちなむ）．

paniolo［ぱにおろ］牛飼い，カウボーイ：牛飼いがスペイン人（メキ
シコ人）だったことによる．

Paniolo［ぱにおろ］パニオロ．
【国名】スペイン；スペイン（人・語）；
スペイン（人・語）の．スペイン語の espãnol より．
pani ‘ōmole［ぱに_‘おもれ］ビンの栓（せん），コルクの栓．

pani puka［ぱに_ぷか］ドア，門；戸口のそばに座っているこじき．
-pani pūpū［ぱに_ぷぷ］猫目石［キャッツアイ］，巻き貝のふた．

pani wai［ぱに_わい］ダム，水門，沖積（ちゅうせき）堤，水路．

pano［ぱの］
（雲のように）暗い色；（薄）暗い，黒い，光沢のある黒
色の，濃いあい色の．PCP pango.

panoa［ぱのあ］
（土地などが）からからに乾いた，不毛の，不作の．
Hele aku nō ia ma nā wahi panoa. 〈歌詞〉彼はただ不毛の地を歩いて

行く．ho‘opanoa. 実を結ばない原因となる．
pāno‘o［ぱの‘お］【魚】pāo‘o と同じ．PCP panoko.
panopano［ぱのぱの］pano［暗い］の重複形．

pao［ぱお］1. （カヌーを作るために丸太などを）掘り削る，
（波が海
岸を）平らに削る；彫刻する，くちばしでつつく，くり［掘り］抜
く．2. （火のなかに薪などを）入れる，突っ込む；（かまどの中に炭
などを）補給する．3. ほら穴，くぼみ，洞窟（どうくつ）．

paoa［ぱおあ］強く香気のある；強い香り．
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Paoa-ka-lani. パオアカラニ．
【地名】オアフ島ホノルル市ワイキーキ

ー地区（31）の通りの名．
〈逐語〉高貴な香り（リリウオカラニ女王
の邸宅の１つがこの地にあった）．Me ku‘u pua i ka la‘i o Paoakalani.
パオアカラニの安らぎの中にあるわたしの花とともに．

paoda［ぱおだ］→ paoka［ぱおか］を参照．

paoka［ぱおか］粉，粉末．paoda は異形．英語 powder より．

paona［ぱおな］ポンド（目方の単位：約 453 グラム），はかり，天秤
（てんびん），重さ．英語語 pound より．〈比較〉kaupaona.

paona kaulike［ぱおな_かうりけ］はかり，天秤（てんびん）．
pāono［ぱおの］6 倍（の，に），6 重（の，に），6 度［回］；6 つに分
ける，6 分の 1（ずつ）にする．
pāo‘o［ぱお‘お］
【魚】ギンポの亜目．
（Blenniidae 魚の総称）．E ho‘i ke
aloha i Ni‘ihau ē. I ka wai huna i ka pāo‘o ē. 〈歌詞〉愛する人がニイハ

ウ島へ戻ってくる．秘密の水の中にいるパーオオのところへ．

paopao［ぱおぱお］pao の 1 と 2 の重複形．

papa［ぱぱ］平らな表面，層，サンゴ礁，平面，土台，建物の階層；
順位，部類，
（学校などの）クラス，地位；平たい，平らな．PPN papa.

2. 板，製剤した材木．

Papa. パパ．
【神話】パパは大地の神の名で母．全てのハワイ人の祖先．
父は天の神のワーケア［Wākea］．Wākea ka lani, Papa ka honua. 天

（の）ワーケア，大地（の）パパ．
-pāpā［ぱぱ］1. 禁ずる，禁止する．2. （二つの物を）接触させる．
ho‘opa- pa- . くり返して（物を）接触させる；知力または体力の競
技；当意即妙の答え，冗談の言い合い．PPN paapaa.

papa‘a［ぱぱ‘あ］pa‘a の重複形；守りの厳重な，安全な．
pāpa‘a［ぱぱ‘あ］
（豚などが）かりかりに焼けた；煮［焼き］すぎた，
焼き焦がした，こげついた；かさぶた．PEP paka.

papa ‘aiana［ぱぱ_‘あいあな］アイロン［火のし］台．
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papa ‘aina［ぱぱ_‘あいな］テーブル，食卓．
pāpa‘a la- ［ぱぱ‘あ_ら］日に焼けた；乾ききらした．

papa ali‘i［ぱぱ_あり‘い］支配者層．
pāpa‘a palaoa［ぱぱ‘あ_ぱらおあ］パンひと切れ．

papa he‘e nalu［ぱぱ_へ‘え_なる］波乗り板，サーフボード．
〈逐語〉
波を滑るための板．

papa hehi［ぱぱ_へひ］踊りに使う板：棒の上に板を乗せ，片足で前
後に踏んで音を出す，

papahele［ぱぱへれ］床（ゆか），フロア．

papa helu［ぱぱ_へる］目録，表，一覧表，統計表．
pāpahi［ぱぱひ］飾る，美しいもので飾りつける，栄誉を与える；装

飾品，飾り付け．Pāpahi ka lei i ka po‘o. そのレイは頭を飾る．E pāpahi
ana i ka na‘auao. 知識で飾り付けられている（知識が豊富，伝統があ

る）．Lei pāpahi. 複数の花などを編み込んだレイ．
papa hīmeni［ぱぱ_ひめに］（教会の）聖歌隊．
papa hō‘ike［ぱぱ_ほ‘いけ］予定表．

papa ho‘olaha［ぱぱ_ほ‘おらは］広告［掲示］板．

Papa Ho‘ona‘auao［ぱぱ_ほ‘おな‘あうあお］教育委員会：各州・郡・

市町村の主として公立初等・中等学校を指導管理する任命制また
は公選制の委員会．

papa hulei［ぱぱ_ふれい］シーソー（台）．
pāpa‘i［ぱぱ‘い］1. カニの一般総称．PPN papa, PCP（たぶん）paapaka.
2. 一時の［間に合わせの］あばら家または避難所．

Pāpa‘i-kou. パーパイコウ．
【地名】ハワイ島ヒロ地方（ホノムー区画）
の地名：町，波止場，古（いにしえ）のサーフィンエリア．ハワイ
島には他所（マウナケア区画，ホヌアポ区画）にも地名がある．

papa inoa［ぱぱ_いのあ］名簿，名前の一覧表，目録．
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papa ka- kau［ぱぱ_かかう］書き物机．

papa kaua［ぱぱ_かうあ］軍隊の組織［部隊］．

papa kea［ぱぱ_けあ］白い地層，砂浜．〈参照〉papākea.
papākea［ぱぱけあ］
（海などの）白いしぶき，白い波頭；しぶきをあ
げる．
〈参照〉papa kea. Lei papa-kea i ka makani lawe ‘ehu kai. 〈歌詞〉
海のしぶきを運ぶ風による，白いしぶきのレイ．

papakema［ぱぱけま］
【キリスト教】洗礼（式）．bapatema は異形．
英語 baptismより．

papa koa［ぱぱ_こあ］1. コアの木に板．2. 軍隊などの階級，会社な
どでの地位．

Papakōlea. パパコーレア．
【地名】オアフ島，ホノルル地方パウオア
区画（19）にある名：競技場，自営農地．Aia i ka uka o Papakōlea,

ka‘ulua ‘ume‘ume mikinolia.〈歌詞〉パパコーレアの高地，そこにはミ

キノリア（モクレンの花）が魅力的に育っています．He Anianikū me

Pūowaina o Papakōlea. パパコーレアのアニアニクー通りとプーオワ

イナです．
【地名】ハワイ島カラエ岬（ハワイ島最南端）の砂浜．緑
の砂で有名．

papani［ぱぱに］【品詞名】代名詞を意味する文法用語．

papa kuhikuhi［ぱぱ_くひくひ］目次，索引，予定表，計画表．

papa kuhikuhi manawa［ぱぱ_くひくひ_まなわ］
（船の出発・到着な
どの）時間表．

papa ku‘i ‘ai［ぱぱ_く‘い_‘あい］カロ（タロイモ）をつき砕く板．
pāpala［ぱぱら］
【植物】自生のかん木と背の低い木の全種（Charpen-

tiera）．
papa la- ‘au［ぱぱ_ら‘あう］板，厚板，あらゆる（木製の浅い）大皿．
- pā pālahalaha［ぱ_ぱらはらは］
（特に魚・肉用の）大皿（冠詞は ke が
使われる）．
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pa- palai［ぱ_ぱらい］フライパン（冠詞は ke が使われる）．

papa lani［ぱぱ_らに］天国．

papale［ぱぱれ］pale（受け流す）の重複形．
pāpale［ぱぱれ］帽子；帽子をかぶる．PPN pale.
pāpale ali‘i［ぱぱれ_あり‘い］王冠．
pāpale kapu［ぱぱれ_かぷ］（ふちなし）帽子．

papa lele kawa［ぱぱ_れれ_かわ/かヴァ］
（飛び込み用の）跳躍板，ス

プリングボード．
pāpale ‘o‘oma［ぱぱれ_‘お‘おま］ボンネット（婦人・子供用の帽子，
つけひもをあごの下で結ぶ），（婦人用）日よけ帽．
-pāpālina, papa- lina［ぱぱりな，ぱぱりな］ほお．PEP pa(a)paalinga.
-pāpālua［ぱぱるあ］pālua の重複形；2 倍に［2 倍の］，大変多い，2 重
に［2 重の］．Kino pāpālua. （半神のカマプアアが人間とブタの姿を
とるように）2 つの姿をとる．Luhiehu ka lau o ka palai, pāpālua i ke kil-

ihune. 〈歌詞〉パライの葉が美しい，霧雨でひときわ（美しい）．

Papa Luna Kia‘i［ぱぱ_るな_きあ‘い］監理委員会：米国の多くの州，
特に中西部および東部の諸州にある郡政の執行機関で，町・郡区・
市・都市区などから選出された 15 名から 100 名におよぶ委員で構
成されている．

papani［ぱぱに］pani（閉じる）の重複形；さえぎること．

papa niho［ぱぱ_にほ］歯並び，歯のすわり；あご（顎）．
papa noho［ぱぱ_のほ］ベンチ，長椅子．

Papa Ola［ぱぱ_おら］衛生局，衛生課，公衆衛生部：公衆衛生に関す

る業務を担当する政府の部局．
-- pāpā‘ōlelo［ぱぱ‘おれろ］談話を交わす，話し［語り］合う；談話．
Papa o nā Kahu Kula o ke Kulanui［ぱぱ_お_な_かふ_くら_お_け_
くらぬい］大学の理事会．
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pāpapa［ぱぱぱ］1. 低い，平らな．2. そら豆，えんどう（豌豆）豆，
レンズ豆．

papa pa‘i［ぱぱ_ぱ‘い］印刷機．

papa palapala［ぱぱ_ぱらぱら］
（引き出し付き）書き物机，書き物用
テーブルまたは執筆用の平らな面．

papa pu‘ukani［ぱぱ_ぷ‘うかに］（教会の）聖歌隊，合唱団．

papau［ぱぱう］強く引きつけられた；夢中である，没頭している，一
つにまとまった；同時に，一斉に．
pāpa‘u［ぱぱ‘う］浅い，浅薄な．PNP papaku.

papekema［ぱぺけま］papakema に同じ．bapetema は異形．
Papekike［ぱぺきけ］Papekiko に同じ．Bapetite は異形．
papekiko［ぱぺきこ］…に洗礼［浸礼］を施す；洗礼の．

Papekiko［ぱぺきこ］洗礼施行者．bapetiso は異形．英語 Baptist よ

り．
pāpio［ぱぴお］【魚】pāpiopio と同じ．PCP papio.
pāpiopio［ぱぴおぴお］
【魚】ulua（アジ科の魚）の小さい時の呼び名．
-pāpū［ぱぷ］1. 城砦（じょうさい），要塞（ようさい）．2. （妨げ・
支障などの）全くない，さえぎらない．PCP paapuu.
-pāpū lewa［ぱぷ_れわ/れヴァ］戦艦，空の要塞（第二次世界大戦中，
米空軍がヨーロッパや地中海海域で広く使用した，4 個の星形発動
機を持つ重爆撃機 B17 のこと）．

paredaiso → palekaiko［ぱれだいそ→ぱれかいこ］．

paresidena → palekikena［ぱれしでな→ぱれきけな］．

Parisa［ぱりさ］パリサ．
【地理】フランスのパリ：19 世紀のハワイ語
表記の世界地図に現れる．
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pau［ぱう］終わった，終えた，完了した，すっかり［全て］終了した；

最終［最後］の；まったく，完全に，十分に；全部の，すべて持っ

ている；完全に取りつかれる［破壊される・殺される］．Pau Pele,

pau manō. ペレ（火山の女神）に焼き殺され，サメに食い殺される

（「真実を語らねば殺されるのだ」という意味ののろい）．Pau iā kākou.

わたしたちは終わった．ho‘opau. …に終止をつける，終える，やめ
る，取り消す，無効にする，廃止する，消滅させる；解雇［免職］す
る．Ho‘opau pilikia. トラブルなどが解消する．PNP pau.

pa‘u［ぱ‘う］1. すす，汚れ．ho‘opa‘u. …にしみをつける，汚す．2.
骨折り仕事，苦役；あきあきして骨の折れる仕事．
pa‘ū［ぱ‘う］湿った，じめじめした，かび臭い，
（雨などで）ずぶぬ
- . ずぶぬれになる，ぬれる，湿らせ
れの，びしょぬれの．ho‘opa‘u

る．
- pā‘ū［ぱ‘う］婦人用のスカート，サロン［腰布］；馬に乗る女性が身
に付けるスカート．

paua［ぱうあ］【貝】ハマグリ．PPN paasua，PCP pa(a)(s)ua.

pau ahi［ぱう_あひ］火による破壊；火を消す．‘inikua pau ahi, ka-hea
pau ahi を参照．

Pauahi. パウアヒ．
【天体】冬の季節の朝に現れる星．人名にも使われ

る．【人名】ビショップ王女．夫君はチャールズ・ビショップ氏．

Pauahi lani nui. 偉大な王女パウアヒ．カメハメハスクール（財団）は

ビショップ・パウアヒによって設立された．“Kamehameha Schools
Bernice Pauahi Bishop Estate.”はよく現れるクレジット．

pauaho［ぱうあほ］息を切らして，息切れした，疲れはてた．
〈比喩〉
落胆させた，絶望的な，がっかりした，疲れ切った．ho‘opauaho. 息

切れを起こす．

pau āpau［ぱう_あぱう］だれでも（皆），すべての人．
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pauda［ぱうだ］→ pauka［ぱうか］を参照．

pauhia［ぱうひあ］終わりとされる．
【文法】pau［終える］に受身形

を作る接尾辞 -hia がついた語だが，
『Hawaiian Dictionary』では扱われ
ていない．

pa‘uhia［ぱ‘うひあ］眠りに打ち勝つ，
（激しい感情などに）圧倒され
る；（苦難や災難に）襲われる．-hia は受身形を作る接尾辞．Pa‘uhia

wale kāua ke aloha. 愛しあっているわたしたち２人は圧倒されてい

ます（無我夢中です）．

pauka［ぱうか］粉，粉末；粉にする．pauda は異形．英語 powder よ
り．

paukū［ぱうく］部分，
（腸詰めなどの）1 節，1 片；【韻律】節，連（通

例，有韻の詩句 4 行以上から成るもの）；（法律の）条項；（文章の）

段落；細かく分ける，部分に切り離す，分割する．
paukū manawa［ぱうく_まなわ］年代［時期］の一部．
paukū ‘oloka‘a［ぱうく_‘おろか‘あ］【機械】シリンダー．

paula［ぱうら］→ pauka［ぱうか］を参照．

paulele［ぱうれれ］信頼，信任，信用；信頼［信任］する．

pau loa［ぱう_ろあ］すべて，何でもみな，すべて持っている．
pā‘ulu‘ā［ぱ‘うる‘あ］乱用する，手荒に取り扱う，打ちのめす；（ポ

イなどを）不注意に打ちつぶす．
pāuma［ぱうま］1. （南京袋を作るのに使われる）大きな湾曲した針．

2. （針などが）曲がった，湾曲した．3. （鶏などの）胸骨．
pā uma［ぱ_うま］立ち腕ずもう：立ったまま向き合い，お互いの片

手を組み合わせ，先に相手の手を自分の胸に付けた方が勝ちとなる．
- ‘ele［ぱうま
pauma
えれ］汚れた，きれいでない，清潔でない．Ua
paumā‘ele kō ‘oukou mau lima i ke koko. あなたがたの手は血で汚れて

しまった．Lima paumā‘ele ‘ole. 清い手．
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-- ［ぱうま
pauma- ko
こ］嘆き，悲しみ；声を上げて嘆く．I ka paumākō
o ko‘u na‘au. わが心のくずおれるとき．

-pau manawa. ho‘opau manawa［ほ‘おぱう_まなわ］時間をむだに

する；価値のない遂行，無駄な努力．
pā‘ume‘ume［ぱ‘うめ‘うめ］1. 綱引き競技；このような競技をする．
2. 喧嘩好きな，喧嘩する，好戦的な．

Pauoa. パウオア．
【地名】オアフ島ホノルル市の地区名（地区 19）：

自営農地，川，渓谷，小学校などの名．Kāua i ka pi‘ina i ka uluwehiwehi
o Pauoa.〈歌詞〉わたしたち２人はパウオア渓谷の緑の草木の中にあ

る登り（道）にいます．
【地名】ハワイ島西部コナ地方（プアコー区
画）にある地名：湾など．
- pā‘ū-o-Hi‘iaka［ぱ‘う-お-ひ‘いあか］
【植物】海岸に生息する自生のつ
る植物（Jacquemontia sandwicensis）：アサガオ科．

Pa‘upa‘u. パウパウ．
【地名】マウイ島西方（ラハイナ区画）のラハイ
ナ・ルナ近くの丘（689m. 2,261ft. 東にある峰は 2,561ft.）．現在はボ

ール山と呼ばれている．

paupauaho
［ぱうぱうあほ］pauaho の重複形．Nū kāua ā paupauaho.〈歌

詞〉わたしたち２人はため息をついて疲れ果てる．
Pa‘ū-pili［ぱ‘うぴり］
【気象】マウイ島ラハイナに降る雨．E aloha a‘e
ana nō wau i ka ua Pa‘ūpili. わたしはパウーピリの雨をたいへん愛し

ています．

-pau pilikia. ho‘opau pilikia［ほ‘おぱう_ぴりきあ］
（排出などの）生
理的要求を解決する．Wahi ho‘opau pilikia. トイレ：ホノルル空港で

は“Lumi ho‘opau pilikia”と表示．

pau pono［ぱう_ぽの］完全に終わった．
pau pū［ぱう_ぷ］一度に，まとめて，全部含めて；完全に壊された．
pauwau［ぱうわう］
【オノマトペ】イヌの鳴き声のオノマトペ．英語
の bowwow より．「犬の鳴き声」という名詞は ‘aoa.
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Pa‘u-wela. パウウェラ［パウヴェラ］．
【地名】マウイ島中央北部（ハ
イクー区画）の地名：町，灯台，岬．〈逐語〉熱いすす（煤）．

pawa［ぱわ/ぱヴァ］夜明け前の暗やみ．
pā wa‘a［ぱ_わ‘あ］カヌーを置くための囲われた場所．

Pā-wa‘a. パーワア．
【地名】オアフ島ホノルル市の地区名（地区 24）．
pāwali［ぱわり/ぱヴァり］時にはおだてたり惑わせたりしながら，な

だめるように穏やかに優しく話す．
pāwalu［ぱわる］8 倍（の，に），8 重（の，に），8 度［回］；8 つに

分ける，8 分の 1（ずつ）にする．
pāwehe［ぱうぇへ/ぱヴェへ］ニイハウ島で作られるmakaloa マットや
どんぶり・ヒョウタン（瓢箪）などに彩色される幾何学的図形のモ

チーフの一般総称；このような模様をつける．
pāweo［ぱヴェお］顔を背ける，そっぽを向く．He aha kāu hana e pāweo
nei? 顔を背けるあなたの態度は何なのですか．

pe-, pē-. …のような，似ている．pehea, pēia, pēlā, penei を参照．PPN

pehe-.
pe-［ぺ］1. 押しつぶした，平らにした；謙そんした，慎み深い，腰が
低い．ho‘opē. 押しつぶす．PPN pe‘e. 2. 芳香で満たした，香水を

つけた．ho‘opē. …に香水をつける，
（傷口などに）油を塗る．3. び

しょぬれにした，ずぶぬれにした．PEP pe‘e. ho‘opē. びしょぬれに

する，ずぶぬれにする．

pea［ぺあ］1. 博覧会，催し物，展示会．fea も同じ．英語 fair より．
2. 【植物】西洋ナシ，アボカド（Persea americana）．英語 pear より．

3. クマ．bea も同じ．英語 bear より．

pe‘a［ぺ‘あ］1. （一般に）十字形；（腕や手などを）交差させる；向

きを変えて進む．PCP peka. 2. 凧（たこ）．3. コウモリ：哺乳動物．

PPN peka. 4. （カヌーなどの）帆．5. 月経がある，不潔な．hale pe‘a

を参照．
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pe‘ahi［ぺ‘あひ］うちわ；うちわであおぐ，ブラシで［手で］払いの
ける，…に信号を送る．PCP peka(f, s)i.

pe‘ahi uila［ぺ‘あひ_ういら］（電気）扇風機．

pe‘a nui［ぺ‘あ_ぬい］【海語】メーンスル，主帆．
pe‘ape‘ahi［ぺ‘あぺ‘あひ］pe‘ahi の重複形．

pe‘e［ぺ‘え］自ら隠れる；内密の，こそこそした，人目を忍んだ．
pe‘elua［ぺ‘えるあ］【昆虫】芋虫，毛虫．
pe‘epe‘e［ぺ‘えぺ‘え］pe‘e の重複形．

pehea［ぺへあ］どうして，どうやって，どんなに，どうですか．Pehea
‘oe? ご機嫌いかがですか．Pehea lā! どんなもの［こと］か分からな

い．PNP pefea.

pehi［ぺひ］投げる，ねらいをつけて投げ（つけ）る，強く打ちつけ
る；打ちおろし．PNP peesi.

pehia［ぺひあ］pehi の受身形または命令形．I ka pehia mau a ka ua. 雨
の降りしきるなかで．‘O ka ua pehia mai i ka pali. 雨は崖を強く打ち

つける（雨が崖から激しく降りそそぐ）．

pehu［ぺふ］ふくれた，はれた；ふくれる；【病理】水腫（すいしゅ），
水気（すいき）．
〈比喩〉うぬぼれで思い上がった；食べることへの

強い願望．
pēia［ぺいあ］1. かように，このように，こんなふうに．2. 言う，話
す，述べる．
pēka‘a［ぺか‘あ］1. まだ青いククイの実の樹液．2. kā‘e‘e（ツタの一
種）の実．

pekapeka［ぺかぺか］むだ口をきく，うわさ話を知らせる；むだ口を
きく人，おしゃべり，密告者．

peke［ぺけ］
（神話・伝説の中の）小人，
（民話で）ブラウニー（夜間

に現われ，農作業や家事をこっそり手伝ってくれると伝えられる気
のいい茶色の小妖精）．
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Pekelo［ぺけろ］ペケロ．
【人名】ピーター．英語 Peter より．12 使徒
のペテロには異形の Petero が使われる．

peki［ぺき］1. 歩調；1 歩 1 歩進む，てくてく［とぼとぼ］歩く．英語

pace より．2. （車などを）後押しする，支援する．英語 pace より．
E peki mai ‘oe i hope. 後を押してくれ（援助してくれ）．3.（トランプ
札の）スペード．英語 spade より．

peku［ぺく］けること；ける，け飛ばす．

pekunia［ぺくにあ］
【植物】ペチュニア，ツクバネアサガオ（Petunia xhy-

brida）：熱帯アメリカ原産のペチュニア［ツクバネアサガオ］属の植
物の総称．

pela［ぺら］1. 肥料（特に腐敗させた肉）．PPN pela. 2. 梱包した大
型の荷物；梱包する；マットレス，クッション．
-pēlā［ぺら］1. そのやり方で，そのように，そういうふうに，そのと
おり，その方法で．Pēlā paha. たぶんそうであろう．PNP peelaa. 2.

言う，話す，語る．Pēlā aku ‘o Ka-malama. カマラマ（人名）は語っ

た．

pela moe［ぺら_もえ］（寝台の）マットレス．

pelapela［ぺらぺら］きたない，汚れた，ひどく不潔な，不愉快な．PPN
pelapela.

pele［ぺれ］1. 溶岩流，火山，噴火．2. ベル．英語 bell より．Kani mai
nā pele ē. ベル［鈴］が鳴り響く．

Pele. ペレ．
【神話】火山の女神の名：ペレはカヒキ（タヒチ）からハ
ワイ諸島を転々とし，ハワイ島のキーラウエアを住処（すみか）と

した．ペレには 12 人の妹（名前はすべてヒイアカ）がいる．一番末
の妹のヒイアカ［Hi‘iaka-i-ka-poli-o-Pele］は卵で生まれペレの胸の中
で育った．

pelehū［ぺれふ］
【鳥】シチメンチョウ（七面鳥）：北米原産のキジ科
（シチメンチョウ科）の大きな鳥．〈逐語〉ふくれた出っぱり．
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Pelekane［ぺれかね］英国（の），英国人．英語 Britain より．

Pelekania. ペレカニア．
【地理】英国；英国（人）の．Beretania は異
形．英語 Britain (Britannia) より．

peleki［ぺれき］ブレーキ；ブレーキをかける．paleki も同じ．英語
brake より．

Pelekia. ペレキア．
【地理】ペルシャ．ペルシャ人．英語 Persia, Persian
より．Kāpeka Pelekia. ペルシャじゅうたん（絨毯）．

pelekikena［ぺれきけな］大統領；大統領の．peresidena は異形．英
語 President より．

pelekunu［ぺれくぬ］かび臭い［腐敗した］におい．

peleleu［ぺれれう］長い，広い；広がった；伸ばすこと，広げること．
Wa‘a peleleu. （双胴型などの）とても大きなタイプのカヌー．I ke kau

‘elepani ihu peleleu. 長い鼻のゾウに乗ったとき．

pelena［ぺれな］クラッカー（甘味を付けない薄い堅焼きビスケット），
パン．berena は異形．

pelika［ぺりか］（とくに神との）契約．ヘブライ語の Bʹrith より．

Pēlina. ペーリナ．
【地理】ベーリング海．Ke kai kōwā o Pēlina. ベーリ
ング海峡．

pelu［ぺる］1. 折り返す，ひっくり返す，下に向ける，折る．2. （布・
着物の）へり，縁，縫いひだ；縁や縫いひだをとる．

pena［ぺな］ペンキ，塗料，絵の具；…にペンキを塗る，…に絵の具を
塗る．英語 paint より．

pene［ぺね］一ヶ所に相当期間住む．Ua pene i kēia wahi. この地に長
くいる．

penei［ぺねい］こんなふうに，このように，かように；このようにな
る．PPN peheni, PNP pe(e)nei.

pe neia［ぺ_ねいあ］pe kēia, penei［このように］と同じ．しばしば peneia
と 1 語でつづられている．
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peni［ぺに］
（ペン先およびペン軸を含めて）ペン，鉛筆．英語 pen よ
り．

penikala［ぺにから］鉛筆（しばしば冠詞は ke が使われる）．英語 pencil より．

penu［ぺぬ］浸ける，浸す；（パン切れなどを汁に）浸して食べる；
（涙などを）軽くおさえて拭く．PPN penu.

penupenu［ぺぬぺぬ］penu の重複形．

pepa［ぺぱ］1. 紙；トランプの札，トランプ遊びをすること；トラン

プで遊ぶ．英語 paper より．2. 白［黒］こしょう．英語 pepper より．

pepa hahau［ぺぱ_ははう］トランプ．

pepa hale［ぺぱ_はれ］壁紙．
pepa hāleu［ぺぱ_はれう］トイレットペーパー．

pepa kalakala［ぺぱ_からから］紙やすり．
pepa kīko‘o［ぺぱ_きこ‘お］小切手，為替手形．

pepa lahilahi［ぺぱ_らひらひ］ティッシュペーパー，薄紙．
pepa ma- noanoa［ぺぱ_まのあのあ］厚紙，ボール紙．

pepa po‘oleka［ぺぱ_ぽ‘おれか］郵便［官製］はがき，私製はがき，
絵はがき．

pepe［ぺぺ］（鼻などが）のっぺりした；低い，ずんぐりした．
-pēpē［ぺぺ］1. pē の 1 の重複形．Na‘au pēpē. 慎み深い心．2. 赤ちゃ
ん．ベイビー．英語 baby より．

pepe‘e［ぺぺ‘え］ねじれた，曲がっている，ぶかっこうな．

pepehi［ぺぺひ］
（相手・敵を）負かす，
（一撃を）くらわす，さんざ
んに打つ，殺す．PNP pepesi.

pepehi kanaka［ぺぺひ_かなか］殺人，殺人者；殺人を犯す．

pepeiao［ぺぺいあお］1. 耳．2. ギョーザ（耳の形に似ていることか
らこう名付けられた）．

525

pepeiao akua［ぺぺいあお_あくあ］
【植物】キノコ，キクラゲ（Auricularia auricula）．

pepeiao ‘eha［ぺぺいあお_‘えは］耳の痛み．

pepeiaohao［ぺぺいあおはお］動物の角．

pepeiao kuli［ぺぺいあお_くり］音が聞こえない人の耳，耳を貸さな
いこと，反抗，忠告を無視すること．

pepeke［ぺぺけ］
【文法】文，文型を意味する文法用語．ペペケとは
pe- + peke（ポリネシア語でタコ）で「タコの姿に見立てて考える」と

いう意味の造語．多くのハワイ語の文法用語が造られている．Pepeke

‘aike me he/‘o. マーカー he/‘o を使った同一性を表す文．Pepeke

nono‘a. 所有構文．

pepeke painu［ぺぺけ_ぱいぬ］
【文法】動詞を使った文を意味する文
法用語．

Pepeluali［ぺぺるあり］2 月．英語 February より．

pepenu［ぺぺぬ］
（スープなどに）浸して食べる．penu の重複形．penupenu に同じ．‘O ka ‘ōpelu e pepenu ana lā. オーペルという魚はソー

スに浸して（食べます）．

Peresia［ぺれしあ］→Pelekia［ぺれきあ］を参照．

peresidena［ぺれしでな］→ pelekikena［ぺれきけな］を参照．

peu［ぺう］押し進む，押し上げる，追い立てる，突く．

pewa［ぺわ/ぺヴァ］魚［エビ・ロブスター］の尾［しっぽ］．
pī［ぴ］1. けちくさい，しみったれた，みみっちい；しみったれ，け

ち（しばしば冠詞は ke が使われる）．2. （完全燃焼していない材木

などが）ぱちぱちいうこと，いぶること；（馬などが）鼻を鳴らす．3.

（指などで水を）まき散らす．PPN pihi. 4. エンドウ 豆，ヒラマメ；
豆に似たもの．英語 bean より．5. 文字の「P」．
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pia［ぴあ］1.【植物】ポリネシア産のクズウコン（Tacca leontopetaloides）
：根茎から栄養価の高い澱粉が取れる．PPN pia. 2. 澱粉の総称．pia
kūlina. コーンスターチ．3. ビール．bia も同じ．英語 beer より．

pi‘a［ぴ‘あ］
【植物】ヤムイモの一種（Dioscorea pentaphylla）：ヤマノ
イモ属のつる植物．
pī‘alu［ぴ‘ある］
（垂れ下がったまぶたやほおなど）年をとってしわの
寄った．

piano［ぴあの］楽器のピアノ．英語 piano より．
- -pī‘āpā［ぴ‘あぱ］アルファベット．

piapia［ぴあぴあ］目やに．PPN piapia.
pī‘ena［ぴ‘えな］気の荒い［かんしゃくの強い］気性．

piha［ぴは］完全な，十分な，満ちた；純血種の；修了，資格，充足；
妊娠した．ho‘opiha. 満たす，完成する，…に詰める，腹いっぱい食

べる；（銃砲に）弾丸を込める．
-pīhā［ぴは］1. （流木など）洪水で運ばれたもの，
（海の）漂着物．2.
げっぷをする．3. ポイパウンダー：カロ（タロイモ）を押し潰す石

piha‘ā［ぴは‘あ］pīhā の 1 と 2 に同じ．
の用具．

piha‘ekelo［ぴは‘えけろ］【鳥】カバイロハッカチョウ属の一種
（Acridothe-res tristis）：ムクドリ科の鳥．

piha makahiki［ぴは_まかひき］例年の記念日；年 1 回の記念日を持
つ．Lā piha makahiki. 誕生日．

pihana［ぴはな］充満，一杯になること；完了．Pihana kanaka. 群衆．
Pihana ke ko‘i‘ula i ka hili hewa.〈歌詞〉もつれた雲で一杯になること

（考えが混乱している表現）．

Pihana-ka-lani. ピハナカラニ．
【地名】神話上の地名で，神々のあつ

まる場所．
【地名】カウアイ島東部リーフエ地方のワイルア川の上流
ワイルア滝一帯の地名．
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pihapiha［ぴはぴは］完全な，十分な，満ちた．ho‘opihapiha. 充満

する，満たす；（カードなどを）整理保存する；質問表，アンケート．
-pihapiha ‘ōlelo. ho‘opihapiha ‘ōlelo［ほおぴはぴは_‘おれろ］他人
を嫌いにさせる，（嘘や噂話によって）他人にそむかせる．

piha pono［ぴは_ぽの］完全に満たした．Piha pono ka mana‘o. 完全に
明確かつ知性的な考え．

pihe［ぴへ］泣き声・叫び声・悲嘆などの騒音；嘆く，叫ぶ．PCP pi(f,
s)e.

Pihea. ピヘア．
【地名】カウアイ島北西の峰（1,306m. 4,284ft.）．Ala
a‘o Pihea. ナーパリ・コーストからカララウにいたる道．

pihi［ぴひ］1. かさぶた，傷跡. 2. （服の）ボタン，バッジ；…にボタ

ンを掛ける（冠詞は ke が使われる）．PCP pi(f, s)i. 3. （刃など）鈍い，

なまくらの．
pihi pūlima［ぴひ_ぷりま］（ワイシャツの）カフスボタン．
pīhoihoi［ぴ ほいほい］騒がせた，刺激した，うるさがらせた．
ho‘opı-hoi-hoi. 心配をかける；うるさがらせる，刺激する，びっく

りさせる．
pīhole［ぴほれ］
（子供などが）そわそわ［せかせか］する；（酔っぱ
らいなどが）足で床を打つ；もじもじする．

piholo［ぴほろ］
（重い物が）沈む，
（船が）浸水沈没する，おぼれる，

沼地にはまり込む．
pīhopa［ぴほぱ］
〔カトリック〕司教，
〔プロテスタント〕監督，
〔英国
国教〕主教，
〔仏教〕僧正；監督派の，英国教会派の．bihopa は異

形．英語 bishop より．
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pi‘i［ぴ‘い］1. （傾斜地であろうとなかろうと，海から遠い）内陸へ

進む，歩いて登る，上がる，揚がる，上る，
（太陽・月・星などが）出

る．ho‘opi‘i. 上らせる．PEP piki. 2. （喜怒哀楽の感情などを）直接

経験［体験］する．Pi‘i ke anu. ぞっとする．Pi‘i ka wela. 熱がでる；
激怒を感じる．ho‘opi‘i. 悪意［敵意］を起こさせる．

-pi‘i. ho‘opi‘i［ほ‘おぴ‘い］訴える，告訴する，告発する；訴訟，判例．
Pi‘i-honua. ピイホヌア．
【地名】ハワイ島東部一帯（ヒロ区画，ホノ
ムー区画，フムウラ区画，マウナケア区画）の地名：高地，いにし
え（古）のサーフィンエリアなど．Ē ka mist rain falling o Pi‘ihonua.〈歌

詞〉ピイホヌアの霧雨よ（ハワイアンソングには英語の混じった歌
詞がよく現れる）．〈逐語〉傾斜した土地．

pi‘ikoi［ぴ‘いこい］
（正当な理由もなく）栄誉を求める，昇進［昇級］
を要求する，一番良い物にあこがれる．

Pi‘i-lani. ピイラニ．
【人名】マウイ島北西部ホノカフアの首長名．Ē nā
hono a‘o Pi‘ilani. ピイラニ首長の（支配する，守る）湾たちよ．

pi‘ina［ぴ‘いな］登り，登ること，上がること．Ke ala pi‘ina. 登山道
［上り道］．

pi‘ipi‘i［ぴ‘いぴ‘い］1. pi‘i の 1 の重複形；（水などが）外へ沸騰する

こと；（満たしておいた水などが）あふれる．2. pi‘i の 2 の重複形．

ho‘opi‘ipi‘i. 悪意［敵意］を起こさせる．3. ちぢれ毛の，巻き毛の，

波状の．
- lelo［ぴ‘いぴ‘い_‘お
pi‘ipi‘i ‘o
れろ］怒り［感動・論争］の発言．

pika［ぴか］花瓶；水差し．英語 pitcher より．
pī kai［ぴ_かい］禁忌を清めるまたは取り除くために，海水または塩
水（塩を入れた淡水）をまく．
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pīkake［ぴかけ］1. 【植物】マツリカ，マリカ（Jasminum sambac）：
香りのよい低木；小さな白い花はレイに使われ，またジャスミン茶

に用いられる．2.【鳥】クジャク（Pavo cristata）：インド・セイロン・
東南アジア・東インド産のクジャク属，およびアフリカ産のコンゴ

クジャク属の鳥の総称．
-pīkake hōkū［ぴかけ_ほく］
【植物】ソケイ［ジャスミン］の一種（Jasminum multiflorum）．

pikapika［ぴかぴか］1. タコやイカの吸盤．He he‘e kēia, he i‘a pikapika.

これはタコです，吸盤（のある）魚です．2. 吸盤に似た溶岩．3. し
ま模様の，まだら模様の；色が様々に変化する．

pika wai［ぴか_わい］水差し．〈逐語〉水（の）つぼ．

piki［ぴき］1. （布などが）縮んだ，つまった，不ぞろいの．Lei piki.
長さが不ぞろいの羽で作られたレイ．PCP piti. 2. 【植物】モモの木

（Prunus persica）．英語 peach より．
-Pīkī［ぴき］ピーキー．
【地理】フィージー（南太平洋の英連邦内の独

立国）；フィージー諸島の；フィージー人［語］．英語 Fiji より．
pikipiki‘ō［ぴきぴき‘お］
（海などが）荒天の，暴風（雨）の，
（水面が）
三角波の立つ．〈比喩〉（感情を）かき乱した．

piko［ぴこ］1. へそ，へその緒．
〈比喩〉外陰部，生殖器．Pehea kō piko?
あなたのおへその具合はどうですか（おどけたあいさつだが，裏の
意味があるので使わない人もいた）．PPN pito. 2. 丘または山の頂

上；あたまのてっぺん；耳の先端；綱の先端．3. 【文法】主語（主
部）を意味する文法用語．
pīkoi［ぴこい］1. （パンの木の実またはパンダナスの実などの）芯．
2. （綱を付けた木製または石製の）こん棒．

Pīkoi-a-ka-‘alalā. ピーコイアカアララー．
【神話】半神半人のネズミ．
父は‘alalā［ハワイカラス］．
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piku［ぴく］
【植物】イチジク（Ficus carica）．fiku は異形．英語 fig よ
り．

pila［ぴら］1. 昔はバイオリンなどの弦楽器のことであったが，現在
はすべての楽器．Ho‘okani pila. 音楽を奏でる．2. 為替手形；為替手

形を作成する．bila も同じ．英語 bill より．
pila ‘ai‘ē［ぴら_‘あい‘え］（特に金銭の）領収書．bila ‘ai‘e- は異形．
pila kīko‘o［ぴら_きこ‘お］小切手，為替手形．
pila kīko‘o hale leka［ぴら_きこ‘お_はれ_れか］郵便為替．

pila koi［ぴら_こい］徴発令［書］．
pīlali［ぴらり］kukui の木から取れる固まった樹液，粘性ゴム；樹脂；
ろう；ねばねばする，粘着性の．

pila puhipuhi ［ぴら_ぷひぷひ］ハーモニカ．

pilau［ぴらう］腐敗，悪臭；悪臭を放つ；腐敗した，腐らした，腐っ
た．PPN pilau.

pila ‘ume‘ume［ぴら_‘うめ‘うめ］アコーディオン．
pilawaiwai［ぴらわいわい］勘定書き；会計．

pili［ぴり］1. くっついて離れない，ぴったり付く，粘着［付着］す

る，接触する，接合する，連合［関係］する，…と（共に）いる；密

着性の，粘着性の；親しい関係．E pili kāua. 一緒になりましょう．

hoa pili を参照．ho‘opili. 一緒にさせる，くっつける．PPN pili. 2.【植

物】（家の屋根のふきわらとして使われた）草（Heteropogon contor-

tus）；屋根ふき材料，草［かや・わら］屋根．hale pili を参照．3. （人

を…に）差し向ける，…に関係する，関係させる，適用する．ho‘opili.

関連させる．4. 賭け（事）
；賭ける．

pilia［ぴりあ］pili の 1 と 3 の受身形または命令形．

pilialoha［ぴりあろは］親しい友の交わり，大切な仲間づきあい；愛
情のあるまたは心やさしい関係を持つ．

pili‘ano［ぴり‘あの］【品詞名】形容詞を意味する文法用語．
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pilikana［ぴりかな］親族関係，血族関係，家族関係；親族，家族．He pili-

kana ka malu ulu niu. （涼を求めて誰もが入る）ココヤシの木立の隠
れ場は家族のようです．

pilikia［ぴりきあ］大小にかかわらずあらゆる種類の苦悩；惨事，迷

惑な行為，いざこざ，難儀，事故，不自由．‘A‘ole pilikia. どういた

しまして．
〈参照〉ho‘opau pilikia, wahi ho‘opau pilikia. ho‘opilikia. 悩
ませる，うるさがらせる．

piliko‘a［ぴりこ‘あ］
【魚】ホシゴンベやバールドホークフィッシュな
どのゴンベ科の魚（Paracirrhites forsteri, Cirrhitops fasciatus, Amblycirrhites bimacula）．〈逐語〉サンゴがぴったりついている．

pili koko［ぴり_ここ］血液関係，血族．

pilikua［ぴりくあ］1. がっしりした体格の男，いなか者；いなかくさ

い．2. 最愛の夫．Ha‘o wale i ka pilikua. 最愛の夫を一途に慕う．3.
１人で戦う．

pilimua［ぴりむあ］
【品詞名】冠詞を意味する文法用語：ka, ke, nā, he.
を参照．冠詞については巻末『品詞名』参照．

pilimua maopopo［ぴりむあ_まおぽぽ］
【品詞名】定冠詞を意味する
文法用語：ハワイ語の定冠詞には［ka/ke, nā］などがある．不定冠詞

（pilimua maopopo ‘ole）には［he］などがある．

pilina［ぴりな］連合，親族関係，結合，つながり，接合，粘着［付着］

すること，適合すること．
pili‘ōlelo［ぴり‘おれろ］文法．

pili pa‘a［ぴり_ぱ‘あ］固く結びつく，賛同する，一緒に暮らす．

pilipili［ぴりぴり］pili［くっついて離れない］の重複形．
- lelo. ho‘opilipili ‘o
- lelo［ほ‘おぴりぴり_‘お
-pilipili ‘o
れろ］だじゃれ，
ごろ合わせ；たとえ話［おとぎ話・逸話］で説明する．
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Pilipino［ぴりぴの］ピリピノ．
【地名】フィリピン群島；フィリピン
共和国；フィリピン人；フィリピンの．Filipino は異形．英語 Philippine より．

pili pono［ぴり_ぽの］適切な，配合のよい；（服などが）体にぴった

り合う；（言葉・文体が）正確［簡潔］かを調べさせる．
pili pū［ぴり_ぷ］一体になる，一緒になる，ぴったりつく．

piliwaiwai［ぴりわいわい/ぴりヴァいヴァい］とばく，ばくち，ばく
ち打ち；賭ける，賭け事［とばく］をする．

piliwi［ぴりヴィ］信ずる．英語 believe より．

pilo［ぴろ］沼のような悪臭のあるにおい；口臭；不潔［不衛生］にし
た．PPN pilo.

Pimoe. ピモエ．
【地名】マウイ島南部（マーケナ区画）にある峰（538m.

1,766ft.）
，カナイオの海岸地帯の地名．Lei Pimoe i ka ‘ehu kai.〈歌詞〉

ピモエ岩は海のしぶきでレイをかけたように見える（美しい人魚の

ピモエはペレのしっとで岩にされたといわれている）．
pīna‘i［ぴな‘い］幾度も，くり返して；再三再四来る［する］；一斉に
接近した，込み合った．

pinana［ぴなな］登る；登り．〈比較〉pi‘i/pi‘ina.

pinao［ぴなお］【昆虫】トンボ．

pine［ぴね］ピン，くぎ，ボルト，とがった杭（くい）；ピン［栓・く
ぎ］でとめる．英語 pin より．

pineki［ぴねき］落花生，ピーナッツ，ナンキン豆．英語 peanut より．

pinepine［ぴねぴね］たびたびの；しばしば，頻繁に．PNP pine.

pinika［ぴにか］酢，食用酢．wīneka も同じ．vinega は異形．英語 vinegar より．
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pio［ぴお］1. 捕虜，囚人；征服した，捕まえた；鬼ごっこ．ho‘opio.

征服する，捕虜にする，捕まえる．2. （火・電灯などを）消した．

ho‘opio.（火・電灯などを）消す．PCP pio. 3. ピーピー［チーチー］
鳴く，チューチュー［チイッチイッ］と鳴く．

pi‘o［ぴ‘お］半円形のもの，弓形；曲がった，そった，湾曲した；（虹
などが）アーチ［弓形］になる．PPN piko.
pī‘oe［ぴ‘おえ］【貝】フジツボ・エボシガイなどの総称．

pi‘oloke［ぴ‘おろけ］びっくりさせた，飛びあがらせた，あわてさせ
た，（人心を）かき乱した．

pipi［ぴぴ］1. 【貝】ハワイアン・パール・オイスター（Pinctada radi-

ata）：ウグイスガイ科．PPN pipi. 2. 牛肉，畜牛．bipi も同じ．英語

beef より．
pipī［ぴぴ］pı- の 2 の重複形；目を半分つぶって見ること；（星などが）

ちらちらする［見える］こと．
-pı-pı-［ぴぴ］1. pī の 1 の重複形．2. pī の 3 の重複形；排尿する，小便
をする．Pīpī holo ka‘ao. 雨がぱらぱらまき散らされた，話はすぐに

広まります（この言い回しは，うわさ話の最後に使われる）．

pipi‘i［ぴぴ‘い］pi‘ipi‘i と同じ；ごく一般的な意味は「高価な」である．
Wai pipi‘i. 沸騰する水，満たした水．

pipika［ぴぴか］
（火の上にのせたタコのように）詰まる，縮む；縮み

あがる；避ける．
pipi kāne［ぴぴ_かね］雄牛．

pipi kaula［ぴぴ_かうら］塩味を付けて乾燥させた牛肉（火であぶっ
てから食べる）．〈逐語〉縄牛肉．

pipi keiki［ぴぴ_けいき］子牛．

pipiki［ぴぴき］
（布などが）縮んだ；きつい，
（からだが）こわばった．
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pipili［ぴぴり］pili の重複形，pilipili に同じ．くっついて離れない．Pipili
a mamau. いつも一緒．Pipili me nā hoa lapuwale. 価値のない仲間と
の交際．

pipine［ぴぴね］気まぐれな；気まぐれな人．
pīpine［ぴぴね］しみったれた，けちくさい．

pipi‘o［ぴぴ‘お］pi‘o の重複形．Ka nani o ke ānuenue pipi‘o i luna nou. あ
なたの上の弓形の虹のような美しさ．

pipi palai［ぴぴ_ぱらい］ビーフステーキ．

pipipi［ぴぴぴ］
【動物】小さな軟体動物の総称（Theodoxus neglectus を
含む）．

pipipi kōlea［ぴぴぴ _こ れあ］【貝】タマキビ（Littorina pintado, L.
scabra）：タマキビガイ科の小さな海産巻き貝の総称．

pipi po‘a［ぴぴ_ぽ‘あ］食用去勢子牛．〈逐語〉去勢した牛．

pipi pulu［ぴぴ_ぷる］雄牛．

pipi wahine［ぴぴ_わひね］畜牛，飼い牛．
- ［ぴぴ_わいう
pipi waiu
］乳牛．

piula［ぴうら］1. ラバ，ロバ．2. 【俗語】くたびれた，疲れ切った．
3. しろめ（すずと鉛などの合金），ブリキ，なまこ板．wai piula を参

照．英語 pewter より．

piula wai［ぴうら_わい］水道の蛇口．〈逐語〉水の金属．

piwa［ぴヴァ］1. 熱．fiwa も同じ．英語 fever より．2. ビーバー．biwa

も同じ．英語 beaver より．
piwa ho‘onāwaliwali
［ぴヴァ_ほ‘おなわりわり/ぴヴァ_ほ‘おなヴァり
ヴァり］【病理】腸チフス．

piwa lenalena［ぴヴァ_れなれな］【病理】黄熱病．

piwa ‘ula‘ula［ぴヴァ_‘うら‘うら］【病理】しょうこう熱．
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pō［ぽ］夜，暗やみ；神の世界；暗い，暗がりの，
（旅人などが）行き

暮れた．
〈比喩〉無知，無学；無学の，無知の．Ua pō. もう遅い時間

だ（夜になっていなくともよい）．Ua hana māua ā pō ka lā. わたし達
は夜まで（１日が暗くなるまで）働いた．Ka po- nei. 昨夜．PPN poo.

pō-, po-. 【文法】時，所に関係する接頭辞．
〈参照〉Po- ‘akahi, Po- ‘alua,
Po-‘akolu, Po‘ahā, Po‘alima, Po‘aono.
-pōā［ぽあ］強盗，泥棒；…から強奪［略奪］する．

po‘a［ぽ‘あ］1. 去勢した；去勢された男．PPN poka. 2. （おんどりが
急に羽ばたいたり，水の表面を手でぱしゃりと打つ音などの）突然

の音；こんな音がする．3. 掘り抜く［進む］，…の下を掘る．
pō‘ae‘ae［ぽ‘あえ‘あえ］脇の下．
pō‘aha［ぽ‘あは］1. （花などの）冠．2. つる草の総称．
Pō‘ahā［ぽ‘あは］木曜日．〈逐語〉第 4 番目の日．
pō‘aha mālamalama［ぽ‘あは_まらまらま］
（聖像の頭部を囲む）後光，
光輪．〈逐語〉光輪．

poahi［ぽあひ］1. ほの暗い，
（薄）暗い．2. （軸の回りを）回転する，

くるくる回る；（フラダンスで腰などが）回転する．
pōahiahi
［ぽあひあひ］poahi の 1 と 2 の重複形．Pōahiahi wale ke ‘ikena.

視界がとても暗い．
pō‘ai［ぽ‘あい］輪，巡回，桶のたが（箍）のように周囲を取り巻くも

の；（友達などの）グループ；（周囲を）ぐるりと回る，
（…を）巡る，

（取り）囲む．PCP pookai.
pō‘ai‘ai［ぽ ‘あい‘あい］pō‘ai の重複形．I ka nani o ka ‘āina o ka noe

pō‘ai‘ai. 霧に取り囲まれた大地の美しさに．
- ‘ai-anu ‘Ākau［ぽ
Po
‘あいあぬ_‘あかう］【地理】北極圏．
- ‘ai-anu Hema［ぽ‘あいあぬ_へま］【地理】南極圏．
Po
Pō‘ai-hala［ぽ‘あいはら］
【気象】オアフ島カハルウに降る雨．
〈逐語〉
パンダナスに囲まれる．
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Pō‘ai-hale［ぽ‘あいはれ］Pō‘ai-hala の異形．ハワイ語の歌詞に現れ

る．〈参照〉Pō‘ai-hala.
po‘ai hapalua［ぽ‘あい_はぱるあ］半円，半円形（の物）．
Pō‘ai-‘olu ‘Ākau［ぽ‘あい‘おる_‘あかう］【地理】北回帰線．
Pō‘ai-‘olu Hema［ぽ‘あい‘おる_へま］【地理】南回帰線．
pō‘ai-waena-honua［ぽ‘あいわえなほぬあ］赤道．
Pō‘akahi［ぽ‘あかひ］月曜日．〈逐語〉第 1 番目の日．
- ‘akolu［ぽ
Po
‘あこる］水曜日．〈逐語〉第 3 番目の日．
Pō‘akolu Kau Lehu［ぽ‘あこる_かう_れふ］灰の水曜日（Lent の初日，
カトリック教でこの日にざんげの象徴として頭に灰を振りかける）．
pō‘ala［ぽ‘あら］pōka‘a に同じ；糸玉を作る．Pō‘ala ka lau hala a kīhae

ka lau. 〈歌詞〉切り裂いたパンダナスの葉をボールのように巻く．
Pō‘alima［ぽ‘ありま］金曜日．〈逐語〉第 5 番目の日．
- ‘alima Maika‘i［ぽ
Pō‘alima Hemolele, Po
‘ありま_へもれれ，ぽ‘あり
ま_まいか‘い］受難の日，聖金曜日（キリストの受難記念日，イース

ターの前の金曜日，米国では法定休日とする州もある）．
pō‘alo［ぽ‘あろ］えぐり出す，掘る，
（花・雑草などを）引き抜く，
（歯

などを）抜く；（豆などを）殻から取りだす．
Pō‘alua［ぽ‘あるあ］火曜日．〈逐語〉第 2 番目の日．
Pō‘aono［ぽ‘あおの］土曜日．
〈逐語〉第 6 番目の日．Ho‘omana Pō‘aono.

セブンスデーアドベンティスト派，安息日再臨派（キリスト教の分
派のうちで，土曜日を安息と礼拝の主日とする派）．

poe［ぽえ］1. 円，円形物；丸くした．ho‘opoe. 丸くする；丸いか

っこうに形作る．Pipi ho‘opoe. ミートボール，肉だんご．2. 【海事】

ブイ（浮標，浮き）．Poe pele. ベルブイ（打鐘浮標）．

po‘e［ぽ‘え］1. 人々，人の集団. 2. 【文法】複数を表わす語．Ka po‘e
wāhine. 婦人達．Po‘e hale. 家々．

poehi［ぽえひ］ほの暗い，（薄）暗い．
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poeko［ぽえこ］すらすらと話せる，能弁な．
pō‘ele［ぽ‘えれ］黒い，暗い；暗い夜．〈比喩〉無学の，無知の．
pō‘ele‘ele［ぽ‘えれ‘えれ］pō‘ele の重複形．

poepoe［ぽえぽえ］丸い，丸くした；（物質が）緻密（ちみつ）な，圧
縮［圧搾］した；（月など）丸々とした；球，球体．

poepoe honua［ぽえぽえ_ほぬあ］地球儀．

po‘epo‘ele［ぽ‘えぽ‘えれ］pō‘ele‘ele に同じ．Ua po‘epo‘ele Hilo. ヒロ

（地名）は暗くなった．
pohā［ぽは］1. 破裂する，ぱちりと砕ける［裂ける］，ぼっ発する．2.
【植物】シマホウズキ（Physlis peruviana）：熱帯産ホオズキ属の多年

草；食用の黄色い液果ができる．3. 偽の，無駄な．
pōhae［ぽはえ］裂けた，破れた，壊れ［折れ・砕け］やすい，もろ

い．
--pōhāhā ahi［ぽはは_あひ］火の玉．
--pōhāhā wai［ぽはは_わい］泡，あぶく．
pohai［ぽはい］仲間，集団；集まり，集会；仲間の回りに集まる．
pōhaku［ぽはく］岩石，石，鉱物，
（石などの）平板；岩の，石の．haku
の 3 を参照．PPN fatu, PCP poofatu.
pōhaku hānau［ぽはく_はなう］女性の首長達が出産のために横にな
ったオアフ島のクーカニロコとカウアイ島のホロホロクーにある

石（このことから出産石と呼ばれる）．
pōhaku ke‘oke‘o［ぽはく_け‘おけ‘お］大理石．
pōhaku kihi［ぽはく_きひ］基石．
pōhaku ku‘i ‘ai, pōhaku ku‘i poi［ぽはく_く‘い_‘あい，ぽはく_く‘い
_ぽい］poi［ポイ］をつき砕く石．
pōhaku lepo［ぽはく_れぽ］れんが，アドビー［日干し］れんが．
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Pōhaku-loa. ポーハクロア．逐語は「長い［広い・大きい］岩」の意

味で地名として各島に数多くある．
【地名】カウアイ島北東部の半島

名．
【地名】オアフ島，ワイアルア地方にある地名．
【地名】1）モロ
カイ島西部（イーリオ岬区画）にある地名：丘，町，道路名．2）東
部（ハーラヴァ区画）の岬名．
【地名】ラーナイ島北部の岬名．
【地
名】マウイ島東部の港名．
【地名】ハワイ島，マウナケア，マウナロ

ア一帯に多くある地名．Pōhakuloa me Maunakea me Maunaloa nahenahe mai. 〈歌詞〉ポーハクロアはマウナケア山やマウナロア山と
共に優しく語りかけてくる．

(L.) Pōhaku-loa. （ラエ）ポーハクロア．
【地名】ポーハクロア岬：L.

は lae の略で岬［突堤］．岬の表示には Pt.［point:Eng］も使われる．
pōhaku maika‘i［ぽはく_まいか‘い］宝石．
pōhaku ‘ōma‘oma‘o［ぽはく_‘おま‘おま‘お］エメラルド，翠玉（すい
ぎょく）．
pōhaku pa‘a［ぽはく_ぱ‘あ］
（おのなどに使われたような）堅い石の
総称．
pōhaku pele［ぽはく_ぺれ］溶岩．

pohala［ぽはら］1. 気絶の後生き返る，意識を取りもどす；病気が回

復する；心配事から解放される；息抜き，休息．2.（花びらなどが）

開く．
Pō-hana-ke-one［ぽはなけおね］マウイ島にあるカアフマヌ王妃生誕
の宮殿．
- poha- pohā［ぽはぽは］1. pohā の 1 の重複形．kūlina pohāpohā. ポップ
コーン．2. 【植物】クロタネソウ（黒種草）と呼ばれるキンポウゲ

科の一種（Passiflora foetida）．

pohe haole［ぽヘ_はおれ］
【植物】キンレンカ（金蓮花）
（Tropaeolum
majus hybrids）：キンレンカ属の植物の総称；花を観賞し，実を食用
とするために栽培される．
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pōheo［ぽへお］
（ドア・引き出しなどの）ノブ［取っ手］またはノブ
のような物；陰茎［ペニス］の先端．
pōheoheo［ぽへおへお］
（ドア・引き出しなどの）ノブ［取っ手］；あ
らゆる丸くすべすべしたノブのような物．

pohihihi［ぽひひひ］解しがたい，もつれさせた，難解な，ろうばい
させる．
- hina［ぽ
po
ひな］1. 薄暗い，霧の深い［立ち込めた］，もやのかかっ

た［深い］．2. （今にも倒れそうに）前に傾く，
（土地が）傾斜する．

poho［ぽほ］1. 手のひら；凹地（おうち），くぼみ；入れ物，容器．
2. 乳鉢（にゅうばち），すり鉢；（パンなどを）こねて作る．3. （洋
服のつぎはぎ用の）布片；（容器などを補修する）板切れ．4. （帆な

どを）ふくらます．5. チョーク，白墨．
pohō［ぽほ］1. 損失，損害；運が悪く．koi pohō を参照．ho‘opohō.
損失させる；損をして売る．2. 沼，泥沼，ぬかるみ．

poho ahi［ぽほ_あひ］マッチ箱．

Poho-iki. ポホイキ．
【地名】ハワイ島プナ地方（カラパナ区画）の地
名：サーフィンエリア，観光開発地域．〈逐語〉小さい穴．

poholalo［ぽほらろ］不公正の，偽りの，不正な；地下を掘る，地下
に潜伏する，かっぱらう，不正直に振る舞う．

pohole［ぽほれ］傷をつけた，すりむいた，かすった；調理したカロ
（タロイモ）のように皮をむいた；すり傷．

poho lima［ぽほ_りま］手のひら；ひとつかみ，ひと握り．

poholo［ぽほろ］沈没する，するりとすべり込む，
（今まで存在して
いたものが）なくなる；流産する．

poholua［ぽほるあ］（帆などが）大きくうねる．

poho mea kanu［ぽほ_めあ_かぬ］花瓶．

poho pa‘akai［ぽほ_ぱ‘あかい］塩振り出し器，塩入れ．
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poho pauka［ぽほ_ぱうか］おしろい入れ，コンパクト，携帯用化粧
道具入れ．

pohopoho［ぽほぽほ］1. poho の 2 と 3 の重複形；…につぎを当てた．
Kapa pohopoho. 形の不ぞろいな寄せぎれの掛けぶとん，パッチワー

クの掛けぶとん．2. kawakawa の幼魚．斑点があるためこう呼ばれる．
poho wāwae［ぽほ_わわえ/ヴァヴァえ］足の甲．

pohu［ぽふ］穏やかな，静かな；静まった，穏やかになった；静かに

なる．
pōhue［ぽふえ］1. 【植物】ヒョウタン（瓢箪）の一般名称．ipu とも

呼ばれる．PCP poofue. 2. 陶器の破片，陶器の器．巻末資料の「借用

語について」を参照．3. 【植物】マメ科の植物（Canavalia sericea）．
pōhuehue［ぽふえふえ］
【植物】グンバイヒルガオ（Ipomoea pes-caprae

subsp. brasiliensis の変種）：海岸の砂地に生える多年草．
pōhuku［ぽふく］ふくれた；突き出た；山盛りにした．
pōhuli［ぽふり］
（地下茎や根から出る）吸枝，新芽；（通例バナナが）
芽を出す．

poi［ぽい］ポイ：加熱処理したカロ（タロイモ）をどろどろになるま
でたたきつぶし，水で薄めて作られるハワイ人の重要な食べ物．ま

たまれにタロ芋の代わりにパンの木の実も使われる．Po‘i ‘awa‘awa.
酸っぱいポイ．PPN po‘oi, PCP po(po)i.

po‘i［ぽ‘い］1. ふた；ふたをする（冠詞は ke が使われる）．PCP poki.
2. 砕ける波のてっぺん［波がしら］；（波が）砕ける．3. （ネコがネ

ズミを捕まえる時のように）急に飛びかかる；（小鳥やチョウ（蝶）
をとる時のように）椀状に伏せた両手で捕まえる；ひったくる．

poi mai‘a［ぽい_まい‘あ］熟したバナナをすりつぶし水を加えてどろ
どろにしたもの．

po‘imalau［ぽ‘いまらう］カツオノエボシ（Physalia）：カツオノエボ
シ属の大きな海洋性ヒドロ虫の総称．

541

poina［ぽいな］忘れる；忘れた．Mai poina ‘oe ia‘u. わたしを忘れな
いで．

pō‘ino［ぽ ‘いの］不幸，不運，災難，苦難，損害，傷害；不幸な．
- ‘ino. 傷つける，痛める，くじけさせる；災難［損害］を引き
ho‘opo
起こす．Ho‘opo-‘ino malu-. 人目につかないように危害を加える；妨害

行為．
po‘ipū［ぽ‘いぷ］
（雲や大きな巻き波などが）完全に覆う；襲う，圧倒
する；攻撃．

Po‘ipū. ポイプー．
【地名】カウアイ島南部コーロア地方にある地名：
町，海浜名．I ke kai hāwanawana i Po‘ipū ma Kōloa. コーロア地方の
ポイプーのささやく海．

po‘iu［ぽ‘いう］はるか遠く，とても高い，荘厳な，神聖な．

po‘i wai holoi［ぽ‘い_わい_ほろい］洗面器，フィンガーボール．
-pōkā［ぽか］銃弾，砲弾．
pōka‘a［ぽか‘あ］球の形をしたもの，ひと巻き，巻いて作った物，糸
玉；（毛糸などを球の形になるように）巻く，ぐるぐる巻く；回転さ
せる．pō‘ala を参照．

Pō-ka-‘ī. ポーカイー．
【地名】オアフ島，西南部（ワイアナエ区画）の
地名：湾，海浜公園，船の停泊所など．〈逐語〉至高の夜．Ulu niu

kaulana Pōka‘i. ポーカイ湾の名高いココヤシの木立．
-- pōkā lū［ぽか_る］しか玉（大粒の散弾），ブドウ弾（大砲用）．
pōka‘o［ぽか‘お］
（土地が）作物の出来ない，不毛の；（風味のない肉
のように）乾燥して味のない；欠乏した，…がない．
〈比喩〉うんざ

りするような．
-- ［ぽ
pōkā pahu
か_ぱふ］爆弾，爆撃；爆撃する．
-- pōkā pū［ぽか_ぷ］銃弾．
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poke［ぽけ］薄く切る［刻む］，
（魚や木材などを）斜（はす）に切る；

切片，薄片，断片．この poke は「ポキ」と発声されることがある（マ

グロのブツ切り料理など）
．
-pōkē［ぽけ］花束；花束を作る．英語 bouquet より．
pōkeokeo［ぽけおけお］1. シチメンチョウ（七面鳥）の泣き声，シ
チメンチョウ．2. 丸々と太った．3. 富裕な，裕福な．

pokepoke［ぽけぽけ］poke の重複形．Pokepoke ‘ia ka i‘a. 魚は切り分

けられる．英語の影響下にあるハワイでは，
［e］は「い」と発音さ
れることが多い．poke, pokepoke もポキ，ポキポキと発音されること

があるが，これは誤り．
pōki‘i［ぽき‘い］弟［妹］または年下の親しいいとこ．PEP pootiki.
pōki‘i kaina［ぽき‘い_かいな］その人の実の弟［妹］．

pokipoki［ぽきぽき］1. ソデカラッパ（Calappa hepatica）：カラッパ
属カラッパ科のカニ．2. ワラジムシ，ダンゴムシ．

poko［ぽこ］1. pōkole の短縮形．PNP poto. 2. アオムシの類．
pōkole［ぽこれ］短い，簡潔な；不足，短いこと．ho‘opōkole. 少な
くする，短縮する．

Pokoliko［ぽこりこ］プエルトリコ（西インドの島）；プエルトリコ
人；プエルトリコの．英語 Puerto Rico より．

pola［ぽら］1. （腰巻やサロンなどぴらぴらして）垂れ下がっている
物；凧の尾．2. 丼，茶碗：冠詞は ke を使う．bola も同じ．英語 bowl

より．

polapola［ぽらぽら］病気が回復した；（病後）健康で；（芽などが）発
芽すること；（病後）健康を回復する．ho‘opolapola. 治療する；

（病後に）太る，肉がつく．

Polapola. ポラポラ．
【地理】タヒチ島，ボラボラ島；タヒチ島の，タ
ヒチ島民の，タヒチ語の；タヒチ島民，タヒチ語．PCP. Polapola.
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pōlea［ぽれあ］1. （唇やほおなどが）くぼんだ．2. 目がかすんだ，ぼ
んやりした，

Pōlea. ポーレア．
【地名】オアフ島エヴァ地方にある地名．Kilakila ‘o
Pōlea noho i ka ‘olu. ポーレアは快適の中にも威厳がある．
(ke kai o) Pōlea［ぽれあ］
【俗語】
「ポーレアの海」は真珠湾のこと．真

珠湾のハワイ語は Pu‘uloa.
pōlena［ぽれな］1.（鳥の羽根や濁った水のように）黄色っぽい．Home

noho a nā ‘i‘iwi pōlena. 黄色いイイヴィ鳥たちの住む家．Ala mai nei
ka ‘i‘iwi pōlena. 黄色いイイヴィ鳥は目が覚める．2. もやい結び；

（船の帆などを）巻きつけた；しっかり縛られた．英語 bowline より．

Polenekia. ポレネキア．
【地理】ポリネシア（人・語）の；ポリネシ
ア（人・語）：ポリネシアはハワイ諸島，タヒチ（ソシエテ諸島），サ

モア諸島，イースター島など太平洋中西部一帯の小諸島の総称．

Polynesia（英語）の Poly はギリシャ語で「多くの」という意味．nesia

は島々．なおポリネシアを外れるが，言語学的にハワイ語などに近
い地域を域外ポリネシアとよぶ．

poli［ぽり］胸部；くぼみ；胸，腕．Ma ka poli iho nei. 腕の中で．PCP
poli.

Poli-‘ahu. ポリアフ．
【神話】雪の女神の名．マウナケア（白い山）を
始めハワイの山々に雪をもたらす．カウアイ島の王子アイヴォヒク
プアとの愛の伝説もある．Waimaka o Poli‘ahu i ka ‘eha a ke aloha.〈歌

詞〉愛に苦しむポリアフの涙．

Poli-hale. ポリハレ．
【地名】カウアイ島ワイメア地方にある地名：国
立公園，海岸，尾根，ヘイアウ：パハパハ［pahapaha］という海草で

名高い．

polinahe［ぽりなへ］
（微風または音の低い音楽のように）快く静かな．
poli wawae［ぽり_わわえ/ヴァヴァえ］土踏まず．
polohiwa［ぽろひわ/ぽろひヴァ］黒っぽい，黒くきらめいている．
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poloka［ぽろか］カエル，ヒキガエル．たぶん英語 broke より．

poloke［ぽろけ］壊れた，くじけた；〈俗語〉破産して．英語 broke よ
り．

pololei［ぽろれい］1. 正直な，正しい，正当な，正確な，申し分ない．
ho‘opololei. 正す，直す，矯正する．2. 【貝】陸貝の一種（Lamel-

laxis）．
pōloli［ぽろり］飢え，空腹，飢饉（ききん）；飢えた，腹のへった．
ho‘opōloli. 食べ物を奪う，飢えを起させる．

pololoi［ぽろろい］pololei の 1 の異形．
- ［ぽろる
pololu
］丈の長いやり．

- . ポロルー．
Pololu
【地名】ハワイ島北部（ワイピオ区画）の地名：深
く険しい谷で有名で展望台もある．I uka i ka nani a‘o Pololū. ポロル

ーの美しさを高地で．

polopeka［ぽろぺか］教授；教授の；教授になる．英語 professor より．
- ［ぽる
polu
］青い（海や空でなく洋服などの色）．英語 blue より．

poluea［ぽるえあ］吐き気，めまい，船酔い；二日酔い；船に酔った，
船酔いの．

polupolu［ぽるぽる］
（人の筋肉などが）たるんだ，太った［肥った］，
肥満の．

Polynesian Cultural Center［英語］ポリネシアン・カルチュラル・セ
ンター．
【施設名】オアフ島コオラウ・ロア地方（カフク区画）ラー

イエにあるポリネシア諸島（ハワイイ，マオリ，フィジー，サモア，
タヒチ，トンガ，マルケサス諸島）の文明を集めたテーマパーク．建
物などは，それぞれの島のネイティヴが，それぞれの島から建材を
持ち寄り建てた．様々なショー，アトラクションが催され，バラエ
ティに富んだ食事が楽しめる．モルモン教（団）が運営．
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pōmaika‘i［ぽまいか‘い］幸運，幸福，しあわせ；富裕な，運の良い，
幸運の；（資産の）活用，福利，恩恵．ho‘opōmaika‘i. 幸運を引き
起こす；祈願する，猶予を求める．

pona［ぽな］1. 受け口，軸受け；眼球，眼窩（がんか）；サトウキビ
の茎や竹にあるふし．PPN pona. 2. 接着剤．bona も同じ．英語 bond

より．

pōna‘ana‘a［ぽな‘あな‘あ］混乱した，当惑した；（心の）激動，心の

乱れ．
pōnalo［ぽなろ］植物につく寄生虫，ブヨ，コバエ；【植物病理】葉
［胴］
枯れ病，虫害；（葉［胴］枯れ病によって）しなびた；（ブヨなどが）

群れをなして飛び回ること．
pō nei［ぽ_ねい］昨夜，昨晩．

poni［ぽに］1. （聖式で）頭に油を注いで神聖にする，清める，…に
油を塗る，…の頭の上を飾る，…に聖職を授ける，就任式を行なって
人を就任させる；（塗料などを…に）塗りつける；軟膏（なんこう）．

ho‘oponi. （聖式で）頭に油を注いで神聖にする，…の頭の上を飾る，

…に聖職を授ける，清める，就任式を行なって人を就任させる．2. 紫
がかった色，夜明けの微かな光．He poni uliuli kō lākou lole. 彼らの衣

服は暗い紫です．
- ponimō‘ī［ぽにも‘い］
【植物】カーネーション（Dianthus caryophyllus）．
- poni mō‘ī［ぽに_も‘い］戴冠［即位］式；王［王女］に冠を戴せる，王
位につかせる．
- ponimō‘ī li‘ili‘i［ぽにも‘い_り‘いり‘い］
【植物】アメリカナデシコ，ビ
ジョ（美女）ナデシコ（Dianthus barbatus）：ヨーロッパ原産のナデシ

コ属の多年草；多数の花をつけ，色は赤・ピンク・白などさまざま
ある．

poniponi［ぽにぽに］poni の 2 の重複形．
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pōniu［ぽにう］1. 目まいがして，目がくらむ；めまい；回転する，ぐ

るぐる回る，目まいがする．2.【植物】フウセンカズラ（Cardiospermum

halicacabum）ムクロジ科のつる性の一年草．
pōniuniu［ぽにうにう］pōniu の重複形．

pono［ぽの］1. 善良，
（道徳的な）正しさ，道義，礼儀正しいふるま

い，
（道義的に）優秀，幸福，幸運，繁栄，
（…の利益）のため，公正，

本来の状態，本分；道義をわきまえた，適切な，礼儀正しい，正当
な，公正な，公明正大な，上できの；…すべきである，…するのが当
然である，…ねばならない，必然の，避けがたい．Ka pono kahiko. 昔

の道徳．Pono i ke kānāwai. 法律（上）の．Pono ‘ole ka mana‘o. かき

乱された，心配な．Me ka pono. 敬白（手紙の結び文句）．E pono iā ‘oe
ke hele. あなたは行くべきだ．ho‘opono. 正義の，公正な，尊敬すべ

き，品行方正な，高潔な；正しく振る舞う．PCP pono. 2. 完全に，正

確に，入念に，大いに．Pau pono. 完全に終わった．Nānā pono. 注意
深く見る．3. 所持品，所有物，財産，必需品．

pono hale［ぽの_はれ］家具，家庭用品．

pono hana［ぽの_はな］道具，工具．
pono‘ı-［ぽの‘い］自己，自分自身；ある特定の個人［人々］に属する，
私有の，私用の，私的な，個人の，わたしの；直接に，まさに． ‘O
wau pono‘ī. わたし，わたし自身．Hawai‘i pono‘ı-. ハワイ独自のもの

（ハワイの人々）．
pono kīwila［ぽの_きヴィら］（公）民権．

ponokope［ぽのこぺ］著作権，版権；…の版権を取る．

ponopono［ぽのぽの］1. 整頓した，整然と，整えた．ho‘oponopono.
（1）矯正する，修正する，編集する；直す．Luna ho‘oponopono. 編

集者，管理者．hale ho‘oponopono を参照．
（2）
（家族討議によって）精

神的に洗い清めること．2. pono の 1 の重複形．3. 何不自由なく富

裕な，富んだ．
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pono ‘uhane［ぽの_‘うはね］精神的な幸福．
--Pō-nū-‘āhua［ぽぬあふあ］
【地名】オアフ島北西部のカエナ岬にある

とされる伝説の地名．
〈逐語〉波が異常に大きくなり，風がゴウゴウ

吹く夜［暗やみ］．Aia i Pōnū‘āhua kahi e holo ai a pae ka nalu. 〈歌詞〉
波の列が打ち寄せるポーヌーアーフアというところがあります．

po‘o［ぽ‘お］1. 頭；支配者，首脳級，指導者；（綱・棒・とう製のつ

えなどの）末端（冠詞は ke が使われる）．PEP ‘upoko. 2. （地盤の）

陥没，空洞（くうどう）；（ひしゃくなどで）すくう，えぐる，つつ
く，（風雨などが）侵食する．3. 【文法】述語（述部）．PPN poko.

po‘o hina［ぽ‘お_ひな］灰色［グレイ］または白い髪の；灰色の．Lauoho

po‘o hina. 白い髪，白髪．Lauoho po‘o hina me he ‘awapuhi kea.〈歌詞〉
白い色をした髪の毛は白色のジンジャーの花のようだ．

po‘ohiwi［ぽ‘おひヴィ］1. 肩．2. 凧の羽．

po‘o kanaka［ぽ‘お_かなか］人間の頭，頭蓋骨（ずがいこつ，とうが
いこつ）．heiau po‘o kanaka を参照．

po‘okela［ぽ‘おけら］第一位［一流］の，もっとも良い，すぐれた；

優勝者；…にまさる．
po‘ola- ［ぽ‘おら］港湾労働者，荷揚げ人足．
po‘oleka［ぽ‘おれか］郵便切手．

po‘o lua［ぽ‘お_るあ］夫以外の人によって生まれた子供，しかし双方
の父親と母親に認知されている．

po‘omana‘o［ぽ‘おまな‘お］話題，主題，
（ニュース放送の始めに読む）

主要項目．
po‘o‘ōlelo［ぽ‘お‘おれろ］
（新聞の論説などの）表題；（説教の題目な
どに引用する）聖書の言葉．

po‘opa‘a［ぽ‘おぱ‘あ］
【魚】イソゴンベ（Cirrhitus pinnulatus）．
〈逐語〉
堅い頭．
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po‘opo‘o［ぽ‘おぽ‘お］po‘o の 2 の重複形；（病人などの目が）くぼん

だ，
（ほおなどが）やせこけた，衰える；引っ込んだ所，
（壁・岩な

どの）すき間．Ua po‘opo‘o ko‘u mau maka no ka ‘i‘ini i kou ho‘ōla ‘ana
mai, 〈歌詞〉わたしの目はあなたの救いを待ち望んでくぼんでしま

いました

Pope［ぽぺ］
【宗教】ローマ教皇［法王］；（軽蔑語として）カトリッ
ク教徒．英語 Pope より．〈参照〉Hō‘ole Pope.
- pilikia. 悩ませ
pōpilikia［ぽぴりきあ］心配（事），悩み，不幸. ho‘opo
る，心配させる．

popo［ぽぽ］popopo と同じ．PPN popo.
-pōpō［ぽ ぽ ］1. 球の形をしたもの；（ふじの花などの）ふさ．PCP

poopoo. 2. ‘apōpō（明日）の短縮形．
-pōpōahi［ぽぽあひ］火の玉．
-pōpōhau［ぽぽはう］【植物】アジサイ．

popohe［ぽぽへ］丸い，形のよい；小ぎれいな．
pōpo‘i［ぽぽ‘い］覆う（おおう）．po‘i［覆う，波の砕けるところ］に
接頭辞の pō- がついた語．
pōpoki［ぽぽき］【動物】ネコ．
pōpolo［ぽぽろ］1. 【植物】イヌホオズキ（Solanum nigrumまたは S.
nodiflorum）：ありふれた雑草で，白い花が咲き，食用になる黒い実

がなる；ハワイ人の薬として重要な草植物．PPN polo. 2.【植物】ハ
ワイ固有のロベリア（Cyanea solanacea）：キキョウ科ミゾカクシ属

の草木の総称．
pōpolohua［ぽぽろふあ］紫がかった青の；（打ち身などの）黒ずんだ．
poponi［ぽぽに］poni の 2 の重複形．He moani a‘ala laua‘e ka‘u i honi
ai a poponi. 〈歌詞〉夜明けの微かな光の中にラウアエシダの香りが

漂う．
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popopo［ぽぽぽ］
（木材や布地などの）腐敗［腐朽］；（歯が虫歯にな
るような）腐食；腐った，腐食［腐敗・腐朽］した．

pou［ぽう］1. 柱，支柱. PPN pou. 2. 鼻梁（びりょう），はなすじ．

pou kihi［ぽう_きひ］角柱（かどばしら）．

pouli［ぽうり］1. 暗い；暗やみ．
〈比喩〉無学，無知．ho‘opouli. 暗

くする，目隠しをする，迷わせる．PPN po‘uli. 2. 【天文】
（太陽・月

の）食．
pōuliuli［ぽうりうり］pouli の 1 の重複形．

poupou［ぽうぽう］背が低くてずんぐりした，かっぷくのよい．
-- - - wā［ぽ
- a- のつづりの異形．
po
わ/ぽヴァ］po
powehi, powehiwehi［ぽヴェひ/ぽうぇひ，ぽヴェひヴェひ/ぽうぇひ
うぇひ］poehi のつづりの異形．

poweko［ぽヴェこ/ぽうぇこ］poeko のつづりの異形．

Pt. ［英語］point［岬］の略で地図で使われる．
pū［ぷ］1. 【貝】大きなトリトンのホラガイ（Charonia tritonis）
（ギリ
シャ神話に出て来る半人半魚の海神であるトリトンが，吹いて波を
静めたということからこう呼ばれる）；（トランペットなどの）吹奏

楽器．PPN puu. 2. 鉄砲，ピストル．3. 【植物】カボチャの一般総称．

4. （バナナ・パンダナスのような）いくつもの幹のふさを持つ樹

木；（サトウキビなどの）植込み．PCP puu. 5. 全く，完全に，
（…と）

共に．Like pū. まさに等しい．‘O au pū. わたしもまた．6. 不活発な，

無活動の，（動かずに）じっとしている，退屈させた．

pua［ぷあ］1. 花，
（特に果樹の）花；花が咲く．PPN pua. 2. 現われ
る，現われて来る，出て来る（特に煙・風・言葉・色などの現象に
使われる語であり，このことから推して，煙を出す，風が吹く，し

ゃべる，光［異彩］を放つなどをも意味する）．Pua ka uahi. 煙が上

がる．ho‘opua. しゃべる．3. 子供，子孫；魚の卵，魚の子，幼魚．

4. 矢，（投げ矢遊びの）投げ矢．
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- pū‘ā［ぷ ‘あ ］1. 鳥獣の群れ；群がる．2. 束，ひと束；束にする．
- ‘a- . 束にする．
ho‘opu

pua‘a［ぷあ‘あ］1. 豚，豚肉．PPN puaka. 2. 層雲または霧の層．
- - pū‘ā‘ā［ぷ‘あ‘あ］ちりぢりになった，散らした；（混乱と恐怖から）逃
げる．

pua‘a hame ［ぷあ‘あ_はめ］ハム，塩［薫製］豚肉．

pua ahi, puahi［ぷあ_あひ，ぷあひ］火のように真赤になる．

pua ahiahi［ぷあ_あひあひ］
【植物】オシロイバナ：オシロイバナ属
のありふれた庭草；日没に赤・白・黄や雑色の花をつける．nani ahi-

ahi も同じ．

pua ali‘i［ぷあ_あり‘い］首長の子孫．

pua aloalo［ぷあ_あろあろ］ハイビスカスの花．aloalo を参照．

puaaneane, puaneane［ぷああねあね，ぷあねあね］非常な老齢，高
齢．

pua‘a wahine［ぷあ‘あ_わひね］雌豚．

Pua‘ena. プアエナ．
【地名】1）オアフ島ワイアルア地方（ハレイヴァ
区画）のワイアルア湾にある地名：岬［突端］，いにしえ（古）のサ
ーフィンエリア．U‘i nō ‘o Pua‘ena. プアエナはとても美しい．2）オ

アフ島にはハワイ大学マーノア校の近くに同名の地がある．火山の
女神ペレがハワイ島に行く前にいたとされる地だが，現在はハイウ
ェイが走っている．

pua hilahila［ぷあ_ひらひら］
【植物】オジギソウ，ネムリグサ（Mimosa

pudica. unijuga の変種）
：マメ科の草；葉が刺激によって開閉する性
質がある．

puahio［ぷあひお］（つむじ風のように）突然来て去る．

puahiohio［ぷあひおひお］puahio の重複形；つむじ風，突風．

Puahiohio［ぷあひおひお］
【気象】オアフ島，ヌウアヌ渓谷に吹く風．

pua hipa［ぷあ_ひぱ］小羊，子羊．
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pu‘ā hipa［ぷ‘あ_ひぱ］羊の群れ．
-pua hōkū hihi［ぷあ _ほ く _ひひ］【植物】マダガスカルシタキソウ

（Hoya bicarinata）：トウワタ科の常緑・つる性の高木で芳香性の花
をつける．

pua‘i［ぷあ‘い］
（水などが）流れ出る；あわ立つまたは（水などが）ご
ぼごぼ流れる，沸騰する；吐く，もどす；話す，ものを言う．PPN

pu‘aki.
- - pū‘ā‘ī［ぷ‘あ‘い］のどぼとけ．

pua kala［ぷあ_から］1. 【植物】アザミゲシ（Argemone glauca）：熱
帯アメリカ原産のアザミゲシ属の草の総称；（特に）葉と果実にと

げが多く，黄色または白色のケシに似た花が咲くアザミゲシ；麻酔
薬を含む黄色がかった汁は，ハワイ人によって痛みを和らげるのに
使われた．2. 【植物】アザミの一種のキルシウムブルガレ（Cirsium

vulgare）．

pua kalaunu［ぷあ_からうぬ］
【植物】クラウン・フラワー（Calotropis
gigantea）
：カロトロビス属の生い茂った低木；結実する小さな白い

冠の形をした花は，しばしばレイに使われる．

puakea［ぷあけあ］1. 【色彩】淡い色，白とピンクの中間の色；淡い
色の（特に，夕焼け雲のような白とピンクの間のほのかな色）．

‘ilipuakea を参照．‘Awapuhi puakea o ke kuahiwi. 山の淡い色のジンジ

ャー．2. 【文法】日本語の「ピンクサロン」と同じで，puakea は性
的な表現に使われる．次の例は，オアフ島関連（‘Āpuakea との掛け

言葉）で雨の意味で使われている．Honehone i ka Puakea. プアケアの

雨の甘いキスを受ける．

pua kenikeni［ぷあ_けにけに］
【植物】南太平洋産の低木（Fagraea berteriana）；香りのよいオレンジ色の花はレイに使われる．
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-pua kīkā［ぷあ_きか］
【植物】タバコソウ（Cuphea ignea）
：メキシコ
原産のミソハギ科の低木；筒状のがくに包まれた，黒い縁のある赤

い花が咲く．
pua kō［ぷあ_こ］サトウキビの茎とふさ．

Pua-kō. プアコー．
【地名】ハワイ島コナ地方北部からコハラ地方の地

域名（区画名）：町，湾，岬．ペトログリフ（岩絵）でも知られる．

〈逐語〉サトウキビの花．

pualele［ぷあれれ］
【植物】ノゲシ（Sonchus oleaceus）：キク科ノゲシ
属の植物の総称；葉はアザミに似て，花は黄色全体から乳白色の液
が出る．

pualena［ぷあれな］1. 黄色．2. 怠惰な，無精な；だらだら［のらく
ら］する，だらける．
pū‘ali［ぷ‘あり］1. 兵士，戦士，軍人．2. ウエストの回りをきつく締

める；V 字形の刻み目；ぴったりした［きつい］帯［ベルト］．
Pū‘ali Ho‘ōla［ぷ‘あり_ほ‘おら］救世軍．
pū‘ali inu wai［ぷ‘あり_いぬ_わい］禁酒同盟．
〈逐語〉水を飲む軍勢．
pū‘ali kaua ka‘i wāwae［ぷ‘あり_かうあ_か‘い_わわえ/ヴァヴァえ］歩
兵．〈逐語〉徒歩で進む戦争軍隊．
pū‘ali koa［ぷ‘あり_こあ］武装した軍隊［騎兵中隊・連隊・旅団・軍
団］．

pualoalo［ぷあろあろ］pua aloalo（ハイビスカスの花）の短縮形．

pualu［ぷある］1. 【魚】ニザダイ科クロハギ属の一種．2. puwalu の

1 の異形．
pū‘alu［ぷ‘ある］だぶだぶの，ゆるんだ；しわになった，しわが寄っ
た．

pua makahiki［ぷあ_まかひき］一年生の花．
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Puamana. プアマナ．
【地名】マウイ島西部ラハイナの南の地名：公園，
サーフィンエリア．‘O ka nahe a ke kai i Puamana. プアマナの海の優
しい音．

puana［ぷあな］1. 歌の初め；歌い始める；（歌の始めにある）簡潔

な折り返し句；歌の主題［テーマ・主旋律］．Ha‘ina ‘ia mai ana ka
puana. 簡潔な折り返し句を告げる．2. 【文法】発音を意味する文法

用語．puana‘ana も同じ．3. 囲む，取り巻く．Puana ‘ia e ke ‘ala. 香

りに取り囲まれる．
-- pua nānā lā［ぷあ_なな_ら］【植物】一般的なヒマワリ．
- anuanu［ぷあぬあぬ］冷たい，冷え冷えする，身震いするような．
pu
- ‘ao［ぷ
pu
‘あお］1. （マットやむしろの細かい）編み目．2. 【解剖】子
宮．

pua‘ohi［ぷあ‘おひ］べちゃくちゃしゃべる，
（感傷的に）しゃべりた
てる，だらだらとしゃべり続ける．

pua pepa［ぷあ_ぺぱ］
【植物】乾燥花，永久花；（特に）ムギワラギ
ク：オーストラリア原産の草；もみがらのような黄・橙・赤・白

色などの花を先につける．nani mau loa と同じ．〈逐語〉紙の花．

pua pihi［ぷあ_ぴひ］
【植物】ヒャクニチソウ（百日草）の全種（特に
Zinnia elegans）．

pua pilipili［ぷあ_ぴりぴり］
【植物】ヌスビトハギ属の一種（Desmodium
uncinatum）．
- pū‘ā pipi［ぷ‘あ_ぴぴ］牛群．

puapua［ぷあぷあ］1. （オンドリなどの）しっぽの羽；飾りリボン；
（えんび服などの）上着のすそ．2. pua の 2 の重複形．

pua pua‘a［ぷあ_ぷあ‘あ］子豚，小豚．

puapua‘i［ぷあぷあ‘い］pua‘i の重複形．

pue［ぷえ］
（寒さなどで）体を丸くちぢこませる，またはうずくまっ
て座る．
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pu‘e［ぷ‘え］1. （サツマイモなどの根元の）盛り土；（海浜などの低
い）砂丘；盛り土する．PPN puke. 2. 襲う，強奪する．

pu‘e‘eke［ぷ‘え‘えけ］あとずさりする，たじろぐ；短くなる，縮まる．
puehu［ぷえふ］追い散らした，散乱させた，敗走させた，立ち［過
ぎ］去った．ho‘opuehu. 追い散らす，け散らす．PCP pu(u)efu.
- ehuehu［ぷ
pu
えふえふ］puehu の重複形；混乱させた．

puela［ぷえら］目印や表象のためにカパ布（タパ）を細長く切ったも
の．

pueo［ぷえお］
【動物】ハワイコミミズク：トラフズク属のフクロウ；
黄かっ色でしま（縞）があり，頭の両側に短い耳のような羽毛があ

る．

Pueokahi. プエオカヒ．
【地名】マウイ島東部（キーパフル区画）ワイ
ルアの近くの地名．Kuahiwi nani ‘oe Ko‘olau loa ‘eā lā ‘eā. ‘Ike ‘ia i ka

nani ka Pueokahi. あなたは美しい山，コオラウの地だ．プエオカヒは
美しさを見せつける（Ko‘olau loa：マウイ島のコオラウ）．

pu‘e one［ぷ‘え_おね］砂丘，砂州（土砂による河口や港の浅瀬）．

pu‘e wale［ぷ‘え_われ/ヴァれ］強奪する，襲う，強姦する．
-pūhā［ぷは］1. 【病理】膿瘍（のうよう），潰瘍（かいよう），破裂し
たはれもの；破れる，破裂する．2. （木の幹などの）うろ穴．3. げ

っぷをする，せき払いをする，たんを吐く．PCP pu(u)fa)a). 4. （ウミ

ガメなどが）空気を吸う．PCP pu(u)(f, s)a(a).
pūhaka［ぷはか］（人体の）腰，腰部，ウエスト．
pū hala［ぷ_はら］
【植物】パンダナス，タコノキ：タコノキ属の植物
の総称．hala を参照．Lawea mai ke ‘ala o ka pū hala. プー・ハラの香

りが運ばれてくる．PCP puu fala.
-- pūhā lā‘au［ぷは_ら‘あう］木の幹のうろ穴．
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puhalu［ぷはる］柔軟な，たるんだ，ゆるんだ，くぼんだ，しぼんだ；
ゆるむ，しぼむ，たれる，たわむ．
〈比喩〉力を減少させた，熱意の

ない．
pūhau［ぷはう］涼しさを与える泉．

Pūhau. プーハウ．
【地形】ハワイ島カウー地方（ホヌアポ区画）にあ
るニーノレの泉.〈逐語〉氷のような泉．
pūheheo［ぷへへお］
（ゆとりのあるスカートのように）円筒形で渦巻
き状になった．

puhemo［ぷへも］1. 放たれた，釈放［放免］した，自由にした．2.
虚弱な，大儀そうな．

puhi［ぷひ］1. 燃やす，…に火をつける，焼く．2. （息・水などを）
吹く；（鯨などの）潮吹き；（鯨などの）潮吹き穴；喫煙する．PPN
pusi. 3. （小川から水などを）引き込む；抽出［蒸溜］する，
（酒な

どを）醸造する．Ipu hao puhi. 蒸溜器．4. 【魚】ウナギ．PNP pusi.

puhia［ぷひあ］しぼり出される．puhi の 1, 2, 3 の受動形．kokōhi の用
例．Wai puhia など参照．

Puhi-a-Pele. プヒアペレ．
【地形】ハワイ島コナ地方（カイルア区画）

にあるフアラーライ火山の溶岩のかたまり．
puhi kō［ぷひ_こ］サトウキビの切りくず［サトウキビ畑］を焼く．

puhi ‘ohe［ぷひ_‘おへ］吹奏楽器を演奏する；吹奏楽器を演奏する

人；フルート．hui puhi ‘ohe を参照．
puhi ‘ōni‘o［ぷひ_‘おに‘お］
【魚】ウツボの一種（Lycodontis meleagris）．
〈逐語〉斑点のあるウナギ．

puhi paka［ぷひ_ぱか］1. たばこを吸う；たばこを吸う人；喫煙．puhi
baka も同じ．2. 【魚】最も一般的なウツボの一種（Lycodontis flavimarginatus）．

puhipuhi［ぷひぷひ］puhi の 2 の重複形．‘Ai ā ka puhipuhi.（フーフー）
息を吹きかけて食べる．
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- hi‘u［ぷ
pu
ひ‘う］聞き取れるほどにおならをする，無作法であるとみ
なされる．

-puhi ūhā［ぷひ_うは］【魚】ウナギの一種（Conger cinereus）．
pūholo［ぷほろ］蒸す（特に密封した容器の中に置いた熱い石で，詰

め物をした豚の肉を蒸す）；蒸しぶろに入る．
pū ho‘okani［ぷ_ほ‘おかに］巻貝のラッパ；あらゆる 吹奏楽器．
pūhuluhulu［ぷふるふる］毛だらけの，毛むくじゃらの，うぶ毛で覆

われた，毛深い．
puīa［ぷいあ］甘い香りのする，
（香気などを）散布した；香気で充満
した．ho‘opuīa. …に香水をつける．
pū‘ili［ぷ‘いり］1. 竹の先を切りさいて作られた踊りに使われる打楽
器．2. 握り締める，手の中にしっかりと握る，抱き締める．

pu‘ipu‘i［ぷ‘いぷ‘い］丸々と太った，かっぷくのよい，ずんぐり［が

っしり］した．
pū‘iwa［ぷ‘いわ/ぷ‘いヴァ］びっくりした，驚いた，仰天した；激し
い驚き，びっくり．ho‘opū‘iwa. びっくりさせる，驚かす．
pū‘iwa‘iwa［ぷ‘いわ‘いわ/ぷ‘いヴァ‘いヴァ］pu-‘iwa の重複形．

puka［ぷか］1. 穴，孔，目（〈比較〉lua）；ドア，門，すき間．ho‘opuka.

穴またはすき間を作る．PCP puta. 2. 通り抜ける，現われる，出る，
出て来る，視野に入る；（太陽が）上がる．Puka lā.（新聞などの）日

刊発行物．ho‘opuka. （許可書などを）発行する；（法廷で被告を）
無罪にする．3. 卒業する．ho‘opuka. …に学位を授ける．4. 話す，

ものを言う．ho‘o-puka. 宣言する，述べる，発音する．Ho‘opuka ‘ana.

発音．5. もうける，勝利を得 る，利益を得る；利子を受ける；賞金，

利益，利得．ho‘opuka. 投資する；もうける；もたらす，救い出す．

E ho‘opuka aku ‘oe i ko‘u ‘uhane mawaho o ka pilikia. わたしの魂を悩

みの中から救い出してください．
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puka ‘ana［ぷか_‘あな］出口，出エジプト記（旧約聖書モーゼ五書の
第二書）．

pukaaniani, pukāniani［ぷかあにあに，ぷかにあに］窓，窓口．

puka hale［ぷか_はれ］家のドア；窓．
pukana la- ［ぷかな_ら］日の出．
pū kani［ぷ_かに］トランペット；あらゆる吹奏楽器．
puka pā［ぷか_ぱ］ゲート，門，フェンス，塀．Puka pā hale. 家の門，
（城塞）都市の門．

puka pihi［ぷか_ぴひ］ボタン穴，ボタンホール．
pūkaua［ぷかうあ］陸軍大将，陸軍指揮官，闘士．
pū kaua［ぷ_かうあ］大砲．

puka uahi［ぷか_うあひ］（汽船・工場などの）煙突．

puke［ぷけ］本，書物，書籍．buke は異形．英語 book より．
-pūkē［ぷけ］打つ，叩く，打ち倒す．Ā pūkē kona mau kuli i kekahi i kekahi.
そして彼らのひざを互いに打ち合った．E pu-kē (‘ia) mai ana e ka ua.
雨に強く打たれている．

puke heluhelu［ぷけ_へるへる］読本，読むための本や雑誌．

puke ho‘omana‘o［ぷけ_ほ‘おまな‘お］覚え書き，回顧録，日記，日
誌．

puke kuhikuhi［ぷけ_くひくひ］手引き，説明書．

puke pakeke［ぷけ_ぱけけ］文庫本．pakeke は英語 pocket より．
- lelo［ぷけ_ヴェへヴェへ_‘お
puke wehewehe ‘o
れろ］辞書，辞典，字
引き．〈逐語〉言葉を説明する本．
pūkiawe［ぷきあヴェ］1. 【植物】自生の低木（Styphelia [Cyathodes]
の全種および変種）．2. 【植物】トウアズキ（Abrus precatorius）：マ

メ科．
pūki‘i［ぷき‘い］結び［縛り・くくり］つける，縛る，くくる．
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Pukikı-［ぷきき］ポルトガル（人・語）の；ポルトガル人，ポルトガ

ル語．palaoa Pukikī. ポルトガルの甘味のあるパン．英語 Portuguese

より．
pūkipa［ぷきぱ］簿記係．英語 bookkeeper より．
- pū kō［ぷ_こ］サトウキビの植え込み．
pūko‘a［ぷこ‘あ］の先端．
pūkolu ［ぷこる］三つ組み，三人組み，トリオ，三つぞろい．
pūkonakona［ぷこなこな］強い，がっしりした，頑丈（がんじょう）
な．〈比較〉konakona.

puku［ぷく］全体的にしわになる，ちぢれる；しなびた，収縮した．
PPN putu.
pūku‘i［ぷく‘い］1. 集まる，集合する．2. 会議，会合．PPN pu(u)tuki.
3. （寒さから身を保護する時のように）体を折り曲げてうずくま

る；共に寄りそう；（通例愛情をもって）抱き締める．4. （車輪の）
ハブ．
pūku‘iku‘i［ぷく‘いく‘い］pūku‘i の 1 の重複形．

pukuku‘i［ぷ く く ‘い ］pūku‘i の 1 と 3 の 重 複 形 ．Pukuku‘i lua i ke
ko‘eko‘e. 寒さの中でふたりはしっかり抱き合う．
pū kuni ahi［ぷ_くに_あひ］大砲．〈逐語〉燃えている火の鉄砲．

pukupuku［ぷくぷく］puku の重複形；しわ，しかめ面；…にしわを寄
せる，まゆをひそめる．PPN putuputu.

pula［ぷら］
（ほこりなどの）粒子；目の中のほこり［ちり］；目の中

に何かが入る．PCP pula.
- - pū lā‘ī［ぷ_ら‘い］ティーリーフ（ニオイシュロランの葉）で作った笛．
Kani ka pū lā‘ī ‘o Mali‘o.〈歌詞〉マリオはティーリーフで作った笛を

鳴らす（Mali‘o は神話に現れる女性の魔術師）．
pula lānahu［ぷら_らなふ］（石炭などの）燃え殻．
pūlale［ぷられ］急ぐ，急行する．
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pūlama［ぷらま］1. たいまつ．2. 世話をする，大事にする，保護す
る．

pulapula［ぷらぷら］1. （サトウキビなどの）苗木，新芽，切り枝（さ

し木用）．ho‘opulapula. 1）苗木［さし木］をする；繁殖させる．2）
復興する；復興．Ho‘opulapula lāhui. 国家の復興．‘Āina ho‘opulapula.

（特にハワイ人の復興のために与えられた）自作農場地．PPN pulapula. 2. 子孫．

pule［ぷれ］1. 祈り，呪文（じゅもん），
（教会の）礼拝，まじない，
食前［食後］の感謝の祈り；祈る，礼拝する．Pule a ka Haku. 主の

祈り．kahuna pule, Lāpule を参照．PPN pule. 2. 週．Kēia pule a‘e. 来
週．Kēlā pule aku nei. 先週．

pule ho‘ola‘a［ぷれ_ほ‘おら‘あ］奉納［献納］のための祈り．

pule ho‘omaika‘i［ぷれ_ほ‘おまいか‘い］感謝の祈り，食前［食後］の
感謝の祈り；（神の恩寵に対する）感謝を唱える，感謝の祈りを捧げ

る．
pule ho‘opōmaika‘i［ぷれ_ほ‘おぽまいか‘い］神をたたえるこ と，礼
拝，祈り；食前［食後］の祈りをする．
pūlehu［ぷれふ］（残り火でサツマイモなどを）焼く．
pūlehulehu［ぷれふれふ］薄暮，たそがれ．PCP puule(fu)lefu.

pulelehua［ぷれれふあ］1. 【昆虫】チョウ（蝶），ガ（蛾），カメハメ
ハチョウ（Vanessa tameamea）．ho‘opulelehua. 軽薄な女のように振

る舞う，どうでもいいことばかりぺらぺらしゃべる；浅薄［軽薄］な．
2. （しぶきなど）風に吹き散らされた．

pulelo［ぷれろ］
（旗や火などが空中に）浮動する，旗などを振って合

図をする（‘ō‘ili の後に付いて，しばしば「勝利」の意味で使われる）．

pule ‘ohana［ぷれ_‘おはな］家族の祈り；家族の祈り を捧げる．

pulepule［ぷれぷれ］1. pupule と同じ．2. （鶏のように様々の色で）
斑点のある，まだらのある．PPN pulepule.

560

pūlewa［ぷれわ/ぷれヴァ］1. あちこちに漂う；動きやすい，変わり

やすい．2. 弱い，弱々しい．3. 【貝】hālili と同じ．
pūliki［ぷりき］1. 抱き締める；（コルセットやよろいかぶとなどを）
着ける；しっかりつかむ；閉じる．Ua pūliki anei ‘o ia i kona aloha i
loko o ka huhū? 彼は怒りの中に彼のあわれみを閉じ込めたのであろ

うか．2. チョッキ，ベスト．
pūlima［ぷりま］1. 手首，そで口．pihi pūlima を参照．2. 固い握手
を交わす．3. 筆跡，署名．

pulo［ぷろ］政府機関，…庁，…局．英語 bureau より．

Pulo E‘e Moku［ぷろ_え‘え_もく］移民局．
pulo ho‘okō［ぷろ_ほ‘おこ］（政党・労働組合の）執行部．
pūloku［ぷろく］1. 優しい，穏やかな．‘A‘ole ‘oe e hea hou ‘ia he pūloku
ā palupalu. あなたはもはや，やさしく，たおやかな女と言われるこ

とはない．2. 輝く，陽や露などによってキラキラする．I pūloku i ke

alo o nā pali. 崖の表面は（露などに陽があたり）キラキラ輝く．
pūlo‘u［ぷろ‘う］頭を覆う物；頭を覆う．
pulo‘ulo‘u［ぷろ‘うろ‘う］1. pūlo‘u の重複形．2. 禁忌の印として首
長の前に運ばれる，タパで覆われた棒付きの玉．3. 蒸しぶろ，スチ

ームバス．

pulu［ぷる］1. 湿った，湿っぽい，ぬらした．ho‘opulu. ぬらす，浸
す，湿らせる．PCP pulu. 2. （昔，マットレスや枕に使われた）柔ら

かく光沢のある，シダの茎の根元の黄色がかった綿毛．3. 根おおい

のように使われるすべての青葉または下ばえ，しきわら；ココヤシ
の繊維；葉沈（ようちん）；（織り目の細かい）亜麻布；燃えやすい
もの，たきつけ（冠詞は ke を使う）．kapa pulu を参照．ho‘opulu. …

に根おおいをする，肥料をやる．PPN pulu. 4. 雄牛．bulu も同じ．英

語 bull より．5. 愚人，ばかもの；ばかにする．英語 fool より．

561

pulu‘elo［ぷる‘えろ］ずぶ濡れになる，びしょ濡れになる．Pulu‘elo i

ka ua noe. 霧をともなった雨でずぶ濡れになる．
pūlumi［ぷるみ］ほうき；掃除する．burumi は異形．英語 broomより．
pūlumi hale［ぷるみ_はれ］家を掃除する；掃除夫．

puluna［ぷるな］自分の子供の義理の両親，または義理のおじ［おば］
（kāne または wahine が後に続く）．

pulu niu［ぷる_にう］ココヤシの殻または繊維．
pulu pē［ぷる_ぺ］すっかりびしょぬれの，ずぶぬれの．
〈比喩〉酔っ
ぱらって．Pulu pē nei ‘ili i ke anu. 寒さの中，肌が濡れている．

pulupulu［ぷるぷる］1. pulu の 1 と 2 の重複形．2. （キルティングの
詰め物に使われるような）綿；目のこまかい亜麻布．

pulupulu ahi［ぷるぷる_あひ］点火；火を燃やす．
〈比喩〉短気な，か
んしゃく持ちの．

pulupulu haole［ぷるぷる_はおれ］
【植物】ワタ（Gossypium barbadense）．

アオイ科ワタ属．
pū mai‘a［ぷ_まい‘あ］バナナの幹．

pumehana［ぷめはな］温情のある，思いやりのある；思いやり，愛
情．Me ke aloha pumehana. 愛情を込めて．ho‘opumehana. 暖かく

する，暖める．

pumi［ぷみ］帆柱，帆げた．bumi は異形．英語 boomより．Walawala ka

pumi mahope. 帆げたを後ろに傾ける．
- pū mīkini［ぷ_みきに］マシンガン，機関銃．

puna［ぷな］1. 泉．PPN puna. 2. サンゴ，石灰，石膏（せっこう）．
漆喰（しっくい）．E lawe ‘oia i ka puna hou e hamo i ka hale. 新しい漆

喰を取って家を塗らねばならない（レビ記 14-42）．PPN punga. 3.（竹
またはサトウキビなどの）ふしまたは節（せつ）の間の部分．4. さ

じ，スプーン：冠詞は ke を使う．英語 spoon より．
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Puna. プナ．
【地名】ハワイ島東部の地方名，地域名（区画名）：町の
名，保護林などに広くあらわれる．プナの地名は他島にもあるが（ホ

ノルルのカメハメハ・ハイツの通りの名など），ハワイの歌に現れ

るのはほとんどがハワイ島のプナである．Ke nome a‘ela iā Puna ‘eā.

プナの大地を少しずつ食べる（溶岩）．‘O nā hala a‘o Puna. プナのハ

ラの木々（パンダナス）．Puna paia ‘ala i ka hala. ハラの香りに囲ま

れるプナ．‘O ka Hīnano o Puna ku‘u li‘a. プナのヒーナノはわたしの

あこがれ（ヒーナノは花）．Naue ka ha‘a Puna ‘eā. プナの大地で踊る．

〈参照〉Hā‘ena, Hi‘iaka, Hōpoe, Lohi‘au, Pele.

punahele［ぷなへれ］人気者，お気に入り；人気者のように取り扱う．
Puna-hou. プナホウ．【地名】オアフ島ホノルル市の地区名（地区
27）：私立学校（日本語でいうミッションスクール）の名．
〈逐語〉新

しい泉．

punalua［ぷなるあ］
（その昔の）一人の夫［妻］に対する複数の夫達
［妻達］，相嫁．E ho‘i aku ‘oe ma muli o kou punalua. あなたも相嫁のあ
とについて帰りなさい（ルツ 1-15）．

Punalu‘u. プナルウ．
【地名】1）オアフ島東部（カーネオヘ区画，ワ

イカーネ区画，カハナ）一帯の地名．2）東部コオラウ地方（カーネ
オへ区画）の養魚池．3）東部コオラウ地方（カハナ区画）にある地
名：町，海浜公園，岬名．4）東部コオラウ地方（カハナ区画，ワイ

カーネ区画）の川の名．
【地名】ハワイ島 1）カウー地方（ホヌアポ
区画，パーハラ区画）にある地名：峡谷名．2）カウー地方（ホヌア
ポ区画）にある港，波止場，黒砂の浜辺，海浜公園，いにしえのサ
ーフィンエリア．3）カウー地方（マウナロア区画）にある川の名．
4）プナ地方（プナ区画）の町，ヘイアウ名．
pūnana［ぷなな］巣，集まる場所，避難所，忙しい人たちの群がって
いる場所；巣を造る．
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Pūnana Leo［ぷなな_れお］
【学校】
「言葉の巣，言葉の集まる場所」と
いうハワイ語を母語とする幼児のための保育所．ハワイ語で幼児教

育を行なう．E lohe mai iā mākou i nā keiki o ka Pūnana Leo. わたした

ちはプーナナレオの子供たちの声を聞かねばならない．
pūnana meli［ぷなな_めり］ミツバチの巣．
pūnanana［ぷななな］1. nananana（昆虫のクモ）と同じ．2. クモの
巣．
-pūnāwai［ぷなわい］泉，わき水．

punawelewele［ぷなヴェれヴェれ］クモの巣；糸をかけるクモ．

Punchbowl［英語］パンチボウル．
【地名】オアフ島ホノルル市の地
区名（地区 18）：太平洋地域の合衆国墓地がある．ハワイ語名 Pū-o-

waina 参照．
pūne‘e［ぷね‘え］固定されてない寝いす．hikie‘e を参照．
--pūnēnē［ぷねね］【植物】‘aiakanēnē を参照．

puni［ぷに］1. 取り巻いた，支配した；征服した；…の監督権を獲得
する．ho‘opuni. 取り巻く，…の監督権を得る．PPN puni. 2. …を好

む，気に入る，むやみに欲しがる；大好きなもの，うれしいもの，愛

するもの．ho‘opuni. …に魅せられる，大いに望む．3. だました，裏

切った；うそを信じる．ho‘opuni. だます，裏切る．4. 完了した，終

結した．

punia［ぷにあ］1. puni の 1, 2, 3 の受身形または命令形．Ke ‘ala o ka
laua‘e, punia ai ka nahele. 〈歌詞〉ラウアエ（シダ）の香りは森に満

ちている．2.【文法】puni の 4 の受身形または命令形．
“Punia i ka hana

ē.”は「責任を果した」，または「仕事［責任］に取り囲まれている」

この判断は文脈による．

puni ‘ai［ぷに_‘あい］食べることの好きな；大食家．
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punihei［ぷにへい］わなに掛けた，巻き込んだ；だまされやすい；人

の心を捕らえるような，うっとりさせる，魅惑的な．Mo‘olelo punihei.
魅惑的な物語．ho‘opunihei. 魅（惑）する，うっとりさせる，誘惑
する，だます．

puni hele［ぷに_へれ］あちらこちらに行くことの好きな．
-puni kālā［ぷに_から］欲の深い，金銭［欲得］ずくの．
puni koko［ぷに_ここ］血に飢えた，残忍な．

puni le‘ale‘a［ぷに_れ‘あれ‘あ］愛することを満足させる，戯れが好き
な．

punipuni［ぷにぷに］puni の 3 の重複形．ho‘opunipuni. 嘘をつく；
嘘つき；だます；詐欺の，ぺてんの．
- niu［ぷ
pu
にう］1. みがかれたココナッツの殻または丼．2. ココナッ
ツの殻に魚の皮を張って作られた，ひざに付けて［はさんで］たた
く小さな太鼓．3. 人間の頭蓋（ずがい）骨．4. 【解剖】
（胎児・乳
幼児の頭の）ひよめき，おどり，泉門．5. （こまのように）回る；
目まいがして，ふらふらして．

puni waiwai［ぷに_わいわい］欲の深い，強欲な．

puni wale［ぷに_われ/ヴァれ］だまされやすい，たやすく裏切った．
pūnohu［ぷのふ］1. （煙，かすみなどが）発生する；（船の帆などが）
大きくうねる；（枝などが）広がる．Pūnohu ‘ula i ke kai. 海に赤い霧

が立ち上る．2. 地表近くに横たわる虹．3. パイプウニ．hā‘ue‘ue を

参照．
pūnohunohu［ぷのふのふ］pūnohu の重複形．Pūnohunohu i ke ano ahi-

ahi. 夕方には煙が沸きあがる．
pūnono［ぷのの］華やかな赤色の，常に美しい；（肌などが）ぱっと

赤くなった．
pūnua［ぷぬあ］羽の生えたての［巣立ちしたばかりの］ひな鳥．PPN
punua.
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pūnuku［ぷぬく］はめ口具，口輪，端綱（はづな）；（動物の口に）口

輪をかける．
puō［ぷお］どなる，泣きさけぶ，怒号する．
pū‘o‘a［ぷ‘お‘あ］塔，
（教会などの）尖塔（せんとう），ピラミッド型
のもの，
（屋根などの）先端．Pū‘o‘a pele. 教会の鐘塔（pele：英語よ

り）．
- ‘ohe‘ohe［ぷ
pu
‘おへ‘おへ］
【植物】ジュズダマ（数珠玉）
（Coix lachrymajobi）：熱帯アジア産のイネ科の草．

puoho［ぷおほ］びっくりした；驚いて叫ぶ．
pū ‘olē‘olē［ぷ_‘おれ‘おれ］【貝】小さめのホラガイ．
pū‘olo［ぷ‘おろ］包み，袋，入れ物；束に結びつける．

Pū-o-waina. プーオワイナ．
【地名】オアフ島ホノルルの国立墓地があ
るパンチボウル［Punchbowl］のハワイ語名．
〈逐語〉犠牲者が置か

れた地：この waina は「（人の犠牲が）保管される［預けられる］と
ころ」の意味．pū は pu‘u［丘］の異形で地名に見られる．現在は国

立墓地になっている．
pūpanapana［ぷぱなぱな］ピストル，拳銃．
〈逐語〉pū［鉄砲］+ panapana［pana の重複形］の語．
pū po‘ohiwi［ぷ_ぽ‘おひヴィ］マスカット銃（旧式の歩兵銃で今のラ

イフルの前身）．
pupū［ぷぷ］立ち往生する；（病人などが）かろうじてそっと動く；

立ち往生した，（道を）塞がれた．
-pūpū［ぷぷ］1. 海と陸にいる貝の一般総称；（貝などをつなげて作っ
た）じゅず．PCP puupuu. 2. 付け合わせ物，前菜，カナッペ，オー

ドブル；昔は，魚・鶏・バナナなどがカワカワ酒と共に出された．3.

（草などの）ひと束；花束．
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-pūpū ‘ala-［ぷぷ_‘あら］
【貝】イモガイ（Conus 種）
：イモガイ属の多数
の海産巻貝の総称；殻は円錐（えんすい）形で色が美しい；肉食性

でえさ（餌）をとるための毒腺がある；おもに熱帯産．
-pūpū ‘awa［ぷぷ_‘あわ/‘あヴァ］
【貝】海貝の一種（Drupa ricinas, Purpura
aperta）．

pupue［ぷぷえ］
（飛びかかろうとするネコのように）身をかがめる；
（暖かくするために）足を引き寄せる．

pupu‘e［ぷぷ‘え］pu‘e の 2 の重複形；攻撃する，
（無理じいに）押し
つける．

pupuhi［ぷぷひ］puhi の 1 と 2 の重複形；（つばなどを）吐く．
pū puhi［ぷ_ぷひ］トランペット，ホルン，ホラガイのラッパ．

pupuka［ぷぷか］醜い，見苦しい．
-pūpū kani oe［ぷぷ_かに_おえ］
【陸貝】貝の一種（partulina physa）：
この貝は歌を歌うと信じられてきた．He leo no pūpū kani oe.（長く歌

う）陸貝の声です．

pupule［ぷぷれ］狂気の，正気でない．ho‘opupule. 気を狂わせる；

夢中にさせる；気が狂ったふりをする．
-pūpū loloa［ぷぷ_ろろあ］【貝】タケノコガイ科の一種．
-pūpū momi［ぷぷ_もみ］
【貝】真珠貝（Spondylus tenebrosus）：真珠
貝の内側の真珠光を発する硬質層は，ボタンなどの材料となる．

pupuni［ぷぷに］puni の 1, 2, 3, 4 の重複形．
-pūpū Ni‘ihau［ぷぷ_に‘いはう］
【貝】光沢のある小さな貝（Columbella
と Leptothyra）：ニイハウ島ではmomi またはmomi-o-kai という名前

で知られている；レイに使われる．
-- pūpū ‘ōkole ‘oi‘oi［ぷぷ_‘おこれ_‘おい‘おい］
【貝】ニシキウズガイ科
の一種．

pupupu［ぷぷぷ］1. （人・ものなど）多数の，込み合った，密集した．
2. （ハイビスカスなど）重弁の，八重咲きの．
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-pūpū puhi［ぷぷ_ぷひ］
【貝】クルマガイ科の貝（Solarium種）；ha-lili
とも呼ばれる．

pupu‘u［ぷぷ‘う］体を折り曲げる，手足を引き寄せる．
-pūpū weuweu［ぷぷ_ヴェうヴェう］緑樹の木立ち．

pu‘u［ぷ‘う］1. 吹き出物から丘に至るまで，すべての盛り上がってい
る物；丘，山頂，土手，出っぱり，積み重ね，量，固まり，血の固

まり，こぶ；山盛りにした．ho‘opu‘u. 積み上げる．He pae pu‘u ala
i ho‘opu‘u ‘ia. 盛り土されて作られた（川の土手のような）道です；

まゆをひそめる．PPN puku. 2. 体のすべての様々な丸い部分，また

は盛り上がっている物（吹き出物・いぼ・ほくろ・たこ・こぶ・の
どぼとけ・のど・喉頭・扁桃腺・握りこぶし・指関節など）；（鶏
などの）砂嚢（さのう）．

pu‘u ‘ako［ぷ‘う_‘あこ］のどの炎症．

pu‘u ‘eha［ぷ‘う_‘えは］痛いのど．

Pu‘uhinahina. プウヒナヒナ．
【地名】カウアイ島西部ワイメア地方の

ワイメア渓谷にある名：展望台など．
【地名】ハワイ島，コナ地方南
部：そり滑り［he‘e hōlua］の遺跡がある．

pu‘uhonua［ぷ‘うほぬあ］避難所，隠れ場，平穏で安全な場所．

Pu‘uhonua. プウホヌア．
【地名】オアフ島，ホノルル地方マーノア地
区（25）にある通り（街区）名．
【地名】ハワイ島西部コナ地方（ホ

ーナウナウ区画）：国立歴史公園などで名高いところ．次の用例は
モロカイ島ワイアルア付近のプウホヌアを歌ったもの．Aloha nō

ku‘u home o Pākaikai. Ka wai o Pu‘uhonua. パーカイカイの我が家が
大好きだ．プウホヌアの水．
〈逐語〉高台．意味は避難場所．ハワイ
は日本と同じく（日本以上に）津波の多い所であるためと思われる．

Pu‘u Ka‘ala. プウ・カアラ．
【地名】ハワイ島北部（ワイピオ区画）の

峰（1,030m. 3,379ft.）．
-pu‘u kālā［ぷ‘う_から］合計金額．
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Pu‘u Kāne. プウ・カーネ．
【地名】マウイ島，西部（ワイルク区画）の
イアオ渓谷の峰（346m. 1,134ft）．〈逐語〉カーネ神の丘．

Pu‘u-kānehoa. プウカーネホア．
【地名】オアフ島，エヴァ地方ワイ
アナエ連峰の峰（831m. 2,728ft）．ホノルルから近い低山だが，一部
岩登りの高度な技量も必要．〈逐語〉低木の丘．

pu‘ukani［ぷ‘うかに］
（歌などで）声のよい；（音楽など）快い音の；
歌う人，歌手．

Pu‘u-kapu. プウカプ.【地名】1）オアフ島北部の地域名（区画名）：

同地にある山の頂きの名（411m. 1,350ft.）．2）ホノルル地方西部モ

アナルア副地区にある丘の名．
【地名】ハワイ島北部のワイメア（ワ
イピオ区画）にある地名：自営農地など．〈逐語〉聖なる丘．

pu‘ukaua［ぷ‘うかうあ］とりで，要塞（ようさい）．

Pu‘ukaua. プウカウア．
【地名】オアフ島，エヴァ地方ワイアナエ連峰
の峰（953m. 3,127ft）．ホノルルから近いが，プウカーネホア同様に

一部に岩登りの高度な技量も必要な低山．
pū‘uki‘uki［ぷ‘うき‘うき］込み合った，きつく詰め込んだ，困難な．
Pu‘u-koholā. プウコホラー．
【地名】ハワイ島北西部コハラ地方（コ
ハラ区画）のカワイハエの近くにあるヘイアウ．カメハメハ I 世が創
建．戦いの神 Kū-kā‘ili-moku が祀られている．

pu‘u koko［ぷ‘う_ここ］血の固まり；心臓；胎児．

pu‘ukole［ぷ‘うこれ］【解剖】恥丘（ちきゅう），陰阜（いんぷ）．

Pū-ko‘o. プーコオ．
【地名】モロカイ島東南部（ハーラワ区画）の地

名：町，養魚池．〈逐語〉支える丘．
pu‘ukū［ぷ‘うく］会計係，出納官．

pu‘ulele［ぷ‘うれれ］【病理】ヘルニア，脱腸．

Pu‘ulena［ぷ‘うれな］
【気象】ハワイ島東部プナ地方のキーラウエア
に吹く冷たい風の名．Ua hala ‘ē aku ē ka Pu‘ulena. 〈歌詞〉プウレナ

の風は過ぎ去った．
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Pu‘u-loa. プウロア．
【地名】逐語は「長い丘」で各島にある地名．
【地

名】モロカイ島東部（ハーラヴァ区画）の海岸地帯．Mai uka a ke kai,

Kaulana nō ‘oe ē Pu‘uloa. 山の手から海まで，あなたは名高いプウロ

アです．
【地名】オアフ島エヴァ地方（ワイパフ区画）にある名前，
パールハーバーの昔の名前．Mai nā kūpuna mai, alahula Pu‘uloa. 先祖

たちも通ったであろう，プウロアの散歩道（さんぽみち）．Pu‘uloa, o
ka i‘a hāmau leo a me ka momi a ho‘ohenoheno. プウロア，音を立てな

い魚とかわいい真珠（のあるところ）．
【地名】1）ハワイ島北部コハ
ラ地方の峰（1,256m. 4,120ft.）．2）ハワイ島（マウナケア区画）の峰

（2,384m. 7,820ft.）．3）ハワイ島プナ地方（プナ区画）の丘，ペトロ

グリフ，トレイル．4）ハワイ島コナ地方（コナコースト近く）の丘．

Pu‘u Līlīnoe. プウ・リーリーノエ．
【地名】ハワイ島マウナケア山（マ

ウナケア区画）の峰の名．（3,958m. 12,987ft.）．Līlīnoe ともいう．
pū‘ulu［ぷ‘うる］集団，群集，大群，一行；集団を形成する；群がる，
集合する．

Pu‘u-lua. プウルア【地名】1）モロカイ島東部（ハーラヴァ区画）：峡
谷，２つの峰（Place Name では hill）．2）モロカイ島中央部（カウナ

カカイ区画）の火山錐（508m. 1,666ft.）．Aia i ka luna ‘o Pu‘ulua. Ka

pōhaku o Nānāhoa, kū ha‘aheo nei. プウルアはあの高地にあります．

ナーナーホアの岩が誇らしげにたっています．
- ‘ulu kaua ［ぷ
pu
‘うる_かうあ］軍隊，戦闘隊，師団，分（艦）隊．

Pu‘u Mā‘eli‘eli. プウ・マーエリエリ．
【地名】オアフ島コオラウポコ
地方（カーネオへ区画）にある丘の名（219m. 718ft.）．Mā‘eli‘eli を参

照．

Pu‘u Mā‘ili‘ili. プウ・マーイリイリ．
【地名】オアフ島ワイアナエ地方
（ワイアナエ区画）ルアルアレイにある名：丘，川．
〈参照〉Mā‘ili‘ili,
Pu‘u-o-Hulu.

pu‘umimi［ぷ‘うみみ］【解剖】膀胱（ぼうこう）．
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Pu‘umoa. プウモア．【地名】ハワイ島カウー地方のプナルウ港の岬
［突端］名．Aloha Punalu‘u i ka ‘ehu kai. Ke kai kokolo a‘o Pu‘umoa. 海
のしぶきのプナルウを愛します．プウモアの忍び寄る海．

pu‘umoni, pu‘umoni‘ai［ぷ‘うもに，ぷ‘うもに‘あい］のど，咽喉（い
んこう）．

pu‘unaue, pu‘unauwe［ぷ‘うなうえ，ぷ‘うなううぇ］分割する，分け
る；分割．

pu‘unaue loa［ぷ‘うなうえ_ろあ］長期分割．
- kole［ぷ‘うなうえ_ぽ
pu‘unaue po
これ］短期分割．

Pu‘u-nui. プウヌイ．
【地名】オアフ島ホノルル市の地区名（地区 10）：
運動場などの名．〈逐語〉大きな丘．

Pu‘u-o-Hoku. プウオホク．
【地名】モロカイ島の東部（ハーラヴァ区
画）にある地名：峰，牧場（Pu‘u o Hoku Ranch）など．Kaulana ‘o Pu‘uo-

Hoku, pulu wale e ka ‘ehu kai. プウオホクは有名だ，海のしぶきでび

しょ濡れ．〈逐語〉満月の丘．

Pu‘u-o-Hulu. プウオフル．
【地名】オアフ島南西部（ワイアナエ区画）
のルアルアレイにある双子の丘の名［Pu‘u-o-Hulu Kai と Pu‘u-o-Hulu

Uka］．〈逐語〉フルの丘．

Pu‘u-o-kali. プウオカリ．
【地名】マウイ島中央部の地域名（区画名）：

丘の名．〈逐語〉待つ丘．
pu‘uōla‘i［ぷ‘うおら‘い］
【魚】キタマクラ（Canthigaster rivulata) ：フ
グ科．

pu‘uone［ぷ‘うおね］1. 本能的予知［予見］．2. 海辺近くの池．

pu‘u one［ぷ‘う_おね］砂丘，砂山．
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Pu‘u‘ō‘ō. プウオーオー．逐語は「オーオー鳥の丘」で特にハワイ島に

多い．
【地名】ヒロにある丘，北西部のコハラ，プアコーの地名，牧
場名，キーラウエアのトレイル名など．
【地形】プナ地方（キーラウ

エア区画）にある火口名．‘U‘ina lā ka hua‘ina i Pu‘u‘ō‘ō. プウオーオ

ーの押し出す溶岩はパチパチ音を立てる．
pu‘upā［ぷ‘うぱ］障害物，ストで閉鎖中の物．

pu‘upa‘a［ぷ‘うぱ‘あ］1. 処女［童貞］であること．2. 【解剖】腎臓
（じんぞう）．

pu‘upau［ぷ‘うぱう］ひりひりするのど；喉頭癌（こうとうがん）．
pu‘u pele［ぷ‘う_ぺれ］火山性の小丘［小山］．

pu‘u pepa［ぷ‘う_ぺぱ］（トランプ札の）一組；山積みの紙．

pu‘upu‘u［ぷ‘うぷ‘う］1. pu‘u の 1 の重複形；固まり［こぶ］だらけ

の；山積みにした，ふくれ上がった．PCP pukupuku. 2. pu‘u の 2 の

重複形；指関節，関節；吹き出物だらけの，にきびだらけの；【病
理】壊血病（ビタミン C の欠乏による病気）．

pu‘upu‘u li‘ili‘i［ぷ‘うぷ‘う_り‘いり‘い］【病理】天然痘，ほうそう．

pu‘upu‘u lima［ぷ‘うぷ‘う_りま］握りしめたこぶし，げん骨，こぶし
の強打．

pu‘upu‘u mane‘o［ぷ‘うぷ‘う_まね‘お］刺激［発疹］で皮膚がむずむ

ずすること．
pu‘upu‘u wāwae［ぷ‘うぷ‘う_わわえ/ヴァヴァえ］足首，くるぶし，
【解
剖】距骨（きょこつ）．

pu‘uwai［ぷ‘うわい/ぷ‘うヴァい］心臓；心，感情，気持．

Pu‘uwai. プウワイ［プウヴァイ］．
【地名】ニイハウ島西部海岸一帯の
名：町（集落といった程度，Niihau を参照）．‘Ike i ka nani a‘o Pu‘uwai.

プウワイの美しさを見る．

pu‘u welu［ぷ‘う_ヴェる］ぼろくずの山．
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puwalu［ぷわる］1. みんな一緒に，一致して，一心同体の，協力的
な．2. 【魚】pualu（ニザダイ科の魚）のつづりの異形．
puwō［ぷうぉ］puō のつづりの異形．
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Q

Q, q〔アルファベット〕ハワイ語では Q は使わない．ハワイ語からみ

て外国語（主に英語）の Q は K で借用する．なおアルファベット Q/q
のハワイ語での発音は主に英語読みである．

Quarantine Island［英語］クアランテン・アイランド．
【地名】オア

フ島，ホノルル，サンド・アイランドの英語の通称，1889 年から

1900 年の線ペスト発生時の隔離にも使用された．ハワイ語の通称は
マウリ・オラ．
〈語意〉検疫島．quarantine［検疫，隔離］の機関が置かれていたこと
による．

Queen［英語］クイーン．
【地名】ホノルル，ダウンタウン（地区 15）
からアラモアナ（地区 23）にかけての《通り/St.》の名．

【人名】エマ王妃（カメ
Queen Emma クイーン・エマ．
［英語_えま］
ハメハ IV 世の妻）．

【関連地名】ホノルル，ダウンタウン（地区 15）の《通り/St.》の名．

Queen Lili‘uokalani Park and Gerdens［英語］クイーンズ・リリウ
オカラニ・パーク・アンド・ガーデンズ．
【地名】リリウオカラニ女
王庭園公園．ハワイ島ヒロ地方（ヒロ区画）ヒロ市の南モクオラ（コ

コナッツ・アイランド）にある《日本式庭園を供えた公園》の名．

Queen’s Hospital［英語］クイーンズ・ホスピタル．
【病院】エマ王妃
に由来する病院．ホノルルの中心部（ベレタニア通り，パンチボウ
ル通り）に建てられ，現在は“Queen’s Medical Center”などの施設名

になっている．
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Queen’s Surf［英語］クイーンズ・サーフ．
【地名】ホノルル，ワイキ

ーキー（地区 31）の《サーフ・サイト，海浜公園》の名．ワイキー
キーの西，カピオラニ公園辺りのサイト．リリウオカラニ女王の海

の家があったことによる．
〈語意〉女王のサーフ・サイト．
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R

R, r〔アルファベット〕ハワイ語では R は使用しない．ハワイ語から
みて外国語（主に英語）の R は L で借用する．なお R/r を含んだハ

ワイ語の発音は「ら行」音である．
rabati［らばてぃ］→ la- paki［らぱき］を参照．

Rabbit Ialand［英語］ラビット・アイランド．
【地名】オアフ島コオラ

ウ・ポコ地方（ココ・ヘッド区画）ワイマーナロ沖の《小島》の名．
ハワイ語名はマーナナ［Mānana Islanad］．

〈語意〉ウサギ島．なおウサギのハワイ語は lāpaki.

raifela［らいふぇら］→ laipela［らいぺら］を参照．

raisi［らいし］→ laiki［らいき］を参照．

rama［らま］→ lama［らま］の 3 を参照．

Repubalika［れぷばりか］→ Lepupalika［れぷぱりか］を参照．

Reverend Hiram Bingham［英語］レヴァランド・ハイラム・ビンガ
ム（1789-1869）．
【人名】アメリカの宣教師．ABCFM の初代に属す
る．Hiram Bingham II の父．Hiram Bingham III（映画インディ・ジョ

ーンズのモデルの探検家）の祖父．

ribina［りびな］→ lipina［りぴな］を参照．

ribine［りびね］→ lipine［りぴね］を参照．

roke［ろけ］→ loke［ろけ］の 2 を参照．

ropi［ろぴ］→ lopi［ろぴ］を参照．

roselani［ろぜらに］→ loke lani［ろけ らに］を参照．roselani には
英語の発音の痕跡（ze 音）がある．
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Round Top［英語］ラウンド・トップ．
【地名】ホノルル，プナホウ（地

区 27）の高台（319m, 1,048ft.）．ラウンド・トップからタンタラスの
峰に至る《通り/Dr.》の名．ウアラカアはこのあたりのハワイ語名で
国立公園名などになっている．

Royal Hawaiian Hotel［英語］ロイヤル・ハワイアン・ホテル．
【建築
物】オアフ島ワイキーキー地区（地区 31）にあるホテル．1927 年開

業のこのホテルは王家のヤシ園とカアフマヌ王女の別荘の跡地に
建てられた．しばしば「ピンクの宮殿」と呼ばれるが，建設当初か
らピンクではなかった．

rula［るら］→ lula［るら］を参照．

rumatika［るまてぃか］→ lumakika［るまきか］を参照．

rumi［るみ］→ lumi［るみ］を参照．

Rusia［るしあ］→ Lukia［るきあ］を参照．

Russian Fort Elizabeth［英語］ルシアン・フォート・エリザベス．
【施
設名】カウアイ島ワイメア地方の国立歴史公園名（単に Fort Elizabeth

とも呼ばれる）．エリザベスはロシア皇帝アレキサンダーの妻の名．
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S

S, s〔アルファベット〕ハワイ語では S は使わない．ハワイ語からみ
て外国語（主に英語）の S は H, K に転訛し，H, K で借用する．なお

S/s を含んだハワイ語の発音は「さ行」音である．
Sabati［さばてぃ］→ Ka- paki［かぱき］を参照．
Saneta［さねた］→ Kaneka［かねか］を参照．

sassy［さし］英語の sassy．生意気な，厚かましい，しゃれた．
【文法】
形容詞を名詞とする用法．小生意気（な奴）．

sawasawa［さわさわ］→ kawakawa［かわかわ］を参照．
Satana［さたな］→ Ka- kana［かかな］を参照．

Schofield (Barracks)［英語］スコーフィールド．
【地名】オアフ島の

地域名（区画名）：軍事基地など：Johm M. Schofield 将軍の名による．

元の地名は Lei-lehua.

sekona［せこな］→ kekona［けこな］を参照．

sela［せら］→ kela［けら］の 2 を参照．

Sepania［せぱにあ］→ Kepania［けぱにあ］を参照．

sepela［せぺら］→ kepela［けぺら］を参照．

Sheridan Tract［英語］シェリダン・トゥラクト．
【地名】オアフ島ホ
ノルル市の地区名（地区 21）．

sida［しだ］→ kika［きか］を参照．

sila［しら］→ kila［きら］の 2 を参照．

Solomona［そろもな］→ Kolomona［ころもな］を参照．

sopa［そぱ］→ kopa［こぱ］を参照．

St. Louis Heights ［英語］セントルイス・ハイツ．
【地名】オアフ島
ホノルル市の地区名（地区 34）．
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T

T, t〔アルファベット〕ハワイ語では原則として T は使用しない（ニイ
ハウ島を除く）．ハワイ語からみて外国語（主に英語）の T は K に転

訛する．なお T/t を含んだハワイ語の発音は「た行」音である．

Tantalus［英語］タンタラス．
【地名】オアフ島，ホノルルのワイキー
キーからみて真北に位置する高台，峰（614m. 2013ft.）の名．この丘
から見るホノルルの夜景が素晴らしく「タンタラスの丘」として有
名．タンタラス（タンタロス）はギリシャ神話に現れる王の名で全
能の神ゼウスの息子．

tausani［たうさに］→ kaukani［かうかに］を参照．

tela［てら］→ kela［けら］の 3 を参照．

telegarapa［てれがらぱ］→ kelekalapa［けれからぱ］を参照．

telepona［てれぽな］→ kelepona［けれぽな］を参照．

teregarama［てれがらま］→ kelekalama［けれからま］を参照．
teritori［てりとり］→ kelikoli［けりこり］を参照．

Thomas Square［英語］トーマス・スクエア．
【地名】オアフ島ホノ
ルル市の地区名（地区 17）：公園の名．イギリスのヴィクトリア女王
の令により，ハワイ国旗をこの地に掲揚した，イギリスの海軍少将
Richard Thomas に因んだ地名．

tiare［てぃあれ：タヒチ語］タヒチ語で花一般を表す．

tiare tahiti［てぃあれ_たひてぃ：タヒチ語］
【植物】ガーデニア．tiare
mā‘ohi ともいう．和名はクチナシ．kiele を参照．

tiga［てぃが］→ kika［きか］を参照．
tōpito［とぴと］1. 兵器の水雷（魚雷や機雷）．2. カクテルの名前．英
語 torpedo より．
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Tuahine, Tuwahine［つぅあひね，つぅわひね］→ kuahine［くあひ

ね］を参照．
- tūtū［つぅつぅ］祖父母でとくに祖母をいう．厳密にいう場合は Tūtū
wahine［おばぁちゃん］，Tūtū kāne［おじいちゃん］；おじ・おば（特

におば），おばさん．
〔解説〕子供から見て親しみを込めて呼ぶ言葉．
子供は大切に扱われ，一族の中でも経済的社会的地位の高いものが
養育（援助）したことによる．kūkū の 1 を参照．
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U

U, u〔アルファベット〕ハワイ語のアルファベット U/u の発音は ‘u
−
‘
（ う）である．また U/u を含んだハワイ語の発音は「う」音である．

u-.【文法】uhaele, ulawai‘a, unonoho のように複数を示すいくつかの言
葉に付く接頭辞．

-u.【文法】人称代名詞 2 人称単数 所有格（kau，kou）の接尾辞．PPNu.

-‘u.【文法】人称代名詞 1 人称単数 所有格（ka‘u, ko‘u, ku‘u）の接尾辞．

PPN -ku.
-［う
］1. 乳首，乳ぶさ．
〈比較〉waiū. PPN huhu. 2. 湿っぽい；しず
u
くがたれる，小雨が降る；（塩などが）浸み込んだ．〈比較〉ma‘u-.
‘ū［‘う］1. 不平を言う，うめく，うなる，ため息をつく，嘆く，深く
悲しむ；深い悲しみ，悲哀，悲痛；喜びまたは賛同の叫び．Noho ‘ū.
- , ho
- ‘u
- . （骨のおれる仕事
深い悲しみ；深い悲しみを受けた．ho‘o‘u

などで）ぶうぶう言って過大な要求をする；…のために嘆き悲しむ．
PCP kuu. 2. 文字の「U」．

ua［うあ］1. 雨；雨が降る；雨の，雨降りの．Ua loa. 長雨．ho‘oua.
雨を降らせる．PPN ‘uha. 2. 前記の，ある人が…について話した（通

例，名詞の先に来る指示詞であり，nei または lā が後に続く）．3.【文

法】動詞の前に置かれ，完了した行為を示すマーカー．従属文にお

いてはこの ua は i と使われる．PPN kua.
‘ua- ［‘うあ］大声で言う，どなる，大声で知らせる．

‘u‘a［‘う‘あ］役に立たない，無益な，無用な，興味をそそらない．
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uahi［うあひ］煙；煙を出した；（空気中の）ちりのような；しぶき，
小さな物．‘i‘o pua‘a uahi. ベーコン．pipi uahi. 薫製にした牛肉．
ho‘ouahi. 煙らす，煙を吹き出す，薫製にして貯蔵する．PPN ‘ahu,
PEP auafi.

uakea［うあけあ］霧のように白い，砕けた波や雪のように白い．

Uakea［うあけあ］
【気象】マウイ島東部（ハーナ区画）のハーナにか

かる有名な霧．‘O ka Uakea ho‘onani pua. 花を美しくするのはウアケ
アです．

uaki,［うあき］腕時計，掛時計，置時計；（乗組船員が交代で行う通例

4 時間の）当直．uwaki, waki も同じ．uati は異形．英語 watch より．
uaki ho‘a- la［うあき_ほ‘あら］目覚まし時計．
- lima［うあき_ぷりま］腕時計．
uaki pu

uakoko［うあここ］1. 低い位置にある虹．2. 丘の斜面を流れる小川
の水が（赤土のため）赤茶色に変るほどの猛烈な雨．3. 雲に虹の色

が映った状態．〈逐語〉血の雨．

‘uala［‘うあら］
【植物】サツマイモ（Ipomoea batatas）．PEP kumala（ポ
リネシアの他の同族語もこの語からの借用語であると思われる）．

‘uala kahiki［‘うあら_かひき］
【植物】ジャガイモ（Solanum tuberosum）．
〈逐語〉外国のサツマイモ．

ua lanipili［うあ_らにぴり］どしゃ降りの雨：毎日決まったように昼
間に降り（時に降り続く）激しい雨．(Ka) ua lanipili i ka nani o Pa-

pakōlea. パパコーレア（地名）の美しさの中で降る突然の豪雨．

‘uala pilau［‘うあら_ぴらう］
【植物】カブ．
〈逐語〉においがあるサツ
マイモ．

Ualau‘awa［うあらう‘あわ］
【気象】マウイ島東部（ハーナ区画）のハ
ーナに吹く風の名．Lei Hāna i ka makani Ualau‘awa.〈歌詞〉ハーナ地

域の特色はウアラウアワの風です．
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ualo［うあろ］助けを呼ぶ；（音声・楽器などを）反響させる．
〈比較〉
walo.

‘uao［‘うあお］仲裁する，調停する，和解させる；調停者，仲裁人．

uapo［うあぽ］埠頭（ふとう），桟橋，ブリッジ．uwapo も同じ．たぶ
ん英語 wharf より．Kawaihae, Ka uapo a‘o Hilo.〈歌詞〉カワイハエに

ある，ヒロ行きの埠頭（カワイハエはハワイ島北部の港町，ヒロは

東部の港町）．Nā loa‘a mai nā uapo mai. 埠頭から上がる利益．

uati［うあてぃ］→ uaki［うあき］を参照．

‘ua‘u
［‘うあ‘う］
【鳥】ハワイシロハラミズナギドリ（Pterodroma phaeopygia sandwichensis) ：ミズナギドリ科．

uaua［うあうあ］粘りのある，粘着性の．
〈比喩〉強情な．PPN uaua.

ue［うえ］1. ぐいと動く，引く，ねじれる，揺れる．
〈比較〉naue. PPN
ue. 2. フラダンスのステップ．3. 高い，はるか遠く離れた：人名な

どに使われる．Ka-pali-ue-loa. 首長の名（逐語：非常に高い崖）．4.

パンダナスの葉（ラウ・ハラ）以外の葉で作られたマットの種類．
uē［うえ］すすり泣く，嘆き悲しむ，哀悼する，嘆く；泣き叫ぶ声，悲
嘆. Uē wale. 訳もなく泣く；泣き虫．ho‘oue- . 嘆き悲しませる，
（誰
かを）泣かせる．

uea［うえあ］針金．uwea も同じ．英語 wire より．

uea hakahaka［うえあ_はかはか］
（窓などの金網製の）網戸．
〈逐語〉
空間（の）針金．

uea kelepona［うえあ_けれぽな］電話回線．

uea maka ‘upena［うえあ_まか_‘うぺな］亀甲（きっこう）金網（編
み目が 1 インチの六角形の金網で，特に棚に用いる）．
〈逐語〉網の
目の針金．

uea moana［うえあ_もあな］海底電線．

uea ‘ole［うえあ_‘おれ］無線電信，無線電話．
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‘uehe［‘うえへ］1. 開く，
（おおい隠している物を除いて）見えるよう

にする，
（姿などを）見せる；（二枚貝などを）こじあける．
〈比較〉
wehe. 2. フラダンスのステップ．

ueka［うえか］（目などが）不潔な，ただれた．〈比較〉‘eka.
ueko［うえこ］嫌なにおいがする，かびくさい．
uene［うえね］あちこちに移動する．

uepa［うえぱ］1. 聖餅．ウエハース（薄い軽焼き菓子）．英語 wafer よ
り．2. むち．英語 whip より．3. 封印；封印をする．

ueue［うえうえ］ue の 1 の重複形；体をくねらせて進む，人が身もだ
えする．
- uēuē［うえうえ］uē の重複形．

‘uha［‘うは］浪費的な，贅沢（ぜいたく）な；浪費，贅沢（ぜいたく）．
-‘ūhā［‘うは］
【解剖】もも（腿），ひざ，肩；（馬や豚などの）後四半
部．‘ūha- moa. 鶏の足．PCP kuu(f, s)aa.

uhaele［うはえれ］haele（行く・来る）の複数形（主語が 2 人または
それ以上の場合には haele が使われ，uhaele は 3 人以上の場合に使

われる）．

-‘ūhā hame［‘うは_はめ］塩づけ［薫製］にした豚のもも．
-‘ūhā hipa［‘うは_ひぱ］羊の足の肉．
-‘ūhā hope［‘うは_ほぺ］（馬や豚の）後四半部．
uhai［うはい］hahai と同じ．

uha‘i［うは‘い］ha‘i（折る）と同じ．

‘uhaloa［‘うはろあ］
【植物】葉や樹皮の裏が大変苦い植物（Waltheria indica var. americana. ）：喉の痛みに用いる．

‘uhane［‘うはね］魂：転じて「命，生命」をいう，霊，精神，幽霊．

‘Uhane Hemolele［‘うはね_へもれれ］聖霊（三位一体の第三位；キリ
ストを通して人間に働きかける神の霊）．

uhau［うはう］hahau と同じ．
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‘uhene［‘うへね］快活な曲を演奏する，静かにかつ空想的に談話を交
わす；（歌の中にあるような）歓喜の叫び．

‘uhe‘uhene［‘うへ‘うへね］ ‘uhene の重複形；〔擬音語〕トゥララー．
uhi［うひ］1. 覆うこと，カバー，ベール，ふた；連続的な入れ墨；

覆う，巻き込む，埋める；（マントなどを）身に着ける．PPN ‘ufi. 2.

大きな青みがかった茶色の新生児斑．3.【植物】ヤムイモ（Dioscorea
alata）：ヤマノイモ属のつる植物の総称；ヤマノイモ・ナガイモ・

トコロなど．PPN ‘ufi. 4. 真珠貝，シャンク（ボタンの裏側の出っぱ
り）．PPN ‘ufi.

uhikino［うひきの］体を覆う物，衣服，防御物．
uhi moe［うひ_もえ］ベッドカバー．

uhina［うひな］
（隠匿・保護・保温などのために）覆う物；投網（と

あみ）．
‘ūhini［‘うひに］【昆虫】キリギリス；コオロギ；バッタ，イナゴ．
‘ūhini lele［‘うひに_れれ］
【昆虫】
（カブトムシなど）甲虫（こうちゅ
う），コオロギ．〈逐語〉空を飛ぶバッタ．
uhi pākaukau［うひ_ぱかうかう］テーブルクロス．
uhi pūku‘i［うひ_ぷく‘い］ホイールキャップ（車軸の端にかぶせるお

おい）．
-- -‘ūhī‘ūhā［‘うひ‘うは］
【オノマトペ】火山や溶岩がたてる音；パチパ
チ，プシュープシューと音をたてる．‘Ūhī‘ūhā mai ana. プシュープシ
ューと音をたてている．
【文法】擬音語であるため‘uhī‘uhā, ūhīūhā な

どつづりが一定しないところがある．

uhiuhi［うひうひ］1. uhi の 1 の重複形．PPN ‘ufi‘ufi. 2. 【植物】ハ
ワイ固有のマメ科の植物（Mezoneuron kauaiense）；ピンクや赤の花

を付ける．

‘uhī‘uhī［‘うひ‘うひ］子供などのすすり泣き；すすり泣きする．
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uhiwai［うひわい］濃い霧．Ka uhiwai o ka uka. 高地の濃い霧．Ua uhi
‘ia nā kuahiwi i ka uhiwai. 山々は濃い霧に覆われた．
〈逐語〉水を覆
う．

uho‘i［うほ‘い］ho‘i［戻る］などに同じ：複数の動作主に対して用い
る．この複数形は，hele と uhele との関係に同じ．

‘uhola［‘うほら］hola の 2 に同じ；（たたんであるものを）拡げる，広
げる．
〈比喩〉心を広げ受けいれる．‘Uhola mālie ka noe. 霧は静かに

広がっていきます．Ua ‘uhola lākou i ka ‘upena ma kapa alanui. 彼らは

道の脇に魚採り用の網を広げた．

uhu［うふ］
【魚】ブダイ：ブダイ科の魚の総称；歯の形がオウムのく

ちばしに似て体の色が美しい；おもに熱帯産．PPN ‘ufu.
‘uhū［‘うふ］ため息をつく，舌打ちする；（ブタのように）ぶうぶう
いう（しばしば kani の後に使われる）；〔軽蔑により発せられる間投
詞 〕 ふ ん ， な ん だ っ て ． Kani ‘uhū a‘e ana i ke aloha ‘ole o ku‘u

kaikamahine. わたしの娘の愛情のなさにはため息が出る．

ui［うい］尋ねる，…に質問する，懇請する，助力［助言］に頼る；質

問，（キリスト教の）教理問答．PPN ‘ui.
ūi［うい］
〔間投詞〕おｰい，もし，やあ，ええっ，まあ（人に呼びか
けたり，呼びかけに応じたりする発声）．

u‘i［う‘い］若々しい，顔立ち［容姿］の整った，かわいらしい，美し

い；青春（期）
；若者の活力と美しさ；若者の英雄，美しい若い女性．

ho‘ou‘i. 美しくする．
‘uī［‘うい］1.（ネズミなどが）チューチュー鳴く，
（小児・ブタなどが）
キーキーいう［泣く］；（歯などが）ギリギリきしり合う．
〈比較〉wı-.
2. ねじる，圧縮する，絞る；（果物からジュースを）絞り出す；（雌

牛などの）乳を絞る．
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‘uiki［‘ういき］1.（特に，穴・裂け目・幅の狭いすき間を通した光が）
- ‘uiki. 裂け目をいれる，細長く裂
かすかに光る；ほのかに輝く．ho
く；輝かせる．2. （洋服の飾りに使われる）パイピング．3. 灯心，
ろうそく［ランプ］の芯．

uila［ういら］稲妻，電気；電気の．Kapuahi uila. 電気ストーブ．
- ‘uila.（稲妻などが）断続的に
ho‘ouila, ho
［瞬間的に］
光を放つ．PPN
‘uhila.

uilani［ういらに］もやもやする，いらいらする，ぐずる；落ち着きの
ない；より快適な状態を求めること．I laila mākou (i) uilani ai. その
場所でわたしたちはより快適な状態を探していました．

‘u‘ina［‘う‘いな］1. （銃声などの）鋭い爆発音；急激な鋭い音を出す，
パチン［パタッ］と鳴る，パチパチ音を立てる，
（接合個所などが）

きしむ，きしる；はねかす音をたてる．2. 【音声学】声門閉鎖音，声

門破裂子音．現在はオキナ［‘okina］が使われる．

‘u‘inakolo［‘う‘いなころ］サラサラ［カサカサ］いう音，
（雷・波・風

などの）大きな音，とどろき，うなり；サラサラ［カサカサ］鳴る

（‘u‘ina と nākolo の合成語）
．
‘uī‘uī［‘うい‘うい］‘uī の重複形．

‘ui‘uiki［‘うい‘ういき］かすかに光る．‘uiki の重複形．Na wai ke ahi kau
‘ui‘uiki. かすかに光っている火は誰のでしょう．

uka［うか］内陸の，高地の，山の方にある，
（海から見て）岸［陸］の
方へ；陸地，高地（しばしば i，ma-または o などのマーカーの後に
続く）．Ko- uka. 高地にいる人達；山に住む人々．PPN ‘uta.

-uka. ho‘ouka［ほ‘おうか］1. （船荷などを）積む；（馬に引き具など

を）付ける；（手紙などを）送る．Ho‘ouka† maila ‘o ia i ‘i‘o na lākou.
彼［彼女］は彼らのために食べ物（食肉）を送った．
〈比較〉ukana. PPN

uta. 2. （戦いに部隊などを）急いで送る；攻めかかる，急襲する．

Ho‘ouka kaua. 戦いで突撃する．
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ukali［うかり］…について行く［来る］，
（…に）続く，…の後に来る；

従者，付き添い人．Leke/Lede ukali. （女王・王女の）侍女，女官．

ho‘oukali. ついて行かせる，ついて行くふりをする，ついて行こう
と試みる，同行する，…に伴う．

Ukali-ali‘i［うかりあり‘い］
【天文】水星：太陽に最も近い惑星．
〈逐語〉
指導者（すなわち太陽）について行くこと．

ukana［うかな］手荷物，船荷，在荷．ho‘oukana. （船荷などを）く
くる，梱包する，…に詰め込む．PCP utanga.
- ke‘e［‘う
- ‘u
- ke‘e.（不
‘u
け‘え］
（口などが）ゆがんだ，曲がっている．ho

満または嫌いで）口を一方に曲げる［ひねる］．
--‘ūkēkē［‘うけけ］弓のような形の楽器の一種（長さ約 40〜60cm，幅

約 4cmで 2〜3 本の弦が張ってあり，これをはじいて演奏する）．
‘ūkele［‘うけれ］泥だらけの；油っこい．

‘uki haole［‘うき_はおれ］【植物】栽培のグラジオラスの全種．

‘ukiki［‘うきき］‘ūkīkiki に同じ．
-‘ūkīkiki［‘うききき］
【魚】‘ōpakapaka, ‘ula‘ula の若い段階（30cm以下）．

‘akiki, kiki, ko‘i, ‘ūkīkiki もほぼ同じ．
‘Ūkiu［‘うきう］
【気象】マウイ島中央北部（ハイクー区画）マカワオ
に吹く冷たい北風と雨．

ukiuki［うきうき］怒り，憤り；怒った，いらだった，不快な，気に
さわる，いらいらする．ho‘oukiuki. 怒らせる，感情を損なう，不機

嫌にする．

uku［うく］1. 支払い，給料，報酬，使用料，料金，運賃，手数料，送
金，授業料，賞金，罰金，税金；支払う，…に報酬を与える，給料を

支払う，返済する．ho‘ouku. （人に）支払わせる；税金を取り立て
る，罰金を科する，
（寄付金などを）割り当てる，
（代価を）請求す
る．PPN utu. 2.【魚アオチビキ（Aprion virescens）：フエダイ科．PPN

（たぶん）‘utu.
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‘uku［‘うく］1. シラミ，ノミ．PPN kutu. 2. 小さい，ちっちゃな（‘u‘uku
よりも使われない）．

uku hana［うく_はな］給料，俸給，仕事に対する支払い；給料を支
払う．

uku hapa［うく_はぱ］分割払い；一部分払う．

ukuhi［うくひ］
（水などを）つぐ，
（水を）くみ出す；（赤ん坊を）離
乳させる．

ukuhina［うくひな］流すこと，くみ出すこと，離乳させること．
uku ho‘opa‘i［うく_ほ‘おぱ‘い］罰金，科料．

uku ho‘opane‘e［うく_ほ‘おぱね‘え］利息，利子；利息を払う．
uku ka‘a［うく_か‘あ］（電車賃・バス代など）交通費．

‘uku kapa［‘うく_かぱ］
【昆虫】キモノジラミ．
〈逐語〉タパ布に付く
シラミ．

uku komo［うく_こも］入場料．
- ‘ike［うく_く
uku ku
‘いけ］現金払い．

uku kula［うく_くら］授業料．

uku leka［うく_れか］郵便料金，郵便切手．uku leta. も同じ．
‘ukulele［‘うくれれ］ウクレレ．〈逐語〉はねるノミ．

‘uku lele［‘うく_れれ］【昆虫】ノミ．

uku makana［うく_まかな］チップ，心付け；贈与．

uku male［うく_まれ］新婦の持参金；（牧師への）結婚手数料．
〈逐語〉
結婚支払い．uku mare は異形．

uku manawa［うく_まなわ］分割払い；あと払い［分割払いで］払う．

uku moku［うく_もく］汽船運賃．

ukupau［うくぱう］仕事のでき高，
（時間に対してでなくむしろ仕事
に対する）賃金の支払い（誰もが勢いよく仕事にとりかかり，快く

終わらせられるような労働の取引条件として使われた）．
〈逐語〉完
了した支払い．
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uku pohō［うく_ぽほ］損害，損傷；損害賠償をする．
‘uku po‘o［‘うく_ぽ‘お］【昆虫】アタマジラミ．

ula［うら］イセエビ（Panulirus marginatus と P. pencillatus）：イセエビ
科の食用エビの総称；殻（から）にとげがあり，大きなはさみがな
い点でウミザリガニと異なる．PPN ‘ura.

‘ula［‘うら］1. 赤色，深紅色；（ハワイ人のはだのような）褐色（か
- ‘ula. 赤くする．
っしょく）；赤くなる．Pi‘i ka ‘ula. 顔を赤らめる．ho
PPN kula. 2. 神聖な；神聖；帝王の．

ula ahi［うら_あひ］火炎．

‘ula ali‘i［‘うら_あり‘い］長にふさわしい血統．

‘ulae［‘うらえ］
【魚】エソ（Saurida gracilis）：エソ科の魚の総称；口
が大きく，トカゲのような頭をした細長い海水魚．

ulakolako［うらこらこ］lakolako の複数形．‘Ike ‘ia ai he ulakolako. （あ

なたは）繁栄を知らされる．
‘ūlala［‘うらら］気が狂った，精神錯乱の；夢中になった．ho‘ūlala. 狂

ったように振る舞う．Me ka wai o ‘ūlala e hō. 〈歌詞〉もしも夢中に

なったとしたらお酒のせい．
-‘ūlāleo［‘うられお］神に対する呼びかけ；魂の叫び．Hia‘ā i ka ‘ūlāleo
o ke kai. わたつみの叫びで眠れない．
‘ulāli‘i［‘うらり‘い］【病理】麻疹（はしか）；麻疹の赤い斑点．

ulana［うらな］
（毛髪・麦わらなどを）組む，織る，編む；編んだ物，

織った物．PPN langa.
ula pāpapa［うら_ぱぱぱ］イセエビ，セミエビ，ウミザリガニの類
（Parribacus antarcticus）．
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- ‘ula‘ula. ho-‘ula と同じ．
‘ula‘ula［‘うら‘うら］1. ‘ula の 1 の重複形．ho
PPN kulakula. 2.【魚】赤色のフエダイの一種（Etelis marshi, Lutjanidae
科）．3.【鳥】ショウジョウコウカンチョウ（猩々紅冠鳥）
（Cardinalis
cardinalis）：北米産のアトリ科の鳴き鳥；雄の羽冠は鮮紅色で雌は
茶色．

ulawai‘a［うらわい‘あ］
（たくさんの人が，またはしばしば）魚を捕え
る．

ule［うれ］【解剖】陰茎，ペニス．PPN ule.
‘ūlei［‘うれい］1. 【植物】自生のかん木（Osteomeles anthyllidifolia）．
バラのような白い花が咲き，白い小さな実がなる．木は丈夫で耐久

性があり，かつては土を耕すための棒，魚を突くもり（銛），楽器の
‘ūkēkē などに使われた．2. サツマイモやカロ（タロイモ）の畑の土

を耕したりするために用いた「掘り棒」．

ule kahe［うれ_かへ］割礼を行なったペニス．Kahe ule. 割礼を行なう．

ulele［うれれ］1. 飛びつく，活動にはいる，すぐに行なう．2. （活字

などを）組む．
‘ūlepe［‘うれぺ］兎唇（みつくち）．ku-lepe も同じ．

‘uleu［‘うれう］活動的な，活発な．‘eleu と同じ．E wiki mai ‘oe e ‘uleu.
（男性に対して）早く活発になって．

uleule［うれうれ］1. 垂れ下がる，垂れ下がり揺れる．PCP uleule. 2.

【病理】ものもらい（麦粒腫）．
‘ule‘uleu［‘うれ‘うれう］‘uleu の重複形．Ke ‘ule‘uleu nei na- manu (e) inu
wai lehua o Pana-‘ewa. 〈歌詞〉パナエヴァ（地名）のレフアの花のみ

つを吸う鳥たちは活発です．

ule‘ulu［うれ‘うる］雄性のパンの木の花．〈逐語〉パンの木の陰茎．
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uli［うり］1. 海の濃い青，草木の一般的な緑色，黒い雲の暗い色など

を含むすべての暗い色；打撲傷の青あざの色．Kai uli. 濃い青色の海．
ho‘ouli. 薄黒くする，青［緑］にする，皮膚に青黒いあざを作る．PPN
‘uli. 2. 舵をとる；舵手（だしゅ）．PPN ‘uli.

Uli［うり］【神話】タヒチから来たとされる魔女．

ulia［うりあ］事故；突然の；突然に出くわす．Ulia ka‘a. 自動車事故．
PPN ulia.
‘ūlili［‘うりり］
【鳥】定住地を持たないクサシギ属の数種のシギの総称

（Heteroscelus incanum）
（海岸に住み，笛に似た大きな声で鳴く）
；こ
- lili. シギのように振る舞う．
の鳥の鳴き声；このように鳴く．ho‘u
PPN ku(u)lili.

uliuli［うりうり］1. uli の 1 の重複形．2. ちょうな（釿，手斧）を作
る岩石の一種．

Uliuli-ka-pali-o-Kahiki-nui［うりうりかぱりおかひきぬい］格闘技

［lua］の技の 1 つ．〈逐語〉偉大なタヒチの崖は緑色．
‘ulī‘ulī［‘うり‘うり］ヒョウタン（瓢箪）製のがらがら（ヒョウタンの

中に種子を入れ，てっぺんに着色した羽を取り付けた物；羽の付い
- ‘ulı-‘ulı-. ‘ulı-‘ulı- を振り動かす；
てない物もある）；がらがら鳴る．ho

がらがら鳴らす．
-‘ūlōlohi［‘うろろひ］lohi（遅い）と同じ．

‘ulono［‘うろの］
（哀歌や祈祷文などを）叫ぶ；このような叫び．Ua

‘ulono aku au iā ‘oe. わたしはあなたにむかって助けを叫びました．

【文法】多くの場合，名詞で使うときは名詞化のマーカー ‘ana を用い
る．Ka ‘ulono ‘ana o ka po‘e ha‘aha‘a. 身分の低い者の叫び．
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ulu［うる］1. 成長する，増える，広がる；培養，増加，
（ほこりなど
の）堆積（たいせき）；風が強まること．ho‘oulu. 生長させる，
（芽
を）出させる，繁殖［増殖］する；（寄せ波などを）増大させる．2. 神

に取りつかれた；（芸術的創作のために）霊感［神感・空想・人間］
を受けた［に動かされた］；奮起［感動］させた；入会させ霊感［神

感］を与える．ho‘oulu, ho‘ūlu. 扇動する，奮起させる，引き起こ
す．PPN huru. 3. 茂み，木立；集まり，集団．ulu hala. ハラ（パン
ダナス）の木の茂み，ulu kukui. ククイ（キャンドルナッツの木）の

茂み，ulu moku. 船団．ulu wa‘a. カヌーの集団．PPN ‘ulu.

‘ulu［‘うる］1. 【植物】パンノキ（Artocarpus altilis）：太平洋諸島原産

のクワ科の木．PPN kulu. 2. マイカ・ゲーム［‘ulu maika］に使われ
る丸く滑らかな石；ボウリングの球；鐘［鈴］の舌．

ulua［うるあ］
【魚】幾種類ものアジ科カイワリ属の海魚：釣りの対象
になる食用魚．PPN ‘ulua.

uluhe［うるへ］【植物】ハワイに生息するウラジロ科の全種（Dicranopteris, Hicriopteris, Sticherus）．

uluhia［うるひあ］ulu の 1 と 2 の受身形または命令形．PPN hurufia.

uluhua［うるふあ］うるさがらせた，いらだたせた，…に邪魔（じゃ
ま）をした，不機嫌にした，困らせた．ho‘ouluhua. うるさがらせ

る，うんざりさせる，いらだたせる．

ulu kanu［うる_かぬ］園芸用の小地面．

ulu kukui［うる_くくい］キャンドルナッツの林．
ulu lā‘au［うる_ら‘あう］森林，木立ち．
ulumāhiehie［うるまひえひえ］お祭りらしい，派手に装飾した；外

観を美しくする，うれしがらせる，満足させる，飾りつける．ho‘oulumāhiehie. 飾る，人目を引くように装飾する．

‘ulu maika［‘うる_まいか］マイカ・ゲームに使われる石；マイカ・ゲ
ームをする；ボウリング，球ころがし．‘ulu の 2 を参照
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Ulumano［うるまの］
【気象】ハワイ島のプナやカウーに吹く南東の強
い風．Ua ‘eha (nā pua) i ke ku‘iku‘i a ka Ulumano. ウルマノの強い風の

打撃で（花々は）傷ついた．

ulu manu［うる_まぬ］鳥の群れ．

ulu moku［うる_もく］船隊，船団．

uluna［うるな］1. 枕，クッション（昔は，パンダナスの葉で作られ
た）；枕として使用する．PPN ‘ulunga. 2. 上腕部．

ulunahele［うるなへれ］荒れ地，荒野．

ulu niu［うる_にう］ココヤシの木立ち．
‘ulupā［‘うるぱ］打ち砕く，
（粉々に）飛び散る，粉砕する；（嵐のよ

うに）荒れる．E ‘ulupā ho‘i ‘oe iā lākou me he ipulepo lā. あなたは彼

らを陶器の器のように打ち砕くであろう．
ulupō［‘うるぽ］1. 茂みが密集して暗い．2. 突然の病い，卒中；時を

誤って鳴くニワトリの鳴き声：（訪問者やカヌーなどの）不意の訪
れを知らせると信じられた．3. 【魚】pāpiopio に似た魚．lūpō に同
じ．

ulu pua［うる_ぷあ］花園，花の栽培．

ulupuni［うるぷに］感情で圧倒する；ヒステリー，エクスタシー；霊
が取り付く，憑依（ひょうい，トランス状態），神掛り．Ulupuni ihola

kō Mose huhū. モーゼの怒りは大変大きくなった．ho‘oulupuni.

ulupuni の使役形；感情（ヒステリー，精神の高揚）で圧倒する，強

い感情を引き起す，悪い霊が取り付く．Ho‘oulupuni i ka makemake. 欲

望に圧倒される．

uluulu［うるうる］成長する．ulu の 1 の重複形．
- ‘ulu‘ulu. 集める，集合
‘ulu‘ulu［‘うる‘うる］収集，集会，集まり．ho
させる；加えること；加える；収集．

uluwehi［うるヴェひ］青々とした［水々しく茂った］美しい緑の草木；
お祭りらしく装飾した．ho‘ouluwehi. 植物で飾る．
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uluwehiwehi［うるヴェひヴェひ］uluwehi の重複形．

uma［うま］1. 腕ずもう；押す，固く握る；てこなどで上げる［動か
す］．2. 曲った，湾曲した．

umauma［うまうま］胸，胸部．

‘ume［‘うめ］1. 引く，引き寄せる，引き付ける；魅惑的な，うっと
りさせるような；人を引き付けるもの．PEP kume. 2. ココナッツの
殻や縦に割ったヒョウタン（瓢箪）を使った男女で遊ぶゲーム．3. 音

楽用語のフェルマータ（１つの音や休みを伸ばすこと）．記号は［𝄐］．
4. 家を覆ったり，屋根をふく（葺く）編んだもの（ピリ草など）．

‘umeke［‘うめけ］
（木材またはヒョウタンで出来た）丼，うつわ，円
形の容器．PPN kumete.

‘umeke ‘ai［‘うめけ_‘あい］poi を入れるうつわ．
〈比喩〉
（高地では）

食物の源．
‘umeke lā‘au［‘うめけ_ら‘あう］木製の丼．

‘umena［‘うめな］引き付けること，引き寄せること． ‘ume の 1 を参
照．

‘ume‘ume［‘うめ‘うめ］ ‘ume の 1 の重複形；魅惑的な，魅きつける．
‘Ume‘ume nōweo i ka pōuliuli. 暗やみの中で輝き魅きつける．

‘umi［‘うみ］1. 締め殺す，窒息させる，…の息を止める，…ののどを
締める；（欲望などを）抑制する．E ‘umi i kou ‘i‘ini. あなたの欲望を

おさえなさい．E ‘umi i ka waimaka. 涙をこらえなさい．PPN komi. 2.

10；第 10（番目）の．PPN kumi.

‘Umi［‘うみ］
【文法】10：固有名詞（何かの喩え）で使う時には大文
字表記をする．nā Kānāwai he ‘Umi. （モーセの）十戒．
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‘ūmi‘i［‘うみ‘い］かすがい，クリップ，留め［締め］金，バックル，万
力（まんりき）；締めつける，はさみ切る，
（クラスプで）留める，
（か

すがいなどで）締める，
（手などを機械に）はさむ；（わき腹など）局

部的な痛み，急激な腹痛．Makaaniani ‘ūmi‘i. 留め金具で鼻の上につ
いているめがね；（バネの作用で鼻の上に固定させる）はさみめが

ね．

‘ūmi‘i ‘iole［‘うみ‘い_‘いおれ］ネズミ取り器．
‘ūmi‘i lauoho［‘うみ‘い_らうおほ］髪留め，髪ばさみ．
‘ūmi‘i pepa［‘うみ‘い_ぺぱ］紙ばさみ，留め金．
- ma- -. ‘umi kūmāhā［14］のように，後ろに 1 から 9 の基数を伴
‘umi ku
って 11 から 19 を示す語．
‘umi kumama- -. ‘umi kūmā- と同じに，後ろに 1 から 9 の基数を伴って
11 から 19 を示す語．特に聖書で使われる．

‘umina［‘うみな］締め殺すこと，窒息させること．‘umi の 1 を参照．

‘umi‘umi［‘うみ‘うみ］1. ほおひげ，あごひげ，口ひげ；（植物の）巻
きひげ，つる；魚の触鬚（しょくしゅ）．PPN kumikumi. 2. ‘umi の

1 の重複形．

‘umoki［‘うもき］コルクの栓（せん），
（びん・たるなどの）栓；…に

コルクの栓をする，
（穴などを）ふさぐ；銃器の押さえ（火薬などを
留め置くもの）．

umu［うむ］かまど，炉．もっと一般的には imu と呼ばれる．ho‘oumu.
umu を作る．PPN ‘umu.

-una. ho‘ouna［ほ‘おうな］送る，
（品物などを）渡す，…を使いにや
る，働かせる．

unahe［うなへ］nahe に同じ；軽やかなそよ風．Ho‘olele lupe i ka unahe.
軽やかなそよ風に凧が舞っている．

unahi［うなひ］魚のうろこ；うろこのある；…のうろこを落とす．PNP
‘unafi.
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una‘oa［うな‘おあ］kauna‘oa（軟体動物）と同じ．PPN ‘ungakoa.

unauna［うなうな］ヤドカリ：ヤドカリ科・ホンヤドカリ科などの十
脚類の総称．PPN ‘unga.

unele［うねれ］ガンの鳴き声；（ガンが）鳴く．
‘ūniki［‘うにき］
（フラダンス・格闘技・他の昔の技芸などの）卒業式．

uniona［うにおな］同盟，労働組合．英語 union より．
unonoho［うののほ］noho の複数形および反復形．

unonoke［うののけ］noke の重複形．Unonoke ihola i ke ‘ā‘ume‘ume. 戦

いをし続ける．Unonoke ke kani a nā manu hōkio. 〈歌詞〉鳥たちの笛
の音は（鳴り）続ける．

uno‘o［うの‘お］焼け焦げた，
（火炎で）部分的に焼けた，燃え上がっ
た．PPN（たぶん）‘unoko.

unu［うぬ］小さな石，
（水の作用で丸くなった）小石，石のかけら．

‘unu［‘うぬ］短くする，
（重い物を）引き上げる，上の方へぐいと動
かす；（毛髪などを）まとめて引き寄せる．

unuhi［うぬひ］引き出す，取り出す，
（銀行からお金を）引き出す；
（指輪などを）はずす；翻訳する，通訳する．Mea unuhi. 翻訳者，通
訳者．ho‘ounuhi. 翻訳させる，引き出させる．PPN unusi.

unuhia［うぬひあ］unuhi の受身形または命令形．

unuhina［うぬひな］翻訳．

unuhi pili［うぬひ_ぴり］正確で忠実な翻訳．

Unulau. ウヌラウ．
【気象】カウアイ島，マウイ島，ニイハウ島に吹く
風．【天体】星の名前．【地名】オリなどに現れる伝説上の地名．

unuunu［うぬうぬ］
（鶏などを）毛焼きする；（鶏などから羽を）むし
り取る．

‘uo［‘うお］羽のレイやマントなどを作るために，ちいさな束に縛られ
た羽のかたまり；このように縛る；針に糸を通す；（より糸など

を）解いて組み継ぎする．PCP kuo.
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- ［うお
uo
］ほえる（吠える，吼える），叫ぶ，大声でどなる．

uoki［うおき］それをやめろ，よせ，さわるな，気をつけろ．

uolo［うおろ］
（大きな声で）呼ぶ；叫び．I ka‘u uolo ‘ana aku e lohe mai
ia‘u. わたしが大声で呼ぶ時，わたしに耳を傾けてください．

‘uo‘uo［‘うお‘うお］1. 粘着性の，粘っこいが塊のない．Ka poi ‘uo‘uo

kāohi pu‘u. のどをするりと通る粘っこいがだまのないポイ［poi］．2.

（レイのように）ひも状にする，（真珠などを）糸［ひも］に通す．
-‘ūpā［‘うぱ］
（植木ばさみ・はさみ・火ばし・ふいご・大工の製図用
コンパスなど）すべての開閉する道具；（心臓などが）鼓動する；

（食物をむしゃむしゃかむ口が）開閉する．

‘upa‘i.［‘うぱ‘い］
（鳥が）羽ばたく，
（風が吹いて洋服が）ぱたぱたと
動く；（枝などが）風の中でたわむ．
‘ūpalu［‘うぱる］穏やかな，おとなしい，柔らかい．Ua ‘ūpalu wale ke

oho o ke kupukupu. クプクプ（シダの総称）の新芽は大変柔らかい．
-‘ūpā mau‘u［‘うぱ_まう‘う］草刈りばさみ．
-‘upa miki‘ao［‘うぱ_みき‘あお］爪切り．
-‘ūpā nui［‘うぱ_ぬい］大ばさみ．
‘upāpalu［‘うぱぱる］
【魚】テンジクダイ（イシモチを含む）
（Apogon
種）
：テンジクダイ科の小魚の総称；その多くの種類は鮮紅色で黒

いしま（縞）がある．
-- ‘ūpā ‘ūmi‘i［‘うぱ_‘うみ‘い］やっとこ，ペンチ．
‘upa‘upā［‘うぱ‘うぱ］ ‘ūpā の重複形；洗たく板の上で，上下に着物

をこする．
-- pe- . 圧服する，
ūpē［うぺ］打ちひしがれた；控え目な，内気な．ho‘ou

見くびる．
-‘ūpē［‘うぺ］（動植物の分泌する）粘液．〈比喩〉涙，深い悲しみ．
‘upena［‘うぺな］魚取り用の網，ネット，クモの巣．PPN kupenga.
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‘upena kiloi, ‘upena kiola［‘うぺな_きろい，‘うぺな_きおら］投網（と
あみ）．

‘upena lauoho［‘うぺな_らうおほ］ヘアネット，頭髪用の網．

‘upena nananana［‘うぺな_なななな］クモの巣．
- pepe［‘う
‘u
ぺぺ］ぺちゃんこの鼻の．
- piki［‘う
‘u
ぴき］
（鳥獣などを捕らえる）わな，締め金；（わな・はさ

み道具のあご部・二枚貝などを）同時にぱちんと締める；（花など

が）閉じる．
‘ūpiki ‘iole［‘うぴき_‘いおれ］ネズミ取り器．
‘ūpiki lima［‘うぴき_りま］手錠．
‘ūpo‘i［‘うぽ‘い］po‘i の 1, 2, 3 と同じ．
‘ūpo‘i maka［‘うぽ‘い_まか］まぶた．

‘Upolu［‘うぽる］ウポル．
【地名】ハワイ島コハラ地方（コハラ区画）
の地名：飛行場，ハワイ島北端の岬名．

‘upu［‘うぷ］くり返される思い，欲望，愛慕，望み；望む，思いこが
れる，切望する．PPN kupu.

‘u‘u［‘う‘う］
（葉やmaile の樹皮などを）はぐ［取り除く］；（船上の綱
などを）引き締める；（帆などを）揚げる；（雨が）突然にどっと降

る．PPN kuku
- ‘ū‘ū［‘う‘う］1. ‘ū の 1 の重複形；どもる，口ごもる．2. 【魚】イッ
トウダイ科アカマツカサ属（Myripristis）の魚類の総称．

‘u‘uku［‘う‘うく］ちっちゃな，小さい；小数［少し］しかない．
ho‘o‘u‘uku. 小さくする，縮小する．

‘u‘umi［‘う‘うみ］締め殺す；（感情や涙など）抑える，こらえる．‘umi
の 1 の重複形．‘U‘umi ke aloha me ka waimaka lā. 〈歌詞〉愛は涙と共

にこらえる．
‘uwā［‘うわ］ ‘uā のつづりの異形．

uwahi［うわひ］uahi のつづりの異形．
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uwaki［うわき］uaki のつづりの異形．
uwaki ho‘āla［うわき_ほ‘あら］uaki ho‘a- la のつづりの異形．
uwaki pūlima［うわき_ぷりま］uaki pūlima のつづりの異形．
‘uwala［‘うわら］ ‘uala のつづりの異形．
uwalo［うわろ］ualo のつづりの異形．

‘uwao［‘うわお］ ‘uao のつづりの異形．

uwapo［うわぽ］uapo のつづりの異形．

‘uwa‘u［‘うわ‘う］ ‘ua‘u のつづりの異形．
uwe［ううぇ］ue のつづりの異形．
uwe- ［ううぇ］ue- のつづりの異形．

uwea［ううぇあ］uea のつづりの異形．

uwea kelepona［ううぇあ_けれぽな］uea kelepona のつづりの異形．

uwea maka ‘upena［ううぇあ_まか_‘うぺな］uea maka ‘upena のつ
づりの異形．

uwea moana［ううぇあ_もあな］uea moana のつづりの異形．

uwea ‘ole［ううぇあ_‘おれ］uea ‘ole のつづりの異形．

‘uwehe［‘ううぇへ］ ‘uehe のつづりの異形．
uwēhehene［うえへへね］ehehene に同じ；楽しそうに笑う，陽気に
笑う．

uweka［ううぇか］ueka のつづりの異形．

uweko［ううぇこ］ueko のつづりの異形．

uwene［ううぇね］uene のつづりの異形．

uwepa［ううぇぱ］uepa, wepa のつづりの異形．

uweuwe［ううぇううぇ］ueue のつづりの異形．
uwēuwē［ううぇううぇ］uēuē のつづりの異形．
‘uwī［‘ううぃ］ ‘uī のつづりの異形．
‘uwiki［‘ううぃき］ ‘uiki のつづりの異形．

uwila［ううぃら］uila のつづりの異形．
600

‘uwo［‘ううぉ］ ‘uo のつづりの異形．

uwoki［ううぉき］uoki のつづりの異形．
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V

V, v〔アルファベット〕ハワイ語では V は使わない．ハワイ語からみ

て外国語（主に英語）の V は W で借用する．そのため V/v を含んだ
ハワイ語の発音はハワイ語の W/w 音に準じる．

Valley Island［英語］バレー・アイランド．
【島名】マウイ島の別称．
マウイ島はもともとは 2 つの島であったが，西のハレアカラー火山
の溶岩でつながり，現在の形になった．

Valeparaiso. バレパライソ．
【地理】バルパライソ［Valparaiso：スペ
イン語］は南米チリの港町．西洋列強の太平洋進出の拠点．現在は
チリの立法首都．

Vanekova. ヴァネコヴァ．
【地理】ヴァンクーヴァー：カナダの太平
洋岸最大の港湾都市．英語 Vancouver より．

Ventura［英語］ベンチュラ．
【地名】ホノルル，マーノア（地区 28）
の《通り/St.》の名．蒸気船（Sierra の僚船）の名による．Ventura は

「良き未来」といったラテン語系の言葉で地名，人名，船，航空機な
どに広く使われている．

Venuka, Venuse［ヴェぬか，ヴェぬせ］→ Wenuka［ヴェぬか］を参
照．

Victoria［英語］ヴィクトリア．
【地名】ホノルルの中心部（地区 17 の

トーマス・スクエアなど）を南北にはしる《通り/St.》の名．クヒナ・
ヌイ（総理大臣）のプリンセス・ヴィクトリア・カマーマル［Victoria

Kamāmalu］
（カメハメハ I 世の孫で，カメハメハ IV 世，カメハメハ

V 世の妹）によるが，イギリス女王ヴィクトリアによるともいえる．
vinega［ヴィねが］→ wı-neka［ヴィねか］を参照．
vito［ヴィと］→ wiko［ヴィこ］を参照．

viola［ヴィおら］→ wiola［ヴィおら］を参照．
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violeka［ヴィおれか］→ waioleka［わいおれか/ヴァィおれか］を参
照．

Volcano［英語］ヴォルケイノ/ヴォルカノ．
【地名】1）ハワイ火山国

立公園［Hawaii Volcanoes National Park］．マウナ・ロア火山域，キ
ーラウエア火山域にまたがる地域．2）ハワイ島カウー地方，プナ地
方（キーラウエア区画，プナ区画）にまたがるキーラウエア火山域
と東方の《地域一帯の呼び名》で，
《村，ゴルフ・コース，通り/Rd.，

トレイル》の名．
〔解説〕ハワイには volcano［火山］の名のつく地名・

施設名が多くあるが，単に Volcano と言えばキーラウエアを指すこ
とが多い．

Volcano House［英語］ヴォルケイノ・ハウス．
【地名】ハワイ島カウ

ー地方（キーラウエア区画）
（キーラウエア・カルデラの《北の崖の
縁にある山小屋（現在はホテル）の名》．1846 年にベンジャミン・ピ
ットマンにより建てられた．
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W

W, w〔アルファベット〕ハワイ語のアルファベット W, w の発音は we（ヴェ）である．
wā［わ/ヴァ］1. 時代，時期，年代，期間，季節. Ia wā. その時（は），
あの時（は）．PPN waha‘a. 2. 【文法】
（動詞の）時制を意味する文法
用語．
〈参照〉wa- ‘a- nō, wa- i hala. 3. 騒音を立てる，怒号する，やか
ましく述べたてる；やかましい，騒々しい．
〈比較〉wawā. ho‘owa- .

騒ぎたてる，どなる；かげ口［うわさ］の原因となる．PPN waa. 4.

（物と物との間の）空間，間隔；海峡．
〈比較〉kōwā. PPN waa. 5. ウ
クレレやギターなどの弦楽器のフレット．

wa‘a［わ‘あ］1. カヌー，丸木船．ho‘owa‘a. カヌーを作る［形づく
る］．PPN waka. 2. 溝，くぼみ，入れ物．
〈比喩〉女性．3. wa‘awa‘a［愚

かな］の短縮形．

Wa‘ahila［わ‘あひら］
【気象】オアフ島のヌウアヌとマーノアに降る雨．
【地名】オアフ島，ホノルル地方のマーノア地区（28）に関係した地
名：マーノアとパーロロを分ける尾根など．

wa‘a holo hau［わ‘あ_ほろ_はう］そり（橇は当て字，雪車という熟
語訓も使われる）．〈逐語〉雪を走るカヌー．〈比較〉ka‘ahau.

wa‘a kaukahi［わ‘あ/ヴァ‘あ_かうかひ］
（単一胴の）カヌー．
〈逐語〉
1 つ置かれたカヌー．

wa‘a kaulua［わ‘あ/ヴァ‘あ_かうるあ］
（双胴の）カヌー．
〈逐語〉2 つ

置かれたカヌー．
- -wā ‘ānō［わ/ヴァ_‘あの］【文法】現在時制を意味する文法用語．
wa‘apā［わ‘あぱ/ヴァ‘あぱ］
（かいでこぐ）小船，こぎ船；連絡船，フ
ェリーボート．〈逐語〉板カヌー．
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wa‘awa‘a［わ‘あわ‘あ］1. wa‘a の 2 の重複形．2. 愚かな；まぬけ．
ho‘o-wa‘awa‘a. 馬鹿なことをする．

wae［わえ/ヴァえ］選ぶ，選択［選抜］する，えり分ける，選別する；

徴兵［召集］する；（鶏などが羽を）くちばしで整える；小うるさい，
神経質な，気むずかしい．ho‘owae. 選ぶ，選ぶふりをする；気むず
かしい．PPN wahe.

waele［わえれ/ヴァえれ］…の雑草を除く．PEP waele.

waena［わえな/ヴァえな］1. まん中の，
（2 つ）の間の，中央の．
（し

ばしば，i, ma-, mai の後に続く）；並みの，平均の．PEP waenga. 2. 耕
作された田畑［果樹園・菜園］．

waenakonu［わえなこぬ/ヴァえなこぬ］中央の，まん中の．iwaena konu
とつづられていることがある．

waha［わは/ヴァは］1. （開いている）口，穴，器の内側の表面，銃
口；口頭試問；しゃべりすぎる人．ho‘owaha. 過度に話す；穴や溝

を作る．PEP fafa. 2. （子供などを）おぶって行く．PPN fafa.

wahahe‘e［わはへ‘え/ヴァはへ‘え］嘘をつく；嘘の，偽りの；嘘，嘘
つき．〈逐語〉よく滑る口．

waha nui［わは/ヴァは_ぬい］大きな口；しゃべり過ぎる，むだ口を
きく；むだ口をきく人．
waha ‘ōlelo［わは/ヴァは_‘おれろ］代弁者，スポークスマン；表情豊
かな発言．

wahapa‘a［わはぱ‘あ/ヴァはぱ‘あ］刺激する，からかう；理屈っぽい．

〈逐語〉固い口．
- - waha- waha- . ho‘owahāwahā［わはわは/ヴァはヴァは，ほ‘おわはわは
/ほ‘おヴァはヴァは］軽蔑して扱う，見くびる，ぞっとするほどきら
う，あざ笑う．Ho‘owahāwahā i ka ‘aha. 法廷侮辱（罪）．
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wahi［わひ/ヴァひ］1. 場所，所，位置（Ka wahi は kahi に短縮される）．
PPN fa‘asi. 2. いくらかの，多少の，わずか．3. 言う，話す；…によ
れば（通常，所有を表す a または o, ko, ko- を含む所有格（属格）の
語が後に続き，その他のマーカーや動詞は後に来ない）．Wahi a wai?
だれがそう言ったのか．

wahi ho‘opau pilikia［わひ/ヴァひ_ほ‘おぱう_ぴりきあ］トイレ．
〈逐
語〉難儀が解消されるところ．

wahi + 所有詞 + 名詞．
【文法】
「〜は言う」という文．wahi の 3 を参照．
Wahi a Iehova, エホヴァは言われた．Wahi a ka ‘Ikela‘ela!. 今イスラ

エルは言え!
wahī［わひ/ヴァひ］包む物，おおい，カバー；包む，覆う，包みにす

る；（傷口などに）包帯をする．PEP fa‘asi.
wāhi［わひ/ヴァひ］
（物を）2 つ（以上）に割る，裂く，
（堤防などを）
決壊させる，（穴などを）押し破ってあける．PNP faasi.

Wahi-a-wā. ワヒアワー［ワヒアヴァー］．
【地名】オアフ島中央部の地

域名（区画名）：町，保護林，自営農地，貯水池．
〈逐語〉騒がしい
ところ

wahie［わひえ/ヴァひえ］燃料，まき（薪），たきぎ；たきぎとして使

える．PPN fafie.
wahī leka［わひ/ヴァひ_れか］封筒．

wahi moe［わひ/ヴァひ_もえ］ベッド，寝床．

wahine［わひね/ヴァひね］
（成人した）女，婦人，妻；男性から見て

義理の姉妹，男性から見て義理のいとこの女性；トランプ札の一組
にある女王；女性の縁者たち，女性，婦人；女の，婦人の；（既婚婦
人の姓・姓名に付けて）…婦人，…の奥様，…未亡人；（青年女子など
が）成人した女になる．ho‘owahine. （成人した）女のように振る
舞う；女性のやり方をまねする；一人前の女性になる；妻にな

る；妻をめとる．PPN fafine.
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wāhine［わひね/ヴァひね］wahine の複数形．Nā wāhine. （その）女性

たち．PPN fafine, PNP faafine.
-wahine kāne make［わひね_かね_まけ］未亡人．
〈逐語〉死んだ夫の
奥さん．
-wahine kāne ‘ole［わひね_かね_‘おれ］未婚婦人，夫のいない女性，独
身女性．

wahine kapu［わひね_かぷ］カプ（タブー）である女性．

Wahine-kapu. ワヒネカプ．
【神話】ペレ，
（ペレのような）女神．
【地
形】ハワイ島のキーラウエア火山の絶壁．ペレの兄のカモホアリイ

の住処（すみか）とされる海側の崖と思われる．
〈逐語〉カプ（タブ
ー）である女性．

wahine male［わひね_まれ］結婚した女性，花嫁，新婦．wahine mare
は異形．

wahi noho［わひ/ヴァひ_のほ］住所．

waho［わほ/ヴァほ］外に，
（はるか）向こうに，外部に，外の，外部
の（しばしば，i, ‘o, ma-の後に続く）．Mawaho aku ‘olua! あなたたち

二人とも，出て行きなさい．PPN fafo.

wai［わい］1. 水，
（海水以外のすべての）液体，アルコール飲料，ジ

ュース，樹液，はちみつ；（血液・精液など）体から排せつされる液
体；染液，染料；流れ出る，わき出る；水のような，流動性の．
〈比

較〉hanawai. PPN wai. 2. 〔疑問代名詞〕だれ，だれを，だれの，何

（疑問文のみに使われ，人をさしている）．‘O wai? どなたですか．‘O
wai kou inoa? あなたの名前は何ですか．PPM hai.

Wai-［わい］川や小川の名前，地名に使われている．1 語つづりである．

Wai-‘Ahukini. ワイアフキニ．
【天然】アフキニの水：アフキニは超人
的な女性の名．
【地名】ハワイ島コナ地方南部の溶岩の洞窟や池．漁
民たちが拠点としていたと見られ，マルケサス諸島と同じの釣り針
などが発見されている．以前は Wai-o-‘Ahukini とつづった．
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Wai-ākea. ワイアーケア．
【地名】ハワイ島東部に多くある地名：町は
マクウ区画：キャンプはフムウラ区画：湾，入り江，農場はヒロ地

区など．〈逐語〉広々とした水．

Wai-a-koa. ワイアコア．
【地名】マウイ島（プウオカリ区画）の地名：
町，急流のある峡谷，自営農地．〈逐語〉兵士の水．

Wai-‘ākōlea. ワイアーコーレア．
【地名】ハワイ島プナ地方（カラパナ
区画）にある池の名：カラパナの町（集落）はカイムーの南．この
あたりは溶岩流で様相が変っている．

Wai-‘alae. ワイアラエ．
【地名】カウアイ島中央西部ワイメア地方にあ

る川，滝，山（USGS では次の地点 3,820ft. 1,164m.）．
【地名】オア

フ島ホノルル市の地区名（地区 39）：住宅地で，ゴルフコースなども
ある．〈逐語〉（鳥の）ハワイバンの水．

wai ‘ale‘ale［わい_‘あれ‘あれ］さざ波が立っている水，掘抜き井戸の
水．

Wai-‘ale‘ale. ワイアレアレ．
【地名】カウアイ島の最高峰（測量地点：

1,569m. 5,148ft. カウアイ島のピーク：1,598m. 5,243ft.）．雨の多い

ことで知られる．
【地名】ハワイ島北部（ワイピオ区画）にある地名．
〈逐語〉溢れる水．

Waialoha, Wai Aloha［わいあろは，わい_あろは］
【複合語】
「愛の水，
恋人の水」という意味でサークル名や，施設名，リゾート名に使わ
れ始めている．I ka wai kau mai o Waialoha. ワイアロハの湧き出る水

で．I ka luna i Waialoha. ワイアロハの高地で．

Wai-a-lua. ワイアルア．
【地名】オアフ島の地方名（ハレイヴァ区画，

プウカプ区画，スコーフィールド区画，ワヒアヴァー区画）：町，湾，
海浜公園，貯水池，農園などの名．この地にはかつては鉄道もあっ
た．
【地名】モロカイ島東部（ハーラヴァ区画）の地域名．
（しばし
ば Wai-lua とつづられる）：町，峰，谷など．Kaulana Waialua a‘o

Moloka‘i. モロカイ島のワイアルアは名高い．
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Wai-‘anae. ワイアナエ．
【地名】オアフ島西部の地方名，地域名（区

画名）：町，山並み，渓谷などの名．〈逐語〉アナエの水．
Wai-‘a- napanapa. ワイアーナパナパ．
【地名】マウイ島東部（ナーヒ
ク区画，ハーナ区画）のハーナ保護林にある地名：湖水名，国立公

園名，洞窟名など．
〈逐語〉きらきら光る水．
〔伝説〕不貞を疑った
首長のカアケアがクーの夜（Kū の 2 を参照）に妻とその弟を殺害し
た地と言われている．

Wai-ānuenue. ワイアーヌエヌエ．
【地形】カウアイ島ワイメア地方に

ある滝の名．
【地形】ハワイ島東部ヒロ地方にある滝，通りの名．滝

は現在は「虹の滝［Rainbow Falls:Eng.］」と呼ばれている．
〈逐語〉虹

（の見える）水．

waianuhea［わいあぬへあ］anuhea に同じ；涼やかな香り，爽やかな
香り．

wai anuhea［わい_あぬへあ］ぬるま湯．
wai au［わい_あう］潮流の渦を巻く水．

wai ‘au‘au［わい_‘あう‘あう］ふろの水；水浴する場所，または小池．

Wai-ehu. ワイエフ．
【地名】マウイ島（ワイルク区画）の地名：町，岬，
海浜公園，川，ゴルフコース．
【地名】モロカイ島（カマロー区画）
の地域名：峰，岬，海岸地帯，滝．Wailele waianuhea o Waiehu. ワイ

エフの爽やかな香りの滝．
【地名】ハワイ島ヒロ地方（ホノムー区画）
の地名：川，岬など．

Wai‘ehu. ワイエフ．
【地名】Wai-ehu を参照．この ehu と ‘ehu はほぼ

同義．『PLACE NAME OF HAWAII』では Wai-ehu を使っている．
wā i hala［わ/ヴァ_い_はら］【文法】過去時制を意味する文法用語．
wai hau［わい_はう］氷のように冷たい水，氷が入っている水．
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Wai-he‘e. ワイヘエ．
【地名】1）オアフ島東部（カーネオへ区画，ワ
イカーネ区画）の地名，川など．2）オアフ島北部ワイメアのワイメ

アの滝の旧名（Illustrated Atlas にはこちらがかかれている）．3）オア
フ島ホノルル地方カリヒウカ地区（3）の通りの名．
【地名】マウイ
島（ワイルク区画）の地域名：町，学校，運河，岬，川，農場，導

水路（トンネル）など．

waiho［わいほ］置いて行く，下に置く，前に置く，
（特定の場所に）

置く，そばに置く；除外する，引き払う，捨てる，放棄する，よす，
やめる，中止する．Waiho ‘ai. 拒食，断食．；置いて行くこと，置き

場．ho‘owaiho. 放置する，見捨てる，無視する．PCP waifo.
wai ho‘āno［わい_ほ‘あの］【カトリック】聖水．

waiho loa［わいほ_ろあ］完全に見捨てる，あきらめる．

waiholomoku［わいほろもく］大水，氾濫，洪水．Inā ua kahe noho‘i
(nō ho‘i) ka waiholomoku maluna o kō kākou ‘uhane. 洪水が我らの魂を

越えたならば．

waihona［わいほな］倉庫，貯蔵所，物を保管して置く場所；身体の

器官；財源，資金；会計の．
-waihona kālā［わいほな_から］宝庫，金庫．
〈逐語〉ドル紙幣の貯蔵
所．waihona dala は異形．

waihona meli［わいほな_めり］ミツバチの巣．
waihona panakō［わいほな_ぱなこ］銀行預金口座［残高］．

waihona puke［わいほな_ぷけ］図書館．waihona buke は異形．

waihona waiwai［わいほな_わいわい］財宝置場，財産の貯蔵所；財
宝，財産．

waiho‘olu‘u［わいほ‘おる‘う］染液，着色用の液体；色．

waiho wale［わいほ_われ/ヴァれ］訳もなく去る；うっかり置き忘れ
る．

wai inu［わい_いぬ］飲み水，飲料水．
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Wai-kā. ワイカー．
【地名】カウアイ島南部コーロア地方にある貯水池
の名（wauta/wautā と発音される）．
【地名】ハワイ島北部（ワイピオ
区画）のワイメアにある地名．

Wai-ka-halulu. ワイカハルル．
【地名】オアフ島ホノルル地方の地名．
1）ヌウアヌの流れにある滝，水浴のできる池．2）かつてはリーフ
であった海岸フォート通りリチャード通りの埋め立て地．
【地名】ハ
ワイ島．マウナケアの急流のある渓谷．
【地名】カホオラヴェ島南部
の湾の名．

waikahe［わいかへ］流れ，川；（川などが）氾濫（はんらん）する．
〈逐語〉流れる水．PPN waitafe.

Wai-ka-loa. ワイカロア．
【地名】ハワイ島北部（ハーマークア区画）を
流れる川などの名．〈逐語〉（流れの）長い水．

Wai-(a)-Kanaloa. ワイカナロア．
【地形】カウアイ島北部ハナレイ地
方ハエナ国立公園にある洞窟名．Wai-(o)-ka-pala‘e とともに湿った洞

窟（Wet cave）と呼ばれる．Manini-holo を参照．
Wai-Ka- ne. ワイカーネ．
【地名】オアフ島東部の地域名（区画名）：町，
地域名，川．〈逐語〉カーネ神の水．旧名は Wai-a-Kāne.

Wai-(o)-ka-pala‘e. ワイカパラエ．
【地形】カウアイ島北部ハナレイ地
方ハエナ国立公園にある洞窟名．Wai-Kanaloa とともに湿った洞窟

（Wet cave）と呼ばれる．Manini-holo を参照．

Wai-ka-pū. ワイカプー．
【地名】マウイ島北部（ワイルク区画）の地

名：町，川，公園，地下水路．〈逐語〉巻貝の水．
waikekē［わいけけ］ウィスキー．英語 whiskey より．
wai kī［わい_き］茶をたてるための水．

Wai-ki‘i. ワイキイ．
【地名】ハワイ島北部中央の地域名（区画名）：町，
渓谷．〈逐語〉運ばれた水．
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Wai-kīkī. ワイキーキー．
【地名】オアフ島ホノルル市の地区名（地区

31）：繁華街であるが，小学校などもある．
〈逐語〉噴き出る水：ワ

イキーキーはかつては湿地帯．アラワイ運河を掘り，干拓により市
街地を造り海岸などを整備した（東京の銀座と似ているが，浜辺，海
岸まで作ったところが異なる．ロンドン，モスクワ，パリなども川
の中州などに作っていった都市）．

Waikini. ワイキニ．逐語は「キニ［kini：多数，キング，ジン］の水」
で商品名（ワイキニ・トロリー）などに使われる．
【地名】ハワイ島
カウー地方（カラエ区画）にある地名：海岸．

Wai-koko. ワイココ．【地名】カウアイ島北部ハナレイ地方にある地
名：川（リーフエ側に流れている）．

Wai-koloa. ワイコロア．
【地名】マウイ島東部（ハーナ区画）にある
地名：街道名など．
【地名】1）ハワイ島西部（プアコー区画，ワイ
キイ区画）にある地名：町，川など．2）ハワイ島北部（ワイピオ区
画）にある地名：川，丘．3）ハワイ島中央部（フムウラ区画）にあ
る池の名．〈逐語〉koloa［ハワイガモ］の水．

Wai-kō-loa. ワイコーロア．
【地名】オアフ島，スコーフィールド・バ
ラック（スコーフィールド区画）にある地名：急流のある渓谷．
【気

象】オアフ島カアラ山に吹く冷たい風．

Wai-kolu. ワイコル．
【地名】モロカイ島 1）
（カマロー区画）の地名：

川，谷．2）モロカイ島のカウナカカイ峡谷やワイコル谷などからカ
ウラプウ貯水池への導水路の名．
【地名】オアフ島ホノルル地方ワイ
キーキー（アラワイ運河）の通りの名．
【地名】ハワイ島東部ヒロ地
方（ホノムー区画）の地名：川．

wailana［わいらな］1. （海などが）静かな［穏やかな］；静止した水．
Ua alaka‘i ‘o ia ia‘u ma kapa wailana mālie. 彼はわたしを静かな池の

ほとりに導いた．2. 追放された；追放者．3. カプ（タブー）の期間

から解放されることを告げる祈祷師の祈り．
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Wai-lau. ワイラウ．
〈逐語〉たくさんの水．
【地名】カウアイ島ワイメ
ア地方の地名：滝など．
【地名】モロカイ島，北東部カマロー区画の

海に面した一帯：町，村，集落名など．
【地名】ハワイ島南部（ホム
アポ区画，パーハラ区画）の地名．

wailele［わいれれ］滝，瀑布（ばくふ）．〈逐語〉はね上がる水．

wai lemi［わい_れみ］レモンジュース，レモネード，ライムエード．

wailewa［わいれわ/わいれヴァ］ココナッツ水．wai lewa と 2 語でつ
づりで『流れる水，滝』の意味で使われることがある．
waili‘ulā［わいり‘うら］1. 幻影，幻覚；妄想；逃げ水，蜃気楼．2.（タ

フタの生地や宝石などのように）変化する色模様；タフタ：絹など
薄地のこはく織りの布．

Wai-loa. ワイロア．
【地名】1）ハワイ島東部（ヒロ区画）にある地名：
滝，川，国立公園．
「ワイロアの水」という場合はこの地のことが多

い．2）ハワイ島北部（ワイピオ区画）にある地名：川など．3）ハ
ワイ島南部（パーハラ区画）にある地名．

wailua［わいるあ］霊，魂，心；死んでも残るもの．

Wai-luku. ワイルク．
〈逐語〉破壊の水．
【地名】マウイ島の地域名（区

画名）：町（マウイ郡の郡庁），岬，川：カヘキリ（マウイ島の首長）

がカラニオープウ（ハワイ島の首長）の軍勢を皆殺しにした古戦場．
【地名】ハワイ島東部ヒロ地方（ヒロ区画）にある川の名：半人半神
のマーウイにより岩にされたカウヒのカヌー［Wa‘a Kauhi］と呼ばれ

る岩がある．

Wai-mā. ワイマー．
【地名】1）ハワイ島北部（ワイピオ区画）の地名：
渓谷の名．2）ハワイ島北西部（プアコー区画）にある岬の名．

waimaka［わいまか］涙．〈逐語〉目の水．PEP waimata.

Wai-mānalo. ワイマーナロ．
【地名】1）オアフ島東南部（ココヘッド
区画）の地域名：湾，海岸，海浜公園，川，保護林など．2）オアフ

島，エヴァ地方（バーバー岬区画）の地域名：道路，峡谷．
613

wai māpuna［わい_まぷな］わき水．〈逐語〉泡立つ泉（の）水．

Wai-mea. ワイメア．逐語は「赤茶色の水」．各島に多くみられる．
【地
名】カウアイ島西部の地方名：町，湾，渓谷，川などの名．キャプ

テンクックが初めて上陸したところ．
【地名】オアフ島北部（ハレイ
ヴァ，プウカプ区画）の地名：湾，貯水池，滝，川，海岸，公園，サ
ーフィンエリアなどの名．
【地名】ハワイ島北部（ワイピオ区画）の
地名：町，自営農地，高地，トレイルなどの名．

wai meli［わい_めり］はちみつ．〈逐語〉蜂の分泌液．

wai momona［わい_ももな］ソーダ［炭酸］水，甘味のある水．

waina［わいな］1. 水場．2. 保管場所，倉庫．3. ワイン，ブドウ酒．
英語 wine より．

waina malo‘o［わいな_まろ‘お］干しブドウ，レーズン．
〈逐語〉干物
にしたブドウ．

Wai-ne‘e. ワイネエ．
【地名】マウイ島西部（ラハイナ区画）の地名：
町，道路，教会，墓地など．

Wai-niha. ワイニハ．
【地名】カウアイ島北部ハナレイ地方の地名：町，
湾，運河，川，渓谷など．

wai niu［わい_にう］ヤシの実の果汁．

Wai-o-‘Ahukini［わいお‘あふきに］→ Wai-‘Ahukini［わい‘あふきに］．

Wai-‘ōhinu. ワイオーヒヌ．
【地名】ハワイ島カウー地方，ホヌアポ区
画からカラエ区画にかけての地名：町など．〈逐語〉光る水．

Wai-o-lama. ワイオラマ．
【地名】ハワイ島東部ヒロ地方にある地名：
清流，浜辺．

Wai-o-lani. ワイオラニ．
【地名】オアフ島，ホノルル地方東部（カー
ネオへ区画）にある地名：川．〈逐語〉天/空の川．

waioleka［わいおれか/ヴァいおれか］
【植物】バイオレット：香りの
よい栽培されたスミレ（Viola odolata）．英語 wiolet より．自生種は

nani wai‘ale‘ale.
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Wai-‘oli. ワイオリ．
【地名】カウアイ島北部のハナレイ地方にある地

名：川，ミッションハウス．
【地名】オアフ島，ホノルル地方マーノ
ア地区（28）の救世軍の施設．

waiolina［わいおりな/ヴァいおりな］バイオリン．英語 violin より．

Waiolohia［わいおろひあ］【気象】カウアイ島に吹く風．

wai‘olu［わい‘おる］涼しい，快適な，魅力的な，柔らかい，きもちの
よい．Kou piko wai‘olu. 〈歌詞〉きもちのよいあなたのおへそ．

wai ‘ona［わい_‘おな］酒．
Wai‘ōpua［わい‘おぷあ］
【気象】カウアイ島東部，リーフエ地方に吹
く心地よい風．

Wai-pā. ワイパー．
【地名】カウアイ島，1）南部コーロア地方にある
名：川．2）北部ハナレイ地方のハレエア保護林にある川の名．
【地

名】オアフ島，ホノルル地方パーラマ地区（7）にある横町の名．
〈逐
語〉触れられた水．

waipa‘a［わいぱ‘あ］氷．〈逐語〉固形状の水．

wai pa‘akai［わい_ぱ‘あかい］塩気のある水，塩水．
waipahē［わいぱへ］紳士的な，礼儀正しい．pahē を参照．

Wai-pahe‘e. ワイパヘエ．
【地名】カウアイ島東部カワイハウ地方にあ
る名：滝，トレイル．

Wai-pahu. ワイパフ．
【地名】ワイパフ．オアフ島中央南部の地域名（区

画名）：町，川．〈逐語〉はじける水．旧名 Wai-pahū.
waipahū［わいぱふ］火薬，爆薬．〈逐語〉爆発性の液体．
wai pahū［わいぱふ］噴出する水，間欠泉．
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Wai-pi‘o. ワイピオ．逐語は「曲がりくねった水」で各島の地名に多く

ある．
【地名】マウイ島中央北部（ハイクー区画）の地名：湾，川，
峡谷，学校．
【地名】オアフ島中央南部（ワイパフ，ワヒアヴァー区
画）の地名：町，ゴルフコース，岬，川．
【地名】1）ハワイ島北部
の地域名（区画名）：湾，入り江，渓谷，川，いにしえ（古）のサー
フィンエリア．2）ハワイ島南部（ホヌアポ区画）の崖の名，

wai piula［わい_ぴうら］じゃ口（蛇口）から出る水，水道の水．
〈逐
語〉金属の水：水栓が金属で出来ているため．

wai puhia［わい_ぷひあ］（特に滝の）風に吹かれた水．

Wai puhia【地形】オアフ島のヌウアヌ渓谷にある「さかさま」滝の名
前．

waipu‘ilani［わいぷ‘いらに］どしゃ降り，豪雨．

wai puna［わい_ぷな］わき水，井戸水．
waiū［わいう］乳，ミルク；
（乳児に乳を与える）乳母；乳ぶさ．
〈逐
語〉乳ぶさの液体．PNP waiuu.
waiū kini［わいう_きに］ミルクの缶詰．

wai ‘ula［わい_‘うら］赤色の液体，血液，月経の出血；（赤土のため）

赤くなって流れる雨水．
waiūpa‘a［わいうぱ‘あ］チーズ．〈逐語〉凝固されたミルク．
waiūpaka［わいうぱか］バター．waiu bata は異形．

waiwai［わいわい/ヴァいヴァい］財産，資産，貴重品；価値，真価；

遺産；富んだ，金持ちの，価値の高い；財政（上）の．Ho‘oponopono
waiwai. 資産［財産］の管理者．ho‘owaiwai. 富ませる，繁栄をもた

らす．

waiwai ho‘oilina［わいわい_ほ‘おいりな］相続した財産，遺産．
waiwai ho‘opa‘a［わいわい_ほ‘おぱ‘あ］有価証券，固定資産．
waiwai kālepa［わいわい_かれぱ］商品．
waiwai kaua［わいわい_かうあ］戦争物資，戦利品．
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waiwai pio［わいわい_ぴお］戦利品，略奪品．
〈逐語〉戦利品として

の捕虜：古代のハワイにおいて捕虜を奴隷としたかは不明である

が，カメハメハ大王のハワイ統一の過程では行なわれていない．
wā kamali‘i［わ/ヴァ_かまり‘い］幼時，幼年時代．wa- li‘ili‘i も同じ．

Wākea. ワーケア．
【神話】全てのハワイ人の祖先．‘Ākea は異形．ワ

ーケアは天の神で父，母は大地の神でパパ［Papa］．Wākea ka lani,
Papa ka honua. ワーケアは天，パパは大地．

waki［わき］uaki［腕時計；見張る］と同じ．聖書ではまだ wati と T/t
が使われている．

Wakinekona［わきねこな］ワシントン：米国の首都；米国北西端の州．
Wakinetona. も同じ．英語 Washington より．

Wakinetona［わきねとな］→ Wakine-kona［わきねこな］を参照．
wala［わら］傾く，上下に揺れる，後方にひっくり返る；後ろに投げ
る．Ua wala ka wahine male hou i ka pōkē pua. 花嫁はブーケを後ろに

投げた．Ua wala ‘ia mai au i ka pahi. そのナイフはわたしに投げられ

た．

wala‘au［わら‘あう/ヴァら‘あう］しゃべる，話す；昔は，大声でしゃ
べる［呼ぶ］と言う意味であった．ho‘owala‘au. 話をさせる，話［会

話］を始める．PNP walakau.
-walakīkē［わらきけ］
（戦いで槍などが飛び交うように）あちこちに投
げる［投げつける］．

walania［わらにあ］痛む，ひりひりする；（心身の）激痛，強烈な痛
み，苦悩，苦痛．walenia も同じ．ho‘owalania. 痛み［苦痛］を引き

起こす．

walawala［わらわら］1. wala の重複形；（波の中のカヌーなどが）上

下に揺れる．Walawala ka pumi mahope. 帆柱が後に傾く．2.【 大文字】

雨の名前．
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wale［われ］1. （カタツムリ・魚などの）粘液，たん；（シダやma-maki
の木を切って出るような）ねばねばする樹液．PEP wale. 2. 修飾［限
定］した語の後に続き，以下のようなたくさんの意味を持つマーカ
ー：ほんの，…だけの；非常に，大変；…のみ；報酬なしで，理由［わ
け］もなく；容易に，たやすく；いわれのない，自由な，何気ない．
hele wale, hikiwale を参照．PPN wale.

walea［われあ］1. nanea と同じ．PCP walea. 2. 慣れた；（踊りなどを
何の苦労もなく出来るほど）慣れているので．Ua hana ā walea. 習慣
的になるまでやった．

walenia［われにあ］walania の異形．
-［われ_の
wale no
］ただ…のみ，ほんの；すっかり，非常に．‘Elua wale
no-. ただ 2 つ［人］のみ．

walewale［われわれ］1. wale の 1 の重複形．2. だました，裏切った．
ho‘owalewale. そそのかす，誘惑する，…を惑わす；誘惑者［物］，

誘惑．

wali［わり］
（poi のように）滑らかな，水っぽい；（織り目などの）細
かい，
（イモなどを）つきつぶした，手ざわりの柔らかな；（踊り手

の体などが）しなやかな，柔軟な．ho‘owali. （土などを）柔らかく
［滑らかに］する；（poi またはこね粉などを）混ぜる．na-wali を参照．

PCP wali.
wā li‘ili‘i［わ_り‘いり‘い］wā kamali‘i を参照．

waliwali［わりわり］wali の重複形；（人が）寛容な，のんきな．

walo［わろ］ualo（大声で呼ぶ・反響させる）と同じ．PPN walo.

walohia［わろひあ］walo の受身形または命令形；哀れを誘う調子；
人を感動させる，哀れを誘う．

walu［わる］1. 爪で引っかく，かき傷をつける，こする，がりがり引

っかく，がりがり削る．PPN waru. 2. 8；第 8（番目）の：通常，数
詞の接頭辞 ‘e-, ‘a-, が先につく．PPN walu.
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wana［わな］1. ウニ：球形ないし平円盤形；殻（から）はとげに覆
われた石灰質の薄板からできている．PPN wana. 2. （ウニのとげの

ような）先のとがった．3. （夜明けのような）光線；（光線などが）
見えてくる．〈比較〉wana‘ao.

wana‘ao ［わな‘あお］夜明け；夜が明ける．

Wanaka. ワナカ．
【地名】オアフ島ホノルル西部（エヴァ地方，ワイ

パフ区画）のアーリアマヌの通りの名．
wa- nana［わなな］預言，予言；預言する，予言［予報］する．PEP
waananga.

wanawana［わなわな］wana の 2 の重複形；（サボテンのように）と
げのある，とげの多い．PPN wanawana.

wanila［わにら/ヴァにら］
【 植物】バニラ，バニラエッセンス（バニ

ラの実から取った香味料）：アメリカ熱帯地方産らん科のつる植物，
バニラ豆．英語 vanilla より．

wao［わお］地形は険しくないが，森林に覆われた地域の一般名称．人
の住まない所もある．PPN wao.

wao akua［わお_あくあ］
（神のみが住んでいると信じられた）遠方の
山岳地帯，荒野，砂漠．Wao akua nui o Sahara. サハラ大砂漠．聖書

［Baibala homolele］では 1 語つづり．〈逐語〉森林地帯．

wao kele［わお_けれ］降雨地帯．

wao nahele［わお_なへれ］内陸の森林地帯，ジャングル，荒野（あ
らの）．Alaka‘i ‘ia akula ‘o Iesū e ka ‘Uhane i ka wao nahele. イエスは

御霊によって荒野に導かれた．
- - wā ‘ōpio, wā ‘ōpiopio［わ/ヴァ_‘おぴお，わ/ヴァ_‘おぴおぴお］青年
時代．
wāpine［わぴね］
【植物】レモン・ヴァーベナ［lemon verbena］
（aloysia
triphylla）
：レモンの香りのする南米原産の低木．レイに使われる．
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wau［わう/ヴァう］
〔人称代名詞 1 人称単数 主格〕au. に同じ．わたし
は［が］（しばしば ‘o が先に付く）．PPN au.

wa‘u［わ‘う］
（チーズやリンゴなどを）おろす，こすり取る，削る，は
がす，爪で引っかく，摩擦によってすり減らす；おろし金，おろし

器具．PPN waku.
wā ua［わ/ヴァ_うあ］雨季．

wauke［わうけ/ヴァうけ］
【植物】カジノキ（Broussonetia papyrifera）：

東アジア産のクワ科のコウゾ属の木；その樹皮を用いてタパ布が

作られた．PCP (w)aute.

wa‘u niu［わ‘う/ヴァ‘う_にう］ヤシの実を削るおろし金［器］；ヤシの

実をおろす．
wā ‘u‘uku［わ/ヴァ_‘う‘うく］幼時，幼年時代．
〈逐語〉小さな時期．
wawā［わわ/ヴァヴァ］wā の 3 の重複形；騒がしい；騒音，騒々しい
口調，反響，怒号，遠く離れた声の響き；うわさされている，言わ
れている．ho‘owawa- . 大きな叫び声で騒ぎたてる．PPN wawaa.
wāwae［わわえ/ヴァヴァえ］1. 足．PPN wa‘e. 2. フラのステップの

総称．
wāwae huki［わわえ/ヴァヴァえ_ふき］足のけいれん．
wāwae‘iole［わわえ‘いおれ/ヴァヴァえ‘いおれ］1. 【植物】ヒカゲノ
カズラ（Lyccpodium cernuum）：ヒカゲノカズラ属の植物の総称；ハ

ワイではクリスマスの花輪などに使われるこけのようなつる植物．

2. ‘a‘ala‘ula（海草）と同じ．
wa- wae ki‘i［わわえ/ヴァヴァえ_き‘い］ki‘i というフラのステップ．
wāwae pahu［ヴァヴァえ_ぱふ］足につける太鼓．
wa- wahi［わわひ/ヴァヴァひ］wa-hi の重複形；こわす，突然…しだす，
破壊する．

wāwahi hale［わわひ/ヴァヴァひ_はれ］夜盗，押し込み強盗；こわし
て侵入する．
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wāwahi panakō［わわひ/ヴァヴァひ_ぱなこ］銀行強盗．

wawe［わうぇ/ヴァヴェ］早く，急いで，すぐに；速い，急速な．hiki-

wawe を参照．PPN wawe.
wē［うぇ/ヴェ］文字の「W」．

wehe［ヴェへ］1. 開ける，ほどく，解く，ゆるめる，…の衣服を脱が
せる，…のおおいを取る；（服などを）脱ぐ；（帽子を）あいさつのた

めに取る［持ち上げる］．ho‘owehe. 開けさせる，ほどかせる．PCP
we(f, s)e. 2. 逃げ去る．Ua wehe ke akule i ka hohonu. メアジ（魚）は

深みに逃げ込んだ．PCP we(f, s)e.

wehea［ヴェへあ］wehe の 1 の受身形または命令形．Ua wehea ‘ia e ka
ua a‘o Hina. ヒナ（女神）の雨によって目覚めさせられた．

wehena［ヴェへな］開けること，解くこと，脱ぐこと；（問題などの）
解答．

wehewehe［ヴェへヴェへ］説明する．Wehewehe ‘ana. 説明，明確に
すること．

wehi［ヴェひ］1. 飾りつけ，装飾；装飾する．ho‘owehi. 美しくする，
装飾する，飾る．2. ある人を讃えた歌．

wehiwa［ヴェひわ］1. カロ（タロイモ）の一種．wewehiwa も同じ．
2. 暗い．Hakuko‘i uli ka lani, ‘ōnoninoni ke ao, wehiwa hāpokopoko ka

‘ōpua. 〈歌詞〉空は暗やみで乱され，雲を激しく動かし，雲の切れ
端は暗い．3. 選ぶ；選ぶ対象．He pua wehiwa. よりすぐりの花．4.

サツマイモの一種．5. ハワイの言葉遊び．E hele ana ‘oukou i hea?「あ

なたがたはどこに行きますか」と問いかけ，
“U hulu unu ūkua ūhua（意

味不明な語呂あわせ）”などと答える．

wehiwehi［ヴェひヴェひ］wehi の重複形．wewehi も同じ．
〈比較〉uluwehiwehi.

weka［うぇか/ヴェか］1. イカやタコから吐き出されるすみ．2. 重さ．
weta も同じ．英語 weight より．
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weke［うぇけ/ヴェけ］1. 割れ目，すき間；（ドアなど を）少しだけ
開ける；切り離す，放つ，解く，はずす，ばらばらにする．PPN wete.

2. 【魚】食用魚として昔からたくさん捕獲されているヒメジの数種

類．PPN wete.
weke ‘a‘a-［うぇけ/ヴェけ_‘あ‘あ］
【魚】ヒメジ（Mulloidichthys somoen-

sis）：ヒメジ科の熱帯・亜熱帯産の海魚．
〈逐語〉
（色合いの）けばけ

ばしい weke.
wekekē［うぇけけ］ウイスキー．英語 whiskey より．
wēkiu［ヴェきう］頂上，最上位，最高点；最高の身分［地位］の．

wela［ヴェら］1. 熱い，暑い，興奮した；温度，熱，興奮．ho‘owela.
熱くする，かっとさせる，感情を刺激する．PPN wela. 2. puhi wela

［ウナギ］に同じ．3. サツマイモの新しい畑：新しく耕された畑．

wela ka hao［ヴェら_か_はお］楽しむのは今だ！ワーワー，キャーキ
ャーと騒ぐのは今だ！〈逐語〉鉄は熱い：英語の「鉄は熱いうちに
打て」がハワイ語では意味が変り「今の内に楽しめ」になったもの
と考えられる．
wēlau［ヴェらう］先端，末端，端．
Wēlau ‘Ākau［ヴェらう_‘あかう］北極．
Wēlau Hema［ヴェらう_へま］南極．

welawela［ヴェらヴェら］wela の 1 の重複形．‘Ai ā ka welawela. 熱く
して（蒸し焼きにして）食べる．

wele［ヴェれ］1. 吊した，ぶら下げた；（糸のように）細い，ほっそ
りした．2. …の雑草を除く．waele と同じ．PNP wele.

welelau［ヴェれらう］wēlau に同じ；（槍などの）先端に触れる．

welenia［ヴェれにあ］walania に同じ．

weleweka［ヴェれヴェか］布のベルベット．英語 velvet より．
〈比較〉
日本語のビロードはポルトガル語の veludo より転訛．

welewelelau［ヴェれヴェれらう］welelau［先端］の重複形．
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weli［ヴェり］1. 恐れ，恐怖；恐れて，こわがって．Kau ka weli, kū ka

weli. 恐怖でいっぱいの．ho‘oweli. びっくりさせる，こわがらせる，
恐れを誘発する．PPN weli. 2. ナマコ：体が長く，前端の口の回り

に触手がある．

welina［ヴェりな］aloha に似ている愛情のこもった挨拶．

weliweli［ヴェりヴェり］weli の 1 の重複形；激情的な，恐ろしい，身

の毛のよだつ；あがめるべき，尊い；（首長の言葉などが）丁寧な，

いんぎんな．ho‘oweliweli. ho‘oweli の重複形．

welo［ヴェろ］1. （風の中で旗などが）はためく，浮動する．2. （太

陽が）沈む，日没．Mai ka ‘ōmaka ‘ana o ka lā ma Kumu-kahi ā ka welo
‘ana a ka lā i Lehua. クムカヒ（ハワイ島の最東端）の日の出からレフ

ア島（ハワイ諸島の最西方）の日没まで．3. 子孫，後継者，親族．4.

苦いヒョウタン（瓢箪）の汁で作った下剤．

Welo［ヴェろ］1. 【ハワイ暦】ハワイの太陰暦における冬から春の月
の名．島により異なり，オアフ島では 2 月が相当．2. 【天体】カヌ

ーの航行に用いる星の名．

welowelo［ヴェろヴェろ］welo の 1 と 2 の重複形．wewelo も同じ．
Welo-welo ke aloha i ka ‘ōnohi. 瞳の中に愛しい人が揺らめく．Ho-kuwelowelo. 流れ星・すい星（彗星）．
〈参照〉hōkū lele, hōkū ‘ae‘a, hōkū

hele, hōkū lewa.

welu［ヴェる］ぼろ切れ，破れた破片；ぼろぼろの，すり切れた．PCP
welu.

weluwelu［ヴェるヴェる］welu の重複形；一口に細かく切った．

wena［ヴェな］
（朝焼けのような）輝き；（火などが）熱と光を発する．
Wena ‘ula. 赤く輝く．

Wenuka. ヴェヌカ．
【天体】金星，ギリシャ神話のヴィーナス．英語

venus より．Venuke, Venuse は異形．天体の金星にあたるハワイ語
には Hōkū-ahiahi, Hōkū-ali‘i などがある．
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wepa［ヴェぱ］uepa の 1. 2. 3. の異形．

weuweu［ヴェうヴェう］草，牧草；（あごひげのように）毛むくじゃ
らの，微毛状の．

wewe［ヴェヴェ］ ‘iewe（へその緒）と同じ．
wewehi［ヴェヴェひ］wehiwehi と同じ．
wewela［ヴェヴェら］welawela と同じ．

wewelo［ヴェヴェろ］welowelo と同じ．
wı-［ヴィ］1. 飢饉（ききん）；飢饉に苦しむ．2. （小児・ブタなどが）
キーキーいう［泣く］，
（鈴などが）チリンチリンと鳴る；風の音，歯
ぎしりの歯の音；すべてのかん高い音．3.【植物】タマゴノキ（Spon-

dias dulcis）：ソシエテ諸島原産のウルシ科の木；リンゴの風味を添

えた食用の実を結ぶ．PPN wii. 4.【植物】タマリンド（Tamarindus indica）：熱帯産のマメ科の常緑高木．wī ‘awa‘awa とも呼ぶ．

wiki［うぃき/ヴィき］急ぐ，急いで行く；急速な，速い，迅速な．Hele
wiki. 速歩．ho‘owiki. 急がせる，せき立てる．PPN（たぶん）witi.

wikiwiki［うぃきうぃき/ヴィきヴィき］wiki（速い・迅速な）の重複
形．PEP witiwiti.

wiko［ヴィこ］拒否権（君主・大統領・知事・上院などが法律案に対

して有する）；（提案・議案などを）拒否する．vito は異形．英語 veto
より．

Wilhelmina Rise［英語］ウィルヘルミナ・ライズ．
【地名】オアフ島

ホノルル市の地区名（地区 36）：船会社マトソンの関係者の Wilhelmina 氏に因んだ地名．この地区の旧ハワイ名は Pa‘ina.

624

wili［ヴィり］1. （ネジ・時計などを）巻く，ねじる，
（体などを）曲

げる，L 字型に曲げる，回す，ひねる，
（ドリルなどで）穴をあける；

（電話などの）ダイヤルを回す；（マットなどを）巻き上げる；（頭髪
などの）巻き毛．ho‘owili. （ネジを）巻く，とぐろを巻く，穴をあ

ける；（魚の群れなどを）かき混ぜる．PPN wili. 2. 粉砕器，穴あけ

［さく岩］機，ビット（ドリル用の刃）．

wilia［ヴィりあ］wili の 1 の受身形または命令形．
wilikı-［ヴィりき］技術者，看守；巧みな処理［工作］．
〈逐語〉回転か

ぎ．
-［ヴィり_こ
wili ko
］砂糖製造のための機械
［粉砕機］；サトウキビをひ
く．

wili kope［ヴィり_こぺ］コーヒーひき．

wili makani［ヴィり_まかに］風車．

wili oho［ヴィり_おほ］
（lei palaoa に使われているような）頭髪の巻き
毛またはふさ．

wilipua‘a［ヴィりぷあ‘あ］栓［コルク］抜き，錐（きり），木工ぎり，
らせん形木工ぎり．

wiliwili［ヴィりヴィり］1. wili の 1 の重複形．ho‘owiliwili. ho‘owili
の重複形．PPN wiliwili. 2. 【植物】ハワイに生息するマメ科の植物

（Erythrina sandwicensis）．

wiliwili haole［ヴィりヴィり_はおれ］
【植物】デイコ，デイゴ（Erythrina
variegata, orientalis の種，異名 E. indica）：熱帯産のマメ科デイゴ属の

数種の木の総称；マメに似た大きなふさ状の赤い花をつける．

wiliwiliwai［ヴィりヴィりわい］
（庭にある）スプリンクラー，芝生の

スプリンクラー．〈逐語〉よじれる（捩れる）水．
wīlou［うぃろう］
【植物】ヤナギ．英語の willow より．E like me nā wīlou
ma nā wai kahe. 流れのほとりの柳のように．
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wīneka［ヴィねか］酢，食用酢．pineka. も同じ．vinega は異形．英
語 vineger より．

wini［ヴィに］
（剣の先など）鋭い．ho‘owini. 鋭利にする，とがらす．
wiola［ヴィおら］弦楽器，ビオラ：バイオリン族の 4 弦の楽器で，バ

イオリンよりやや大きい．viola は異形．英語 viola および viol より．
Ka po‘e mele mamuli o ka wiola. ビオラとぴったり合わせて歌う人々．

wiola ‘umi［ヴィおら_‘うみ］10 弦の琴（たて琴）．viola ‘umi は異形．
- wīwī［ヴィヴィ］ほっそりした，細長い．PPN iwiiwi.

wiwo［ヴィヴォ］1. 気づかって，はにかみやの，内気な，心配して，
おずおずした．PCP wiwo. 2. 素直な；従う，…の言うことをきく．

wiwo ‘ole［ヴィヴォ_‘おれ］（何物をも）恐れぬ，勇敢な，大胆な．

wiwowiwo［ヴィヴォヴィヴォ］wiwo の 1 と 2 の重複形．

woela［ヴォえら］母音．英語 vowel より．woela kō. 長母音．
- - wo
- ［うぉ
wo
うぉ］ほえる，どなる．
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X

X, x〔アルファベット〕1）ハワイ語では X は使わない．X は K で借用
する．X/x のハワイ語での発音は主に英語読みである．ハワイ語から
みて外国語（主に英語）の表記，ハワイ語化の過程にある異形の表

記に使用する．２）代入する単語の意味で使われることがある．
〔用
例〕kēia X a‘e (X=pule). 来週．

X minuke i hala ka hola ‘eono (X minuke mahope o ka hola ‘eono). ６時
X 分過ぎ．X minuke mamua o ka hola ‘eono. ６時 X 分前．

Xmass［英語］クリスマス．Kalikamaka, Kalikimaka を参照．
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Y

Y, y〔アルファベット〕ハワイ語では Y は使わない．英語などの Y は

I で借用する．なおアルファベット Y/y のハワイ語での読みは英語
読みである．

Yokohana (Bay)［日本語_(英語)］ヨコハマ（・ベイ）．
【地名】この横

濱（浜）に由来するオアフ島の地名は複数ある．1）オアフ島西北部

（カエナ区画）の地域名：湾とあるが海岸（Keawaula Beach）．2）オ
アフ島西部（ワイアナエ区画）の地名．鉄道建設に従事した日本人
に由来．
〔解説〕オアフ島の鉄道は現在でもエヴァから西海岸沿いに
残っていて，休日に一部観光車両が走っている．

Yorktown［英語］ヨークタウン．
【地名】1）ホノルル西部（パール・

ハーバー区画）フォード・アイランドの《通り/Blvd.》の名，エアポ
ート（副地区）の《通り/Av.》街区の名．2）オアフ島エヴァ地方（エ

ヴァ区画）カラエロア空港北方の《通り/一画［York Town］》の名．
第二次大戦時の空母ヨークタウンに由来．

Y.W.C.A.［英語］ワイエムシーエー【団体名，施設名】Y.M.C.A : Young
Mens’s Christian Association Assosiation. Y.M.C.A.の施設は各地にあ

る．.
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Z

Z, z〔アルファベット〕ハワイ語では Z は使わない．Z は K に転訛し，
K で借用する．なおアルファベット Z/z のハワイ語での発音は英語
読みである．

zebera［ぜべら］→ kepela［けぺら］を参照．

Ziona, Siona［しおな†］シオナ．
【B 地名】口語訳はシオン．イスラ
エルのエルサレムの山（丘）の名．多くの場合イスラエルを意味す
る語として使われる．ハワイ語は Kiona［きおな］ですが，Ziona［し

おな］の方が使われる．
〔出現例〕Babulona を参照．例：「シオンの
娘=イスラエルの女性」．
〔文法〕英語のつづりは Zion (záiən). このよ

うな語の発音は，ハワイ語では使わない s 音，t 音を含む［しおな，ち
おな］，もしくは英語読みの (záiəna) としておき，ハワイ人が音を決

めたらそれにしたがう．より重要なのは語尾に母音が付くことであ
る．
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