地名でわかるハワイ語

フラのメレやオリの意味を知りたくて辞書を引いたけれども，出ていない．こん
な経験をしたことがあると思います．そういった語のほとんどが地名か人名なの
です．また，地名は日本の地名と同じように，合成語/複合語です，そのため，
「地
名の意味が分かればハワイ語は分かる」といっても言い過ぎではないのです．

— ハワイ語地名辞典：電子版 —
地名でわかるハワイ語
◆ ハワイ語地名辞典；電子辞書

• A5 版変形サイズの 2 段組 860 ページ

令和 元 年 9 月 15 日改訂版発行/旧ハワイ地名辞典
ISBN 978-4-901573-55-9

C0587 ￥4480E

定価（本体 4,480 円+税）
◆ 購入：当社ホームページ・ショップ，Amazonn から購入出来ます．データは
USB メモリーカード，必要により net で提供いたします．

◆ 特徴：ハワイの地名のほとんどがハワイ語です．

• 主なメレ［歌］に出てくる地名・人名を網羅．ハワイの歴史，伝説も解説．
• 観光パンフッレットにある地名はほとんど解説してあります．

• 標準的なハワイ語表記と，アクセント・ユニット表記（地名の多くは日本と同
じ複合語です）で地名の意味がわかる構成になっています．

• 発音，カタカナ書きもあります．

• 関連地名，まぎらわしい地名はマイナーな語も掲載．
• ホノルルはマイナーな地名も掲載．

• Baibala［聖書］に出てくる『B 人名，B 地名』で，各言語からハワイ語への変
化が比較できます．

◆ 使い方—検索：電子書籍特有の機能に検索があります．
• ハワイ語検索の際の留意点はオキナとカハコーです．

オキナ［ ‘ ］：起こしのクォートは，unicode のコード表で，
unicode 00002018
一般的な句読点にあります．

カハコー［ Ā/ā Ē/ē Ī/ī Ō/ō Ū/ū ］は unicode のコード表で，
unicode 00000100
ラテン文字拡張 A にあります．

※ 言語，キーボードの設定は機種により異なります．

• 町で出逢う地名は必ずしも「標準的なハワイ語表記」ではありません．その際

は「カタカナ」で検索してみてください．オキナ［ ‘ ］は無視して，カハコー

は「音引き」，または「無視してためす」などで目的の地名にたどり着けます．
もちろん，紙の辞書同様に「ページにあたりをつけて，めくって探し出す」こ
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とも可能です．2 ページに目次があります．

• つづりの分かっている地名の一部から，検索を試みる方法もあります．

◆ インターネット（WiFi, イーサネット）接続での地名検索では，地名の後に，
“Topo Map”をつければ USGS の「地形図」が hit します．島名と地図区画名で
位置が分かります．

ハワイ語地名辞典の使い方：本文は 2 段組みです
ホノルル［Honolulu］，ワイキーキー［Waikīkī］，小さい［iki/Iki］，大きい［nui/Nui］
を例に見てみましょう．

ホノルル［Honolulu］：ホノルル［Honolulu］はホノ［Hono］とルル［lulu］の
合成語です．

▼見出し語の Honolulu を引くと次の説明があります：本文は 2 段組です．

Honolulu［ほのるる］ホノルル．
【地名】ハワイ国/州の《郡名》．オアフ島はホノ
ルル郡に属する．オアフ島の《地方名（ホノルル区画，ココ・ヘッド区画）》．同
地方の《地図区画名：ホノルル区画（80-14）》．同地方の《市の名†》．ホノルル
市はハワイ国/州の州都であり郡都．ホノルル港あたりはかつては，コウ，マー
マラと呼ばれていた．
【地名】ハワイ島東部プナ地方（マクウ区画）の《土地区分：波止場［Honolulu
Landing］など》の名．

〈語意〉Hono-lulu：守られた湾，静かな入り江．⇒ lulu および kou, māmala を参
照．kou, māmala

†本書ではホノルル市は地区名，副地区名で表記してある．
▼合成語の成分（形態素といいます）の Hono- には次の説明があります．

Hono-［ほの-］
〔接辞〕
「湾，入江，峡谷，絶壁」を意味する接頭辞/形態素で，地

名などに使われている：Honoka‘a, Honokahua, 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．

この後に，Hono が頭にくる地名などが，続いています．
▼lulu には次の説明があります．

記号の〔 ⁋ 〕以降は lulu を含む地名などです．

lulu［るる］nvi. 波などない静かな状態・状況をいう．訳は静かな，平穏，隠れ場，
保護，保護するなど．

⁋ Honolulu. 【地名】ホノルル
Kalulu. 【地名】カルル．
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Waikīkī
▼参照先の Māmala には次の説明があります．
Māmala［ままら］マーマラ．
【人名】オアフ島の伝説の女首長の名．サメの化身
とも言われ，コナネ・ゲームとカヴァ酒を好み，サーフィンに興じた．

【地名】1）オアフ島，ホノルル地方のホノルル湾からパール・ハーバー一帯・海

域の古い呼び名．KekaioMāmala も同じ．現在は英語表現で，
“Māmala Bay”．2）ホ

ノルル港の古い名前．⇒ KekaioMāmala を参照．
⁋ Ka nuku a‘o Māmala. ホノルル湾の入り口．
▼参照先の Kou には次の説明があります．

Kou［こう］コウ．
【地名】1）ホノルル港とその付近の古い名前．2）オアフ島各
地の《一画/Pl.》の名．エヴァ地方（ワイパフ区画）ミリラニ．コオラウ・ポコ
地方（カーネオへ区画）カーネオへ．ホノルル地方（パール・ハーバー区画）ソ
ルト・レイク．

ワイキーキー［Waikīkī］：ワイキーキー［Waikīkī］はワイ［Wai］とキー
キー［kīkī］の合成語です．

▼見出し語の Waikīkī を引くと次の説明があります：本文は 2 段組です．
-Waikīkī［わいきき］ワイキーキー．
【地名】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．
〔沿革〕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）．

〈語意〉Wai-kīkī：噴き出る水．⇒ kīkī を参照．
▼合成語の成分（形態素といいます）の wai（固有名詞の語頭は大文字で始めます）
には次の説明があります．

1）記号の〔 ⁋ 〕以降は wai を含む地名などです．
wai が頭になる語は見出し語になっています．

wai-1［わい］1）nvs. vi. 水，
（海水以外のすべての）液体，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，色，形）；流れ
出る，わき出る；水のような，流動性の．
〈比較〉hanawai.

⁋ Hamuwai. 【地名】ハムワイ．

Hi‘ilaniwai. 【地名】ヒイラニワイ．

Hipawai. 【地名，ヘイアウ】ヒパワイ．

Honouliwai/Honouli Wai. 【地名】ホノウリワイ/ホノウリ・ワイ．
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Honowai. 【地名】ホノワイ．

Hopuwai. 【地名】ホプワイ．
Huawai. 【地名】フアワイ．

hua wai. 水の容器，水を入れるヒョウタン．hue wai の異形/訛り．

hue wai. 水の容器，水を入れるヒョウタン．
Huliwai. 【地名】フリワイ．

Inuwai. 【気象】イヌワイ．優しい海風．
ipu wai. 水を入れる容器/びん．
ipu wai ‘au‘au. 洗面器．

Ka‘alāwai. 【地名】カアラーワイ．
Ka‘ewai. 【地名】カエワイ．

Kahāhāwai. 【地名】カハーハーワイ．
Kahalewai. 【人名など】カハレワイ．
kahawai. 流れ，川，谷，峡谷．
Kahawai. 【地名】カハワイ．

Kahawaiiki. 【地名】カハワイイキ．

Kahawaili‘ili‘i. 【地名】カハワイリイリイ．
Kahawainui. 【地名】カハワイヌイ．
Kahewai. 【地名】カヘワイ．

Kāheawai. 【地名】カーヘアワイ．
Kahenawai. 【地名】カヘナワイ．

KāHinawai. 【地名】カーヒナワイ．

Kahuailanawai. 【地名：池】カフアイラナワイ．
Kahuawai. 【地名】カフアワイ．
Kahuwai. 【地名】カフワイ．

Kaimanawai. 【地名】カイマナワイ，

Kalamawai‘awa‘awa. 【地名】カラマワイアワアワ．
Kalapawai. 【地名】カラパワイ．

Kalihiwai/Kalihi Wai.【地名】カリヒワイ/カリヒ・ワイ．
KālunawaiKa‘ala. 【地名】カールナワイカアラ．
Kamanawai. 【地名】カマナワイ．

Kamanuwai. 【地名】カマヌワイ．
Kānewai. 【地名】カーネワイ．

Kāpīwai. 【地名】カーピーワイ．
Kauluwai. 【地名】カウルワイ．

Kawa‘aloa. 【地名】カワアロア．
Kawai. 【地名】カワイ．
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wai/Wai を含む地名など
KawaiaHa‘o. 【キ教会】カワイアハオ．
Kawaihae. 【地名】カワイハエ．

Kawaihāpai. 【地名】カワイハーパイ．
Kawaihau. 【地名】カワイハウ．
Kawaihoa. 【地名】カワイホア．

Kawaiholo. 【地名】カワイホロ．

KawaihūaKāne. 【伝説の泉】カワイフーアカーネ．
Kawai Iki/Kawaiiki. 【地名】カワイ・イキ．
Kawaikapu. 【地名】カワイカプ．
Kawaiki. 【地名】カワイキ．

Kawaikilokanaka. 【地名：歴史】カワイキロカナカ．
Kawaikilokohe. 【地名：歴史】カワイキロコへ．
Kawaikini. 【地名】カワイキニ．

Kawaikōī. 【地名】カワイコーイー．
Kawaiku‘i. 【地名】カワイクイ．

Kawailena. 【地名】カワイレナ．

Kawailewa. 【地名】カワイレヴァ/カワイレワ．
Kawailoa. 【地名】カワイロア．

Kawainui/Kawai Nui. 【地名】カワイヌイ/カワイ・ヌイ．
KawaioKahalaopuna. 虹を表す表現．

Kawaipaka/Kawaipoko. 【地名】カワイパカ/カワイポコ．
Kawaipapa. 【地名】カワイパパ．

Kawaipoko/Kawaipaka. 【地名】カワイポコ/カワイパカ．
Kawaipū‘olo. 【地名】カワイプーオロ．
Kawai‘ula. 【地名】カワイウラ．

Kawaiuliuli. 【地名】カワイウリウリ．

Keawewai. 【地名】ケアウェワイ/ケアヴェワイ．
Kepaniwai. 【地名】ケパニワイ．
Kunawai. 【地名】クナワイ．

Kūmelewai. 【地名】クーメレワイ．

Lā‘ieikawai. 【神名：人名】ラーイエイカワイ．
Laniwai. 【地名：メレ】ラニワイ．

Luahinewai. 【地名】ルアヒネワイ．
Luawai. 【地名】ルアワイ．

Manawai. 【地名】マナワイ．

Manawainui. 【地名】マナワイヌイ．

Manawaipueo. 【地名】マナワイプエオ．
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Manowainui. 【地名】マノワイヌイ．

Manowai‘ōpae. 【地名】マノワイオーパエ．
Maunawai. 【地名】マウナワイ．
Moanawai. 【地名】モアナワイ．

Nālimawai. 【地名】ナーリマワイ．
Nininiwai. 【地名】ニニニワイ．

Niuhelewai. 【地名：歴史的】ニウヘレワイ．
‘oihana wai/‘Oihana wai. 浄水所，水道局

Pāikahāwai. 【地名：水田】パーイカハーワイ．
Paliwai’ole. 【地名】パリワイオレ．
Piliwai. 【地名】ピリワイ．

Poliwai. 【地名】ポリワイ．

Pūhāwai. 【地形：泉】プーハーワイ．

Pu‘uwaihu‘ena. 【地名】プウワイフエナ/プウヴァイフエナ．
‘Umiwai. 【地名】ウミワイ．

2）また wai/Wai-には次の意味もあります．

wai-2［わい］
〔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．

Wai-［わい］
〔接頭辞〕合成語（複合語）として川や小川の名前，地名に使われる．
1 語つづりである．なお wai には「水になる」という意味もあり（vs，loa‘a 型），

特に地名の場合は神の水，ペレの水（神によって水が与えられた，ペレによって
水に変えられた）となる．

— Wai が頭にくる地名などが，続いています —

▼参照先の kīkī には次の説明があります．

記号の〔 ⁋ 〕以降は kīkī を含む地名などです．

-kīkī［きき］1）kī の 3）の重複形．撃つ，水などが噴出する．2）
【鳥】
（チドリに
似た）鳥の名．3）n. 食べ物などを入れるかご．
⁋ Kānekīkī. 【地名】カーネキーキー．
Waikīkī. 【地名】ワイキーキー．

6

［iki/Iki］を含んだ語

見出し語からは位置と語意が分かります．
合成語の一部からもカタカナ書きからも
引ける構造になっています
日本には，大字⇔小字．大金⇔小金．大木⇔小木．大川⇔小川．大沢⇔小沢．大
山⇔小山．大売り出し，大火，大地震，大家・・・．小商い，小売り，小銭・・・
など，大小を含んだ地名や用語が数多くあります．ハワイ語も同じく．大きい
［nui/Nui］，小さい［iki/Iki］を含んだ語が多数あります．

小さい［iki/Iki］を含んだ語

▼ 見出し語の iki を引くと次の説明があります：本文は 2 段組です．
記号の〔 ⁋ 〕以降が iki/Iki を含む地名などです．

iki［いき］nvs. 小さい，少し，少しだけ；小さな．

⁋ ‘A‘awaiki/‘A‘awa Iki. 【地名】アアワイキ/アアワ・イキ．
Ahupū Iki. 【地名】アフプー・イキ．
Akaluaiki. 【地名】アカルアイキ．
‘Alaeiki. 【地名】アラエイキ．

‘Alaeloaiki. 【地名】アラエロアイキ．
‘Āpu‘uiki. 【地名】アープウイキ．

Hālawaiki. 【地名】ハーラワイキ．

Hana‘ulaiki. 【地名】ハナウライキ．
Hauiki. 【地名】ハウイキ．

Hīlea Iki. 【地名】ヒーレア・イキ．

Honokāne Iki. 【地名】ホノカーネ・イキ．
Ho‘olawaiki. 【川】ホオラワイキ．
Ka‘alāiki. 【地名】カアラーイキ．

Kā‘aweiki. 【地名】カーアウェイキ．
Ka‘ena Iki. 【地名】カエナ・イキ．
Kahanaiki. 【地名】カハナイキ．
Kahauiki. 【地名】カハウイキ．

Kahawaiiki. 【地名】カハワイイキ．
Kaholaiki. 【地名】カホライキ．

Kahuaiki. 【地名：川】カフアイキ．
Kalamaiki. 【地名】カラマイキ．

Kalamaiki. 【地名】**カラマイキ．

Kaleleiki. 【地名：川】カレレイキ．
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Kalonaiki. 【地名】カロナイキ．
Kaluaiki. 【地名】カルアイキ．
Kamaiki. 【地名】カマイキ．

Kamanaiki. 【地名】カマナイキ．

Kamana Iki. 【地名】カマナ・イキ．

Kamehame Iki/Kamehameiki. 【地名】カメハメ・イキ/カメハメイキ．
Kamilo Iki/Kamiloiki. 【地名】カミロ・イキ/カミロイキ
Kanalo Iki. 【地名】カナロ・イキ（谷）．
Ka‘ōiki. 【地名】カオーイキ．

Kapapaiki. 【地名：文献】カパパイキ．

Kauaikinanā. 【地名】カウアイキナナー．
Kauiki. 【地名】カウイキ．

Kawaiiki/Kawai Iki. 【地名】カワイイキ/カワイ・イキ．
Kawaiki. 【地名】カワイキ．

Kawākiuiki/Kawākiu Iki. 【地名】カワーキウイキ/カワーキウ・イキ．
Keali‘i Iki. 【地名】ケアリイ・イキ．

Keawaawaiki. 【地名：不明】ケアワアワイキ．
Keawaiki. 【地名】ケアワイキ．

Keawa Iki. 【地名】ケアワ・イキ．

Keawāwaiki. 【地名】ケアワーワイキ．

Keaweiki. 【地名】ケアウェイキ/ケアヴェイキ．
Keonepoko Iki. 【地名】ケオネポコ・イキ．

Kīpuka o Pele Iki. 【地名】キープカ・オ・ペレ・イキ．
Kīpuka Pele o Iki. 【地名】キープカ・ペレ・オ・イキ．
Kohanaiki. 【地名】コハナイキ．
Kokoiki. 【地名】ココイキ．
Koloiki. 【地名】コロイキ．

Kūapu‘uiki. 【地名・泉】クーアプウイキ．
Kukui‘ulaiki. 【地名】ククイウライキ．
Lapaiki. 【地名】ラパイキ．
Lauiki. 【地名】ラウイキ．

Laupāhoehoe Iki. 【地名】ラウパーホエホエ・イキ．
Makuaiki. 【地名】マクアイキ．

Mālamalamaiki. 【地名】マーラマラマイキ．
Manaiki. 【地名】マナイキ．

Maulua Iki. 【地名】マウルア・イキ．

Maunaiki/Mauna Iki. 【地名】マウナイキ/マウナ・イキ．
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［iki/Iki］を含んだ語
Niuiki/Niu Iki. 【地名】ニウイキ/ニウ・イキ．
Nunuluiki. 【地名】ヌヌルイキ．

Pākini Iki. 【地名】パーキニ・イキ．
Pānau Iki. 【地名】パーナウ・イキ．
Papaka Iki. 【地名】パパカ・イキ．
Papaiki. 【地名】パパイキ．

Pāpapaiki. 【地名】パーパパイキ．
Pohoiki. 【地名】ポホイキ．

Polaiki/Pola Iki. 【地名】ポライキ/ポラ・イキ．
Po‘opo‘oiki. 【地名】ポオポオイキ．

Pūehuehu Iki. 【地名】プーエフエフ・イキ．
Pulehuiki. 【地名】プレフイキ．

Pu‘u Iki/Pu‘uiki. 【地名】プウ・イキ/プウイキ．

Pu‘u ‘O Moa‘ula Iki. 【地名】プウ・オ・モアウラ・イキ．
Wa‘aiki. 【地名】ワアイキ．

Wai‘alae Iki/Wai‘alaeiki. 【地名】ワイアラエ・イキ/ワイアラエイキ．
Waikahekahe Iki. 【地名】ワイカヘカヘ・イキ．
Waikoloa Iki. 【地名】ワイコロア・イキ．
Wailua Iki. 【地名】ワイルア・イキ．
Waipaoiki. 【地名】ワイパオイキ．

▼参照先の iki には繰り返し語/畳語じょうごがあります．

ikiiki［いきいき］nvi. 息苦しいほど蒸し暑い；このような様．

⁋ Kikiakalā. 【地名】キキアカラー．kiiki は ikiiki の省略形．

Kikiwelawela. 【地名】キキウェラウェラ．kiiki は ikiiki の省略形．

Ikiiki［いきいき］イキイキ．
【地名】オアフ島コオラウ・ポコ地方（カーネオへ区
画）カーネオへ/ヘエイアの《通り/St.》の名．

大きい［nui/Nui］を含んだ語

▼見出し語の nui を引くと次の説明があります：本文は 2 段組です．
記号の〔 ⁋ 〕以降が nui/Nui を含む地名などです．

nui［ぬい］nvs. 大きい；量が多い；大きさ．日本語訳は文脈で選ぶ．例．Kame-

hameha Nui. カメハメハ大王．Kapi‘olaninui. カピオラニ王妃（記念会館）．大きさ
⇒形・寸法など．

⁋ ‘A‘awanui/‘A‘awa Nui. 【地名】アアワヌイ/アアワ・ヌイ．
Ahupū Nui. 【地名：不明】アフプー・ヌイ．
Akaluanui. 【地名】アカルアヌイ．
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‘Alaenui. 【地名】アラエヌイ．

‘Alaeloanui. 【地名】アラエロアヌイ．
‘Alae Nui. 【地名】アラエ・ヌイ．

alanui. 道路，大通り，ハイウェイ．

alanui hele wāwae. （特に舗装した）歩道．
Alapa‘inui. 【人名】アラパイヌイ．

(Kōwā) ‘Alenuihāhā. 【海峡】（コーワー・）アレヌイハーハー．
‘Ēkahanui. 【地名】エーカハヌイ．

haku nui. （大農園や商店の）経営者．
Hale Pule Nui. 大聖堂．

Hihinui. 【地名】ヒヒヌイ．

Hīlea Nui. 【地名】ヒーレア・ヌイ．
Hoenui. 【地名】ホエヌイ．

Hōkūnui. 【地名】ホークーヌイ．

Honohononui. 【地名】ホノホノヌイ．
Honokāne Nui［ほのかね_ぬい］ホノカーネ・ヌイ．【地名】

Honolulu Nui/Honolulunui. 【地名】ホノルル・ヌイ/ホノルルヌイ．
Ho‘olawanui. 【地名】ホオラワヌイ．

Huluhulunui. 【地名】フルフルヌイ．

Ka‘ali‘alinui/Kā‘alinui. 【地名：谷】カアリアリヌイ/カーアリヌイ．
Kahamainui. 【地名：文献】カハマイヌイ．
Kahananui. 【地名】カハナヌイ．
Kahanui. ．【地名】カハヌイ

Kahaunui. 【地名】カハウヌイ．

Kahawainui. 【地名】カハワイヌイ．
Kahelunui. 【地名】カヘルヌイ．
Kahikinui. 【地名】カヒキヌイ．
kakahiaka nui. 早朝．

Kalamanui. 【地名】カラマヌイ．
Kaluanui. 【地名】カルアヌイ．

Kamakanui‘aha‘ilono. 【神名】カマカヌイアハイロノ．
Kamananui. 【地名】カマナヌイ．

Kamehameha Nui. 【人名】カメハメハ大王．
Kamilo Nui. 【地名】カミロ・ヌイ．

Kanakaleonui. 【地名】カナカレオヌイ．
Kanakanui. 【地名】カナカヌイ．

KānenuioHamo. 【地形：火口】カーネヌイオハモ．
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Kapa‘anui. 【地名】カパアヌイ．

Kapakanui. 【地名；滝】カパカヌイ．

Kapi‘olaninui. 【建物】カピオラニヌイ．
Kauanui. 【地名：伝説】カウアヌイ．
Kaununui. 【地名】カウヌヌイ．

Kawainui/Kawai Nui. 【地名】カワイヌイ/カワイ・ヌイ．

Kawākiunui/Kawākiu Nui. 【地名】カワーキウヌイ/カワーキウ・ヌイ．
Kawa Nui. 【地名】カワ・ヌイ．

Kaweonui. 【地名】カウェオヌイ/カヴェオヌイ．
Keali‘i Nui. 【地名】ケアリイ・ヌイ．
Keawanui. 【地名】ケアワヌイ．

Keawa Nui. 【地名】ケアワ・ヌイ．

Keawenuia‘Umi. 【人名】ケアウェヌイアウミ/ケアヴェヌイアウミ．
Keli‘iahonui. 【人名】ケリイアホヌイ．
Kenui.【地名】ケヌイ．

Kē Nui. 【地名】ケー・ヌイ．

Keonepoko Nui. 【地名】ケオネポコ・ヌイ．
Kōnāhuanui. 【地名】コーナーフアヌイ．

Kōwā ‘Alenuihāhā. 【海峡】アレヌイハーハー海峡．
kuhinanui/kuhina nui. 摂政，内閣総理大臣．
Kukuinui. 【地名】ククイヌイ．

Kūmūnui‘aiake. 【地名】クームーヌイアイアケ．
lānui. 休日．

Lānui. 【地名】ラーヌイ．

Laukīnui. 【地名】ラウキーヌイ．

Laulaunui. 【地名】ラウラウヌイ．

Laupāhoehoe Nui. 【地名】ラウパーホエホエ・ヌイ．
Mahinanui. 【島名】マヒナヌイ．
Mahinui. 【地名】マヒヌイ．

Makanui. 【地名】マカヌイ．

Manawainui. 【地名】マナワイヌイ．
Manowainui. 【地名】マノワイヌイ．

Maulua Nui. 【地名】マウルア・ヌイ．

Moananuikalehua. 【神話・神名】モアナヌイカレフア．
Moanui. 【地名】モアヌイ．

Moanuiahea/Hea. 【地名】モアヌイアへア．
Mohokea Nui. 【地名】モホケア・ヌイ．

11

ハワイ語地名辞典の使い方
Moinui. 【地名】モイヌイ．

Moloka‘inuiaHina. 【地名：愛称】モロカイヌイアヒナ．
Nunulunui. 【地名】ヌヌルヌイ

Pākini Nui. 【地名】パーキニ・ヌイ．
Pānau Nui. 【地名】パーナウ・ヌイ．
Pānui. 【地名】パーヌイ．

Papaka Nui. 【地名】パパカ・ヌイ．

Pāpa‘a‘eanui. 【地名】パーパアエアヌイ．
Pāpa‘anui. 【地名】パーパアヌイ．
Papanui. 【地名】パパヌイ．

Pōhakunui. 【地名】ポーハクヌイ．

Polanui/Pola Nui. 【地名】ポラヌイ/ポラ・ヌイ．
Pua‘aha‘unui. 【地名】プアアハウヌイ．

Pūehuehu Nui. 【地名】プーエフエフ・ヌイ．
Pulehunui. 【地名】プレフヌイ．

Pueohulunui. 【地名】プエオフルヌイ．

Pūniu‘ōhua Nui. 【地名】プーニウオーフア・ヌイ．

Pu‘umāhanaluanui/Pu‘umāhanalua Nui.【地名】プウマーハナルアヌイ/プウマー
ハナルア・ヌイ．

Pu‘unui. 【地名】プウヌイ．

Pu‘u ‘O Moa‘ula Nui. 【地名】プウ・オ・モアウラ・ヌイ．
UliulikapalioKahikinui. 格闘技［lua］の技の 1 つ．
Ununui. 【地名：文献】ウヌヌイ．

Wahinemakanui. 【地名】ワヒネマカヌイ．

Wai‘alae Nui/Wai‘alaenui. 【地名】ワイアラエ・ヌイ/ワイアラエヌイ．
Waianui. 【地名】ワイアヌイ．

Waianukole. 【地名】ワイアヌコレ．

Waikahekahe Nui. 【地名】ワイカヘカヘ・ヌイ．
Wailua Nui. 【地名】ワイルア・ヌイ．

Wiliwilinui. 【地名】ヴィリヴィリヌイ/ウィリウィリヌイ．
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