
No. カテゴリー アリ語 日本語 英語
1 ケア alsh(i) 癒す、治す heal
2 boi 見守る、見張る guard
3 boise ケア care
4 boq(o)mi 思いやる consider
5 goisi 伺う ask
6 im 与える give
7 qelshi 助ける help
8 qelshidaab 助ける人 supporter
9 shed 見る look at

10 zen kit buda iizi 依存する depend on
11 結婚 aaya kai 奥さんの家出 runaway

12 entsa 結婚式（歩いて）
wedding
parade(walking)

13 iimi 嫁入り marriage
14 dhakma 婚資 bride wealth
15 maa tei 妻に迎える marry

16 sargi 結婚式（馬で）
wedding
parade(on a

17 死・病気 deesha 薬 medicine
18 dei 死 death
19 duuki 埋葬、墓 burial
20 eefi 葬式 funeral
21 hakim ei/eer 病院 hospital
22 kashi 相続する inherit
23 seeqami 病気 illness
24 yikaisem bointi 健康 health
25 zena 体、健康 body, health
26 社会 aki gapkinda pecha 村、いなか village
27 at'eli 世代 generation
28 beli 仲間 partner
29 kiikin doqointi 一緒に暮らすこと live together
30 deetsumi ed 偉大な人 great person

31
eya wallagagir
doqodi ed

一緒に住んでいる人
household
member

32 galta 仲介人 go-between
33 kali amingookee 〜のところにある locate

34
ki keezdibishi
masisee

認識する recognize

35 moisa 友人 acquaintance
36 mora 隣人 neighbor
37 utsuminti 関係 relation

38
宗教・文化

aizaab
プロテスタントではない
人（在来宗教を信仰す
る人）

non-
protestant(indigen
us religion)

39 anmain プロテスタント protestant

40 bonchi
尊敬（老人などに尊敬
の念を込めて席をゆず
ること）

respect

41 dambi 習慣、慣習、ならわし custom
42 geqa 文化 culture
43 idir 葬儀講 burial association
44 karta 役割 role
45 mata クラン clan
46 mix ei/eer 教会 church



47 saabi 神 god

48
saabikan mutsatt
iminti

供物 offering

49 saui
イースターの祝日のた
めの頼母子講のような
もの

mutual aid
association for
Easter

50
tabot tem
bonchidaab

エチオピア正教信者
Ethiopian
Orthodox

51
親族

aak/aaka 祖父/母
grand
father/mother

52 baaban 父 father

53 baisa
姻族（娘の旦那、もしく
は妻の両親）

husband of the
daughter or
parents of the

54 imchack(o) 母方のおば aunt

55 inans(o) 夫の父
father of the
husband

56 inden 母 mother
57 indepsi 兄弟 brother
58 innani 姉妹 sister
59 irko 母方のおじ uncle
60 toidi 長子 primogeniture

61 wotni(o)
兄弟（姉妹）の結婚相
手の姉妹（兄弟）

brothers or
sisters who are
same sex to
brothers or

62 生活 baza 借り dept
63 doqonti 暮らす live
64 gaba 市場 market
65 haami 畑 field
66 its 食べる eat
67 kai 行く go
68 kank ke doqodinda 生業 livelihood
69 kontrato 契約 contract
70 raat 寝る sleep
71 poksh 考える think
72 setsa 日、時代 day, time
73 setsa setsak daily
74 shen 売る、買う buy/sell
75 shenema 取引 business
76 shomet 活動 activity
77 sud 集める collect
78 timhurt ei/eer 学校 school
79 wooni 働く work
80 woonti maksie 果たす perform
81 zig 探す、求める seek, need
82 変化 aafmse 起こる occur
83 balqi kaitanda ed 移住者 immigrant
84 geqanam es 影響 influence
85 gujja 増加 increase
86 ranq 低下、劣化 decline
87 ooka 変化 change
88 qalmi 問題 problem
89 qalmi fijinti 悪影響 bad impact

90
ライフステージ

agli ed 壮年
manhood/womanh
ood



91 anza 娘 girl
92 eya baab 家長 householder
93 galta 老人 old man/woman
94 galtsin おじいさん grand father
95 geshen おばあさん grand mother
96 yintsi 子ども child
97 ki 夫 husband
98 maa 妻 wife
99 mard 声変わりした男の子 boy

100 mare ed 大人 adult
101 sheken ed 若者 young

102
歴史 bilezen woontanda

wooni
経験 experience

103 ena 昔 past
104 esinti 知識 knowledge
105 galtimi sets 老いてから old age
106 yintsimi sets 子どもの時 childhood
107 taa 今 now
108 waachita （政権などの）崩壊 fall
109 老化 aafi kaita 目が見えない blind
110 adma galtanda 閉経した menopause
111 doonech 老齢 old age
112 galtalta 老いた elderly

113
ku uo ku uti
mokdaab(m)/mokd
inda(f)

腰曲がり stoop with old age

114 lefinda
走ったり、働いたりでき
なくなった

tired

115 malqamta baab
体が自由に動かなく
なった

phisically-
disabled

116 tsitsa 白髪 white hair
117 tud(e) しわ line
118 ursiursai 耳が遠い bad hearing
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