
カテゴリー ラオス語 日本語 英語

音楽、芸能周辺 ຈ຺ຌຉີ 音楽 music

ເືື່ ຬຄຈ຺ຌຉີ ຑືື້ ຌເຫຓື ຄ 民俗音楽楽器 folk music　instrument

ເືື່ ຬຄຈ຺ຌຉີ 楽器 instrument

ສຽຄຈ຺ຌຉີ 音 sound

ວ຺ຄຈ຺ຌຉີ 合奏団 band

ຫລ ື້ ຌ 演奏する play

ຬັຈຆຽຄ 録音する reord

ຈີ ຈ 弾く(撥弦楽器) play(strings)

ສີ 弾く(擦弦楽器) play(strings)

ເຎ຺ າ 吹く blow

ຉີ 叩く、打つ hit

ຒັຄ 聞く listen to

ຒື້ ຬຌ 踊る dance

ເຑຄ 歌 song

ອື້ ຬຄເຑຄ 歌う sing

ຌື້ ກອື້ ຬຌ 歌い手、歌手 singer

ຆຽຄຎະຆາຌ 歌詞 lyrics

ຂັຍ/ລ າຉ ື່ ແງ 歌垣 utagaki

ຎື່ ຽຌັຌີ 即興 impromptu

ັາຫວະຈ຺ຌຉີ 旋律 melody

ແຌ 笙 kheen

ລ ຌແຌ 吹き口 reed of a kheen

ລູກແຌ 笙の管 pipe of a kheen

ຂີ ຆີ 蜜蝋（リード部固定の為の） beeswa

ຆ 二胡 oriental fiddle

ຆ ຬີ ື້ 二胡(高音) oriental fiddle（high tone）

ຆ ໂຬື້ 二胡(低音) oriental fiddle（low tone）

ຫຌື້ າຆ 二胡の皮部 pelt of oriental fiddle

ກະັຍຎີ ラオス三味線 lao guitar

ສາງ 弦 string

ັຌ 弦楽器の棹部 neck of strings

ຫຌື່ ງ 弦楽器の胴部 body of strings

ລະຌາຈ 木琴 xylophone

ລູກລະຌາຈ 木琴の鍵 key of a xylophone

ໄຓື້ ຉີ ລະຌາຈ 木琴の打棒 stick of a xylophone

ຂ ຓ サントゥール santoor 

ເຂັຓຉີ ຂີ ຓ サントゥールの打棒 stick of a santoor 



ກຬຄ 太鼓 drum

ກຬາຓ຺ຌ 太鼓(地面に置く) drum

ກຬາຫາຄ 太鼓(腋に挟む) drum

ຫຌື້ າກຬາ 太鼓の面部 face of a drum

ື້ ຬຌຉີ ກຬາ 太鼓の打棒 drum stick

ຸື່ ງ 笛 flute

ອູຸື່ ງ 笛の指穴 finger hole of flute

ຫຓ ລ າ モーラム good singer of lam

ຫຓ ຂັຍ モーカップ good singer of khap

ລ າ ラム folk song of lao

ຂັຍ カップ folk song of lao

ເຉີ ຓ カム族のカップ、ラム folksong of Khamu

ຎີ ໃຫຓື່ ラオス正月 new year of lao

ໂອຄລະຬຌ 劇場 theater

ຍູຌ 祭り festival

ເຎີ ຈ レコード、CDをかける turn on a CD/record

寺院音文化周辺 ເຂຈຬະຌຸລັກ 世界遺産地区 world heritage area

ວັຈ 寺 temple

ວັຈະຌະ າ 文化 culture

຺ລ 僧侶(8～19歳) monk

ູຍາ 僧侶（20歳～） monk

ສ ຓ 仏陀堂 hall of the Buddha

ຑະຑຸຈະອູຍ 仏像 statue of the Buddha

ໃອື ຬຌຌຬຌຂຬຄູຍາ 僧侶の住まい house of monks

າຈ 仏塔 stupa

ຉ຺ື້ ຌໂຑ 菩提樹 linden

ື້ ຬຄ 銅鑼 gong

ຫ  າຓາຈ 太鼓楼 drum tower

ລະັຄກາຄ 鐘 bell

ກະຈ ຄ 鈴 bell

ສາງກະຈ ຄ 鈴の中の金属 metal parts in a bell

ແຆ໋ ຄ 鉦 gong

ໂຎື່ ຄ 木鐸 wood bell

ໄຓື້ ັຄໂຎື່ ຄ 木鐸の突棒 wood bell stick

ກະແລ໋ ຄ カレン ka-leng

ຎະຉີ  ຌເຈື ຬຌ 月暦 lunar calendar

ວັຌສ ຌໃຫງື່ 満月 full moon

ຉັກຍາຈ 托鉢（行う側） mendicancy



ຍ ຌຑະຍາຈ 托鉢（僧侶側） mendicancy

ຆວຈຓ຺ຌ 読経 sutra

ວາຓເຆື ຬ 信心 belief

ອຬຈເວລາ 合図 signal

ຑ ີ ຐັຄຆ຺ຍ 葬式 funeral

ູຈ 火葬 cremation

音環境周辺 ຆຽຄຈັຄແອຄ 騒音 noise

ເຆັື້ ຌ 交通 traffic

ເຆັື້ ຌາຄ 道路 road

ສ ື່ ຄແວຈລື້ ຬຓ 環境 environment

ຫື້ າຓຏື່ າຌ 規制 regulation

ລ າໂຏຄ ステレオアンプ stereo amp

ແຬັຓ アンプ amp

ສຽຄຈ຺ຌຉີ ຸື້ ຓ モノサウンド mono sound

ຆຽຄແຫລຓ ステレオサウンド stereosound

ຎ ຈຆຽຌ 音を絞る turn a stero down

ຆຽຄວ຺ຌແຆວ うるさい noisy

ື່ ຬງ 静かな quiet

ຆຽຌື່ ຬງ 静かな音（音楽） quiet sound of music

ຆຽຌຽຍຆະຫຄ຺ຍ 静かな音（生活環境） quiet sound of environment

ສຽຄສູຄ 高音 high tone

ສຽຄຉ ື່ າ 低音 low tone

ລ຺ຈ 車 car

ລ຺ຈເກັຄ 乗用車 automobile/motorcar

ລ຺ຈຉູື້ ミニバン mini ban

ຉຸກ トゥクトゥク tuk tuk

ລ຺ຈັກ バイク motor cycle

ລ຺ຈເຓ バス bus

ລ຺ຈຉັກຆີ タクシー taxi

ລ຺ຈສຬຄແຊວ ソンテウ Songthaew

ຌັກື່ ຬຄື່ ຽວ 観光客 tourist

ເຑີື່ ຓຂື ື້ ຌ 増加する increase

ຫລຸຈ຺ຄ 減少する decrease

感情 ວາຓອູື້ ສຶ ກ 感情 feeling

ຓວຓ 心地よい comfortable

ຬຬຌຆຬຌ 深く心入る impressive

ໂຆກເຆ຺ ື້ າ 泣きの impressive

ເຫຄ຺ າ 悲しい sad


