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1.はじめに

　この小冊子は 1⃝清水育男，當野能之, Johanna

Karlsson, 梅谷綾『高度配信外国語教育全国配信シ

ステムプロジェクト スウェーデン語独習コンテン

ツ』（2010年：WEB教材）*1と 2⃝清水育男，ウル
フ・ラーション，當野能之『世界の言語シリーズ

12 スウェーデン語』（2016：大阪大学出版会）を基

にした語彙集です．両教材で使用されたすべての語

彙を収録しています．語彙集を作成するにあたり，

誤りの訂正などを行いました．さらに第 4.0版から

は，スウェーデンで刊行されている代表的なス

ウェーデン語の教科書である 3⃝Levy Scherrer,

Paula & Karl Lindemalm. ”Rivstart A1+A2

Textbok. 2:a uppl.” (2014: Natur & Kultur) で

使用されている語彙を加えました*2．

　本冊子に収録されている見出し語の数はおよそ

4,800，イディオムやコロケーション等は約 1300

あまりが掲載されています．以下ではこの語彙集の

使用方法について，簡単に解説します．

2. 語彙集の構成

　語彙集は，見出し語・品詞・変化形・意味・イ

ディオム等の順で記載されています．また，発音な

どの注意事項が説明されている語もあります．

2.1 見出し語

　各見出し語の母音の下に直線あるいは点が付され

ている場合はその母音を含む音節に強勢があり，さ

らに，直線は長母音であることを，点は短母音であ

ることを表しています．

　見出し語が名詞の場合，その前に en, ett を付け

ることで，その名詞の性が EN-名詞（共性名詞）か

*1 http://el.minoh.osaka-u.ac.jp/wl/sv/index.html
*2 同書に準拠した語彙集（Rivstart A1+A2 Textbok Or-

dlista (engelska)）が Natur & Kultur社の HPで公開
されており，それを基に， 1⃝ 2⃝に掲載されていない単語
を，本語彙集に追加しました．

ETT-名詞（中性名詞）かが一目で分かるようにし

てあります．(en), (ett)のようにカッコで括られて

いる場合は，その名詞が不可算名詞であること（あ

るいは，通常，不可算名詞で使われること）を表し

ています．不規則な変化形は見出し語として取り上

げ，→の後に基本形が示されています．

2.2 品詞

　見出し語に続き，品詞が表示されています．品詞

の略号は以下の通りです．

名⃝ 名詞, 固⃝ 固有名詞, 冠⃝ 冠詞, 代⃝ 代名詞, 形⃝ 形容

詞, 動⃝ 動詞, 助⃝ 助動詞, 前⃝ 前置詞, 副⃝ 副詞, 接⃝ 接

続詞, 数⃝ 数詞, 間⃝ 間投詞

　また，品詞ではありませんが，句（フレーズ）の

形で見出し語に挙げている場合は 句⃝ と，略語が見

出し語である場合は 略⃝ と表示されています．略語

は→の後に省略されていない元の形が示されてい
ます．

2.3 変化形

　品詞に続き，< >内には名詞や動詞の変化形が記

載されています．名詞は単数既知形・複数未知形・

複数既知形の順で，動詞は現在形・過去形・完了分

詞・命令形の順で記してあります．さらに形容詞，

所有代名詞，一部の不定代名詞，指示代名詞は単数

中性形・複数形の順で示してあります．×はその変

化形などが存在しないことを, – は無変化，つまり

見出し語と同じ形が使われることを意味します．

2.4　意味

　変化形に続いて，意味を載せてあります．単語の

日本語訳は，上掲の教材に出てきた文脈に合う訳，

もしくは代表的な訳語を挙げるにとどめてあります

が，本文に出て来る意味以外にも特に重要な意味を

持つ語については，その語の一面的な理解に陥らな

いように，適宜，意味記述を加えてあります．
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2.5　例文

　例文が載せられている場合もあります．例文は，

1⃝のWEB教材で使われたものを使用しました．

また， 3⃝に準拠した語彙集に掲載されている会話の
定形表現も一部掲載しました．

2.6　イディオムなど

　見出し語を含む構文やイディオムやコロケーショ

ン，再帰動詞や小辞動詞が載せられているものもあ

ります．また，
�� ��発音 では発音に関する注意事項が，

▶の後には，それ以外の注意事項が記載されていま
す．また，英⃝では対応する英語の単語を載せてあり
ます．

3.　おわりに

　本冊子は今後も記述内容および語彙数を充実させ

ていく予定です．ちなみに， 2⃝の書籍では接続詞
（16課・23課），前置詞（28課），小辞（29課）が

アルファベット順に配列され，意味・用法・例文等

が挙げられていますのでそちらも，辞書代わりにご

活用ください．本冊子で誤植などを見つけられまし

たら，大阪大学大学院言語文化研究科 當野能之*3

までご連絡いただけましたら幸いです*4．

　

*3 tohno@lang.osaka-u.ac.jp
*4 本冊子は JSPS科研費 21K00678による助成を受けた研
究成果の一部です．

A

AB 略⃝
�� ��発音 /a

¯
be
¯
/ → aktiebolag 株式会社．

absolu
¯
t 副⃝ 絶対に．

�� ��発音 /apsolu
¯
t/ Absolut!

そうですとも，その通り．Absolut inte! とん

でもない．

en acce.nt 名⃝ <accenten, accenter, accenterna> ア

クセント．

en a.ctionfi.lm 名⃝ <-filmen, -filmer, -filmerna> ア

クション映画．
�� ��発音 /ä.kSen-/

en ada.pter 名⃝ <adaptern, adaptrar, adaptrarna>

アダプター．

ett a.djekti¯
v 名⃝ <adjektivet, adjektiv, adjektiven>

形容詞．

adjö
¯
間⃝ さようなら．

�� ��発音 -d- は発音しない．▶
古く改まった表現．一般的には hejd̊aが用いら

れる．

adr. 略⃝ → adress 住所．

en adre.ss 名⃝ <adressen, adresser, adresserna>

住所．

ett adve.rb 名⃝ <adverbet, adverb, adverben>

副詞．

en advoka
¯
t 名⃝ <advokaten, advokater,

advokaterna> 弁護士．

en advoka
¯
tby

¯
r̊a 名⃝ <-byr̊an, -byr̊aer, -byr̊aerna>

弁護士事務所．

en affä
¯
r 名⃝ <affären, affärer, affärerna> 店．

en affä
¯
rsma.n 名⃝ <-mannen, -män, -männen> ビ

ジネスマン．
�� ��発音 -rs- でそり舌音．

en a. fton 名⃝ <aftonen, aftnar, aftnarna> 晩．▶ 一
般的には kväll．God afton! 今晩は．

A. ftonbla¯
det 固⃝ アフトンブラーデット（ス

ウェーデンの夕刊紙）．

age
¯
ra 動⃝ <agerar, agerade, agerat, agera!> 行動す

る；（役を）演じる．

Agne
¯
ta 固⃝ アグネータ（女性名）．

aha
¯
間⃝ あー，そうなの．（理解したことを表す）

aj. 間⃝ 痛っ！ああ！（痛みや嘆きなどを表す）

ett akade
¯
miker 名⃝ <akademikern, akademiker,

akademikerna> 大学教育を受けた人，学卒者．
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akroba
¯
tisk 形⃝ <akrobatiskt, akrobatiska> アクロ

バティックな，曲芸的な．

a.kta 動⃝ <aktar, aktade, aktat, akta!> ... に気をつ

ける．akta sig för ... （...に）気をつける．

ett a.ktiebola¯
g 名⃝ <aktiebolaget, aktiebolag,

aktiebolagen> 株式会社．
�� ��発音 /a.ktsiebola¯

g/．

a.ktiv 形⃝ <aktivt, aktiva> 活発な，活動的な．

en aktivi.st 名⃝ <aktivisten, aktivister,

aktivisterna> 活動家．

en aktivite
¯
t 名⃝ <aktiviteten, aktiviteter,

aktiviteterna> 活動．

en aku
¯
t 名⃝ <akuten, akuter, akuterna> 緊急治療

室，救急処置室．

en aku
¯
tsjukskö

¯
terska 名⃝ <-sköterskan,

-sköterskor, -sköterskorna> 緊急治療室の看護師．�� ��発音 -rs-でそり舌音．

ett a. lbum 名⃝ <albumet, album, albumen> アル

バム．

a. ldrig 副⃝ 一度も...したことがない，決して...し

ない．(英⃝ never)．Jag har aldrig varit i Asien.

私はアジアには一度も行ったことがない．

ett a. lfabe¯
t/alfabe

¯
t 名⃝ <alfabetet, alfabet,

alfabeten> アルファベット．

a. ll 代⃝ <allt, alla> すべて（の），みんな（の） (英⃝
all)．

a. lla 代⃝ → all

A. lla hjä.rtans da
¯
g 固⃝ バレンタインデー．

�� ��発音

-rt- でそり舌音．

a. lldeles 副⃝ まったく，完全に．

A. llhelgonahe.lgen 固⃝ 諸聖人の祝日（第 44週目

の土曜日）▶Alla helgons dagとも言う．

a. llmän 形⃝ <allmänt, allmänna> 普遍的な，一般

的な．

a. llra 副⃝ すべての中で（最上級を強める）．

a. lls 副⃝ （否定辞と共に）まったく（...ない）．

a. llt 代⃝ → all

a. llt 副⃝ （比較級を修飾して）段々．

a. lltid 副⃝ いつも．Han arbetar alltid hemma. 彼

はいつも家で仕事をする．för alltid 永遠に．

a. llting/allti.ng 代⃝ すべてのもの，すべてのこと．

a. lltsa.mmans 代⃝ 全部．

a. llts̊a 副⃝ したがって，すなわち．

a. llva¯
rlig 形⃝ <allvarligt, allvarliga> まじめな，真

剣な；重大な，深刻な．
�� ��発音 -rl- でそり舌音．

A. lmqvi.st 固⃝ アルムクヴィスト（苗字）．

ett alternati
¯
v 名⃝ <alternativet, alternativ,

alternativen> 選択肢．
�� ��発音 -rn- でそり舌音．

rätt alternativ 正しい選択肢，正しい解答．

amerika
¯
nsk 形⃝ <amerikanskt, amerikanska> ア

メリカの．

A. msterda.m 固⃝ アムステルダム（地名）．
�� ��発音

-rd- でそり舌音．

en analy
¯
s 名⃝ <analysen, analyser, analyserna>

分析．

en analy
¯
tiker 名⃝ <analytikern, analytiker,

analytikerna> アナリスト．

en a.nd 名⃝ <anden, änder, änderna> 野鴨．▶複数
形に注意．

a.ndas 動⃝ <andas, andades, andats, andas!> 息を

する．andas in 息を吸う．andas ut 息を吐

く，安堵する．sv̊art att andas 呼吸が苦しい．

en a.nde 名⃝ <anden, andar, andarna> 魂．

en a.nde¯
l 名⃝ <andelen, andelar, andelarna> 割合，

シェア．

A. nders 固⃝ アンデシュ（男性名）．
�� ��発音 -rs でそ

り舌音．

A. nders Å. ngströ.m 固⃝ アンデシュ・オングス

トゥルム（スウェーデンの物理学者・天文学者）．�� ��発音 -rs でそり舌音．

A. ndersson 固⃝ アンデション（苗字）．
�� ��発音 -rs-

でそり舌音．

a.ndf̊a.dd 形⃝ <andf̊att, andf̊adda> 息切れのする．

a.ndra 代⃝ → annan

a.ndra 数⃝ 第 2番目の

en a.ndrahandslägenhe¯
t 名⃝ <-lägenheten,

-lägenheter, -lägenheterna> また貸しのアパー

ト，また貸しのマンション．

a.nfa. lla 動⃝ <anfaller, anföll, anfallit, anfall!> 攻撃

する．

ang. 略⃝ → ang̊aende ...に関して．
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a.ng̊a¯
ende 前⃝ ...に関して．

en a.nko.mst 名⃝ <ankomsten, ankomster,

ankomsterna> 到着．vid ankomsten 到着

時に．

anm. 略⃝ → anmärkning 注．

a.nmä
¯
la 動⃝ <anmäler, anmälde, anmält, anmäl!>

通報する，届け出る．

en a.nmä
¯
lan 名⃝ <anmälan, anmälningar,

anmälningarna> 届け出．▶単数既知形は単数未
知形と同形．複数形は anmälning の複数形を用

いる．

en a.nmä
¯
lning 名⃝ <anmälningen, anmälningar,

anmälningarna> 届け出．

en a.nmä.rkning 名⃝ <anmärkningen,

anmärkningar, anmärkningarna> 注．utan

anmärkning 特に異常なし，特に問題なし．

A. nna 固⃝ アンナ（女性名）

a.nnan 代⃝ <annat, andra> 他の．N̊agot(N̊at)

annat? 他には何かいりますか？

en a.nnanda¯
g 名⃝ <-dagen, -dagar, -dagarna>（ク

リスマスやイースターなどの）翌日．

annandag jul クリスマス翌日（12月 26日）．

a.nnars 副⃝ さもないと，そうでなければ，そのほ

かの点では．
�� ��発音 -rs でそり舌音．

a.nnat 代⃝ → annan

A. nnika 固⃝ アンニカ（女性名）．

A. nn-Kristi
¯
n 固⃝ アン＝クリスティーン（女性

名）．
�� ��発音 前半の Annを強く発音する．

en anno.ns 名⃝ <annonsen, annonser, annonserna>

広告．

a.nnorlu. nda 形⃝ <–, –> 違う，異なる．
�� ��発音 -rl-

でそり舌音．

a.nnorlu. nda 副⃝ 違ったふうに．
�� ��発音 -rl- でそり

舌音．

a.nse¯
動⃝ <anser, ans̊ag, ansett, anse!> 思う．

ett a.nsi.kte 名⃝ <ansiktet, ansikten, ansiktena>

顔．

en a.nsiktskrä¯
m 名⃝ <-krämen, -krämer,

-krämerna> 美顔クリーム．

en anslu
¯
tningsbu. ss 名⃝ <-bussen, -bussar,

-bussarna> 連絡バス．

en a.nstä. llning 名⃝ <ansällningen, anställningar,

anställningarna> 雇用．

(ett) a.nsva¯
r 名⃝ <ansvaret, × , × > 責任．

a.ns̊a¯
g 動⃝ → anse

en a.nsö¯
kan 名⃝ <ansökan, ansökningar,

ansökningarna> 応募．▶単数既知形は単数未知
形と同形．複数形は ansökning の複数形を用

いる．

en a.nsö¯
kning 名⃝ <ansökningen, ansökningar,

ansökningarna> 応募．

ett a.nta¯
l 名⃝ <antalet, antal, antalen> 数，総数．

a.nte.ckna 動⃝ <antecknar, antecknade, antecknat,

anteckna!> メモする，書き留める．

en a.nte.ckning 名⃝ <anteckningen, anteckningar,

anteckningarna> メモ，記録．föra

anteckningar ノートを取る．

a.ntingen 接⃝antingen A eller B Aか Bかどち

らか一方．

ett antivi
¯
rusprogra.m 名⃝ <-programmet,

-program, -programmen> ウイルス対策ソフト．

en a.nvi¯
sning 名⃝ <anvisningen, anvisningar,

anvisningarna> 説明書，手引き書．

a.nvä.nda 動⃝ <använder, använde, använt,

använd!> 使用する，使う．

en a
¯
pa 名⃝ <apan, apor, aporna> サル．

en apelsi
¯
n 名⃝ <apelsinen, apelsiner, apelsinerna>

オレンジ．

ett apote
¯
k 名⃝ <apoteket, apotek, apoteken>

薬局．

en appara
¯
t 名⃝ <apparaten, apparater,

apparaterna> 装置，道具．

en appl̊a
¯
d 名⃝ <appl̊aden, appl̊ader, appl̊aderna>

拍手，拍手喝采．

(en) apri.l 名⃝ < × , × , × > 4月．i april 4月に．

(ett) apri.lvä¯
der 名⃝ <-vädret, × , × > 降ったり

止んだりの天気，不安定な天気．

aprop̊a
¯
前⃝ ...に関して，...について．

a.rbe¯
ta 動⃝ <arbetar, arbetade, arbetat, arbeta!>

働く．arbeta över 残業する．
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en a.rbe¯
tare 名⃝ <arbetaren, arbetare, arbetarna>

労働者．

ett a.rbe¯
te 名⃝ <arbetet, arbeten, arbetena> 仕事．

ett a.rbetsbo¯
rd 名⃝ <-bordet, -bord, -borden> 仕

事机．
�� ��発音 -rd でそり舌音．

en a.rbetsda¯
g 名⃝ <-dagen, -dagar, -dagarna> 勤

務日，仕事日；一日の労働時間．

en a.rbetsförme
¯
dling 名⃝ <-förmedlingen,

-förmedlingar, -förmedlingarna> 職業安定所．

(en) a.rbetskra. ft 名⃝ <-kraften, × , × > 労働力．

a.rbetslö¯
s 形⃝ <-löst, -lösa> 無職の，失業して

いる．

(en) a.rbetslöshe¯
t 名⃝ <-lösheten, × , × > 失業，

失業者数，失業率．

en a.rbetsma.rknad 名⃝ <-marknaden,

-marknader, -marknaderna> 求人市場．

en a.rbetsmiljö
¯
名⃝ <-miljön, -miljöer, -miljöerna>

労働環境，仕事場．

en a.rbetspla.ts 名⃝ <-platsen, -platser,

-platserna> 職場．

ett a.rbetsru.m 名⃝ <-rummet, -rum, -rummen>

書斎，仕事部屋．

en a.rbetsuppgi.ft 名⃝ <-uppgiften, -uppgifter,

-uppgifterna> 職務，仕事．

en are
¯
na 名⃝ <arenan, arenor, arenorna> アリー

ナ，競技場，試合場，スタジアム．

a.rg 形⃝ <argt, arga> 怒っている．
�� ��発音 -rg

は/-rj/．Vi är arga. 私たちは怒っています．

argumente
¯
ra 動⃝ <argumenterar, argumenterade,

argumenterat, argumentera!> 議論する，論じる，

主張する．

en arkite.kt 名⃝ <arkitekten, arkitekter,

arkitekterna> 建築家．
�� ��発音 -ki-は [ki]あるいは

[Ci]．

A
¯
rla.nda 固⃝ アーランダ国際空港．

�� ��発音 -rl- でそ

り舌音でも発音される．

en a.rm 名⃝ <armen, armar, armarna> 腕．med

öppna armar 両手を広げて，心から喜んで．

en a.rmb̊a
¯
ge 名⃝ <-b̊agen, -b̊agar, -b̊agarna> 肘，

ひじ．

en armé
¯
名⃝ <armén, arméer, arméerna> 軍隊．

A
¯
rne 固⃝ アーネ（男性名）．

�� ��発音 -rn- でそり舌音．

arrange
¯
ra 動⃝ <arrangerar, arrangerade,

arrangerat, arrangera!> 準備する，手配する；編

曲する．
�� ��発音 -g-は [S]あるいは [Ê]で発音．

artificie.ll 形⃝ <artificiellt, artificiella> 人工の．�� ��発音 -rt- でそり舌音．artificiell ö 人工島．

a
¯
rtig 形⃝ <artigt, artiga> 礼儀正しい．

�� ��発音 -rt-

でそり舌音．

en arti.kel 名⃝ <artikeln, artiklar, artiklarna> 記

事；冠詞．
�� ��発音 -rt- でそり舌音．

en arti.st 名⃝ <artisten, artister, artisterna> 芸術

家，アーティスト．
�� ��発音 -rt- でそり舌音．

a
¯
rton 数⃝ 18．

�� ��発音 -rt- でそり舌音．

a
¯
rtonde 数⃝ 第 18番目の．

�� ��発音 -rt- でそり舌音．

asia
¯
tisk 形⃝ <asiatiskt, asiatiska> アジアの．

A
¯
sien 固⃝ アジア．

en a.sk 名⃝ <asken, askar, askarna> 小箱．

(en) a.stma 名⃝ <astman, × , × > 喘息．

en a.stmamedici
¯
n 名⃝ <-medicinen, -mediciner,

-medicinerna> 喘息治療薬．

en asy
¯
l 名⃝ <asylen, asyler, asylerna> （亡命者な

どに対する）保護．

a.tt不定詞のマーカー (英⃝ to)．
�� ��発音 /̊a/とも発音

される．【名詞的用法】Att stiga upp tidigt är

jobbigt. 早起きをするのはきつい．Det är

jobbigt att stiga upp tidigt. 早起きをするのは

きつい．Jag lovar att komma i tid. 時間通りに

来ることを約束します．【形容詞用法】Jag har

inte tid att ta det lugnt. 落ち着いている時間が

ありません．【副詞的用法】Jag är glad att se

dig. お会いできてうれしいです．

a.tt 接⃝ 名詞節を導く接続詞 (英⃝ that)．
�� ��発音 接続

詞では常に/att/と発音される．Jag tror att jag

har f̊att influensa. インフルエンザにかかってし

まったと思うのですが．

(en) att gö
¯
ra-li.sta 名⃝ <-listan, -listor, -listorna>

TO-DOリスト．

Augu. st Stri.ndbe.rg 固⃝ アウグスト・ストリンド

バリ（作家）．
�� ��発音 -rg は /-rj/．
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(en) augu. sti 名⃝ < × , × , × > 8月．
�� ��発音

/agusti/とも発音される．i augusti 8月に．

en auktio
¯
n 名⃝ <auktionen, auktioner,

auktionerna> オークション．

Austra
¯
lien 固⃝ オーストラリア．

australie.nsisk 形⃝ <australiensiskt,

australiensiska> オーストラリアの．

automa
¯
tisk 形⃝ <automatiskt, automatiska> 自動

的な．

a
¯
v 前⃝【分離】...から（離れて）．【動作主】...に

よって，...による．【材料】...から（成る），...

で（出来た）．【部分】...の（一部分），...の中

で．【由来・出自】...から．【原因・理由】...の

ため，...で． (英⃝ of)

a
¯
v 副⃝ 離れて，分離して，切断して，切り離して．

a
¯
vbru

¯
tit 動⃝ → avbryta

a
¯
vbry

¯
ta 動⃝ <avbryter, avbröt, avbrutit, avbryt!>

中断する．

a
¯
vbrö

¯
t 動⃝ → avbryta

avd. 略⃝ → avdelning 部門．

en a
¯
vde

¯
lning 名⃝ <avdelningen, avdelningar,

avdelningarna> 部門．

ett a
¯
vdra

¯
g 名⃝ <avdraget, avdrag, avdragen>

控除．

a
¯
vgi.ck 動⃝ → avg̊a

en a
¯
vgi.ft 名⃝ <avgiften, avgifter, avgifterna> 料金．

a
¯
vgjo

¯
rde 動⃝ → avgöra

a
¯
vgjo

¯
rt 動⃝ → avgöra

a
¯
vg̊a

¯
動⃝ <avg̊ar, avgick, avg̊att, avg̊a!> 発車する，

出発する．

en a
¯
vg̊angsti

¯
d 名⃝ <-tiden, -tider, -tiderna> 出発

時間，発車時間．

a
¯
vgö

¯
ra 動⃝ <avgör, avgjorde, avgjort, avgör!> 決定

する．

a
¯
vgö

¯
rande 形⃝ <-, -> 決定的な．

en a
¯
vre

¯
sa 名⃝ <avresan, avresor, avresorna> 出発．

vid avresan 出発時に．

en a
¯
vsi.kt 名⃝ <avsikten, avsikter, avsikterna> 意

図，意向．ha för avsikt att ... ...するつもり

（意向）だ．

a
¯
vsky

¯
動⃝ <avskyr, avskydde, avskytt, avsky!> い

やでたまらない，ひどく嫌う．Jag avskyr

hundar. 私は犬が嫌でたまらない．

a
¯
vslu

¯
ta 動⃝ <avslutar, avslutade, avslutat,

avsluta!> 終える，終わらせる．

ett a
¯
vst̊a.nd 名⃝ <avst̊andet, avst̊and, avst̊anden>

距離．

ett a
¯
vta

¯
l 名⃝ <avtalet, avtal, avtalen> 協定．

(en) a
¯
vu.nd 名⃝ <avunden, × , × > 嫉妬．

a
¯
vu.ndas 動⃝ <avundas, avundades, avundats,

avundas!> うらやむ．

a
¯
vva.kta 動⃝ <avvaktar, avvaktade, avvaktat,

avvakta!> 様子を見る．

en a.xel 名⃝ <axeln, axlar, axlarna> 肩，肩の関節．

B

en ba.cke 名⃝ <backen, backar, backarna> 坂．

ba
¯
d 動⃝ → be

ba
¯
da 動⃝ <badar, badade, badat, bada!> 風呂に入

る，水浴びする．

en ba
¯
dpla.ts 名⃝ <-platsen, -platser, -platserna> 海

水浴場，湖水浴場．

ett ba
¯
dru.m 名⃝ <-rummet, -rum, -rummen> バス

ルーム，浴室．

(ett) baga
¯
ge 名⃝ <bagaget, × , × > 旅客手荷物．�� ��発音 -geは [S]あるいは [Ê]で発音．

ett baga
¯
geba.nd 名⃝ <-bandet, -band, -banden>

（空港の）手荷物引き渡しコンベアー．

ett bageri
¯
名⃝ <bageriet, bagerier, bagerierna> パ

ン屋．

Baha
¯
mas 固⃝ バハマ．

Bajka
¯
l 固⃝ バイカル湖．

ba
¯
k 副⃝ 後ろへ．sitta bak 後部座席に座る．

ba
¯
ka 動⃝ <bakar, bakade, bakat, baka!> （パンや

ケーキなどを）焼く．

ba
¯
kad 形⃝ <bakat, bakade> （パンなどが）焼か

れた．

en ba
¯
kelse 名⃝ <bakelsen, bakelser, bakelserna>

ケーキ．

ba
¯
kersta 形⃝ 最後尾の．

�� ��発音 -rst- でそり舌音．
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en ba
¯
kgru.nd 名⃝ <-grunden, -grunder,

-grunderna> 背景．

ba
¯
kifr̊a

¯
n 副⃝ 後ろから．

ba
¯
klä.nges 副⃝ 後ろへ, 後ろから．

ba
¯
kom 前⃝ ...の後ろに，...の背後に．

en ba
¯
kprodu.kt 名⃝ <-produkten, -produkter,

-produkterna> パン・お菓子作りの材料．

ba
¯
kre 形⃝ 後方の．

en bakte
¯
rie 名⃝ <bakterien, bakterier,

bakterierna> バクテリア．

ett ba
¯
kve.rk 名⃝ <-verket, -verk, -verken> 焼き菓

子，パティスリー．

ba
¯
k̊a
¯
t 副⃝ 後ろへ．

(en) bala.ns 名⃝ <balansen, × , × > バランス，つ

り合い．

en balko.ng 名⃝ <balkongen, balkonger,

balkongerna> バルコニー．

en bana
¯
n 名⃝ <bananen, bananer, bananerna> バ

ナナ．

ett ba.nd 名⃝ <bandet, band, banden> ひも；巻数．

ba.nd 動⃝ → binda

ett banda
¯
ge 名⃝ <bandaget, bandage, bandagen>

包帯．
�� ��発音 -geは [S]あるいは [Ê]で発音．

en ba.nk 名⃝ <banken, banker, bankerna> 銀行．

en ba.nktjänstema.n 名⃝ <-mannen, -män,

-männen> 銀行員．

en ba
¯
r 名⃝ <baren, barer, banrerna> バー，酒場．

ba
¯
r 動⃝ → bära

ba
¯
ra 副⃝ ...だけ，...のみ．

ba
¯
ra 接⃝ ...しさえすれば．

Barcelo
¯
na 固⃝ バルセロナ．

ba
¯
rfo
¯
ta 形⃝ <–, –> 裸足の．

ett ba
¯
rn 名⃝ <barnet, barn, barnen> 子供．

�� ��発音

-rn でそり舌音．som barn 子供の頃．f̊a

barn 子供ができる．

ett ba
¯
rnba

¯
rn 名⃝ <-barnet, -barn, -barnen> 孫．�� ��発音 -rn- でそり舌音．

(en) ba
¯
rndo.m 名⃝ <barndomen, × , × > 子供時

代，幼少期．
�� ��発音 -rnd- でそり舌音．

ba
¯
rnfri

¯
形⃝ <-fritt, -fria> 子供のいない．

�� ��発音

-rn- でそり舌音．

ett ba
¯
rnkala

¯
s 名⃝ <-kalaset, -kalas, -kalasen> 子供

の誕生会．
�� ��発音 -rn- でそり舌音．

ett ba
¯
rnprogra.m 名⃝ <-programmet, -program,

-programmen> 子供向け番組．
�� ��発音 -rn- でそり

舌音．

ba
¯
rnslig 形⃝ <barnsligt, barnsliga> 子供じみてい

る．
�� ��発音 -rnsl- でそり舌音．

en ba
¯
rnva.gn 名⃝ <-vagnen, -vagnar, -vagnarna>

ベビーカー，乳母車．

en ba
¯
rnva.kt 名⃝ <-vakten, -vakter, -vakterna> ベ

ビーシッター．

en ba.rrsko¯
g 名⃝ <-skogen, -skogar, -skogarna> 針

葉樹林．
�� ��発音 -rs- だがそり舌音にならない．

en ba
¯
s 名⃝ <basen, baser, baserna> 土台，基礎，

基盤．

en ba.stu 名⃝ <bastun, bastur, basturna> サウナ．

be
¯
動⃝ <ber, bad, bett, be!> お願いする，依頼す

る．be om ... ...を求める，乞う．

en bearna
¯
ises̊a

¯
s 名⃝ <-s̊asen, -s̊aser, -s̊aserna> ベ

アルネーズソース．
�� ��発音 /bearnä

¯
ss̊a
¯
s/．

en bedö.mning 名⃝ <bedömningen, bedömningar,

bedömningarna> 判断，判定，評価．

en befo. lkning 名⃝ <befolkningen, befolkningar,

befolkningarna> 住民，人口．

(en) befo. lkningstä¯
thet 名⃝ <-tätheten, × , × >

人口密度．

bega
¯
gnad 形⃝ <begagnat, begagnade> 中古の，使

い古しの．

beg̊a
¯
vad 形⃝ <beg̊avat, beg̊avade> 才能に恵ま

れた．

begä
¯
ra 動⃝ <begär, begärde, begärt, begär!> 要請

する．

en begä
¯
ran 名⃝ <begäran, × , × > 要望．▶単数

既知形は単数未知形と同形．

ett beho
¯
v 名⃝ <behovet, behov, behoven> 必要性．

beh̊a. lla 動⃝ <beh̊aller, behöll, beh̊allit, beh̊all!> 保

持する，維持する．

beh̊a. llit 動⃝ → beh̊alla

behä.rska 動⃝ <behärskar, behärskade, behärskat,
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behärska!> マスターする．
�� ��発音 -rs- でそり

舌音．

behö. ll 動⃝ → beh̊alla

behö
¯
va 動⃝ <behöver, behövde, behövt, × > ...が

必要である，...する必要がある．Vi behöver

kaffe och bröd. 私たちはコーヒーとパンがいり

ます．

behö
¯
vas 動⃝ <behövs, behövdes, behövts, × > 必

要とする，必要である．(英⃝ be necessary)．

be
¯
ige 形⃝ <beige (beigt), beige (beiga)> ベージュ

色の．
�� ��発音 /be

¯
S/．

en beka.nt 名⃝ < × , bekanta, × > 知人．

bekla
¯
ga 動⃝ <beklagar, beklagade, beklagat,

beklaga!> beklaga sig (över ...)（...につい

て）苦情を言う，ぐちをこぼす．

bekrä. fta 動⃝ <bekräftar, bekräftade, bekräftat

bekräfta!>確認する，確証する，裏付ける．

bekvä
¯
m 形⃝ <bekvämt, bekväma> 快適な．

ett beky.mmer 名⃝ <bekymret, bekymmer,

bekymren> 心配．

ett belo.pp 名⃝ <beloppet, belopp, beloppen>

金額．

bel̊a
¯
ten 形⃝ <bel̊atet, bel̊atna> 満足した．

ett be
¯
n 名⃝ <benet, ben, benen> 脚，骨．

Be.ngt-A¯
rne 固⃝ ベングト＝アーネ（男性名）．�� ��発音 後半の Arneを強く発音する．-rn- でそり

舌音．

(en) bensi
¯
n 名⃝ <bensinen, × , × > ガソリン．

ett bensi
¯
npri

¯
s 名⃝ <-priset, -priser, -priserna> 燃

料代，ガソリン代．▶複数形の語尾に注意．
ett be.rg 名⃝ <berget, berg, bergen> 山．

�� ��発音 -rg

は/-rj/．

ett be.rgsto.pp 名⃝ <-toppen, -toppar, -topparna>

山頂．
�� ��発音 -rgは/-rj/．

Berli
¯
n 固⃝ ベルリン．

Be
¯
rit 固⃝ ベーリット（女性名）．

bero
¯
動⃝ <beror, berodde, berott, bero!> (p̊a ...)

...次第である．

bero
¯
ende 形⃝ <–, –> 依存している．

berä.tta 動⃝ <berättar, berättade, berättat,

berätta!> 語る，話す．Kan du berätta lite om

din resa till Frankrike? フランスに旅行した時

のことを少し話してくれない？

en berä.ttelse 名⃝ <berättelsen, berättelser,

berättelserna> お話し．

berö.md 形⃝ <berömt, berömda> 有名な．

berö.mma 動⃝ <berömmer, berömde, berömt,

beröm!> 称賛する．

beskre
¯
v 動⃝ → beskriva

beskri
¯
va 動⃝ <beskriver, beskrev, beskrivit,

beskriv!> 描写する，記述する，叙述する．

beskri
¯
vit 動⃝ → beskriva

en beskri
¯
vning 名⃝ <beskrivningen,

beskrivningar, beskrivningarna> 描写．

beslu
¯
ta 動⃝ <beslutar, beslutade (beslöt), beslutat

(beslutit), beslut!> 決める，決定する．

beslu
¯
tit 動⃝ → besluta

beslä.ktad 形⃝ <besläktat, besläktade> 親戚関係

にある．

beslö
¯
t 動⃝ → besluta

besto
¯
d 動⃝ → best̊a

best̊a
¯
動⃝ <best̊ar, bestod, best̊att, best̊a!> (av...)

（... から）成る．

bestä. lla 動⃝ <beställer, beställde, beställt,

beställ!> 注文する．beställa tid 予約する，ア

ポを取る．

bestä.md 形⃝ <bestämt, bestämda> 明確な，決

まった，確固とした；定の，既知の．bestämd

form 既知形，定形．

bestä.mma 動⃝ <bestämmer, bestämde, bestämt,

bestäm!> 決める．bestämma sig (för ...)

（... を）決心する，決意する，決める．

bestä.mt 副⃝ 断固とした．

besvi
¯
ken 形⃝ <besviket, besvikna> がっかりした．

ett besvä
¯
r 名⃝ <besväret, besvär, besvären> 迷惑，

困りごと；体の不調，病気．

ett besö
¯
k 名⃝ <besöket, besök, besöken> 訪問，

見物．

besö
¯
ka 動⃝ <besöker, besökte, besökt, besök!> 訪

れる．Han besökte sina föräldrar ig̊ar. 彼は昨
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日自分の両親を訪問した．

be
¯
t 動⃝ → bita

beta
¯
la 動⃝ <betalar, betalade, betalat, betala!> 支

払う．

bete
¯
動⃝ <beter, betedde, betett, bete!> bete sig

振る舞う．

beto
¯
nad 形⃝ <betonat, betonade> 強勢のある．

en beto
¯
ning 名⃝ <betoningen, betoningar,

betoningarna> 強勢．

beträ.ffande 前⃝ ...に関して．

be
¯
ts 動⃝ → bitas

be.tt 動⃝ → be

bety
¯
da 動⃝ <betyder, betydde, betytt, betyd!> 意

味する．Vad betyder det? それはどんな意味で

すか？

en bety
¯
delse 名⃝ <betydelsen, betydelser,

betydelserna> 意味．

bety
¯
dligt 副⃝ 相当，明らかに，断然，みるみるう

ちに．

ett bety
¯
g 名⃝ <betyget, betyg, betygen> 成績．

beu.ndra 動⃝ <beundrar, beundrade, beundrat,

beundra!> 高く評価する．

ett bevi
¯
s 名⃝ <beviset, bevis, bevisen> 証拠．

bevi
¯
sa 動⃝ <bevisar, bevisade, bevisat, bevisa!> 証

明する，立証する．

bevä
¯
pna 動⃝ <beväpnar, beväpnade, beväpnat,

beväpna!> 武装する．

en bh 名⃝ <bh:n, bh:ar, bh:arna> ブラジャー．�� ��発音 /be
¯
h̊a
¯
/．

ett bi
¯
名⃝ <biet, bin, bina> ミツバチ．

ett bibliote
¯
k 名⃝ <biblioteket, bibliotek,

biblioteken> 図書館．

en bi.ff 名⃝ <biffen, biffar, biffarna> ステーキ．

bi
¯
fo
¯
ga 動⃝ <bifogar, bifogade, bifogat, bifoga!> 添

付する．

en bi
¯
l 名⃝ <bilen, bilar, bilarna> 車．köra bil 車

を運転する．̊aka bil 自動車に乗って行く．

bil. 略⃝ → bilaga 添付書類．

en bi
¯
la
¯
ga 名⃝ <bilagan, bilagor, bilagorna> 添付

書類．

en bi.ld 名⃝ <bilden, bilder, bilderna> 写真；（科目

としての）美術．

bi.lda 動⃝ <bildar, bildade, bildat, bilda!> 形成

する．

bi.ldad 形⃝ <bildat, bildade> 教育のある．

en bi
¯
lfä.rja 名⃝ <-färjan, -färjor, -färjorna> カー

フェリー．

en bili.st 名⃝ <bilisten, bilister, bilisterna> ドライ

バー，自動車運転者．

en bilje.tt 名⃝ <biljetten, biljetter, biljetterna> チ

ケット, 券, 切符．Biljetten blir kanske

billigare.ひょっとしたらチケットはもっと安く

なるかもね．

ett bilje.ttpri¯
s 名⃝ <-priset, -priser, -priserna> チ

ケットの値段．▶複数形の語尾に注意．
en biljo

¯
n 名⃝ 1兆．(= en miljon miljoner)．

bi.llig 形⃝ <billigt, billiga> 安い．Jag försöker

hitta en billig biljett. 安いチケットを見つけよ

うとしています．

en bi
¯
lmeka

¯
niker 名⃝ <-mekanikern, -mekaniker,

-mekanikerna> 自動車整備工．

en bi
¯
lverksta

¯
d 名⃝ <-verkstaden, -verkstäder,

-verkstäderna> 自動車修理工場．

bi.nda 動⃝ <binder, band, bundit, bind!> 縛る．

bi.ndande 形⃝ <–, –>（法的）拘束力のある．

ett bi.ndestre.ck 名⃝ <-strecket, -streck, -strecken>

ハイフン．

(en) bi.ngo 名⃝ <bingon, × , × > ビンゴゲーム；

当たり．

en bi
¯
o 名⃝ <bion, biografer, biograferna> 映画館．

▶en biograf の短縮形．g̊a p̊a bio 映画を見に

行く．

en bi
¯
oanno.ns 名⃝ <-annonsen, -annonser,

-annonserna> 映画の宣伝．

en biogra
¯
f 名⃝ <biografen, biografer, biograferna>

映画館．

en biolo
¯
g 名⃝ <biologen, biologer, biologerna> 生

物学者．

(en) biologi
¯
名⃝ <biologin, × , × > 生物学．

(en) biomedici
¯
n 名⃝ <-medicinen, × , × > 生物
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医学．

biomedici
¯
nsk 形⃝ <biomedicinskt,

biomedicinska> 生物医学の．

Birgi.tta 固⃝ ビルギッタ（女性名）．

en bi
¯
sa.ts 名⃝ <bisatsen, bisatser, bisatserna> 従属

節．relativa bisats 関係詞節

en bi
¯
t 名⃝ <biten, bitar, bitarna> 一部分，断片．

en bit ifr̊an ... ...から少し距離を取って．

bi
¯
ta 動⃝ <biter, bet, bitit, bit!> 噛む．

bi
¯
tas 動⃝ <bits, bets, bitits, bits!> 噛む（習性が

ある）．

bi
¯
tit 動⃝ → bita

bi
¯
tits 動⃝ → bitas

bi.tter 形⃝ <bittert, bittra> 苦い．

bi.tti 副⃝ i morgon bitti 明日の朝早く．

bju
¯
da 動⃝ <bjuder, bjöd, bjudit, bjud!> 招待する，

ごちそうする．bjuda emot いとわしい，不快

である．bjuda hem 自宅に招く．

bju
¯
den 形⃝ <bjudet, bjudna> 招待された．

bju
¯
dit 動⃝ → bjuda

bjö
¯
d 動⃝ → bjuda

ett bjö. rkträ¯
名⃝ <-träet, -trän, -träna> 白樺の

材木．

en bjö
¯
rn 名⃝ <björnen, björnar, björnarna> 熊．�� ��発音 -rn でそり舌音．

Bjö
¯
rn 固⃝ ビューン（男性名）．

�� ��発音 -rn でそり

舌音．

bl.a. 略⃝ → bland annat/andra 特に．

ett bla
¯
d 名⃝ <bladet, blad, bladen> 葉；（書物

の）1枚．

bla.nd 前⃝（3者以上）の間で．bland

annat/andra 特に．

bla.nda 動⃝ <blandar, blandade, blandat, blanda!>

混ぜる．

bla.nk 形⃝ <blankt, blanka> 輝いている，なめらか

な；空白の，白紙の．

ble
¯
k 形⃝ <blekt, bleka>（顔色が）青白い．

Ble
¯
kinge 固⃝ ブレーキンゲ（ランドスカープ名）．

ble
¯
kna 動⃝ <bleknar, bleknade, bleknat, blekna!>

色あせる．

ble
¯
v 動⃝ → bli

bli
¯
動⃝ <blir, blev, blivit, bli!> ...になる．

bli.nd 形⃝ <blint, blinda> 目の不自由な．

bli
¯
vande 形⃝ <–, –> 未来の，将来の．

bli
¯
vit 動⃝ → bli

ett blo.ck 名⃝ <blocket, block, blocken>（はぎ取り

式の）ノート．

(ett) blo
¯
d 名⃝ <blodet, × , × > 血，血液．

en blo
¯
dpu.dding 名⃝ <-puddingen, -puddingar,

-puddingarna> ブラックプディング（ブタの血を

入れて作った黒いソーセージ）．

ett blo
¯
dtry. ck 名⃝ <-trycket, -tryck, -trycken>

血圧．

en blo
¯
dtrycksmedici

¯
n 名⃝ <-medicinen,

-mediciner, -medicinerna> 高血圧治療薬．

en blo.mma 名⃝ <blomman, blommor,

blommorna> 花．

Blo.mqvi.st 固⃝ ブロムクヴィスト（苗字）．

blo.nd 形⃝ <blont, blonda> 金髪の．

en blu
¯
s 名⃝ <blusen, blusar, blusarna> ブラウス．

bly
¯
gas 動⃝ <blygs, blygdes, blygts, blygs!> （内気

で）恥ずかしく思う．

bl̊a
¯
形⃝ <bl̊att, bl̊aa (bl̊a)> 青い．

ett bl̊a
¯
bär 名⃝ <-bäret, -bär, -bären> ブルー

ベリー．

(en) bl̊a
¯
bärssy. lt 名⃝ <-sylten, × , × > ブルーベ

リージャム．
�� ��発音 -rs-でそり舌音．

bl̊a
¯
sa 動⃝ <bl̊aser, bl̊aste, bl̊ast, bl̊as!> 風が吹く．

Det bl̊aser. 風が吹いています．

bl̊a
¯
sig 形⃝ <bl̊asigt, bl̊asiga> 風の強い，風の吹く

さらす．

blä.ddra 動⃝ <bläddrar, bläddrade, bläddrat,

bläddra!> ページをぱらぱらめくる．

bo
¯
動⃝ <bor, bodde, bott, bo!> 住んでいる，住む；

泊まる．Var bor du? 君はどこに住んでいるの

ですか．Ska vi bo p̊a vandrarhem/hotell?

ユースホステル／ホテルに泊まりませんか？ bo

ihop 一緒に暮らす，同居する，同棲する．

en bo
¯
d 名⃝ <boden, bodar, bodarna> 小屋，（小売

りの）商店，店．
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Bo
¯
huslä

¯
n 固⃝ ボーヒュースレーン（ランドスカー

プ名）．

en bo
¯
k 名⃝ <boken, böcker, böckerna> 本．▶複数

形に注意．

bo
¯
ka 動⃝ <bokar, bokade, bokat, boka!> 予約する．

en bo
¯
kha.ndel 名⃝ <-handeln, -handlar,

-handlarna> 書店．

en bo
¯
khy. lla 名⃝ <-hyllan, -hyllor, -hyllorna>

本棚．

en bo
¯
ksta

¯
v 名⃝ <-staven, -stäver, -stäverna> 文

字．sm̊a bokstäver 小文字．▶ 複数形に注意．
ett bo

¯
kträ

¯
名⃝ <-träet, -trän, -träna> ブナの木材．

ett bo
¯
la
¯
g 名⃝ <bolaget, bolag, bolagen> 企業，

会社．

en bo. ll 名⃝ <bollen, bollar, bollarna> ボール．

(en) bo.mu. ll 名⃝ <bomullen, × , × > コットン，

木綿．

en bo.nde 名⃝ <bonden, bönder, bönderna> 農夫，

農場主．▶ 複数形に注意．
en bo.ndg̊a¯

rd 名⃝ <-g̊arden, -g̊ardar, -g̊ardarna>

農場．
�� ��発音 -rd でそり舌音．

en bo
¯
nus 名⃝ <bonusen, bonusar, bonusarna> ボー

ナス；（複合語で）義理の，継...

ett bo
¯
nusba

¯
rn 名⃝ <-barnet, -barn, -barnen> ま

ま子，継子．
�� ��発音 -rn- でそり舌音．

ett bo
¯
nussy. skon 名⃝ <-syskonet, -syskon,

-syskonen>異夫（母）兄弟（姉妹）．

ett bo
¯
rd 名⃝ <bordet, bord, borden> テーブル．�� ��発音 -rd でそり舌音．sitta till bords 食卓に

つく．

bo
¯
rde 助⃝

�� ��発音 -rd- でそり舌音．→ böra

bo.rsta 動⃝ <borstar, borstade, borstat, borsta!> 磨

く．
�� ��発音 -rst- でそり舌音．

en bo.rste 名⃝ <borsten, borstar, borstarna> ブラ

シ．
�� ��発音 -rst- でそり舌音．

bo
¯
rt 助⃝

�� ��発音 -rt でそり舌音．→ böra

bo.rt 副⃝ 遠くへ，離れて，向こうへ，逸脱して．�� ��発音 -rt でそり舌音．

bo.rta 副⃝ 遠くで，離れて，不在で，消えている．�� ��発音 -rt- でそり舌音．

bo.rtersta 形⃝ 一番向こうの．
�� ��発音 -rt-, -rst でそ

り舌音．

bo.rtifr̊a¯
n 副⃝ 向こうから．

�� ��発音 -rt- でそり舌音．

bo.rtre 形⃝ ずっと向こうの．
�� ��発音 -rt- でそり舌音．

bo.rtskä.md 形⃝ <bortskämt, bortskämda> 甘やか

された．
�� ��発音 -rt- でそり舌音．

en bo
¯
sta
¯
d 名⃝ <bostaden, bostäder, bostäderna>

住居．▶ 複数形に注意．
en bo

¯
stadsanno.ns 名⃝ <-annonsen, -annonser,

-annonserna> 不動産広告．

ett bo
¯
stadsl̊a

¯
n 名⃝ <-l̊anet, -l̊an, -l̊anen> 住宅

ローン．

en bo
¯
stadsrä.tt 名⃝ <-rätten, -rätter, -rätterna>

分譲マンション．

en bo
¯
t 名⃝ <boten, böter, böterna> 罰金．▶ 複数

形に注意．

en bo.tten 名⃝ <bottnen (botten), bottnar,

bottnarna> 底．

Bo.ttenvi¯
ken 固⃝ ボスニア湾．

bra
¯
形⃝ 副⃝ <–, –> よい・よく，素晴らしい・素晴

らしく．Ha det s̊a bra! ごきげんよう．

N̊agot mer? Nej, tack. Det var bra s̊a.

（買い物で）他に何か買われますか？いいえ，あ

りがとう．これで全部です．Vad bra! それは

すごい．すごいじゃないか．

en bra.nd 名⃝ <branden, bränder, bränderna> 火

事．▶ 複数形に注意．
en bra.ndslä.ckare 名⃝ <-släckaren, -släckare,

-släckarna> 消火器．

bra.nn 動⃝ → brinna

en bra.nsch 名⃝ <branschen, branscher,

branscherna> 分野，業界．
�� ��発音 -schは [S]ある

いは [Ê]で発音．

brasilia.nsk 形⃝ <brasilianskt, brasilianska> ブラ

ジルの．

bre
¯
動⃝ <brer, bredde, brett, bre!> 薄く広げる．

bre
¯
d 形⃝ <brett, breda> （幅が）広い．

bre
¯
da 動⃝ <breder, bredde, brett, bred!> 薄く広

げる．

en bre.dd 名⃝ <bredden, bredder, bredderna> 幅．

11



高度配信＋阪大出版「スウェーデン語」語彙集 第 4.1版 2022年 02月 12日

bredvi
¯
d/bre

¯
dvid 前⃝ ...の隣に．

�� ��発音 -d- は発音

されない．

bredvi
¯
d/bre

¯
dvid 副⃝ そばに，わきに，並びに．�� ��発音 -d- は発音されない．

ett bre
¯
v 名⃝ <brevet, brev, breven> 手紙．

en bri.cka 名⃝ <brickan, brickor, brickorna> お盆，

トレー．

bri.nna 動⃝ <brinner, brann, brunnit, brinn!> 燃え

る．brinna upp 全焼する．

bri.stande 形⃝ <-, -> 不足した，欠如した．

Bri.tt-Mari
¯
e 固⃝ ブリット＝マリー（女性名）．�� ��発音 前半の Brittを強く発音する．

en bro
¯
名⃝ <bron, broar, broarna> 橋．

en bro
¯
r 名⃝ <brodern, bröder, bröderna> 兄, 弟

(英⃝ brother)．▶単数既知形・複数形に注意．
en broschy

¯
r 名⃝ <broschyren, broschyrer,

broschyrerna> パンフレット．

en bro.wnie 名⃝ <brownien, brownies, browniesen>

ブラウニー．▶複数形に注意．
en bru

¯
d 名⃝ <bruden, brudar, brudarna> 花嫁．

bru
¯
ka 動⃝ <brukar, brukade, brukat, bruka!> （習

慣的に）よく...する．Hur många grader

brukar det vara? 気温はたいていどれくらい

なの？

bru
¯
n 形⃝ <brunt, bruna> 茶色の．

bru
¯
na.ktig 形⃝ <-aktigt, -aktiga> 茶色っぽい．

bru.nnit 動⃝ → brinna

bru
¯
tit 動⃝ → bryta

en bru. ttonationalprodu.kt 名⃝ <-produkten,

-produkter, -produkterna> 国内総生産，GDP．

bry
¯
動⃝ <bryr, brydde, brytt, bry!> bry sig om

... ...を心配する，気にかける（否定文で用いら

れることが多い）．Bry dig inte om det! 気にす

るな．

bry
¯
ta 動⃝ <bryter, bröt, brutit, bryt!> 壊す．Jag

har brutit armen. 私は腕の骨を折りました．

bryta av 折る．bryta ut 始まる，勃発する．

ett br̊a
¯
k 名⃝ <br̊aket, br̊ak, br̊aken> 喧嘩．

br̊a
¯
ka 動⃝ <br̊akar, br̊akade, br̊akat, br̊aka!> 喧嘩

する．

br̊a
¯
s 動⃝ <br̊as, br̊addes, br̊atts, × > (p̊a ...) （...

に）（身体的特徴などが）似ている．

en brä
¯
da 名⃝ <brädan, brädor, brädorna> 板．

brä.nna 動⃝ <bränner, brände, bränt, bränn!> 燃

やす．

brä.nnas 動⃝ <bränns, brändes, bränts, × > ヒリヒ

リする．

(en) brä.nnbo. ll 名⃝ <-bollen, × , × > ブレンボル

（野球に似たスウェーデンの競技）．

en brä.nnbollsturne¯
ring 名⃝ <-turneringen,

-turneringar, -turneringarna> ブレンボルのトー

ナメント．
�� ��発音 -rn- でそり舌音．

(ett) brä.nnvi¯
n 名⃝ <-vinet, × , × > アクアビッ

ト．▶複数形に注意．
ett brö

¯
d 名⃝ <brödet, bröd, bröden> パン．

brö
¯
der 名⃝ → bror

ett brö. llop 名⃝ <bröllopet, bröllop, bröllopen> 結

婚式．

en brö. llopsda¯
g 名⃝ <-dagen, -dagar, -dagarna>

結婚記念日．

en brö. llopsfotogra¯
f 名⃝ <-fotografen, -fotografer,

-fotograferna> ブライダルカメラマン．

ett brö. st 名⃝ <bröstet, bröst, brösten> 胸．

brö
¯
t 動⃝ → bryta

ett bu
¯
d 名⃝ <budet, bud, buden> 入札，付け値．

lägga ett bud 入札する．

en buddi.st 名⃝ <buddisten, buddister,

buddisterna> 仏教徒．

en buffé
¯
名⃝ <buffén, bufféer, bufféer> 立食，立食

形式の食事．

bu
¯
ga 動⃝ <bugar, bugade, bugat, buga!> buga

sig お辞儀する．

en bu. lle 名⃝ <bullen, bullar, bullarna> 丸パン，

ロールパン．

bu.ndit 動⃝ → binda

en bu
¯
r 名⃝ <buren, burar, burarna> 檻，ケージ．

bu
¯
rit 動⃝ → bära

en bu. rk 名⃝ <burken, burkar, burkarna> 缶，びん．

en bu. ske 名⃝ <busken, buskar, buskarna> 灌木．

en bu. ss 名⃝ <bussen, bussar, bussarna> バス．
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åka buss バスに乗って行く．

en bu. ssbilje.tt 名⃝ <-biljetten, -biljetter,

-biljetterna> バスチケット．

en bu. sschauffö¯
r 名⃝ <-chauffören, -chaufförer,

-chaufförerna> バス運転手．
�� ��発音 [bus:SOfœ:r]あ

るいは [bus:ÊOfœ:r]．

en bu. ssh̊allpla.ts 名⃝ <-platsen, -platser,

-platserna> バス停．

en buti
¯
k 名⃝ <butiken, butiker, butikerna> 店．

en by
¯
名⃝ <byn, byar, byarna> 村．

by.gga 動⃝ <bygger, byggde, byggt, bygg!> 建てる．

ett by.ggföreta¯
g 名⃝ <-företaget, -företag,

-företagen> 建設会社．

en by.ggnad 名⃝ <byggnaden, byggnader,

byggnaderna> 建物．

en by.ggnadingenjö¯
r 名⃝ <-ingenjören,

-ingenjörer, -ingenjörerna> 構造設計技師．
�� ��発音

-geは [S]あるいは [Ê]で発音．

en by
¯
r̊a 名⃝ <byr̊an, byr̊aar, byr̊aarna>（引き出し

のある）タンス，チェスト．

en by
¯
r̊a 名⃝ <byr̊an, byr̊aer, byr̊aerna> オフィス，

事務所．

by
¯
ta 動⃝ <byter, bytte, bytt, byt!> 替える，交換す

る，乗り換えをする．byta t̊ag 列車を乗り換

える．

en by
¯
tesrä. tt 名⃝ <-rätten, -rätter, -rätterna> 商

品交換の権利．

en by.xa 名⃝ <byxan, byxor, byxorna> ズボン．▶
通例，複数形で使われる．

b̊a
¯
da 代⃝ 両者とも，二人とも，二つとも，両方 (英⃝
both)．b̊ada tv̊a 2つとも，2人とも．b̊ada

ögonen 両目．

b̊a
¯
de 接⃝b̊ade A och B Aも Bも両方とも．

b̊ade och 両方とも．

en b̊a
¯
r 名⃝ <b̊aren, b̊arar, b̊ararna> 担架．

en b̊a
¯
t 名⃝ <b̊aten, b̊atar, b̊atarna> 船，ボート．

åka b̊at 船に乗って行く．

bä.dda 動⃝ <bäddar, bäddade, bäddat, bädda!>

ベッドを整える．

en bä.ddso.ffa 名⃝ <-soffan, -soffor, -sofforna> ソ

ファーベッド．

bä.gge 代⃝ 両者とも，二人とも，二つとも，両方

bägge tv̊a 2つとも，2人とも．bägge

ögonen 両目．

en bä.nk 名⃝ <bänken, bänkar, bänkarna> ベンチ．

bä
¯
ra 動⃝ <bär, bar, burit, bär!> 運ぶ．bära sig

åt 振舞う．

bä.st 形⃝ 最もよい．bra / god の最上級．bäst

(som) ... まさに...の瞬間．bäste vän 最良の

友．Det är nog bäst att ... ...した方がいい

ですよ．

bä.ttre 形⃝ より良い．bra / god の比較級．

bö.cker 名⃝ → bok

en bö.ckling 名⃝ <böcklingen, böcklingar,

böcklingarna> ニシンの燻製．

bö
¯
ra 助⃝ <bör, borde, bort, × > ...すべきだ，...

したほうがよい，...に違いない，...であるはず

なのだが．

bö.rja 動⃝ <börjar, började, börjat, börja!> 始ま

る，...し始める．Skolan börjar p̊a v̊aren i

Japan. 日本では春に学校が始まります．

(en) bö.rjan 名⃝ <början, × , × > 始まり．▶単数
既知形は単数未知形と同形．

en bö.rs 名⃝ <börsen, börsar, börsarna> 株式市場，

証券取引所．
�� ��発音 -rs でそり舌音．

en bö.rsmä
¯
klare 名⃝ <-mäklaren, -mäklare,

-mäklarna> 株式仲買人．
�� ��発音 -rs- でそり舌音．

C

ca 略⃝ → cirka およそ．

en cafete
¯
ria 名⃝ <cafeterian, cafeterior,

cafeteriorna> 喫茶店．

en ca.mping 名⃝ <campingen, campingar,

campingarrna> キャンプ，キャンプすること．

Ca
¯
rl-Gu. staf 固⃝ カール＝グスタヴ（男性名）�� ��発音 後半の Gustafを強く発音する．

Ca
¯
rl XVI Gu. staf 固⃝ カール・グスタヴ 16世

（現スウェーデン国王）▶ XVI は den sextonde

と読む．

Ca
¯
rl vo.n Linné

¯
固⃝ カール・フォン・リネー（ス

13
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ウェーデンの植物学者〔1707-1778〕）．

en centili
¯
ter 名⃝ <-litern, -liter, -literna> センチ

リットル．▶ 単複同形．
centra

¯
l 形⃝ <centralt, centrala> 中心部の，中

央の．

ett ce.ntrum 名⃝ <centrumet, centrum,

centrumen> 中心街．

ett cera
¯
t 名⃝ <ceratet, cerat, ceraten> リップク

リーム．

en ceremoni
¯
名⃝ <ceremonin, ceremonier,

ceremonierna> セレモニー，式典．

(en) champa.gne 名⃝ <champagnen, × , × > シャ

ンパン．
�� ��発音 [Sampanj]あるいは [Êampanj]．

en cha.ns 名⃝ <chansen, chanser, chanserna> 機会，

チャンス．
�� ��発音 ch-は [S]あるいは [Ê]．andra

chans セカンドチャンス

(en) cha.rk 名⃝ <charken, × , × > デリコーナー．�� ��発音 ch-は [S]あるいは [Ê]．

cha.rmig 形⃝ <charmigt, charmiga> チャーミング

な，魅力的な．
�� ��発音 ch-は [S]あるいは [Ê]．

cha.tta 動⃝ <chattar, chattade, chattat, chatta!>

チャットする．
�� ��発音 ch-は [C]．

en chauffö
¯
r 名⃝ <chauffören, chaufförer,

chaufförerna> 運転手．
�� ��発音 [SOfœ:r]あるいは

[ÊOfœ:r]．

en che.ck 名⃝ <checken, checkar (checker),

checkarna (checkerna)> 小切手．
�� ��発音 ch-は [C]．

che.cka 動⃝ <checkar, checkade, checkat, checka!>

checka inチェックインする．
�� ��発音 ch-は [C]．

en che
¯
f 名⃝ <chefen, chefer, cheferna> 上司．

�� ��発音

ch-は [S]あるいは [Ê]．

en che
¯
fsekono

¯
m 名⃝ <-ekonomen, -ekonomer,

-ekonomerna> チーフエコノミスト．
�� ��発音 ch-は

[S]あるいは [Ê]．

ett chi.ps 名⃝ <chipset, chips, chipsen>（ポテト）

チップス．
�� ��発音 ch-は [C]．

cho.ckad 形⃝ <chockat, chockade> ショックな．�� ��発音 ch-は [S]あるいは [Ê]．

en chokla
¯
d 名⃝ <chokladen, choklader,

chokladerna> チョコレート．
�� ��発音 ch-は [S]あ

るいは [Ê]．mörk choklad ダークチョコレー

ト，ブラックチョコレート．

en chokla
¯
dbo. ll 名⃝ <-bollen, -bollar, -bollarna>

チョコレートボール（スイーツ）．
�� ��発音 ch-は [S]

あるいは [Ê]．

en chokla
¯
dru

¯
ta 名⃝ <-rutan, -rutor, -rutorna> ス

クエアーチョコレート（チョコレート味のブラウ

ニーに似たケーキ）．

Chri.stian 固⃝ クリスティアン（男性名）．

en cigare.tt 名⃝ <cigaretten, cigaretter,

cigaretterna> 紙巻きたばこ．

ci.rka 副⃝ およそ，約．Det tar cirka fyrtio

minuter. だいたい 40分くらいかかります．

cite
¯
ra 動⃝ <citerar, citerade, citerat, citera!> 引用

する．

en citro
¯
n 名⃝ <citronen, citroner, citronerna> レ

モン．

Colo.mbia 固⃝ コロンビア．

colombia.nsk 形⃝ <colombianskt, colombianska>

コロンビアの．

cool 形⃝ <coolt, coola> かっこいい，すばらしい．

en croupie
¯
r 名⃝ <croupiern, croupierer,

croupiererna> クルーピエ，カジノのルーレット

のディーラー．
�� ��発音 /kropje

¯
/．

en cy.kel 名⃝ <cykeln, cyklar, cyklarna> 自転車．

en cy.kelaffä¯
r 名⃝ <-affären, -affärer, -affärerna>

自転車屋．

ett cy.kelstä. ll 名⃝ <-stället, -ställ, -ställen> 駐輪

場，自転車置場．

en cy.kelstö. ld 名⃝ <-stölden, -stölder, -stölderna>

自転車の盗難．

en cy.keltu¯
r 名⃝ <-turen, -turer, -turerna> サイク

リング．

cy.kla 動⃝ <cyklar, cyklade, cyklat, cykla!> 自転車

に乗る．

D

d. 略⃝ → död 死亡．

en da
¯
g 名⃝ <dagen, dagar, dagarna> 日．

�� ��発音

/da(g), da(ge)n, da(ga)r, da(ga)rna/ カッコ内
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は発音されないことが多い．Hur många dagar

tar det att skriva en uppsats ? 作文を書くのに

何日かかりますか? en g̊ang om dagen 1日に 1

回．en g̊ang per dag 1日に 1回．dag för dag

日ごとに．Goddag! こんにちは．p̊a dagen

昼間に．

Da
¯
gens Ny

¯
he
¯
ter 固⃝ ダーゲンス・ニーヘーテル

（スウェーデンの日刊紙，DNと省略される）．

ett da
¯
ghe.m 名⃝ <-hemmet, -hem, -hemmen> 保

育所．

ett da
¯
gis 名⃝ <dagiset, dagis, dagisen> 保育所．▶

daghemの口語体．g̊a p̊a dagis 保育所に通う．

ett da
¯
gisba

¯
rn 名⃝ <-barnet, -barn, -barnen> 保育

園児．
�� ��発音 -rn- でそり舌音．

da
¯
glig 形⃝ <dagligt, dagliga> 毎日の．

da.gs 副⃝（すべき）時に，時点に．
�� ��発音 /daks/．

en da.gsti¯
dning 名⃝ <-tidningen, -tidningar,

-tidningarna> 日刊紙．
�� ��発音 前半/daks-/．後半

[-ti:niN]とも発音される．

Da
¯
larna 固⃝ ダーラナ（ランドスカープ名）．

Da
¯
lsland 固⃝ ダールスランド（ランドスカー

プ名）．

en da
¯
m 名⃝ <damen, damer, damerna> 婦人．

en da
¯
mavde

¯
lning 名⃝ <-avdelningen,

-avdelningar, -avdelningarna> 婦人服売り場．

en da.mm 名⃝ <dammen, dammar, dammarna>

池，貯水池．

(ett) da.mm 名⃝ <dammet, × , × > 埃．

en da.mmsu
¯
gare 名⃝ <-sugaren, -sugare,

-sugarna> 掃除機．

Da
¯
niel 固⃝ ダーニエル（男性名）．

Da.nmark 固⃝ デンマーク．

en da.ns 名⃝ <dansen, danser, danserna> ダンス，

踊り．

da.nsa 動⃝ <dansar, dansade, dansat, dansa!> 踊

る．Hon dansar vackert. 彼女は美しく踊る．

en da.nsare 名⃝ <dansaren, dansare, dansarna> ダ

ンサー，踊る人．

ett da.nsgo. lv 名⃝ <-golvet, -golv, -golven> ダンス

フロア．

da.nsk 形⃝ <danskt, danska> デンマーク（語）の．

(en) da.nska 名⃝ <danskan, × , × > デンマーク語．

en da.nsku. rs 名⃝ <-kursen, -kurser, -kurserna> ダ

ンス教室．
�� ��発音 -rs でそり舌音．

en da.nssko¯
名⃝ <-skon, -skor, -skorna> ダンス

シューズ．

ett da.ss 名⃝ <dasset, dass, dassen> 屋外トイレ．

en da
¯
tanö

¯
rd 名⃝ <-nörden, -nördar, -nördarna>

コンピューターオタク．
�� ��発音 -rd でそり舌音．

en da
¯
tasupporttekni

¯
ker 名⃝ <-teknikern,

-tekniker, -teknikerna> テクニカルサポート担

当者．

en da
¯
tor 名⃝ <da

¯
torn, dato

¯
rer, dato

¯
rerna> コン

ピューター．
�� ��発音 複数形でアクセントが移動．

ett da
¯
tum 名⃝ <datumet, datum, datumen> 日付．

Vilket datum är det? 何月何日？ Vad är det

för datum idag? 今日は何月何日？

de 代⃝ 彼らは，彼らが (英⃝ they)
�� ��発音 /d̊a.m/ と発

音される

de 冠⃝ それらの (複数，英⃝ the)
�� ��発音 /d̊a.m/ と発

音される

de dä
¯
r 代⃝ → den där

de hä
¯
r 代⃝ → den här

en deba.tt 名⃝ <debatten, debatter, debatterna>

討論，議論．

(en) dece.mber 名⃝ < × , × , × > 12月．i

december 12月に．

(en/ett) dece.mberfi
¯
ka 名⃝ <-fikan/-fikat, × , × >

12月のフィーカ．

en decime
¯
ter 名⃝ <decimetern, decimeter

(decimetrar), decimeterna (decimetrarna)> デシ

メートル．

en de.ckare 名⃝ <deckaren, deckare, deckarna> 推

理小説，サスペンス．

de.jta 動⃝ <dejtar, dejtade, dejtat, dejta!> デート

する．

en de.jtingsa. jt 名⃝ <-sajten, -sajter, -sajterna> 出

会い系サイト．

dekore
¯
ra 動⃝ <dekorerar, dekorerade, dekorerat,

dekorera!> 飾る，装飾する．
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en de
¯
l 名⃝ <delen, delar, delarna> 部分．en del

（全体の中の）ある人たち，ある物・部分．en

hel del 多量，たくさん．För all del. どうい

たしまして．

de
¯
la 動⃝ <delar, delade, delat, dela!> 分ける，分割

する．femton delat med tre är fem. 15 ÷ 3=5.

dela ut 配布する，配る．

de
¯
lad 形⃝ <delat, delade> 分割された．

de
¯
lta
¯
動⃝ <deltar, deltog, deltagit, delta!> (i ...)

（... に）参加する．

de
¯
lta
¯
git 動⃝ → delta

de
¯
lto
¯
g 動⃝ → delta

de
¯
lvi
¯
s 副⃝ 一部は，一部には．

dem 代⃝ 彼らを・彼らに，それらを・それらに (英⃝
them) ．

�� ��発音 /d̊a.m/ と発音される．

demonstrati
¯
v 形⃝ <demonstrativt,

demonstrativa>（文法）指示の．

demonstrativa pronomen 指示代名詞．

demonstre
¯
ra 動⃝ <demonstrerar, demonstrerade,

demonstrerat, demonstrera!> デモをする，デモ

に参加する；説明する，実演して見せる；表明す

る，明らかにする．

de.n 代⃝ それが，それを，それに．EN-名詞を受け

る．（単数共性，英⃝ it）．

de.n 冠⃝ その．（単数共性，英⃝ the）．

den dä
¯
r 代⃝ <det där, de där> あの，あれ．

den hä
¯
r 代⃝ <det här, de här> この，これ．

de.nna 代⃝ <detta, dessa> これ，この．

densa.mma 代⃝ <detsamma, desamma> 同一の

（人），同一の（物）．Tack detsamma! こちら

こそありがとう．あなたも！

de.ppig 形⃝ <deppigt, deppiga> 気の滅入った，憂

鬱な．

deprime
¯
rad 形⃝ <deprimerat, deprimerade> 落胆

した，気落ちした，がっかりした．

de
¯
ras 代⃝ 彼らの，それらの．

desa.mma 代⃝ → densamma

(en) desi.gn 名⃝ <designen, × , × > デザイン．�� ��発音 /desa. jn/．

en desi.gnla.mpa 名⃝ <-lampan, -lampor,

-lamporna> デザイン照明，デザイナー照明．�� ��発音 /desa. jn-/．

en desi.gnpry
¯
l 名⃝ <-prylen, -prylar, -prylarna>

デザインの良い製品・モノ．
�� ��発音 /desa. jn-/．

despera
¯
t 形⃝ <desperat, desperata> 絶望した．

de.ss 代⃝ それの（den, detの所有格）．till dess そ

の時までに．

de.ssa 代⃝ → denna

en desse
¯
rt 名⃝ <desserten, desserter, desserterna>

デザート．
�� ��発音 -t は発音されない．

dessu
¯
tom 副⃝ 加えて．

en destinatio
¯
n 名⃝ <destinationen, destinationer,

destinationerna> （飛行機や船の）目的地，旅行

の目的地．

desto
¯
副⃝ ju ... desto ... （比較級と共に）... す

ればするほど ... になる．

de.t 代⃝ それが，それを，それに．ETT-名詞を受け

る．（単数中性，英⃝ it）．
�� ��発音 -t は発音され

ない．

de.t 冠⃝ その．（単数中性，英⃝ the）
�� ��発音 -t は発音

されない．

det dä
¯
r 代⃝ → den där

det hä
¯
r 代⃝ → den här

en deta. lj 名⃝ <detaljen, detaljer, detaljerna> 詳

細．i minsta detalj 事細かに．

detsa.mma 代⃝ → densamma

de.tta 代⃝ → denna

en diagno
¯
s 名⃝ <diagnosen, diagnoser,

diagnoserna> 診断．

en dialo
¯
g 名⃝ <dialogen, dialoger, dialogerna> 対

話，会話．

en diarré
¯
名⃝ <diarrén, diarréer, diarréerna> 下

痢．Jag har diarré. 私は下痢です．

en die
¯
t 名⃝ <dieten, dieter, dieterna> 規定食，ダ

イエット，食餌療法．

dig 代⃝ 君を，君に．
�� ��発音 /de.j/ と発音される．

en di.kt 名⃝ <dikten, dikter, dikterna> 詩．

(en) di.ll 名⃝ <dillen, × , × > ディル．（ハーブの

一種）．

(ett) di.llsmö
¯
r 名⃝ <-smöret, × , × > ディル入り
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バター．

en di.mma 名⃝ <dimman, dimmor, dimmorna> 霧．

Det är dimma. 霧が立ち込めている．

di.n 代⃝ <ditt, dina> あなたの．

di
¯
na 代⃝ → din

en diploma
¯
t 名⃝ <diplomaten, diplomater,

diplomaterna> 外交官．

dire.kt 副⃝ 直接．

en direktö
¯
r 名⃝ <direktören, direktörer,

direktörerna> 重役，取締役．verkställande

direktör 社長，専務取締役．

di.ska 動⃝ <diskar, diskade, diskat, diska!> 皿洗い

をする．

en di.skbä.nk 名⃝ <-bänken, -bänkar, -bänkarna>

（台所の）流し台．

en diskussio
¯
n 名⃝ <diskussionen, diskussioner,

diskussionerna> 議論．

diskute
¯
ra 動⃝ <diskuterar, diskuterade, diskuterat,

diskutera!> 議論する．

di
¯
t 副⃝ そこへ．

�� ��発音 規則通り長母音で発音される

ことに注意．

di
¯
t 副⃝ 先行詞を目的点として捉える場所の関係副

詞．
�� ��発音 規則通り長母音で発音されることに

注意．

di.tt 代⃝ → din

dju
¯
p 形⃝ <djupt, djupa> 深い．

�� ��発音 d-は発音され

ない．

ett dju
¯
r 名⃝ <djuret, djur, djuren> 動物．

�� ��発音 d-

は発音されない．

DN 略⃝ → Dagens Nyheter ダーゲンス・ニー

ヘーテル（スウェーデンの日刊紙）

do.ck 副⃝ それでも，しかしながら．

do. fta 動⃝ <doftar, doftade, doftat, dofta!> 香りが

する．

do
¯
g 動⃝ → dö

en do.ktor 名⃝ <do.ktorn, dokto¯
rer, dokto

¯
rerna> 博

士，医師．
�� ��発音 複数形でアクセントが移動．

doktore
¯
ra 動⃝ <doktorerar, doktorerade,

doktorerat, doktorera!> 博士論文を書く．

en do.ktorsexa¯
men 名⃝ <-examen, -examina,

-examina> 博士号．
�� ��発音 -rs-でそり舌音．

ett dokume.nt 名⃝ <dokumentet, dokument,

dokumenten> 文書，書類；（コンピューター）ド

キュメント．

en dokumentä
¯
r 名⃝ <dokumentären,

dokumentärer, dokumentärerna> ドキュメンタ

リー，記録作品．

do
¯
lde 動⃝ → dölja

en do. llar 名⃝ <dollarn, dollar, dollarna> ドル．

do
¯
lt 動⃝ → dölja

en do.m 名⃝ <domen, domar, domarna> 判決．�� ��発音 -o- が短母音であることに注意．

en do.mare 名⃝ <domaren, domare, domarna> 裁

判官．
�� ��発音 -o- が短母音であることに注意．

en do
¯
sa 名⃝ <dosan, dosor, dosorna> （蓋つきの）

小容器，小箱．

en do.tter 名⃝ <dottern, döttrar, döttrarna> 娘．

▶ 複数形に注意．
en do.tterdo.tter 名⃝ <-dottern, -döttrar,

-döttrarna> 娘の娘．
�� ��発音 -rd-でそり舌音．

en do.tterso¯
n 名⃝ <-sonen, -söner, -sönerna> 娘の

息子．
�� ��発音 -rs-でそり舌音．

dr 略⃝ → doktor 博士，医師．

dra
¯
動⃝ <drar, drog, dragit, dra!> 引く，引っ張る．

dra av 差し引く．dra in 取り消す．dra sig

hem̊at 帰宅する，家に帰る．dra ut 引き抜く．

dra.bba 動⃝ <drabbar, drabbade, drabbat,

drabba!> （不運・病気・災害などが）襲う．

dra.ck 動⃝ → dricka

dra
¯
git 動⃝ → dra

ett dra
¯
ma 名⃝ <dramat, dramer, dramerna> ドラ

マ．▶ 複数形に注意．
ett draperi

¯
名⃝ <draperiet, draperier,

draperierna> ドア用のカーテン．▶ 複数形に
注意．

dre
¯
v 動⃝ → drivit

dri.cka 動⃝ <dricker, drack, druckit, drick!> 飲む．

Hon dricker kaffe p̊a morgonen. 彼女は朝コー

ヒーを飲みます．dricka upp 全部飲む．

dricka ur 飲み干す．
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(en) dri.cks 名⃝ <dricksen, × , × > チップ，心

づけ．

en dri.nk 名⃝ <drinken, drinkar, drinkarna> （アル

コール性）飲料（特に混合酒）．

dri
¯
va 動⃝ <driver, drev, drivit, driv!> 駆り立てる．

dri
¯
vit 動⃝ → driva

dro
¯
g 動⃝ → dra

en dro.ttning 名⃝ <drottningen, drottningar,

drottningarna> 女王，王妃．

Dro.ttningho. lm 固⃝ ドロットニングホルム（ド

ロットニングホルム宮殿のある地名）

dru. ckit 動⃝ → dricka

en dru
¯
va 名⃝ <druvan, druvor, druvorna> ぶどう．

en dry.ck 名⃝ <drycken, drycker, dryckerna> ドリ

ンク，飲み物，飲料，．

dry
¯
gt 副⃝ ...強，...余り．

drö. ja 動⃝ <dröjer, dröjde, dröjt, dröj!>（長い）時

間がかかる．

en drö.m 名⃝ <drömmen, drömmar, drömmarna>

夢．

en drö.mbo
¯
ende 名⃝ <-boendet, -boenden,

-boendena> 理想の住まい．

en drö.mlägenhe
¯
t 名⃝ <-lägenheten, -lägenheter,

-lägenheterna> 理想のマンション．

drö.mma 動⃝ <drömmer, drömde, drömt, dröm!>

夢を見る．

du
¯
代⃝ 君は，君が (英⃝ you)

du.bbel 形⃝ <dubbelt, dubbla> 二重の．

du.bbelbo¯
kad 形⃝ <-bokat, -bokade> 二重に予約

を受けた．

ett du.bbelna.mn 名⃝ <-namnet, -namn,

-namnen> ダブルネーム．

du.bbelsi¯
dig 形⃝ <-sidigt, -sidiga> 両面の．

en du.bbelsä.ng 名⃝ <sängen, sängar, sängarna>

ダブルベッド．

du
¯
ga 動⃝ <duger, dög, dugt, × > 役に立つ．

en du
¯
k 名⃝ <duken, dukar, dukarna> 布，テーブル

クロス．

du
¯
ka 動⃝ <dukar, dukade, dukat, duka!> テーブル

をセッティングする．dukar av 食卓を片付け

る．duka fram テーブルに...を出す．

du.ktig 形⃝ <duktigt, duktiga> 優秀な．

du.m 形⃝ <dumt, dumma> 愚かな，バカな．
�� ��発音

-u- が短母音であることに注意．

du.nkel 形⃝ <dunkelt, dunkla> 薄暗い．

ett du
¯
ntä.cke 名⃝ <-täcket, -täcken, -täckena> 羽

ぶとん．

en du. sch 名⃝ <duschen, duschar, duscharna>

シャワー．

(en) du. schkrä¯
m 名⃝ <-krämen, × , × > ボディー

ソープ．

dvs. 略⃝ → det vill säga つまり．

ett dy.gn 名⃝ <dygnet, dygn, dygnen> 一昼夜，24

時間．en g̊ang om dygnet 24時間に 1回．en

g̊ang per dygn 24時間に 1回．

dy
¯
ka 動⃝ <dyker, dök, dykit, dyk!> （水中に）潜

る，潜水する．dyka upp 現れる．

dy
¯
kit 動⃝ → dyka

dy
¯
li
¯
k 代⃝ <dylikt, dylika> 同じ種類の．och

dylikt などなど．

(en) dynami
¯
t 名⃝ <dynamiten, × , × > ダイナマ

イト．

dy
¯
r 形⃝ <dyrt, dyra> 高価な．Min bil är inte s̊a

dyr som din. 僕の車は君の車ほど高価ではない．

(en) dy. rkan 名⃝ <dyrkan, × , × > 崇拝．▶単数
既知形は単数未知形と同形．

dy. ster 形⃝ <dystert, dystra> 気分が暗い．

d̊a
¯
接⃝ ...のとき；...なので．

d̊a
¯
副⃝ そのとき，そうすると，それでは．

d̊a
¯
副⃝ 時を表す関係副詞．

d̊a
¯
lig 形⃝ <d̊aligt, d̊aliga> 悪い．

d̊a
¯
ligt 副⃝ 悪く．

(en) d̊a
¯
ti
¯
d 名⃝ <d̊atiden, × , × > 過去．

d̊a
¯
ti
¯
da 形⃝ <–, –> 当時の．

d̊a
¯
va
¯
rande 形⃝ <–, –> 当時の．

dä
¯
r 副⃝ そこで，そこに．（英⃝ there）．

dä
¯
r 副⃝ 先行詞を静止点として捉える場所の関係

副詞．

dä
¯
rbo.rta 副⃝ あそこに．

�� ��発音 -rt- でそり舌音．

dä
¯
refter/däre.fter 副⃝ その後，その後に．
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dä
¯
remot/däremo

¯
t 副⃝ それに反して，一方で．．

dä
¯
rför 副⃝ そのため，したがって，それゆえ．

dä
¯
rför a.tt 接⃝ ...だから．

dä
¯
rifr̊an/därifr̊a.n 副⃝ そこから．

dä
¯
rmed 副⃝ それをもって，それでもって．

dä
¯
rp̊a/därp̊a

¯
副⃝ その直後．dagen därp̊a すぐ

その翌日．

dä
¯
rtill/därti.ll 副⃝ それに加えて．

dä
¯
rvid/därvi.d 副⃝ その際に．

dö
¯
動⃝ <dör, dog, dött, dö!> 死ぬ．dö ut 死に絶

える．

en dö
¯
d 名⃝ <döden, × , × > 死．till döds 死ぬま

で，死に至って．

dö
¯
d 形⃝ <dött, döda> 死んだ，死んでいる．

dö
¯
da 動⃝ <dödar, dödade, dödat,döda!> 殺す．

dö
¯
g 動⃝ → duga

dö
¯
k 動⃝ → dyka

dö. lja 動⃝ <döljer, dolde, dolt, dölj!> 隠す．

dö.ma 動⃝ <dömer, dömde dömt, döm!> 裁く．�� ��発音 -ö- が短母音であることに注意．

en dö.rr 名⃝ <dörren, dörrar, dörrarna> ドア．

en dö.rrspe¯
gel 名⃝ <-spegeln, -speglar, -speglarna>

ドアの鏡板．
�� ��発音 -rs- だがそり舌音にならない．

dö. ttrar 名⃝ → dotter

E

e.fter 前⃝ 【順序・場所】...のあとに，...のあとで．

【時間】...のあとで，...を過ぎて．【目的・追

求】...の後を追って，...を求めて．【模倣】...に

ならって，...に従って．efter (det) att ... ...

した後で．dagen efter その翌日．

e.fter 副⃝ 後を追って，後退して，（痕跡や希望して

いたものを）探して，大事にして．

en e.fterfr̊a¯
gan 名⃝ <efterfr̊agan, efterfr̊agningar,

efterfr̊agningarna> 需要．▶単数既知形は単数未
知形と同形．複数形は efterfr̊agning の複数形を

用いる．

en e.fterfr̊a¯
gning 名⃝ <efterfr̊agningen,

efterfr̊agningar, efterfr̊agningarna> 需要．

en e.ftergi.ft 名⃝ <eftergiften, eftergifter,

eftergifterna> 譲歩．

en e.ftermi.ddag 名⃝ <-middagen, -middagar,

-middagarna> 午後．
�� ��発音 通例 -gは発音されな

い．i eftermiddag 今日の午後に．p̊a

eftermiddagen 午後に．

ett e.fterna.mn 名⃝ <-namnet, -namn, -namnen>

姓，名字．
�� ��発音 -rn-でそり舌音．

en e.fterrä. tt 名⃝ <-rätten, -rätter, -rätterna> デ

ザート．

e.fterso.m 接⃝ ...なので，...だから．
�� ��発音 -rs-でそ

り舌音．

e
¯
gen 形⃝ <eget, egna> 自己の，自分自身の．

ege.ntligen 副⃝ 実際に，本来は．
�� ��発音 話し言葉で

はしばしば/je.ntlijen/と発音される．Hur

gammal är Sven egentligen? スヴェンは一体何

歳ですか．

Egy.pten 固⃝ エジプト．

egy.ptisk 形⃝ <egyptiskt, egyptiska> エジプトの．

e.j 副⃝ ...でない．▶ 堅い文体で使われる．
ekolo

¯
gisk 形⃝ <ekologiskt, ekologiska> オーガニッ

クな，有機の．

en ekono
¯
m 名⃝ <ekonomen, ekonomer,

ekonomerna> 経済学者，エコノミスト．

(en) ekonomi
¯
名⃝ <ekonomin, × , × > 経済．

en ekonomi
¯
nyhe

¯
t 名⃝ <-nyheten, -nyheter,

-nyheterna> 経済ニュース．

en e.ko.rre 名⃝ <ekorren, ekorrar, ekorrarna> リス．

e.Kr. 略⃝ → efter Kristus 紀元後．

el. 略⃝ → eller あるいは．

e
¯
lak 形⃝ <elakt, elaka> 意地悪な．

en e.ld 名⃝ <elden, eldar, eldarna> 火．

e.lda 動⃝ <elda, eldar, eldade, eldat, elda!> 火をつ

ける．

ele.ktrisk 形⃝ <elektriskt, elektriska> 電気の．

(en) elektroni.k 名⃝ <elektroniken, × , × > エレク

トロニクス，電子工学．

elektro
¯
nisk 形⃝ <elektroniskt, elektroniska> 電子

工学の，エレクトロニクスの．

en ele
¯
v 名⃝ <eleven, elever, eleverna> 生徒．

e.lfte 数⃝ 第 11番目の．
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Eli
¯
as 固⃝ エリーアス（男性名）．

E. lla 固⃝ エッラ（女性名）．

e.ller 接⃝ あるいは，または，もしくは；（言い換え

て）すなわち．eller hur（付加疑問）...ですよ

ね？ Han är student, eller hur? 彼は学生です

よね．

E. lsa 固⃝ エルサ（女性名）．

en e.lva 名⃝ <elvan, elvor, elvorna> 11という数字．

11番（順位）．

e.lva 数⃝ 11．

em. 略⃝ → eftermiddag(en) 午後．

E.mbla 固⃝ エンブラ（女性名）．

eme.llan 前⃝副⃝ ...の間に，間に．vänner

emellan 友人同士での話だが．

emigre
¯
ra 動⃝ <emigrerar, emigrerade, emigrerat,

emigrera!>（自国から他国へ）移住する．

E
¯
mil 固⃝ エーミル（男性名）．

E.mma 固⃝ エンマ（女性名）．

emo
¯
t 副⃝ 対峙して，反対して．

e.n 代⃝ 人を，人に．（代名詞 manの目的格）．

e.n 冠⃝ ある．（EN-名詞の場合，英⃝ a, an）．var

och en それぞれ，各自．

e.n 数⃝ 1，ひとつの．（EN-名詞の場合， 英⃝ a, an,

one）．

e
¯
na 代⃝ 一方（の）．den ena ..., den andra ...

一方は...，他方は...．

e
¯
nast̊a

¯
ende 形⃝ <-, -> 比類のない，特有な，ユ

ニークな．

e.nda 形⃝ <-, -> 唯一の．

e.ndast 副⃝　... だけ，ばかり．

en energi
¯
名⃝ <energin, energier, energierna> エネ

ルギー．
�� ��発音 -g-は [S]あるいは [Ê]で発音．

ene.rgisk 形⃝ <energiskt, energiska> 精力的な．

en energ
¯
iva
¯
ra 名⃝ <-varan, -varor, -varorna> エネ

ルギー関連生産品（輸出入品目）．
�� ��発音 -g-は [S]

あるいは [Ê]で発音．

engage
¯
ra 動⃝ <engagerar, engagerade, engagerat,

engagera!> 没頭する．
�� ��発音 [aNaÊe:ra]あるいは

[aNaSe:ra]．

e.ngelsk 形⃝ <engelskt, engelska> イギリスの；英

語の．

(en) e.ngelska 名⃝ <engelskan, × , × > 英語．

E. ngland 固⃝ イギリス．

en e.nhe¯
t 名⃝ <enheten, enheter,enheterna> 単位；

部門．

e.nkel 形⃝ <enkelt, enkla> 単純な，簡単な，片道

の，質素な．Hur mycket kostar en enkel resa?

片道いくらかかるのですか？

en e
¯
nkro

¯
na 名⃝ <-kronan, -kronor, -kronorna> 1

クローナ硬貨．

en enkä
¯
t 名⃝ <enkäten, enkäter, enkäterna> アン

ケート．
�� ��発音 [aNkE:t]

enl. 略⃝ → enligt ...によれば．

e
¯
nligt 前⃝ ...によれば，...にしたがって．

eno.rm 形⃝ <enormt, enorma> 巨大な．

eno.rmt 副⃝ 非常に．

e.ns 代⃝ 人の．（代名詞 manの所有格）．

e.nsa.m 形⃝ <ensamt, ensamma> ただ一人の，た

だ...だけで．

e.nsamst̊a
¯
ende 形⃝ <-, -> たった 1人の，1人だ

けの．

en entré
¯
名⃝ <entrén, entréer, entréerna> 入口．�� ��発音 [aNtre:]

en entreprenö
¯
r 名⃝ <entreprenören,

entreprenörer, entreprenörerna> 起業家．

e
¯
nvi

¯
sas 動⃝ <envisas, envisades, envisats, envisas!>

頑固に主張する，強情を張る．

en e
¯
-postadre.ss 名⃝ <-adressen, -adresser,

-adresserna> e-mailアドレス．

e
¯
r 代⃝ あなた方を，あなた方に．

e
¯
r 代⃝ <ert, era> あなた方の．▶話し言葉では，
er/ertの代わりに eran/eratが使われることが

ある．

e
¯
ra 代⃝ → er

e
¯
ran 代⃝ → er

e
¯
rat 代⃝ → er

e
¯
rbju

¯
da 動⃝ <erbjuder, erbjöd, erbjudit, erbjud!>

提供する．

ett e
¯
rbju

¯
dande 名⃝ <erbjudandet, erbjudanden,

erbjudandena> 申し出，提案，オファー．
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e
¯
rbju

¯
dit 動⃝ → erbjuda

e
¯
rbjö

¯
d 動⃝ → erbjuda

e
¯
rfa
¯
ren 形⃝ <erfaret, erfarna> 経験豊かな．

E
¯
rik 固⃝ エーリック（男性名）．

E
¯
riksson 固⃝ エーリックソン（苗字）．

e
¯
rkä.nna 動⃝ <erkänner, erkände, erkänt, erkänn!>

認める．

e
¯
rt 代⃝

�� ��発音 -rt でそり舌音．→ er

etc. 略⃝ → etcetera ...など．

etce.tera/et ce.tera 副⃝ ...など．

en etike.tt 名⃝ <etiketten, etiketter, etiketterna>

礼儀作法，エチケット．vett och etikett 常識

と礼儀作法．

en etike.ttsre¯
gel 名⃝ <-regeln, -regler, -reglerna>

礼儀作法のルール．

etio
¯
pisk 形⃝ <etiopiskt, etiopiska> エチオピアの．

e.tt 冠⃝ ある．（ETT-名詞の場合， 英⃝ a, an）．

e.tt 数⃝ 1, ひとつの．（ETT-名詞の場合， 英⃝ a, an,

one）．

en e.tta 名⃝ <ettan, ettor, ettorna> 1という数字．

1番，ワンルーム，1番ホーム，1番線，1年

（学年）．

EU 略⃝ → Europeiska unionen ヨーロッパ

連合．

en EU-me.dbo.rgare 名⃝ <-borgaren, -borgare,

-borgarna> EU市民，欧州連合市民．

en e.uro 名⃝ <euron, euro, eurona> ユーロ．

Euro
¯
pa 固⃝ ヨーロッパ．

�� ��発音 しばしば/ero
¯
pa/と

発音される．

Europe
¯
iska unio

¯
nen 固⃝ ヨーロッパ連合．

E
¯
va-Lo.tta 固⃝ エーヴァ＝ロッタ（女性名）．

�� ��発音

前半の Evaを強く発音する．

ev. 略⃝ → eventuell(t) 場合によっては，必要で

あれば．

eventue.ll 形⃝ <eventuellt, eventuella>（場合に

よっては）起こりえる，あり得る．

eventue.llt 副⃝ 場合によっては，必要であれば．

e
¯
vig 形⃝ <evigt, eviga> 永遠の．för evigt 永

遠に．

ett e.x 名⃝ <exet, ex, exen> 前妻，前夫，元カレ，

元カノ．

exa.kt 形⃝ <exakt, exakta> 精確な，精密な．

exa.kt 副⃝ きっかり，ぴったり，ちょうど．

en exa
¯
men 名⃝ <examen, examina, examina>（大

学での）修了試験．

ett exe.mpel 名⃝ <exemplet, exempel, exemplen>

例．till exempel 例えば．

exe.mpelvi
¯
s 副⃝ 例えば．

ett exempla
¯
r 名⃝ <exemplaret, exemplar,

exemplaren>（たくさんある同種・同形のものの

中の）個物，個体，（書物の）部，冊．

exklusi
¯
v/e.xklusiv 形⃝ <exklusivt, exklusiva> 排

他的な，独占的な；特権階級に限られた．

exo
¯
tisk 形⃝ <exotiskt, exotiska> 異国情緒の，エキ

ゾチックな，外来の．

en expedi
¯
t 名⃝ <expediten, expediter,

expediterna> 店員．

ett experime.nt 名⃝ <experimentet, experiment,

experimenten> 実験

experimente
¯
ra 動⃝ <experimenterar,

experimenterade, experimenterat,

experimentera!> 実験する．

en experime.nttea¯
ter 名⃝ <-teatern, -teatrar,

-teatrarna> 実験演劇，実験劇場．

explode
¯
ra 動⃝ <exploderar, exploderade,

expeloderat, explodera!> 爆発する．

en expo.rt 名⃝ <exporten, exporter, exporterna>

輸出．
�� ��発音 -rt でそり舌音．

exporte
¯
ra 動⃝ <expoterar, expoterade, expoterat,

expotera!> 輸出する．
�� ��発音 -rt- でそり舌音．

Expre.ssen 固⃝ エクスプレッセン（スウェーデン

の夕刊紙名）．

e.xtra 形⃝ <–, –> 特別の，余分の．

e.xtra 副⃝ 特別に，余分に．

ett e.xtrajo.bb 名⃝ <-jobbet, -jobb, -jobben> アル

バイトの職．

en e.xtråa¯
tgärd 名⃝ <-̊atgärden, -̊atgärder,

-̊atgärderna> 余分（余計）な対策，特別な対策．�� ��発音 -rd でそり舌音．

en e.xtraö¯
vning 名⃝ <-övningen, -övningar,
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-övningarna> 追加の練習問題．

extre
¯
mt 副⃝ きわめて，とても．

F

f. 略⃝ → född 生まれ； före 以前の； och

följande それ以降の．

en fabri
¯
k 名⃝ <fabriken, fabriker, fabrikerna>

工場．

en fa.ktaru¯
ta 名⃝ <-rutan, -rutor, -rutorna> 概略

欄，まとめ欄，要約欄．

fa.ktiskt 副⃝ 実際に，本当に，実を言うと．

en fa.ktor 名⃝ <fa.ktorn, fakto¯
rer, fakto

¯
rerna> 要

因，要素．
�� ��発音 複数形でアクセントが移動．

ett fa.ktum 名⃝ <faktumet, faktum (fakta),

faktumen (fakta)> 事実．fakta om ... ...に関

する事実．

en fala. felmeny
¯
名⃝ <-menyn, -menyer,

-menyerna> ファラフェルのメニュー（ヒヨコマ

メを使った中東料理）．

ett fa. ll 名⃝ <fallet, fall, fallen> 落下，下落，低下，

事例．i alla fall とにかく，いずれにせよ．i

bästa fall いくら良くても，せいぜいのところ．

i s̊a fall その場合には．i värsta fall 最悪の場

合には．

fa. lla 動⃝ <faller, föll, fallit, fall!> 落ちる．falla

sönder 落下して壊れる．

fa. llit 動⃝ → falla

en fa. llskä.rm 名⃝ <-skärmen, -skärmar,

-skärmarna> 落下傘，パラシュート．hoppa

fallskärm パラシュートで落下する，スカイダ

イビングをする．

fa. lsk 形⃝ <falskt, falska> 誤りの，偽りの，偽の．

en fa
¯
luko.rv 名⃝ <-korven, -korvar, -korvarna>

ファールンソーセージ．

Fa
¯
lu.n 固⃝ ファールン（スウェーデンの都市名）．

fa
¯
lurö

¯
d 形⃝ <-rött, -röda>ファールンレッド．

en fami.lj 名⃝ <familjen, familjer, familjerna>

家族．

en fami.ljeme
¯
dlem 名⃝ <-medlemmen,

-medlemmar, -medlemmarna> 家族の一員．

fa.nn 動⃝ → finna

fa.nns 動⃝ → finnas

en fantasi
¯
名⃝ <fantasin, fantasier, fantasierna>

空想．

fantasi
¯
e.ggande 形⃝ <-, -> 空想（想像力）を刺激

する．

fantasi
¯
fu. ll 形⃝ <fantasifullt, fantasifulla> 想像力

に富む．

fanta.stisk 形⃝ <fantastiskt, fantastiska> 素晴ら

しい．

fanta.stiskt 副⃝ 素晴らしく．

fantise
¯
ra 動⃝ <fantiserar, fantiserade, fantiserat,

fantisera!> 空想する，夢想する．

en fa
¯
r 名⃝ <fadern, fäder, fäderna> 父．▶ 単数既

知形・複数形に注意．

en fa
¯
ra 名⃝ <faran, faror, farorna> 危険．ingen

fara 大丈夫，問題ありません．

fa
¯
ra 動⃝ <far, for, farit, far!> 乗物に乗って（...

へ）行く．

en fa.rbro.r 名⃝ <-brodern (-brorn), -bröder,

-bröderna> 父方のおじ．

en fa.rfa.r 名⃝ <-fadern, -fäder, -fäderna> 父方の

祖父．

fa
¯
rit 動⃝ → fara

fa
¯
rlig 形⃝ <farligt, farliga> 危ない．

en fa.rmo.r 名⃝ <-modern, -mödrar, -mödrarna> 父

方の祖母．

en fa
¯
rt 名⃝ <farten, farter, farterna> 速さ．

�� ��発音

-rt- でそり舌音．

ett fa
¯
rty
¯
g 名⃝ <fartyget, fartyg, fartygen> 船，船

舶．
�� ��発音 -rt- でそり舌音．sm̊a fartyg 小型船．

fascine
¯
rande 形⃝ <–, –> うっとりさせる．

fa.st 接⃝ けれども，そうはいうものの，もっともだ

が，でも，しかし，ただし．

fa.st 形⃝ <fast, fasta> 固定した．

en fa.ster 名⃝ <fastern, fastrar, fastrarna> 父方の

おば．

fa.stän 接⃝ ...だけれども．▶ 話し言葉で用いら
れる．

ett fa
¯
t 名⃝ <fatet, fat, faten> （受け）皿，
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ソーサー．

fa.ttas 動⃝ <fattas, fattades, fattats, × > 不足して

いる．

fa.ttig 形⃝ <fattigt, fattiga> 貧しい．

en favori
¯
t 名⃝ <favoriten, favoriter, favoriterna>

お気に入り．

en favori
¯
tbo

¯
k 名⃝ <-boken, -böcker, -böckerna>

お気に入りの本，愛読書．

ett favori
¯
tprogra.m 名⃝ <-programmet, -program,

-programmen> 好きな番組．

ett favori
¯
tä.mne 名⃝ <-ämnet, -ämnen, -ämnena>

得意科目，好きな科目．

f.d. 略⃝ → före detta 前の，かつての．

en fe
¯
ber 名⃝ <febern, febrar, febrarna>（病気によ

る）熱；熱狂．Jag har feber och sv̊ar hosta.

私は熱があって，ひどく咳もでます．

en fe
¯
bertermome

¯
ter 名⃝ <-termometern,

-termometrar, -termometrarna> 体温計．

(en) februa
¯
ri 名⃝ < × , × , × > 2月．i februari

2月に．

fe.ja 動⃝ <fejar, fejade, fejat, feja!> きれいにする．

ett fe
¯
l 名⃝ <felet, fel, felen> 間違い，過ち．

fe
¯
l 形⃝ <–, –>間違っている，誤っている． Det är

fel. 間違っています．

fe
¯
l 副⃝ 間違って，誤って．

fe.m 数⃝ 5．

en fe.mhundrala.pp 名⃝ <-lappen, -lappar,

-lapparna> 500クローナ札．

en fe.mkro
¯
na 名⃝ <-kronan, -kronor, -kronorna> 5

クローナ硬貨．

en fe.mma 名⃝ <femman, femmor, femmorna> 5と

いう数字．5番（順位），5年（学年），5クロー

ナ硬貨．

fe.mte 数⃝ 第 5番目の．

fe.mtio 数⃝ 50．
�� ��発音 -o は発音されない．

en fe.mtiola.pp 名⃝ <-lappen, -lappar, -lapparna>

50クローナ札．

fe.mtionde 数⃝ 第 50番目の．

fe.mtio̊a.tta 数⃝ 58．
�� ��発音 -o は発音されない

en fe.mtioö
¯
ring 名⃝ <-öringen, -öringar,

-öringarna> 50ウーレ硬貨．（現在は流通してい

ない）．

fe.mton 数⃝ 15．

fe.mtonde 数⃝ 第 15番目の．

fermente
¯
rad 形⃝ <fermenterat, fermenterade> 発

酵した．

en fe.st 名⃝ <festen, fester, festerna> パーティー．

en festiva
¯
l 名⃝ <-salen, -salar, -salarna> 祝祭，

祭り．

(en) fe.stma
¯
t 名⃝ <-maten, × , × > パーティー

料理．

en fe.stsa¯
l 名⃝ <festivalen, festivaler, festivalena>

舞踏場，パーティーホール．

en fe.stv̊a¯
ning 名⃝ <-v̊aningen, -v̊aningar,

-v̊aningarna> パーティー会場．

fe
¯
t 形⃝ <fett, feta> 脂っこい；よく太った，ずんぐ

りした．fet stil ボールド体．

en fi
¯
ber 名⃝ <fibern, fibrer, fibrerna> 繊維．

fi.ck 動⃝ → f̊a

en fi.cka 名⃝ <fickan, fickor, fickorna> ポケット．

en fi
¯
ende 名⃝ <fienden, fiender, fienderna> 敵．

en figu
¯
r 名⃝ <figuren, figurer, figurerna> 登場人物．

fi
¯
ka 動⃝ <fikar, fikade, fikat, fika!> コーヒーする，

フィーカする．

(en/ett) fi
¯
ka 名⃝ <-fikan/-fikat, × , × > フィーカ．

ta en fika フィーカする．

en fi
¯
kapa.us 名⃝ <-pausen, -pauser, -pauserna>

コーヒーブレイク．

(en) fi
¯
l 名⃝ <filen, × , × > サワーミルク（ヨーグ

ルトに似た牛乳）．

Filippi
¯
nerna 固⃝ フィリピン．

en fi.lm 名⃝ <filmen, filmer, filmerna> 映画．

(en) fi
¯
lmjö. lk 名⃝ <-mjölken, × , × > サワーミル

ク（ヨーグルトに似た牛乳）．

en filosofi
¯
名⃝ <filosofin, filosofier, filosofierna>

哲学．

en fi.lt 名⃝ <filten, filtar, filarna> 毛布．

fi
¯
n 形⃝ <fint, fina> 素敵な．

finansie
¯
ra 動⃝ <finansierar, finansierade,

finansierat, finansiera!> 資金を調達する．
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ett fi.nger 名⃝ <fingret, fingrar, fingrarna> 指．▶
単数既知形・複数形に注意．

Fi.nland 固⃝ フィンランド．

fi.nna 動⃝ <finner, fann, funnit, finn!> 見つける．

fi.nnas 動⃝ <finns, fanns, funnits, × > 存在する，

ある．Det finns en bok p̊a bordet. テーブルの

上に本が一冊あります．finnas till まさに（...

のために）存在する．

fi.nsk 形⃝ <finskt, finska> フィンランド（語）の．

(en) fi.nska 名⃝ <finskan, × , × > フィンランド語．

fi
¯
ra 動⃝ <firar, firade, firat, fira!> 祝う．

en fi.rma 名⃝ <firman, firmor, firmorna> 会社．

en fi.sk 名⃝ <fisken, fiskar, fiskarna> 魚．

fi.ska 動⃝ <fiskar, fiskade, fiskat, fiska!> 釣りをする．

en fi.skdi.sk 名⃝ <-disken, -diskar, -diskarna> 魚売

り場．

fi.xa 動⃝ <fixar, fixade, fixat, fixa!> 準備する，手配

する；修理する．

fjo
¯
rton 数⃝ 14．

�� ��発音 -rt- でそり舌音．

fjo
¯
rtonde 数⃝ 第 14番目の．

�� ��発音 -rt- でそり

舌音．

ett fjä. ll 名⃝ <fjället, fjäll, fjällen> 山．

fjä
¯
rde 数⃝ 第 4番目の．

�� ��発音 -rd- でそり舌音．

fjä. rmare 形⃝ より遠方の．fjärran の比較級．

fjä. rmast 形⃝ 最も遠方の．fjärran の最上級．

fjä. rran 形⃝ <–, –> 遠方の．

en fjä. rrkontro. ll 名⃝ <-kontrollen, -kontroller,

kontrollerna> 遠隔操作，リモコン．

f.Kr. 略⃝ → före Kristus 紀元前．

en fla.gga 名⃝ <flaggan, flaggor, flaggorna> 旗．

en fla.ska 名⃝ <flaskan, flaskor, flaskorna> 瓶，ボト

ル．en flaska vatten 水 1ボトル．

en fleece-trö. ja 名⃝ <-tröjan, -tröjor, -tröjorna> フ

リースのセーター．
�� ��発音 /fli

¯
s-/．

fle
¯
r 形⃝ より多くの．m̊angaの比較級．flera

g̊anger 何度も．fler och fler （数的に）ます

ます．med flera などなど．

fle.st 形⃝ 最も多数の．mångaの最上級．de flesta

大多数

flexi
¯
bel 形⃝ <flexibelt, flexibla> 柔軟な．

en fli.cka 名⃝ <flickan, flickor, flickorna> 女の子．

fli
¯
tig 形⃝ <flitigt, flitiga> 勤勉な．

en flo
¯
d 名⃝ <floden, floder, floderna> （主に外国

の）大河．

en flu
¯
ga 名⃝ <flugan, flugor, flugorna> ハエ．

flu
¯
git 動⃝ → flyga

flu
¯
tit 動⃝ → flyta

fly
¯
動⃝ <flyr, flydde, flytt, fly!> 逃亡する．

ett fly
¯
g 名⃝ <flyget, flyg, flygen> 飛行機，飛行．

ta flyget 飛行機に乗って行く．̊aka flyg 飛行

機に乗って行く．

fly
¯
ga 動⃝ <flyger, flög, flugit, flyg!> 飛行する，

飛ぶ．

en fly
¯
gbu. ss 名⃝ <-bussen, -bussar, -bussarna> 空

港リムジンバス．

ett fly
¯
gpla

¯
n 名⃝ <-planet, -plan, -planen> 飛行機．

en fly
¯
gpla.ts 名⃝ <-platsen, -platser, -platserna>

空港．

en fly
¯
gska.tt 名⃝ <-skatten, -skatter, -skatterna>

航空券の税金．

en fly
¯
gvä.rdinna 名⃝ <-värdinnan, -värdinnor,

–värdinnorna> スチュワーデス，女性客室乗

務員．

en fly.kting 名⃝ <flyktingen, flyktingar,

flyktingarna> 難民．

fly
¯
ta 動⃝ <flyter, flöt, flutit, flyt!> 浮く．

fly. tta 動⃝ <flyttar, flyttade, flyttat, flytta!> 引っ越

す；移動する，移す．flytta ihop 引越して同居

する，同棲する．flytta undan 脇にどかす．

en flä.skfilé¯
名⃝ <-filén, -filéer, -filénerna> 豚のヒ

レ肉．

en flä.skkotle.tt 名⃝ <-kotletten, -kotletter,

-kotletterna> ポークチョップ．

flö
¯
g 動⃝ → flyga

flö
¯
t 動⃝ → flyta

fm. 略⃝ → förmiddag(en) 午前．

f.n. 略⃝ → för närvarande 目下のところ．

FN 略⃝ → Förenta Nationerna 国連．

fo
¯
dra 動⃝ <fodrar, fodrade, fodrat, fodra!> 裏地を

つける．
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(ett) fo
¯
kus 名⃝ <fokuset, × , × > 焦点．

fokuse
¯
ra 動⃝ <fokuserar, fokuserade, fokuserat,

fokusera!> 集中する．

(ett) fo. lk 名⃝ <folket, × , × > 人々．

ett fo. lk 名⃝ <folket, folk, folken> 民族，国民．

en fo.nd 名⃝ <fonden, fonder, fonderna> 基金．

en fontä
¯
n 名⃝ <fontänen, fontäner, fontänerna>

噴水．

fo
¯
r 動⃝ → fara

ett fo
¯
rdon 名⃝ <fordonet, fordon, fordonen> 乗り

物．
�� ��発音 -rd- でそり舌音．

ett fo
¯
rdonsprogra.m 名⃝ <-programmet,

-program, -programmen> 輸送機関プログラム．�� ��発音 -rd- でそり舌音．

fo
¯
rdra 動⃝ <fordrar, fordrade, fordrat, fordra!> 要

求する．
�� ��発音 -rd- でそり舌音．

en fo.rm 名⃝ <formen, former, formerna> 形．

forme.ll 形⃝ <formellt, formella> 正式の，公式の．

ett fo
¯
rnspr̊a

¯
k 名⃝ <-spr̊aket, -spr̊ak, for-spr̊aken>

古語．
�� ��発音 -rns- でそり舌音．

fo.rska 動⃝ <forskar, forskade, forskat, forska!> 研究

する．
�� ��発音 -rs- でそり舌音．

en fo.rskare 名⃝ <forskaren, forskare, forskarna> 研

究者．
�� ��発音 -rs- でそり舌音．

en fo.rskarutbi.ldning 名⃝ <-utbildningen,

-utbildningar, -utbildningarna> 大学院博士課程．�� ��発音 -rs- でそり舌音．

ett fo.rskningsstipe.ndium 名⃝ <-stipendiet,

-stipendier, -stipendierna> 研究助成金．
�� ��発音

-rs- でそり舌音．

fo.rt 副⃝ 速く．s̊a fort (som) ... ...するとすぐ

に，...するや否や．
�� ��発音 -rt でそり舌音．

fo.rtfa¯
rande/fo

¯
rtfa

¯
rande 副⃝ 依然として，まだ，

いまだに．
�� ��発音 -rt- でそり舌音．

forts. 略⃝ → fortsättning 続き．

fo.rtsa.tt/fo¯
rtsa.tt 動⃝

�� ��発音 -rts- でそり舌音．→
fortsätta．

fo.rtsa.tte/fo¯
rtsa.tte 動⃝

�� ��発音 -rts- でそり舌音．

→ fortsätta

fo.rtsä. tta/fo¯
rtsä. tta 動⃝ <-sätter, -satte, -satt,

-sätt!> 続く，続ける．
�� ��発音 -rts- でそり舌音．

en fo.rtsä. ttning/fo¯
rtsä. ttning 名⃝ <-sättningen,

-sättningar, -sättningarna> 続き, 継続．
�� ��発音

-rts- でそり舌音．God fortsättning! 新年明

けましておめでとうございます．（年が明けてか

ら１週間程度以内に使われる表現）．

ett fo
¯
rum 名⃝ <forumet, forum, forumen> 公開討

論の場，フォーラム．

en fo
¯
t 名⃝ <foten, fötter, fötterna> 足．▶ 複数形

に注意．till fots 徒歩で．

fo
¯
ta 動⃝ <fotar, fotade, fotat, fota!> 写真を撮る．

en fo
¯
tbo. ll 名⃝ <-bollen, -bollar, -bollarna> サッ

カー，サッカーボール．

en fo
¯
tbollsma.tch 名⃝ <-matchen, -matcher,

-matcherna> サッカーの試合．
�� ��発音 [-maúù]あ

るいは [-matÊ]．

en fo
¯
tbollspla

¯
n 名⃝ <-planen, -planer, -planerna>

サッカー競技場．

ett fo
¯
tbollspro.ffs 名⃝ <-proffset, -proffs,

-proffsen> プロサッカー選手．

en fo
¯
tbollsspe

¯
lare 名⃝ <-spelaren, -spelare,

-spelarna> サッカー選手．

en fo
¯
tbollsträ

¯
ning 名⃝ <-träningen, -träningar,

-träningarna> サッカーの練習．

ett fo
¯
to/fo.to 名⃝ <fotot, foton, fotona> 写真．

ett fo. toa. lbum 名⃝ <-albumet, -album, -albumen>

アルバム．

en fotogra
¯
f 名⃝ <fotografen, fotografer,

fotograferna> カメラマン，写真家．

fotografe
¯
ra 動⃝ <fotograferar, fotograferade,

fotograferat, fotografera!> 写真を撮る．

ett fotografi
¯
名⃝ <fotografiet, fotografier,

fotografierna> 写真．

fr. 略⃝ → fr̊an ...から；fröken 女性教師，...嬢；

fru ...夫人．

fra.m 副⃝ 前の方へ，前面へ．rakt fram まっす

ぐに．

fra.mfö
¯
r 前⃝ ...の前に．

en fra.mg̊a.ng 名⃝ <framg̊angen, framg̊angar,

framg̊angarna> 成功．
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fra.mg̊angsri
¯
k 形⃝ <-rikt, -rika> 大成功の．

fra.mifr̊a
¯
n 副⃝ 前から，前方から．

fra.mme 副⃝ （目的地に）到着した，前方に（あ

る）．Jag är framme klockan kvart över elva

p̊a förmiddagen. 午前 11時 15分に到着します．

fra.mstä. lla 動⃝ <framställer, framställde,

framställt, framställ!> 表現する，叙述する．

en fra.mti
¯
d 名⃝ <framtiden, framtider,

framtiderna> 未来．i framtiden 未来に．

ett fra.mtidsadve.rb 名⃝ <-adverbet, -adverb,

-adverben> 未来の副詞．

en fra.mtidspla
¯
n 名⃝ <-planen, -planer,

-planerna> 将来の計画．

Fra.nkri.ke 固⃝ フランス．

fra.nsk 形⃝ <franskt, franska> フランス（語）の．

(en) fra.nska 名⃝ <franskan, × , × > フランス語．

en fra
¯
s 名⃝ <frasen, fraser, fraserna> 句，フレーズ．

en fra
¯
sbeto

¯
ning 名⃝ <-betoningen, -betoningar,

-betoningarna> 句強勢．

en fre
¯
d 名⃝ <freden, freder, frederna> 平和．

en fre
¯
dag 名⃝ <-dagen, -dagar, -dagarna> 金曜日．�� ��発音 -g は発音されないことが多い．i fredags

この間の金曜日に．p̊a fredag 今度の金曜日に．

en fre
¯
dagskvä. ll 名⃝ <-kvällen, -kvällar,

-kvällarna> 金曜の晩．

en fre
¯
dagsmi.ddag 名⃝ <-middagen, -middagar,

-middagarna> 金曜の夕食．

(ett) fre
¯
dspri

¯
s 名⃝ <-priset, × , × > 平和賞

en frekve.s 名⃝ <frekvensen, frekvenser,

frekvenserna> 頻度．

fri
¯
形⃝ <fritt, fria> 自由な．

fri
¯
a 動⃝ <friar, friade, friat, fria!> 求婚する．

en fri
¯
he
¯
t 名⃝ <friheten, friheter, friheterna> 自由．

fri
¯
la.nsa 動⃝ <frilansar, frilansade, frilansat,

frilansa!> フリーランスで働く，自由契約で働く．

ett fri
¯
luftsmuse

¯
um 名⃝ <-museet, -museer,

-museerna> 野外博物館．

ett fri
¯
mä.rke 名⃝ <frimärket, frimärken,

frimärkena> 切手．

fri.sk 形⃝ <friskt, friska> 健康な．

en fri
¯
sko

¯
la 名⃝ <-skolan, -skolor, -skolorna> 私立

学校．

en frisö
¯
r 名⃝ <frisören, frisörer, frisörerna> 理容

師，理髪師．

(en) fri
¯
ti
¯
d 名⃝ <-tiden, × , × > 余暇，暇な時間．

Vad gör du p̊a fritiden? 暇な時何をしていま

すか？

ett fri
¯
tidshu

¯
s 名⃝ <-huset, -hus, -husen> 休暇用の

家，コテージ．

fr.o.m 略⃝ → fr̊an och med ...から．

en fru
¯
名⃝ <frun, fruar, fruarna> 妻，婦人．

en fru. kost 名⃝ <frukosten, frukostar, frukostarna>

朝食．
�� ��発音 -u- が短母音であることに注意．

ett fru. kostbr̊a¯
k 名⃝ <-br̊aket, -br̊ak, -br̊aken> 朝

食時の喧嘩．

ett fru. kostmö
¯
te 名⃝ <-mötet, -möten, -mötena>

朝食を兼ねた会合，朝食会．

en fru. kt 名⃝ <frukten, frukter, frukterna> 果物．

(en) fru. ktan 名⃝ <fruktan, × , × > 恐怖．▶単数
既知形は単数未知形と同形．

en fru. ktsa. llad 名⃝ <-salladen, -sallader,

-salladerna> フルーツサラダ．

fru
¯
sen 形⃝ <fruset, frusna> 凍った．

fru
¯
sit 動⃝ → frysa

fry
¯
sa 動⃝ <fryser, frös, frusit, frys!> こごえる．

en fr̊a
¯
ga 名⃝ <fr̊agan, fr̊agor, fr̊agorna> 質問．Har

ni n̊agra fr̊agor? 質問はありませんか？ Jag har

en fr̊aga. 質問があります．ställa fr̊agor 質問

する．

fr̊a
¯
ga 動⃝ <fr̊agar, fr̊agade, fr̊agat, fr̊aga!> 尋ねる．

ett fr̊a
¯
gealternati

¯
v 名⃝ <-alternativet,

-alternativ, -alternativen> 多肢選択式問題．�� ��発音 -rn- でそり舌音．

ett fr̊a
¯
geo

¯
rd 名⃝ <-ordet, -ord, -orden> 疑問詞．�� ��発音 -rd- でそり舌音．

ett fr̊a
¯
gete.cken 名⃝ <-tecknet, -tecken, -tecknen>

疑問符．

fr̊a
¯
n 前⃝【空間・時間】...から（英⃝ from）．fr̊an

och med（...を含んだうえで）...から．

fr̊a
¯
nski.ld 形⃝ <-skilt, -skilda> 離婚している，離婚
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した．

fr̊a
¯
nva

¯
rande 形⃝ <–, –> 不在の．

en frä
¯
kne 名⃝ <fräknen, fräknar, fräknarna> そば

かす．▶ 通例，複数形で使われる．
frä.mmande 形⃝ <–, –> 外国の，見知らぬ．

frä.mre 形⃝ 前方の．

frä.msta 形⃝ 先頭の，最前の．

en frä.nde 名⃝ <fräden, fränder, fränderna> 血族．

frä
¯
sa 動⃝ <fräser, fräste, fräst, fräs!> ジュージュー

と音を立てる．

frä. sch 形⃝ <fräscht, fräscha> 新鮮な．

en frö
¯
ken 名⃝ <fröken, fröknar, fröknarna> 未婚の

若い女性．▶ 単数既知形に注意．
frö
¯
s 動⃝ → frysa

fu
¯
l 形⃝ <fult, fula> 醜い．

fu. ll 形⃝ <fullt, fulla> いっぱいの，満ちた．ha

fullt upp 多忙である，手一杯である．

fu. llstä.ndigt 副⃝ 完全に．

funde
¯
ra 動⃝ <funderar, funderade, funderat,

fundera!> (över/p̊a...) （...について）よく考

える．

funge
¯
ra 動⃝ <fungerar, fungerade, fungerat,

fungera!> 機能する，作動する．

fu. nka 動⃝ <funkar, funkade, funkat, funka!> 機能

する，作動する．

en funktio
¯
n 名⃝ <funktionen, funktioner,

funktionerna> 機能．i funktion 稼働中，作動

中．ur funktion 故障した．

fu. nnit 動⃝ → finna

fu.nnits 動⃝ → finnas

ett futu
¯
rum 名⃝ <futurumet, futurum,

futurumen> 未来時制．

fy
¯
間⃝ うわっ，おえっ，げっ（嫌悪，不快などを

表す）．

fy. lla 動⃝ <fyller, fyllde, fyllt, fyll!> 満たす．fylla i

記入する．fylla p̊a （容器などを）再び満たす，

補充する．fylla år 誕生日を迎える．Hon fyller

åtta p̊a tisdag. 彼女はこの火曜日に 8歳になる．

När fyller du år? お誕生日はいつですか．

en fy
¯
ra 名⃝ <fyran, fyror, fyrorna> 4という数字．

4番（順位），4年（学年）．

fy
¯
ra 数⃝ 4．

fy
¯
rka.ntig 形⃝ <fyrkantigt, fyrkantiga> 四角形の．

fy. rtio 数⃝ 40
�� ��発音 -o は発音されない．-y-は例外

的に/ö/で発音される．-rt- でそり舌音．

fy. rtionde 数⃝ 第 40番目の
�� ��発音 -y-は例外的

に/ö/で発音される．-rt- でそり舌音．

fy. rtiotv̊a¯
数⃝ 42

�� ��発音 -o は発音されない．-y-は例

外的に/ö/で発音される．-rt- でそり舌音．

en fysi
¯
k 名⃝ <fysiken, fysiker, fysikerna> 物理学．

en fy
¯
siker 名⃝ <fysikern, fysiker, fysikerna> 物理

学者．

f̊a
¯
代⃝ 少数しか...ない．

f̊a
¯
動⃝ <f̊ar, fick, f̊att, f̊a!> もらう，手に入る，くら

う．f̊a fram 取り出す，手に入れる．f̊a

igenom 貫徹させる．f̊a tillbaka 返してもら

う．f̊a upp（上にあげて）開ける．

f̊a
¯
助⃝ <f̊ar, fick, f̊att, × > ...してよい，...しなけ

ればならない，...する羽目になる．

en f̊a
¯
gel 名⃝ <f̊ageln, f̊aglar, f̊aglarna> 鳥．

f̊a
¯
gelfri

¯
形⃝ <-fritt, -fria> 鳥のいない，鳥抜きの．

en f̊a
¯
gelha

¯
tare 名⃝ <-hateren, -hatare, -hatarna>

鳥嫌いの人．

(en) f̊a
¯
gels̊a.ng 名⃝ <-s̊angen, × , × > 鳥の鳴き声．

f̊a
¯
nga 動⃝ <f̊angar, f̊angade, f̊angat, f̊anga!> 捕まえ

る，捕獲する，獲得する．

ett f̊a
¯
r 名⃝ <f̊aret, f̊ar, f̊aren> 羊．

f̊a
¯
ta
¯
lig 形⃝ <f̊ataligt, f̊ataliga> 数の少ない．

f̊a. tt 動⃝ → f̊a

en f̊atö. lj 名⃝ <f̊atöljen, f̊atöljer, f̊atöljerna> 安楽

イス．

fä
¯
der 名⃝ → far

ett fä.ngelse 名⃝ <fängelset, fängelser, fängelserna>

刑務所．▶複数形に注意．
fä
¯
rdig 形⃝ <färdigt, färdiga> 出来上がった．

�� ��発音

-rd- でそり舌音．

(en) fä
¯
rdigma

¯
t 名⃝ <-maten, × , × > 調理済み食

品，出来合いの食べ物．
�� ��発音 -rd- でそり舌音．

en fä. rg 名⃝ <färgen, färger, färgerna> 色．
�� ��発音

-rgは/-rj/．
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fä. rggla¯
d 形⃝ <-glatt, -glada> カラフルな．

�� ��発音

-rg-は/-rj-/．

en fä. rja 名⃝ <färjan, färjor, färjorna> フェリー．

ett fä. rjelä¯
ge 名⃝ <-läget, -lägen, -lägena> フェ

リーの停泊位置．

fä. rre 代⃝ f̊aの比較級，より少数の．

fä. rsk 形⃝ <färskt, färska> 新鮮な．
�� ��発音 -rs-でそ

り舌音．

en fä. rskpota¯
tis 名⃝ <-potatisen, -potatisar,

-potatisarna> 新じゃが，とれたてのジャガイモ．�� ��発音 -rs-でそり舌音．

fä
¯
rö
¯
arna 固⃝ フェロー諸島．

�� ��発音 -rn- でそり

舌音．

fä. sta 動⃝ <fäster, fäste, fäst, fäst!> 固定する．

fö
¯
da 動⃝ <föder, födde, fött, föd!> 産む．

fö
¯
das 動⃝ <föds, föddes, fötts, × > 生まれる．

fö.dd 形⃝ <fött, födda> 生まれた．När är du

född? いつ生れたのですか．Jag är född den 5

maj 1992. 1992年 5月 5日生まれです．

en fö
¯
delseda

¯
g 名⃝ <-dagen, -dagar, -dagarna> 誕

生日．

en fö
¯
delsedagsprese.nt 名⃝ <-presenten,

-presenter, -presenterna> 誕生日のプレゼント．

en fö
¯
delsedagst̊a

¯
rta 名⃝ <-t̊artan, -t̊artor,

-t̊artorna> バースデーケーキ．
�� ��発音 -rt- でそり

舌音．

ett fö
¯
delseda

¯
tum 名⃝ <-datumet, -datum,

-datumen> 誕生日の日付．

ett fö
¯
delse̊a

¯
r 名⃝ <-̊aret, -̊ar, -̊aren> 誕生年，生ま

れ年．

fö. lja 動⃝ <följer, följde, följt, följ!> ついていく，同

行する，続く．Följ den här vägen. この道に

沿って行ってください．följa med 一緒につい

て行く．

fö. ljande 形⃝ <–, –> 次の，次に続く．följande

dag 翌日．

fö. ljas 動⃝ <följs, följdes, följts, × > följas åt 同行

する．

fö. ll 動⃝ → falla

ett fö.nster 名⃝ <fönstret, fönster, fönstren> 窓．

fö
¯
r 前⃝ 【空間】...を前にして，...を前にする

と；...の邪魔になっている；...を覆ってい

る，...に隠れている．【対象】...に対して；...に

とって，...にしては．【原因・理由・目的】...な

ので，...のために．【等価】...と引き換えに，

（金額）で．(英⃝ for)．

fö
¯
r 接⃝ それというのは，だって．

fö
¯
r 副⃝ あまりにも (英⃝ too)；前を覆って，見えな

くなって，邪魔になって；賛成である．

fö
¯
r a.tt 句⃝ ...するために．

fö
¯
r a.tt 接⃝ なぜなら，...だから．▶ därför att ..．

から där が省略された形．話し言葉で用いら

れる．

fö
¯
r se

¯
nt 句⃝ 遅刻した，遅れた

�� ��発音 -rs-でそり舌

音．Nu kommer jag för sent till lektionen. こ

れじゃ授業に遅刻しちゃうわ．

fö
¯
ra 動⃝ <för, förde, fört, för!> 運ぶ，導く．föra

samman（複数の人を）集める．

fö
¯
rbere

¯
da 動⃝ <förbereder, förberedde, förberett,

förbered!> 準備する．

fö
¯
rbestä. lla 動⃝ <förbeställer, förbeställde,

förbeställt, förbeställ!> 前もって予約する．

förbi
¯
前⃝ ...の横を，...を通り過ぎて．

fö
¯
rbigi.ck 動⃝ → förbig̊a

fö
¯
rbig̊a

¯
動⃝ <förbig̊ar, förbigick, förbig̊att,

förbig̊a!> 無視する．

fö
¯
rbig̊a.tt 動⃝ → förbig̊a

förbju
¯
da 動⃝ <förbjuder, förbjöd, förbjudit,

förbjud!> 禁じる．

förbju
¯
den 形⃝ <förbjudet, förbjödna> 禁じら

れた．

förbju
¯
dit 動⃝ → förbjuda

förbjö
¯
d 動⃝ → förbjuda

förble
¯
v 動⃝ → förbli

förbli
¯
動⃝ <förblir, förblev, förblivit, förbli!> その

ままで留まる．

förbli
¯
vit 動⃝ → förbli

en fö
¯
rde

¯
l 名⃝ <fördelen, fördelar, fördelarna> 利

益，利点，長所．
�� ��発音 -rd- でそり舌音．

fö
¯
re 前⃝ ...の前に．en m̊anad före 1ヵ月前．
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före detta 前の，かつての．

fö
¯
redra

¯
動⃝ <föredrar, föredrog, föredragit,

föredra!> (A framför B) Bよりも Aを好む．

ett fö
¯
redra

¯
g 名⃝ <föredraget, föredrag,

föredragen> 講演．

fö
¯
redra

¯
git 動⃝ → fördra

fö
¯
redro

¯
g 動⃝ → fördra

fö
¯
refa. lla 動⃝ <förefaller, föreföll, förefallit, × > ...

のように思える．

fö
¯
refa. llit 動⃝ → förefalla

fö
¯
refö. ll 動⃝ → förefalla

fö
¯
reg̊a

¯
end 形⃝ <–, –> 前の，先行する．

föreg̊aend dag 前日．

fö
¯
reko.m 動⃝ → förekomma

fö
¯
reko.mma 動⃝ <förekommer, förekom,

förekommit, × > 発生する，起こる．

fö
¯
reko.mmit 動⃝ → förekomma

en fö
¯
relä

¯
sning 名⃝ <-läsningen, -läsningar,

–läsningarna> （大学などでの）講義．

före
¯
na 動⃝ <förenar, förenade, förenat, förena!> ひ

とつにする，統一する．

en före
¯
ning 名⃝ <föreningen, föreningar,

föreningarna> 組合，連盟，協会．

Före
¯
nta natio

¯
nerna 固⃝ 国際連合．

fö
¯
resla

¯
git 動⃝ → föresl̊a

fö
¯
reslo

¯
g 動⃝ → föresl̊a

fö
¯
resl̊a

¯
動⃝ <föresl̊ar, föreslog, föreslagit, föresl̊a!>

提案する．

ett fö
¯
reta

¯
g 名⃝ <företaget, företag, företagen>

企業．

en förfa.ttare 名⃝ <författaren, författare,

författarna> 著者．

en förfr̊a
¯
gan 名⃝ <förfr̊agan, förfr̊agningar,

förfr̊agningarna> 照会，問い合わせ．▶単数既知
形は単数未知形と同形．複数形は förfr̊agning の

複数形を用いる．

en förfr̊a
¯
gning 名⃝ <förfr̊agningen, förfr̊agningar,

förfr̊agningarna> 照会，問い合わせ．

ett förh̊a. llande 名⃝ <förh̊allandet, förh̊allanden,

förh̊allandena> 関係，状況．

förkla
¯
ra 動⃝ <förklarar, förklarade, förklarat,

förklara!> 説明する．

en förkla
¯
ring 名⃝ <förklaringen, förklaringar,

förklaringarna> 説明．

en förko.rtning 名⃝ <förkortningen, förkortningar,

förkortningarna> 略号．
�� ��発音 -rtn- でそり舌音．

förky
¯
ld 形⃝ <förkylt, förkylda> 風邪をひいてい

る．Jag är förkyld. 私は風邪をひいている．

en förky
¯
lning 名⃝ <förkylningen, förkylningar,

förkylningarna> 風邪．

förlo
¯
ra 動⃝ <förlorar, förlorade, förlorat, förlora!>

失う．
�� ��発音 -rl- でそり舌音．

förlo
¯
va 動⃝ <förlovar, förlovade, förlovat, förlova!>�� ��発音 -rl- でそり舌音．förlova sig (med ...)

（...と）婚約する．

förl̊a
¯
ta 動⃝ <förl̊ater, förlät, förl̊atit, förl̊at!> 許す．�� ��発音 -rl- でそり舌音．Förl̊at (mig)! ごめんな

さい，すみません．

förl̊a
¯
tit 動⃝

�� ��発音 -rl- でそり舌音．→ förl̊ata

förlä
¯
t 動⃝

�� ��発音 -rl- でそり舌音．→ förl̊ata

en fö
¯
rmidda

¯
g 名⃝ <förmiddagen, förmiddagar,

förmiddagarna> 午前． p̊a förmiddagen　午

前に．

ett fö
¯
rna.mn 名⃝ <förnamnet, förnamn,

förnamnen> ファーストネーム．
�� ��発音 -rn- でそ

り舌音．

en fö
¯
ro.rt 名⃝ <-orten, -orter, -orterna> 郊外．�� ��発音 -rt でそり舌音．

en förpa.ckning 名⃝ <-packningen, -packningar,

-packningarna> 包装．

fö. rr 副⃝ 以前は．förr i tiden 昔は．

fö. rra 形⃝ <-, -> 以前の．förra m̊anaden 先月．

förra året 去年．förra veckan 先週．

förre.sten/för re.sten 副⃝ ところで．Förresten,

vad är klockan nu?ところで今何時？

ett förr̊a
¯
d 名⃝ <förr̊adet, förr̊ad, förr̊aden> 貯蔵，

備え：倉庫室．

fö. rrän/förrä.n 接⃝ inte förrän... ...して初め

て...する．

förse
¯
nad 形⃝ <försenat, försenade> 遅くなった，

29



高度配信＋阪大出版「スウェーデン語」語彙集 第 4.1版 2022年 02月 12日

遅れた，遅延した．
�� ��発音 -rs- でそり舌音．

försi.ktig 形⃝ <försiktigt, försiktiga> 慎重な，用心

深い．
�� ��発音 -rs- でそり舌音．

en fö
¯
rsko

¯
la 名⃝ <-skolan, -skolor, -skolorna> 就学

前学校．
�� ��発音 -rs- でそり舌音．

en fö
¯
rskolelä

¯
rare 名⃝ <-läraren, -lärare, -lärarna>

就学前学校の教師，先生．
�� ��発音 -rs- でそり舌音．

förskrä.ckt 形⃝ <förskräckt, förskräckta> 愕然とし

た．
�� ��発音 -rs- でそり舌音．

ett försla
¯
g 名⃝ <förslaget, förslag, förslagen> 提

案．
�� ��発音 -rsl-でそり舌音．

förso
¯
nas 動⃝ <försonas, försonades, försonats,

försonas!> 仲直りする．
�� ��発音 -rs-でそり舌音．

förso
¯
v 動⃝

�� ��発音 -rs-でそり舌音．→ försova

förso
¯
va 動⃝ <försover, försov, försovit, försov!>

försov sig 寝過ごす．
�� ��発音 -rs-でそり舌音．

förso
¯
vit 動⃝

�� ��発音 -rs-でそり舌音．→ försova

fö. rst 副⃝ まず，最初に．
�� ��発音 -rst-でそり舌音．

fö. rsta 数⃝ 第 1番目の．
�� ��発音 -rst-でそり舌音．för

det första まず最初に．första g̊angen 初回，

初めてのこと．

en fö
¯
rsta

¯
d 名⃝ <förstaden, förstäder, förstäderna>

郊外．
�� ��発音 -rst-でそり舌音．

försto
¯
d 動⃝

�� ��発音 -rst-でそり舌音．→ först̊a

först̊a
¯
動⃝ <först̊ar, förstod, först̊att, först̊a!> 理解

する，わかる．
�� ��発音 -rs-でそり舌音．Jag först̊ar

inte. 分かりません．Jaha! Nu först̊ar jag. あ，

分かりました．Först̊ar du? 分かりますか？

(en) först̊a
¯
else 名⃝ <först̊aelsen, × , × > 理解．�� ��発音 -rst-でそり舌音．

först̊a.s 副⃝ 当然，もちろん．
�� ��発音 -rst-でそり舌

音．-̊a-が短母音であることに注意．

förstä
¯
der 名⃝

�� ��発音 -rst-でそり舌音．→ förstad

försva.nn 動⃝ → försvinna

försvi.nna 動⃝ <försvinner, försvann, försvunnit,

försvinn!> 姿を消す．
�� ��発音 -rs-でそり舌音．

försvu.nnit 動⃝ → försvinna

Försä.kringska.ssan 固⃝ スウェーデン社会保険

庁．
�� ��発音 -rs-でそり舌音

en försä. ljare 名⃝ <försäljaren, försäljare,

försäljarna> 販売員，店員．
�� ��発音 -rs-でそり

舌音．

försö
¯
ka 動⃝ <försöker, försökte, försökt, försök!> ...

しようと試みる．
�� ��発音 -rs-でそり舌音．Jag

försöker hitta en billig biljett. 安いチケットを

見つけようとしています．

förtju
¯
sande 形⃝ <–, –> 魅力的な．

förtju
¯
st 形⃝ <förtjust, förtjusta> (i ...) （...が）

大好きだ．Min syster är förtjust i bakelser. 私

の妹はケーキに目がない．Min pappa är

förtjust i att resa. 私の父は旅行が大好きだ．

ett förtro
¯
ende 名⃝ <förtroendet, förtroenden,

förtroendena> 信頼．
�� ��発音 -rt- でそり舌音．

förty
¯
dliga 動⃝ <förtydligar, förtydligade,

förtydligat, förtydliga!> 明らかにする，明確にす

る．
�� ��発音 -rt- でそり舌音．

föru
¯
t/fö

¯
ru
¯
t 副⃝ 以前．

föru
¯
tom 前⃝ ...以外に．

förvi.sso 副⃝ förvisso ... men ... 確かに...では

あるが...．

förv̊a
¯
na 動⃝ <förv̊anar, förv̊anade, förv̊anat,

förv̊ana!> 驚かせる．

förv̊a
¯
nad 形⃝ <förv̊anat, förv̊anade> 驚いた．

förvä.nta 動⃝ <förväntar, förväntade, förväntat,

förvänta!> förvänta sig 予想する，期待する．

en förvä.ntan 名⃝ <förväntan, förväntningar,

förväntningarna> 期待．över förväntan 期待

以上，期待値以上．▶単数既知形は単数未知形と
同形．複数形は förväntning の複数形を用いる．

en förvä.ntning 名⃝ <förväntningen,

förväntningar, förväntningarna> 期待．

en förä. lder 名⃝ <föräldern, föräldrar, föräldrarna>

親．

förä. ldrale¯
dig 形⃝ <-ledigt, -lediga> 育児休暇

中の．

en förä. ldrape.nning 名⃝ <-penningen, -penningar,

-penningarna> 育休手当，産休手当．

förä.ndra 動⃝ <förändrar, förvändrade, förändrat,

förändra!> 変える．

en förä.ndring 名⃝ <förändringen, förvändringar,
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förändringarna> 変化．

fö. tter 名⃝ → fot

G

g. 略⃝ → gift 既婚の．

en ga.ffel 名⃝ <gaffeln, gafflar, gafflarna> フォーク．

ga
¯
len 形⃝ <galet, galna> 狂った．

en galleri
¯
a 名⃝ <gallerian, gallerior, galleriorna>

ショッピングモール．

ga.mmal 形⃝ <gammalt, gamla> 古い，年をとっ

た．Han ser gammal ut. 彼は老けてみえる．

hur gammal? 何歳ですか, どのくらい古いで

すか．

ga.mmalda.gs 形⃝ <–, –> 古風な，旧式の．
�� ��発音

/-daks/．

ga.nska 副⃝ 結構，まあまあ，かなり．

ga
¯
pa 動⃝ <gapar, gapade, gapat, gapa!> 口を大き

く開ける．

ett gara
¯
ge 名⃝ <garaget, garage, garagen> ガレー

ジ．
�� ��発音 -geは [S]あるいは [Ê]で発音．

en garanti
¯
名⃝ <garantin, garantier, garantierna>

保証．

en gardero
¯
b 名⃝ <garderoben, garderober,

garderoberna> ワードローブ，クローゼット．�� ��発音 -rd-でそり舌音．

en gardi
¯
n 名⃝ <gardinen, gardiner, gardinerna>

（窓用の）カーテン．
�� ��発音 -rd-でそり舌音．

en ga
¯
ta 名⃝ <gatan, gator, gatorna> 通り．

ett ga
¯
tunu.mmer 名⃝ <-numret, -nummer,

-numren> 通りの番地．

ga
¯
v 動⃝ → ge

ge
¯
動⃝ <ger, gav, gett, ge!> 与える．ge efter 譲歩

する．ge sig iväg 出かける，出発する．ge

sig p̊a 取り組む．ge ut 出版する．

en ge.jt 名⃝ <gejten, gejter, gejterna>（飛行場の）

ゲート．
�� ��発音 /ge.jt/．

geme
¯
nsam 形⃝ <gemensamt, gemensamma> 共通

の，共同の．

ge
¯
nast 副⃝ すぐに，ただちに．

genere.ll 形⃝ <generellt, generella> 一般的な，全般

的な．
�� ��発音 ge- は [S]あるいは [Ê]で発音．

Gené
¯
ve 固⃝ ジュネーブ．

�� ��発音 /Êene
¯
v/．

en ge
¯
niti

¯
v 名⃝ <genitiven, genitiver, genitiverna>

属格，属格の語．

ge
¯
nom 前⃝ ...を通って，...を貫いて，...によっ

て．genom att V Vすることによって．

ge
¯
nomlä

¯
sa 動⃝ <genomläser, genomläste,

genomläst, genomläs!> 通読する．

ett ge
¯
nomsni.tt 名⃝ <genomsnittet, genomsnitt,

genomsnitten> 平均．i genomsnitt平均して．

(en) geografi
¯
名⃝ <geografin, × , × > 地理．

Ge
¯
rd 固⃝ ヤード（女性名）．

�� ��発音 -rdでそり舌音．

en ge
¯
t 名⃝ <geten, getter, getterna> ヤギ．▶複数

形に注意．

ge.tt 動⃝ → ge

ge.tter 名⃝ → get

gi.ck 動⃝ → g̊a

gi.ft 形⃝ <gift, gifta> 結婚している．

gi.fta 動⃝ <gifter, gifte, gift, gift!> gifta sig med

... ...と結婚する．Han gifte sig med henne. 彼

は彼女と結婚した．gifta upp sig 玉の輿に

乗る．

en gi.ftspi.ndel 名⃝ <-spindeln, -spindlar,

-spindlarna> 毒グモ．

gi.lla 動⃝ <gillar, gillade, gillat, gilla!> 好む．Gillar

du frukt? 君は果物が好きですか．Min man

gillar att g̊a p̊a bio. 私の夫は映画を見に行くの

が好きだ．

gi.ssa 動⃝ <gissar, gissade, gissat, gissa!> 推測する，

言い当てる．

en gita.rr 名⃝ <gitarren, gitarrer, gitarrerna> ギ

ター．spela gitarr ギターを弾く．

gi
¯
vande 形⃝ <–, –> 得るものの多い．

gi
¯
ven 形⃝ <givet, givna> 自明の，当然の；ge の過

去分詞．ta för givet att ... 当然のことと考

える．

gjo
¯
rde 動⃝

�� ��発音 g-は発音されない．-rd- でそり舌

音．→ göra

gjo
¯
rt 動⃝

�� ��発音 g-は発音されない．-rt でそり舌音．

→ göra
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gla
¯
d 形⃝ <glatt, glada> (över ...)（...が）うれし

い．Jag är glad. 私は嬉しく思っている．

gla.dde 動⃝ → glädja

gla.ddes 動⃝ → glädjas

ett gla
¯
s 名⃝ <glaset, glas, glasen> グラス．

en gla
¯
sbu. rk 名⃝ <-burken, -burkar, -burkarna> ガ

ラスのびん．

en gla.ss 名⃝ <glassen, glassar, glassarna> アイスク

リーム．

gla
¯
sö
¯
gon 名⃝ < × , -ögon, -ögonen> メガネ．▶単

数形は存在しない．

gla.tt 動⃝ → glädja

gla.tts 動⃝ → glädjas

gle
¯
d 動⃝ → glida

gli
¯
da 動⃝ <glider, gled, glidit, glid!> 滑る．

gli
¯
dit 動⃝ → glida

gli.ttra 動⃝ <glittrar, glittrade, glittrat, glittra!> キ

ラキラ光る，きらめく．

glä
¯
dja 動⃝ <gläder, gladde, glatt, gläd!> 喜ばせる．

▶不定詞にある-j-が他の変化形では無いことに

注意．

glä
¯
djas 動⃝ <gläds, gladdes, glatts, gläds!> 喜ぶ．

▶不定詞にある-j-が他の変化形では無いことに

注意．

(en) glä
¯
dje 名⃝ <glädjen, × , × > 喜び．

glö.mma 動⃝ <glömmer, glömde, glömt, glöm!> 忘

れる．

gm 略⃝ → genom ...を通して．

gne
¯
d 動⃝ → gnida

gni
¯
da 動⃝ <gnider, gned, gnidit, gnig!> こする．

gnida in 擦り込む．

gli
¯
dit 動⃝ → glida

go
¯
d 形⃝ <gott, goda> 良い，おいしい．

Jordgubbarna är ju goda nu. イチゴは今おい

しいものね．Vad gott! 美味しい！

(ett) go
¯
dis 名⃝ <godiset, ×，× > お菓子．

en go
¯
disp̊a

¯
se 名⃝ <-p̊asen, -p̊asar, -p̊asarna> お菓

子の袋，お菓子一袋．

go
¯
dkä.nd 形⃝ <-känt, -kända> （成績評価で）可，

合格．icke godkänd （成績評価で）不可，不

合格．

go
¯
dkä.nna 動⃝ <-känner, -kände, -känt, -känn!> 認

可する．

(en) go. lf 名⃝ <golfen, × , × > ゴルフ．spela golf

ゴルフをする．

Go. lfströ.mmen 固⃝ メキシコ湾流．

ett go. lv 名⃝ <golvet, golv, golven> 床．

en go. lvla.mpa 名⃝ <-lampan, -lampor, -lamporna>

スタンドランプ．

Go.tland 固⃝ ゴットランド島．

go.tt 副⃝ 良く．för gott 永遠に．ha gott om ...

...がたっぷりある．

en gps 名⃝ <gps:en, gps:er, gps:erna> GPS．
�� ��発音

/ge
¯
pee.s/．

en gra
¯
d 名⃝ <graden, grader, graderna> 程度；

（温）度，気温．Det är minus 4 grader. マイナ

ス４℃です．Det är noll grader. 零度です．

Det är plus 10 grader. プラス 10℃です．▶零
度では複数形になることに注意．i högsta

grad 非常に．

ett gra.m 名⃝ <grammet, gram, grammen> グラム．�� ��発音 -a-が短母音であることに注意．

en grammati
¯
k 名⃝ <grammatiken, grammatiker,

grammatikerna> 文法．

en gra.nne 名⃝ <grannen, grannar, grannarna>

隣人．

gra
¯
tis 形⃝副⃝ <–, –> 無料の，無料で．

gra.ttis 間⃝ おめでとう．Grattis p̊a

födelsedagen 誕生日おめでとう．

gratule
¯
ra 動⃝ <gratulerar, gratulerade, gratulerat,

gratulera!> 祝う．

gra
¯
vad 形⃝ <gravat, gravade>（生のサケに）塩・

砂糖・胡椒・ディルなどに漬けた．gravad lax

グラーヴァド・ラックス（サケ）．

gravi
¯
d 形⃝ < × , gravida> 妊娠している．

en gre.j 名⃝ <grejen, grejer, grejerna> 物．

Gre
¯
kla.nd 固⃝ ギリシャ．

gre
¯
kisk 形⃝ <grekiskt, grekiska> ギリシャの．

en gre
¯
n 名⃝ <grenen, grenar, grenarna> 枝．

gre
¯
p 動⃝ → gripa
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en grilje
¯
ring 名⃝ <griljeringen, griljeringar,

griljeringarna> 衣をつけてオーブンでこんがり

焼くこと．

gri.lla 動⃝ <grillar, grillade, grillat, grilla!> （肉な

どを焼き網で）焼く．

gri.llad 形⃝ <grillat, grillade> 焼いた．

en gri.llfe.st 名⃝ <-festen, -fester, -festerna> バーベ

キューパーティー．

gri
¯
pa 動⃝ <griper, grep, gripit, grip!> つかむ．

gri
¯
pit 動⃝ → gripa

gro
¯
v 形⃝ <grovt, grova> 粗い，粗野な．

en gru.nd 名⃝ <grunden, grunder, grunderna> 基

礎，土台，理由．p̊a grund av ... ...のため

に，...の理由で．

gru.nda 動⃝ <grundar, grundade, grundat,

grunda!> 設立する，創立する．

en gru.ndsko¯
la 名⃝ <-skolan, -skolor, -skolorna>

基礎学校（小学校と中学校に相当）．

en gru.pp 名⃝ <gruppen, grupper, grupperna> グ

ループ．

en gru
¯
svä

¯
g 名⃝ <-vägen, -vägar, -vägarna> 砂

利道．

en gru
¯
vtekni

¯
k 名⃝ <-tekniken, -tekniker,

-teknikerna> 採鉱技術，採掘技術．

gry.m 形⃝ <grymt, grymma> 残酷な．

en gry
¯
ta 名⃝ <grytan, grytor, grytorna> 鍋，煮込

み料理．

gr̊a
¯
形⃝ <gr̊att, gr̊aa/gr̊a> 灰色の．

gr̊a
¯
ta 動⃝ <gr̊ater, grät, gr̊atit, gr̊at!> 泣く．

gr̊a
¯
tit 動⃝ → gr̊ata

(en) grä.dde 名⃝ <grädden, × , × > クリーム，生

クリーム，乳脂．

(en) grä.ddfi¯
l 名⃝ <gräddfilen, × , × > サワーク

リーム．

grä
¯
la 動⃝ <grälar, grälade, grälat, gräla!> 喧嘩

する．

en grä.ns 名⃝ <gränsen, gänser, gränserna> 国境；

境界線；限界．

grä.nsa 動⃝ <gränsar, gränsade, gränsat, gränsa!>

（till ...）（...と）隣接している，境を接しって

いる．

ett grä
¯
s 名⃝ <gräset, gräs, gräsen> 草．klippa

gräs 芝を刈る．

en grä
¯
skli.ppning 名⃝ <-klippningen, -klippningar,

-klippningarna> 芝刈り．

en grä
¯
sma.tta 名⃝ <-mattan, -mattor, -mattorna>

芝生．

grä
¯
t 動⃝ → gr̊ata

grö
¯
n 形⃝ <grönt, gröna> 緑の，緑色の．gröna

fingrar 園芸の才能．

Grö
¯
nla.nd 固⃝ グリーンランド．

en grö
¯
nsa

¯
k 名⃝ <-saken, -saker, -sakerna> 野菜．

▶一般的に複数形で使われる．
en grö

¯
t 名⃝ <gröten, grötar, grötarna> お粥．

grö
¯
vre 形⃝ より粗い．grovの比較級．

grö
¯
vst 形⃝ 最も粗い．grovの最上級．

�� ��発音

/grö
¯
fst/．

en gu.bbe 名⃝ <gubben, gubbar, gubbarna> おじ

さん．

en gu
¯
d 名⃝ <guden, gudar, gudarna> 神．för

guds skull どうかお願いだから，頼むから．

en gu. ide 名⃝ <guiden, guider, guiderna> ガイド．�� ��発音 /ga. jd/．

gu
¯
l 形⃝ <gult, gula> 黄色い．

ett gu. ld 名⃝ <guldet, guld, gulden> 金．

gu. ldgu¯
l 形⃝ <-gult, -gula> 黄金色の．

gu. llig 形⃝ <gulligt, gulliga>（子供などが）かわい

い，愛おしい．

gu
¯
lna 動⃝ <gulnar, gulnade, gulnat, gulna!> 黄色

になる．

Gu.nnar 固⃝ グンナル（男性名）．

en gu. rka 名⃝ <gurkan, gurkor, gurkorna> きゅ

うり．

ett gy.m 名⃝ <gymmet, gym, gymmen> ジム．�� ��発音 -y-が短母音であることに注意．

en gymna
¯
sielä

¯
rare 名⃝ <-läraren, -lärare,

-lärarna> 高校教師．

ett gymna
¯
sium 名⃝ <gymnasiet, gymnasier,

gymnasierna > 高校．
�� ��発音 /jymna

¯
sium/．

en gymnasti
¯
ksa

¯
l 名⃝ <-salen, -salar, -salarna> 体
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育館．

(en) gy. ttja 名⃝ <gyttjan, × , × > 泥．

g̊a
¯
動⃝ <g̊ar, gick, g̊att, g̊a!> 歩いていく，通う．g̊a

att ...（物理的に）...することができる．g̊a av

折れる，切れる；（乗り物から）降りる．g̊a bort

亡くなる．g̊a efter 取りに行く．g̊a igenom

目を通す；体験する，味わう．g̊a med (p̊a ...)

...を受け入れる．g̊a ner 下がる．g̊a sönder

壊れる．g̊a upp 起きる，起床する；上がる．

g̊a under 沈没する，破滅する．g̊a åt 費やさ

れる．g̊a över 消える，止む，（病気が）治る．

en g̊a
¯
ende 名⃝ <g̊aenden, g̊aende, g̊aendena> 歩

行者．

en g̊a.ng 名⃝ <g̊angen, g̊anger, g̊angerna> 回，度．

fem g̊anger fyra är tjugo. 5 ×４ =20. en

(tv̊a) ... åt g̊angen 一度に 1(2) ...．ett par

g̊anger 数回．n̊agon g̊ang いつか．p̊a en

g̊ang ただちに．varje g̊ang ... ...するといつ

も，...するたびに．

en g̊a
¯
rd 名⃝ <g̊arden, g̊ardar, g̊ardarna> 屋敷；農

場，大農場．
�� ��発音 -rd でそり舌音．

en g̊a
¯
rda

¯
g 名⃝ <-dagen, -dagar, -dagarna> 昨日．�� ��発音 -rd- でそり舌音．

en g̊a
¯
s 名⃝ <g̊asen, gäss, gässen> ガチョウ．▶ 複

数形に注意．

en g̊a
¯
ta 名⃝ <g̊atan, g̊ator, g̊atorna> 謎．

g̊a.tt 動⃝ → g̊a

en gä.dda 名⃝ <gäddan, gäddor, gäddorna> カワカ

マス．

gä. lla 動⃝ <gäller, gällde, gällt, gäll!> 重要である，

大事である，有効である，問題である，かかわる．

gä.ngse 形⃝ <–, –> 流布している．

gä
¯
rna 副⃝ 喜んで，とかく．

�� ��発音 -rn- でそり舌音．

Ja, gärna! はい，ぜひ！はい，喜んで！

en gä.st 名⃝ <gästen, gäster, gästerna> 客，ゲス

ト，来賓．

Gä.stri.kland 固⃝ イェストリックランド（ランド

スカープ名）．

Gä
¯
vle 固⃝ イェーヴレ（イェストリックランドにあ

る都市名）．

gö.mma 動⃝ <gömmer, gömde, gömt, göm!> 隠す．

gömma undan 見えないように隠す．

gö
¯
ra 動⃝ <gör, gjorde, gjort, gör!> ...する；作る．�� ��発音 過去形と完了分詞の g-は発音されない．

(英⃝ do)　 göra bort sig ヘマをする．göra

om やり直す．göra upp 決着をつける．göra

åt 対処する．

Gö
¯
ran 固⃝ ユーラン（男性名）．

en gö
¯
t 名⃝ <göten, götar, götarna> ユータ族．▶

通例複数形で用いられる．

Gö
¯
ta kana

¯
l 固⃝ ユータ運河．

Gö
¯
tala.nd 固⃝ ユータランド（スウェーデンの地

域名）．

Gö
¯
taä. lv 固⃝ ユータエルヴ，ユータ川（ヴェーネン

湖からカッテガット海峡へと流れる川）．

Gö
¯
tebo.rg 固⃝ ユーテボリ（ヨーテボリ，イェーテ

ボリと表記されることが多い．スウェーデンの

都市名）．
�� ��発音 -rgは/-rj/．

H

H&M 固⃝ H&M（スウェーデン発祥の世界的アパ

レルブランド Hennes och Mauritz の略語）．

ha
¯
動⃝ <har, hade, haft, ha!> ...を持っている（英⃝

have）．Hur har du det? – Tack, bara

bra. 調子どうですか？ありがとう，元気そのも

のです．

ha.cka 動⃝ <hackar, hackade, hackat, hacka!> みじ

ん切りにする．

ha.de 動⃝ → ha

ha.ft 動⃝ → ha

ett ha
¯
gel 名⃝ <haglet, hagel, haglen> あられ，

ひょう．

ha
¯
gla 動⃝ <haglar, haglade, haglat, × > あられが

降る，ひょうが降る．

en ha
¯
ka 名⃝ <hakan, hakor, hakorna> 下あご．

en ha. ll 名⃝ <hallen, hallar, hallarna> 玄関，広間．

Ha.lland 固⃝ ハッランド（ランドスカープ名）．

ett ha. llon 名⃝ <hallonet, hallon, hallonen> ラズベ

リー，キイチゴ．

hall̊a
¯
間⃝ ねぇねぇ，おーい（相手の注意を引く
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表現）．

en ha. ls 名⃝ <halsen, halsar, halsarna> のど．

en ha. lsdu¯
k 名⃝ <-duken, -dukar, -dukarna> マフ

ラー，スカーフ．

ha. lv 形⃝ <halvt, halva> 半分の，2分の 1の．

en ha. lva 名⃝ <halvan, halvor, halvorna> 半分，瓶

の半分，2杯目．

en ha. lvti.mme 名⃝ <-timmen, -timmar,

-timmarna> 30分．

en ha. lvvä¯
gs 副⃝ 中途で，中途まで．

ett ha. lv̊a¯
r 名⃝ <-̊aret, -̊ar, -̊aren> 半年．

en ha. lvö¯
名⃝ <-ön, -öar, -öarna> 半島．

en ha.mbu. rgare 名⃝ <hamburgaren, hamburgare,

hamburgarna> ハンバーガー．
�� ��発音 -rg-

は/-rj-/．

en ha.mn 名⃝ <hamnen, hamnar, hamnarna> 港．

ha.mna 動⃝ <hamnar, hamnade, hamnat, hamna!>

行き着く．

Ha.mnga
¯
tan 固⃝ ハムンガータン（ストックホルム

の通りの名前）．

ha.n 代⃝ 彼は，彼が．（英⃝ he）

en ha.nd 動⃝ <handen, händer, händerna> 手．▶
複数形に注意．för hand 手作業で，ハンドメイ

ドで．i andra hand また貸しで，また借りで．

i sista hand 最後に．ta hand om ... ...の面

倒をみる．

ett ha.ndbaga¯
ge 名⃝ <-bagaget, -bagage,

-bagagen> （機内持ち込みの）手荷物．
�� ��発音 -ge

は [S]あるいは [Ê]で発音．

en ha.ndfla¯
ta 名⃝ <handflatan, handflator,

handflatorna> 手のひら．

ha.ndla 動⃝ <handlar, handlade, handlat, handla!>

買い物をする，買う；行動する．Ska du handla

mat till midsommar? 夏至祭の食べ物を買う

の？ handla om ... ...について扱っている．

ha.nn 動⃝ → hinna

ha.ns 代⃝ 彼の．(英⃝ his)

en ha
¯
re 名⃝ <haren, harar, hararna> 野ウサギ．

(en) ha.st 名⃝ < × , × , × > i största hast 大急

ぎで．

en ha.stighe¯
t 名⃝ <hastigheten, hastigheter,

hastigheterna> 速度．

(ett) ha
¯
t 名⃝ <hatet, × , × > 憎しみ．

ha
¯
ta 動⃝ <hatar, hatade, hatat, hata!> 嫌いだ，憎

む．Jag hatar fisk. 私は魚が大嫌いだ．

en ha.tt 名⃝ <hatten, hattar, hattarna> （つばのつ

いた）帽子．

ett ha
¯
v 名⃝ <havet, hav, haven> 海，海洋．

ha
¯
vande 形⃝ <–, –> 妊娠した．

(en) ha
¯
vre 名⃝ <havren, × , × > オート麦．

He.dda 固⃝ ヘッダ（女性名）．

he.j 間⃝ こんにちは，はじめまして．Tack och

hej. ありがとう，それでは．（別れ際のあい

さつ）．

he.jd̊a¯
間⃝ さようなら．

he.jsa.n 間⃝ こんにちは（くだけた挨拶言葉）．

ett he.kto 名⃝ <hektot, hekto, hektona> ヘクトグ

ラム（100グラム）．

ett he.ktogra.m 名⃝ <hektogrammet, hektogram,

hektogrammen> ヘクトグラム（100グラム）．

he
¯
l 形⃝ <helt, hela> 全体の，完全な．

en he
¯
la 名⃝ <helan, helor, helorna> （アルコール

で）いっぱいの瓶．helan g̊ar 最初の 1杯に．

en he.lg 名⃝ <helgen, helger, helgerna> 土・日，

ウィークエンド，休日，祝日．
�� ��発音 -lg は /-lj/．

ett he.lgon 名⃝ <helgonet, helgon, helgonen> 聖人，

聖女．

he.ller 副⃝ ...もない（否定と共に）．Inte jag

heller. 私もそうではありません．

he.llre 副⃝ むしろ...したい，どちらかと言えば．

gärnaの比較級．

Helsingfo.rs 固⃝ ヘルシンキ．
�� ��発音 -rs でそり

舌音．

he.lst 副⃝ 一番...したい，なるべくなら．gärnaの

最上級．

he
¯
lt 副⃝ 完全に，全く．

ett he.lve¯
te 名⃝ <helvetet, helvete, helveten> 地獄．

ett he.m 名⃝ <hemmet, hem, hemmen> 家庭．
�� ��発音

-e-が短母音であることに注意．

he.m 副⃝ 家へ．
�� ��発音 -e-が短母音であることに
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注意．

he.mifr̊a
¯
n 副⃝ 家から．jobba hemifr̊an 在宅勤

務する．

he.mla
¯
gad 形⃝ <hemlagat, hemlagade> 自家製の．

he.mma 副⃝ 家で．Jag ska ha midsommarfest

hemma. 家で夏至祭パーティーをやるの．

(en) he.mmabi
¯
o 名⃝ <-bion, × , × > ホームシ

アター．

en he.mmakvä. ll 名⃝ <-kvällen, -kvällar,

-kvällarna> 家で過ごす晩．

he.msk 形⃝ <hemskt, hemsmka> 恐ろしい；不

快な．

(en) he.mslö. jd 名⃝ <hemslöjden, × , × > 手工

芸品．

en he.msta
¯
d 名⃝ <-staden, -städer, -städerna> 故

郷．▶複数形に注意．
he.mstä

¯
der 名⃝ → hemstad

(en) he.mvä
¯
g 名⃝ <-vägen, × , × > 帰り道．

he.nne 代⃝ 彼女を，彼女に．(英⃝ her)

he.nnes 代⃝ 彼女の．(英⃝ her)

he
¯
t 形⃝ <hett, heta> とても暑い．

he
¯
ta 動⃝ <heter, hette, hetat, × > ...という名前

だ，...と呼ばれている，...と称する．Vad heter

hon? 彼女の名前は何と言いますか．Vad heter

... p̊a svenska? ...はスウェーデン語でなんと言

いますか．

he
¯
tat 動⃝ → heta

(en) he.tta 名⃝ <hettan, × , × > 暑さ，熱さ．

hg 略⃝ → hekto(gram) ヘクトグラム（100グ

ラム）．

en hi.mmel 名⃝ <himlen (himmelen, himmeln),

himlar, himlarna> 天空；天国．i himmelen 天

国で．p̊a himlen 天空で．

ett hi.nder 名⃝ <hindret, hinder, hindren> 妨げ．

en hindu
¯
名⃝ <hindun, hinduer, hinduerna> ヒン

ドゥー教徒．

en hi.nk 名⃝ <hinken, hinkar, hinkarna> バケツ．

hi.nna 動⃝ <hinner, hann, hunnit, hinn!> ...する時

間がある．

en hi.ss 名⃝ <hissen, hissar, hissarna> エレ

ベーター．

en histo
¯
ria 名⃝ <historien, historier, historierna>

歴史；お話；出来事．

en histo
¯
rielä

¯
rare 名⃝ <-läraren, -lärare, -lärarna>

歴史教師．

histo
¯
risk 形⃝ <historiskt, historiska> 歴史的な，

歴史上の．

hi
¯
t 副⃝ ここへ．

�� ��発音 規則通り長母音で発音される

ことに注意．

hi.tta 動⃝ <hittar, hittade, hittat, hitta!> 見つけ

る．hitta p̊a 思いつく．

hi
¯
tti.lls 副⃝ これまでに．

ett hju
¯
l 名⃝ <hjulet, hjul, hjulen> 車輪．

�� ��発音 h-

は発音されない．

(en) hjä. lp 名⃝ <hjälpen, × , × > 助け．
�� ��発音 h-は

発音されない．Vill du ha hjälp? なにかお手伝

いいたしましょうか？

hjä. lpa 動⃝ <hjälper, hjälpte, hjälpt, hjälp!> 助け

る，手伝う．
�� ��発音 h-は発音されない．Vad kan

jag hjälpa er med? 何かお手伝いいたしましょ

うか？ hjälpa till ちょっと手伝う．

hjä. lpas 動⃝ <hjälps, hjälptes, hjälpts, × >

hjälpas åt 助け合う．
�� ��発音 h-は発音されない．

ett hjä. lpve.rb 名⃝ <-verbet, -verb, -verben> 助

動詞．

en hjä. lte 名⃝ <hjälten, hjältar, hjältarna> ヒー

ロー，英雄．
�� ��発音 h-は発音されない．

en hjä
¯
rna 名⃝ <hjärnan, hjärnor, hjärnorna> 脳，

頭脳．
�� ��発音 h-は発音されない． -rn- でそり

舌音．

en hjä
¯
rntumö

¯
r 名⃝ <-tumören, -tumörer,

-tumörerna> 脳腫瘍．
�� ��発音 h-は発音されない．

-rnt- でそり舌音．

ett hjä.rta 名⃝ <hjärtat, hjärtan, hjärtana> 心，心

臓．
�� ��発音 h-は発音されない． -rt- でそり舌音．

hjä.rtlig 形⃝ <hjärtligt, hjärtliga> 心からの．
�� ��発音

h-は発音されない．-rtl- でそり舌音．Hjärtligt

tack för ... ...のことで心からありがとうござ

います．

en ho.bby 名⃝ <hobbyn, hobbyer, hobbyerna>
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趣味．

(en) ho.ckey 名⃝ <hockeyn, × , × > ホッケー，ア

イスホッケー．
�� ��発音 /h̊a.ky/．

en ho.ckeyträ¯
nare 名⃝ <-tränaren, -tränare,

-tränarna> アイスホッケーのコーチ．
�� ��発音

/h̊a.ky-/．

ho.n 代⃝ 彼女は，彼女が． (英⃝ she)

ho.nom 代⃝ 彼を，彼に． (英⃝ him)

(en) ho
¯
nung 名⃝ <honungen, × , × > はちみつ．

(en) ho
¯
nungsnä

¯
rvaro 名⃝ <-närvaron, × , × > は

ちみつがあること．

ett ho.pp 名⃝ <hoppet, hopp, hoppen> ジャンプ；

希望．

ho.ppa 動⃝ <hoppar, hoppade, hoppat, hoppa!> 跳

ぶ．hoppa av （学校を）中退する，（組織か

ら）抜ける．hoppa till ピョンと飛び跳ねる．

hoppa över（食事などを）抜く．

ho.ppas 動⃝ <hoppas, hoppades, hoppats, hoppas!>

...を望む，...を願う，...を希望する．Vi

hoppas att du mår bra. 君が元気でいることを

私たちは願っています．

ett ho
¯
rn 名⃝ <hornet, horn, hornen> 角（ツノ）．�� ��発音 -rn でそり舌音．

ho.s 前⃝ ...の家で，...のところで．hemma hos

... ...の家で．

(en) ho.sta 名⃝ <hostan, × , × > 咳． Har du

hosta ocks̊a? 咳も出ますか？

ho.sta 動⃝ <hostar, hostade, hostat, hosta!> 咳をす

る．hosta till ゴホと咳をする．

en ho.stmedici
¯
n 名⃝ <-medicinen, -mediciner,

-medicinerna> 咳止めシロップ．

ho
¯
ta 動⃝ <hotar, hotade, hotat, hota!> 脅す．

ett hote.ll 名⃝ <hotellet, hotell, hotellen> ホテル．

en hote.llfru. kost 名⃝ <-frukosten, -frukostar,

-frukostarna> ホテルの朝食．

hu. gga 動⃝ <hugger, högg, huggit, hugg!> たたき

切る．

hu. ggit 動⃝ → hugga

Hu
¯
go 固⃝ ヒューゴ（男性名）．

(ett) hu. ll 名⃝ <hullet, × , × > （体の）肉．

hu. ller om bu. ller 句⃝ めちゃくちゃに，適当に．

(en) hu
¯
mor 名⃝ <humorn, × , × > ユーモア．

svart humor ブラックユーモア．

ett humö
¯
r 名⃝ <humöret, humör, humören> 機嫌．

fatta humör 憤慨する，怒る，むっとする．p̊a

d̊aligt humör 不機嫌で．p̊a gott humör 上

機嫌で．tappa/förlora humöret 腹を立

てる．

en hu.nd 名⃝ <hunden, hundar, hundarna> 犬．g̊a

ut med hunden 犬を散歩に連れて行く．

hu.ndra 数⃝ 100．

hu.ndrade 数⃝ 第 100番目の．

en hu.ndrala.pp 名⃝ <-lappen, -lappar, -lapparna>

100クローナ札．

ett hu.ndrata¯
l 名⃝ <-talet, -tal, -talen> （まと

まった数・単位としての）百，hundratals ...

何百という...．

(en) hu.nger 名⃝ <hungern, × , × > 空腹．

hu.ngrig 形⃝ <hungrigt, hungriga> 空腹の．

hu.nnit 動⃝ → hinna

hu
¯
r 副⃝ どのように，どういう風に，いかに (英⃝
how)．eller hur?（文末に置いて，付加疑問と

して）...ですよね？ Hur är vintern i Osaka?

大阪の冬はどうなの？ Han är student, eller

hur? 彼は学生ですよね．Hur länge har du

m̊att d̊aligt? いつから体調が悪いのですか？

hur gammal? 何歳ですか, どのくらい古いで

すか．hur l̊ang tid? どのくらい長い時間．

hur länge? どれくらい長く（期間を尋ねる）．

hur mycket? どのくらいたくさんの (英⃝ how

much), いくら（値段を尋ねる場合）．hur

m̊anga? どのくらいたくさん (英⃝ how many)．

Hur s̊a? どうして？Hur är det (med

dig)? 調子どう？

hu
¯
rdan/hurda.n 代⃝ <hurdant, hurdana>　どん

な．
�� ��発音 -rd- でそり舌音．▶書き言葉的．

hu
¯
rdana/hurda.na 代⃝

�� ��発音 -rd- でそり舌音．→
hurdan

hu
¯
rdant/hurda.nt 代⃝

�� ��発音 -rd- でそり舌音．→
hurdan
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huruvi
¯
da 接⃝ ...かどうか (英⃝ if)．▶書き言葉的．

ett hu
¯
s 名⃝ <huset, hus, husen> 家，建物．man

ur huse 全員総出で．

en hu
¯
sbo.nde 名⃝ <-bonden, -bönder, -bönderna>

家の主．▶ 複数形に注意．
hu
¯
sbö.nder 名⃝ → husbonde

en hu
¯
sb̊a

¯
t 名⃝ <-b̊aten, -b̊atar, -b̊atarna> ハウス

ボート，宿泊施設付き船舶．

ett hu
¯
sdju

¯
r 名⃝ <-djuret, -djur, -djuren> ペット．�� ��発音 -d-は発音されない．

en hu
¯
sh̊allsarbe

¯
te 名⃝ <-arbetet, -arbeten,

-arbetena> 家事．

hu
¯
slig 形⃝ <husligt, husliga> 家庭の，家事の，家

庭的な．

en hu. stru 名⃝ <hustrun, hustrur, hustrurna> 妻．

ett hu
¯
vud 名⃝ <huvudet, huvuden, huvudena> 頭．

ha ont i huvudet 頭が痛い．▶複数形に注意．
ett hu

¯
vudkonto

¯
r 名⃝ <-kontoret, -kontor,

-kontoren> 本社．

en hu
¯
vudperso

¯
n 名⃝ <-personen, -personer,

-personerna> 主人公．
�� ��発音 -rs- でそり舌音．

en hu
¯
vudsta

¯
d 名⃝ <-staden, -städer, -städerna>

首都．▶複数形に注意．
hu
¯
vudstä

¯
der 名⃝ → huvudstad

(en) hu
¯
vudvä.rk 名⃝ <-värken, × , × > 頭痛．Jag

har huvudvärk. 私は頭痛がする．

en hu
¯
vudvärkstable.tt 名⃝ <-tabletten,

-tabletter, -tabletterna> 頭痛薬．

(en) hygie
¯
n 名⃝ <hygienen, × , × > 衛生．

en hy. lla 名⃝ <hyllan, hyllor, hyllorna> 棚．

en hy
¯
ra 名⃝ <hyran, hyror, hyrorna> 家賃．

hy
¯
ra 動⃝ <hyr, hyrde, hyrt, hyr!> 賃借する，お金

を出して借りる，レンタルする（英⃝ rent）．

ett hy
¯
reskontra.kt 名⃝ <-kontraktet, -kontrakt,

-kontrakten> 賃貸借契約．

en hy
¯
reslägenhe

¯
t 名⃝ <-lägenheten, -lägenheter,

-lägenheterna> 賃貸アパート，賃貸マンション

en h̊a
¯
la 名⃝ <h̊alan, h̊alor, h̊alorna> 洞窟，巣穴．

ett h̊a. ll 名⃝ <h̊allet, h̊all, h̊allen> 方向，方角．

h̊a. lla 動⃝ <h̊aller, höll, h̊allit, h̊all!> 保持する．

h̊alla av ... ...（人）が好きだ．Jag h̊aller av

henne. 僕は彼女が好きだ．h̊alla för ögonen

目を覆う．h̊alla med A (om B)（Bについ

て）Aと同意見だ．Jag h̊aller med dig. 君と同

意見です．Det h̊aller jag med om. それに私は

賛成です．Det h̊aller jag inte med om. それに

は私は賛成しません．Jag h̊aller inte med dig.

私は君に同意しかねます．h̊alla p̊a att ... ...

している，...しそうになる．h̊alla p̊a med ...

...に取り組んでいる．h̊alla i sig （天候など

が）続く，絶え間なく続く．

h̊a. llit 動⃝ → h̊alla

en h̊allpla.ts 名⃝ <-platsen, -platser, -platserna> 停

留所．

ett h̊a
¯
lsla

¯
g 名⃝ <h̊alslaget, h̊alslag, h̊alslagen> 穴

あけパンチ．

ett h̊a
¯
r 名⃝ <h̊aret, h̊ar, h̊aren> 髪．

h̊a
¯
rd 形⃝ <h̊art, h̊arda> 硬い．

�� ��発音 -rd でそり舌

音．vara h̊ard i magen 便秘である．

en h̊a
¯
rddi.sk 名⃝ <-disken, -diskar, -diskarna> ハー

ドディスク．
�� ��発音 -rdd- でそり舌音．

ett h̊a
¯
rscha.mpo 名⃝ <-schampot, -schampon,

-schampona> シャンプー．

ett h̊a
¯
rstr̊a

¯
名⃝ <-str̊aet, -str̊an, -str̊ana> 髪の毛一

本．
�� ��発音 -rst- でそり舌音．

ett h̊a
¯
rva.x 名⃝ <-vaxet, -vax, -vaxen> ヘアワッ

クス．

en hä. ftappara¯
t 名⃝ <-apparaten, -apparater,

-apparaterna> ホッチキス．

en hä
¯
gring 名⃝ <hägringen, hägringar,

hägringarna> 蜃気楼．

en hä
¯
l 名⃝ <hälen, hälar, hälarna> かかと．

en hä. lft 名⃝ <hälften, hälfter, hälfterna> 半分．

mer än hälften 半分以上．mindre än

hälften 半分以下．

hä. lla 動⃝ <häller, hällde, hällt, häll!> 注ぐ．

(en) hä. lsa 名⃝ <hälsan, × , × > 健康．

hä. lsa 動⃝ <hälsar, hälsade, hälsat, hälsa!> 挨拶す

る．Han hälsade p̊a henne. 彼は彼女に挨拶し

た．hälsa p̊a 訪ねる．Han hälsade p̊a henne.
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彼は彼女のもとを訪れた．（p̊aに強勢が置かれる

小辞動詞）

Hä. lsingland 固⃝ ヘルシングランド（ランドス

カープ名）．

en hä. lsning 名⃝ <hälsningen, hälsningar,

hälsningarna> 挨拶．bästa hälsningar 敬具．

mina hjärtligaste/varmaste hälsningar

私の心からの／暖かい挨拶を込めて（手紙文の

「敬具」に相当）

ett hä. lsotillst̊a.nd 名⃝ <-tillst̊andet, -tillst̊and,

-tillst̊anden> 健康状態．

en hä. lsoundersö¯
kning 名⃝ <-undersökningen,

-undersökningar, -undersökningarna> 健康診断．�� ��発音 -rs- でそり舌音．

hä.mnas 動⃝ <hämnas, hämnades, hämnats,

hämnas!> 復讐する．

hä.mta 動⃝ <hämtar, hämtade, hämtat, hämta!> 迎

えに行く，連れてくる．行って取ってくる．

(en) hä.mtma
¯
t 名⃝ <maten, × , × > テイクアウト

の料理．

hä.nda 動⃝ <händer, hände, hänt, × > 起こる．

Inget hände ig̊ar. 昨日は何も起こりませんで

した．

en hä.ndelse 名⃝ <händelsen, händelser,

händelserna> 事件，出来事．

hä.nder 名⃝ → hand

hä.ndig 形⃝ <händigt, händiga>（手先の）器用な．

hä.nga 動⃝ <hänger, hängde, hängt, häng!> 吊る

す；よく出入りする，入りびたる．hänga med

一緒に来る．

en hä
¯
nsy

¯
n 名⃝ <hänsynen, hänsyn, hänsynen> 配

慮，敬意．▶複数形に注意．
hä
¯
pen 形⃝ <häpet, häpna> びっくりした．

hä
¯
r 副⃝ ここで，ここに．

hä
¯
rifr̊an/härifr̊a

¯
n 副⃝ ここから．

Hä.rjeda¯
len 固⃝ ハリエダーレン（ランドスカー

プ名）．

hä
¯
rlig 形⃝ <härligt, härliga> 素敵な，素晴らしい．�� ��発音 -rl- でそり舌音．

hä
¯
rmed 副⃝ これをもって，これでもって，本状に

より．

häromda
¯
gen 副⃝ 先日．

en hä.st 名⃝ <hästen, hästar, hästarna> 馬．

en hö. ft 名⃝ <höften, höfter, höfterna> ヒップ，腰．

en hö
¯
g 名⃝ <högen, högar, högarna> かたまり，

（乱雑に物が積まれた）山，山積．

hö
¯
g 形⃝ <högt, höga> （高さが）高い．

�� ��発音 中性

形 högt は /hö.kt/と発音される．-ö- が短母音化

すること，-g- が/-k-/で発音されることに注意．

(en) hö
¯
ger 名⃝ <högern, × , × > 右．höger sida

右側．till höger 右へ．

hö
¯
ger 形⃝ <höger, högra> 右の．

hö.gg 動⃝ → hugga

hö
¯
gre 形⃝ より高い，högの比較級．

en hö
¯
gsko

¯
la 名⃝ <-skolan, -skolor, -skolorna> 単科

大学．

hö.gst 形⃝ 最も高い，högの最上級．
�� ��発音 /hö.kst/

と発音される．-ö-が短母音化すること，-g-

が/-k-/で発音されることに注意．

hö.gt 副⃝ 高く；大声で，
�� ��発音 /hö.kt/と発音され

る．-ö-が短母音化すること，-g-が/-k-/で発音さ

れることに注意．

en hö
¯
gstadiesko

¯
la 名⃝ <-skolan, -skolor,

-skolorna> 中学校．

hö.gstbju¯
dande 形⃝ <–, –> （しばしば名詞的に

使われて，オークションなどでの）最高入札者．

hö. ja 動⃝ <höjer, höjde, höjt, höj!> 上げる．

Bensinpriset blir höjt den här månaden. 今月

は燃料代が上がっている．

en hö. jd 名⃝ <höjden, höjder, höjderna> 高さ，丘．

hö. jdrä.dd 形⃝ < × , rädda> 高所恐怖症の．

en hö. jning 名⃝ <höjningen, höjningar,

höjningarna> 上げること，上昇．

hö. ll 動⃝ → h̊alla

en hö
¯
na 名⃝ <hönan, hönor, hönorna> めんどり．

hö
¯
ra 動⃝ <hör, hörde, hört, hör!> 聞こえる．hör

till... ...の一員である．Jag hör av mig. 連

絡します．

hö
¯
ras 動⃝ <hörs, hördes, hörts, × > 聞こえる．Vi

hörs. 連絡を取り合いましょう．
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en hö
¯
rlu
¯
r 名⃝ <-luren, -lurar, -lurarna> イヤフォ

ン．
�� ��発音 -rl- でそり舌音．

ett hö
¯
rn 名⃝ <hörnet, hörn, hörnen> 角（カド），

角（スミ）．
�� ��発音 -rn でそり舌音．i hörnet ス

ミ（角）で．p̊a hörnet カド（角）で．vid

hörnet 辻角で，コーナーで．

en hö. st 名⃝ <hösten, höstar, höstarna> 秋．i

höstas この間の秋に．p̊a hösten 秋に．

en hö. stda¯
g 名⃝ <-dagen, -dagar, -dagarna> 秋

の日．

en hö. sttermi
¯
n 名⃝ <-terminen, -terminer,

-terminerna> 秋学期

I

i
¯
前⃝【空間】...に，...の中に．【時間】（行為の継続
する期間や時間数を示して）...間．【頻度】(i +

sekunden/minuten/timmen/veckan/m̊anaden

で)　 1秒／ 1分／ 1時間／ 1週間／ 1ヵ月に

つき．【その他】...において．(英⃝ in)．i det

att ... ...でもって．

i
¯
副⃝ 中に，中に入るように，中に食い込むように，

（ギュッと）つかんで．(英⃝ in)．

i
¯
aktta

¯
動⃝ <iakttar, iakttog, iakttagit, iaktta!> 観

察する．

i
¯
aktta

¯
git 動⃝ → iaktta

i
¯
aktto

¯
g 動⃝ → iaktta

ibla.nd 前⃝ ...の間に（囲まれて）．

ibla.nd 副⃝ 時々．
�� ��発音 -dは通例発音されない．

Jag vill ibland spela piano. 私は時々ピアノを

弾きたいと思う．

I
¯
CA 固⃝ イーカ（スウェーデンのスーパーマーケッ

トの名）．

i.cke 副⃝ ...でない．▶ 硬い文体で使われる．
ida
¯
g/i da

¯
g 副⃝ 今日．

�� ��発音 通例 -gは発音され

ない．

en idé
¯
名⃝ <idén, idéer, idéerna> 考え．

en identite
¯
t 名⃝ <identiteten, identiteter,

identiteterna> 同一性；独自性，アイデンティ

ティー．

ett i
¯
d-ko.rt 名⃝ <-kortet, -kort, -korten> 身分証明

書，IDカード．
�� ��発音 -rt でそり舌音．

en idro.tt 名⃝ <idrotten, idrotter, idrotterna> （科

目としての）体育．

en idro.ttare 名⃝ <idrottaren, idrottare,

idrottarna> アスリート，スポーツ選手．

en idro.ttslä¯
rare 名⃝ <-läraren, -lärare, -lärarna>

体育教師．

en idro.ttsma.n 名⃝ <-mannen, -män, -männen>

アスリート，スポーツ選手．▶複数形に注意．
ifa. ll 接⃝ もしも...．▶話し言葉で用いられる．
ifjo

¯
l/i fjo

¯
l 副⃝ 去年．

ifr̊a
¯
n 前⃝ ...から．(英⃝ from）

ifr̊a
¯
n 副⃝ 離れて．

i fö. rrg̊ar 副⃝ おととい．

en i
¯
gelko.tt 名⃝ <igelkotten, igelkottar,

igelkottarna> ハリネズミ．

ige.n 副⃝ 再び，元のところに戻して，元の状態に戻

して，閉じて，塞いで．

ige
¯
nom 前⃝ ...を通って，貫いて．natten

igenom 夜通し．

ige
¯
nom 副⃝（初めから終わりまで）通して．

ige.nkä.nna 動⃝ <igenkänner, igenkände, igenkänt,

igenkänn!> 認識する．

ig̊a.ng 副⃝ 始動して．

ig̊a
¯
r/i g̊a

¯
r 副⃝ 昨日．

ih̊a
¯
g 副⃝ komma ih̊ag 思い出す．

i
¯
h̊a. llande 形⃝ <–, –> 絶え間なく続く，継続的な．

IKE
¯
A 固⃝ イケア（家具メーカー）．

en iko
¯
n 名⃝ <ikonen, ikoner, ikonerna> アイコン．

ikvä. ll/i kvä. ll 副⃝ 今晩．Tack för ikväll! 今晩は

ありがとう．

i.lla 副⃝ 悪く．

(en) i.lska 名⃝ <ilskan, × , × > 怒り．

imite
¯
ra 動⃝ <imiterar, imiterade, imiterat,

imitera!> 模倣する，模造する．

imo.rgon/i mo.rgon 副⃝ 明日．
�� ��発音 -g- は発音さ

れない．i morgon bitti 明日の朝早く．

i mo.rse 副⃝ 今朝．
�� ��発音 -rs-でそり舌音．ig̊ar

morse 昨日の朝．

en i.mperati
¯
v 名⃝ <imperativen, imperativer,
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imperativerna> 命令形．

impone
¯
rande 形⃝ <–, –> 心を打つような．

en impo.rt 名⃝ <importen, importer, importerna>

輸入．
�� ��発音 -rt でそり舌音．

importe
¯
ra 動⃝ <importerar, importerade,

importerat, importera!> 輸入する．
�� ��発音 -rt- で

そり舌音．

improvise
¯
ra 動⃝ <improviserar, improviserade,

improviserat, improvisera!> （詩・音楽などを）

即興で作る．

i.n 副⃝ 中へ，引っ込めて．

i.nbegre¯
p 動⃝ → inbegripa

i.nbegri¯
pa 動⃝ <inbegriper, inbegrep, inbegripit,

inbegrip!> 含める．

i.nbegri¯
pit 動⃝ → inbegripa

en i.nbju¯
dan 名⃝ <inbjudan, inbjudningar,

inbjudningarna> 招待．▶単数既知形は単数未知
形と同形．複数形は inbjudning の複数形を用

いる．

en i.nbju¯
dning 名⃝ <inbjudningen, inbjudningar,

inbjudningarna> 招待．

indefini
¯
t/i.ndefinit 形⃝ <indefinit, indefinita>

（文法）不定の．indefinita pronomen 不定代

名詞．

I.ndien 固⃝ インド．

i.ndisk 形⃝ <indiskt, indiska> インドの．

indone
¯
sisk 形⃝ <indonesiskt, indonesiska> インド

ネシアの．

en industri
¯
名⃝ <industrin, industrier,

industrierna> 産業，工業．

ett industri
¯
la.nd 名⃝ <-landet, -länder,

-länderna> 工業国，先進国．▶複数形に注意．
en infa.rkt 名⃝ <infarkten, infarkter, infarkterna>

梗塞．

en i.nfiniti¯
v 名⃝ <infinitiven, infinitiver,

infinitiverna> 不定詞．

(en) inflatio
¯
n 名⃝ <inflationen, × , × > インフレ．

en influe.nsa 名⃝ <influensan, influensor,

influensorna> インフルエンザ．Jag har f̊att

influensa. 私はインフルエンザにかかりました．

en i.nflyttningsfe.st 名⃝ <-festen, -fester,

-festerna> 引越しパーティー．

en informatio
¯
n 名⃝ <informationen,

informationer, informationerna> 情報．

(en) informatio
¯
nsteknologi

¯
名⃝ <-teknologin,

× , × > 情報技術．

en informatö
¯
r 名⃝ <informatören, informatörer,

informatörer> 公報担当官，渉外担当官．

informe.ll 形⃝ <formellt, formella> 非公式の，形式

ばらない．

informe
¯
ra 動⃝ <informerar, informerade,

informerat, informera!> 知らせる．

i.nför/infö¯
r 前⃝ ...を前にして，...を目前にし

て，...を控えて．

i.nga 代⃝ → ingen

i.ngen 代⃝ <inget, inga> 一つも...ない．（英⃝ no）．

Jag s̊ag ingen p̊a gatan. 私は通りでは誰も見か

けなかった．Inget hände ig̊ar. 昨日は何も起こ

りませんでした．Jag har lagt pengarna p̊a

bordet. Det finns inga här. 私はテーブルの上

にお金を置いたのだけれど．ここにはないよ．

en ingenjö
¯
r 名⃝ <ingenjören, ingenjörer,

ingenjörerna> エンジニア．
�� ��発音 -ge-は [S]ある

いは [Ê]で発音．

i.ngenting/i.ngenti.ng 代⃝ 何も...ない．（英⃝
nothing）．Det gör ingenting. たいしたこと

ではありません．

I.nger 固⃝ インゲル（女性名）．

i.nget 代⃝ → ingen

i.ngi.ck 動⃝ → ing̊a

i.ng̊a¯
動⃝ <ing̊ar, ingick, ing̊att, ing̊a!> 含まれて

いる．

i.ng̊a¯
ende 形⃝ <–, –> 事細かい．

i.ng̊a¯
ende 副⃝ 事細かな．

en i.ng̊a.ng 名⃝ <ing̊angen, ing̊angar, ing̊angarna>

入口．

i.ng̊a.tt 動⃝ → ing̊a

i.nifr̊a¯
n 副⃝ 中から．

ett initiati
¯
v 名⃝ <initiativet, initiativ, initiativen>

イニシアチブ．
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inklude
¯
ra 動⃝ <inkluderar, inkluderade,

inkluderat, inkludera!> 含む，含める．

en i.nko.mst 名⃝ <inkomsten, inkomster,

inkomsterna> 所得，収益．

en i.nköpsli.sta 名⃝ <-listan, -listor, -listorna> 買い

物リスト．

i.nla.gd 形⃝ <inlagt, inlagda> 酢漬けの，（保存のた

めに）漬けられた．

i.nnan 接⃝ ...する前に．en m̊anad innan 1ヵ

月前．

i.nnanfö¯
r 前⃝ ...の内部に，内側に．

i.nne 副⃝ 中に，中で．

(en) i.nneba.ndy 名⃝ <innebandyn, × , × > フロア

ボール．

en i.nnebo¯
ende 名⃝ <den inneboende, inneboende,

de inneboende> 下宿人，間借り人．

ett i.nneh̊a. ll 名⃝ <inneh̊allet, inneh̊all, inneh̊allen>

内容．

en i.nnerg̊a¯
rd 名⃝ <-g̊arden, -g̊ardar, -g̊ardarna>

中庭．
�� ��発音 -rd- でそり舌音．

i.nnersta 形⃝ 一番（心の）奥の．
�� ��発音 -rst- でそり

舌音．

en i.nnesko¯
名⃝ <-skon, -skor, -skorna> 上履き．

i.nom 前⃝ ...の内で，...の範囲内に．inom kort

間もなくして．

i.nomhu
¯
s 副⃝ 屋内で（に），家の中で（に）．

i.nre 形⃝ 内側の，内面の．

i.nri¯
kes 形⃝ <–, –> 自国の，国内の．

en i.nri.ktning 名⃝ <inriktningen, inriktningar,

inriktningarna> 重点，力点，目標．

en i.nsa.mling 名⃝ <insamlingen, insamlingar,

insamlingarna> （お金などを）集めること，収

集，募金．

i.nse¯
動⃝ <inser, ins̊ag, insett, inse!> 見抜く．

i.nse.tt 動⃝ → inse

en inspiratio
¯
n 名⃝ <inspirationen, inspirationer,

inspirationerna> 思いつき，インスピレー

ション．

inspire
¯
ra 動⃝ <inspirerar, inspirerade, inspirerat,

inspirera!> 奮い立たせる，鼓舞する，奮起さ

せる．

ett institu
¯
t 名⃝ <institutet, institut, instituten>

（研究・教育などの）機関．

i.nstä. lla 動⃝ <inställer, inställde, inställt, inställ!>

中止する．

i.ns̊a¯
g 動⃝ → inse

i.nte 副⃝ （...で）ない，（...し）ない．（英⃝ not）．

inte A utan B Aでなく B．

intellige.nt 形⃝ <–, intelligenta> 知的な．

intensi
¯
v/i.ntensiv 形⃝ <intensivt, intensiva> 集中

的な．

internatione.ll 形⃝ <internationellt,

internationella> 国際的な．
�� ��発音 -rn- でそり

舌音．

(ett) i.nterne.t/interne.t 名⃝ < × , × , × > イン

ターネット．
�� ��発音 -rn- でそり舌音．söka p̊a

internet インターネットで検索する．

ett i.nternetbola¯
g 名⃝ <-bolaget, -bolag,

-bolagen> インターネット企業．
�� ��発音 -rn- でそ

り舌音．

en intervju
¯
名⃝ <intervjun, intervjuer,

intervjuerna> インタビュー．

intervju
¯
a 動⃝ <intervjuar, intervjuade, intervjuat,

intervjua!> インタビューする．

i.ntet 代⃝ 一つも...ない．▶ ingetに相当し，堅い

文体で用いられる．

inti.ll 前⃝副⃝ （...の）すぐ横に，（...の）すぐ隣に．

en intonatio
¯
n 名⃝ <intonationen, intonationer,

intonationerna> イントネーション．

intressa.nt 形⃝ <intressant, intressanta> 興味深い．

ett intre.sse 名⃝ <intresset, intressen, intressena>

興味，関心．väcka intresse 興味をそそる，興

味をかき立てる．

intresse
¯
rad 形⃝ <intresserat, intresserade> (av

...) （...に）興味を持っている．Jag är

intresserad av konst. 私は芸術に興味がある．

Vi är intresserade av dans. 私たちはダンスに

興味がある．

introduce
¯
ra 動⃝ <introducerar, introducerade,

introducerat, introducera!> 導入する．
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ett i.nträ¯
de 名⃝ <inträdet, inträden, inträdena> 入

場, 入場料．

i.nträ.ffa 動⃝ <inträffar, inträffade, inträffat, × > 起

こる，生じる．

en i.nva.ndring 名⃝ <invandringen, invandringar,

invandringarna> （他国からの）移住．

en i.nv̊a¯
nare 名⃝ <inv̊anaren, inv̊anare, inv̊anarna>

住民．

i.nvä.nda 動⃝ <invänder, invände, invänt, invänd!>

反対する，異議を唱える．

I
¯
rland 固⃝ アイルランド．

�� ��発音 [i:rían(d)]

irrite
¯
rad 形⃝ <irriterat, irriterade> イライラした，

腹の立った．

en i
¯
s 名⃝ <isen, isar, isarna> 氷．

i sht 略⃝ → i synnerhet 特に．

I
¯
sland 固⃝ アイスランド．

(en) i
¯
slä.ndska 名⃝ <isländskan, × , × > アイスラ

ンド語．

isole
¯
ra 動⃝ <isolerar, isolerade, isolerat, isolera!>

隔離する．

I
¯
srael 固⃝ イスラエル．

(ett) i.ster 名⃝ <istret, × , × > ラード．

i st.f. 略⃝ → i stället för ... ...の代わりに．

en i
¯
sti
¯
d 名⃝ <-tiden, -tider, -tiderna> 氷河期．

istä. llet/i stä. llet 副⃝ その代わりに．istället för

att ... ...する代わりに．

IT 略⃝
�� ��発音 /i

¯
te
¯
/→ informationsteknologi 情

報技術．

Ita
¯
lien 固⃝ イタリア．

italie.nsk 形⃝ <italienskt, italienska> イタリア

（語）の．

(en) italie.nska 名⃝ <italienskan, ×，× > イタリ

ア語．

en I
¯
T-avde

¯
lning 名⃝ <-avdelningen, -avdelningar,

-avdelningarna> IT部門．

ett I
¯
T-företa

¯
g 名⃝ <-företaget, -företag,

-företagen> IT企業．

en I
¯
T-ingenjö

¯
r 名⃝ <-ingenjören, -ingenjörer,

-ingenjörerna> コンピューター技術者．
�� ��発音 -ge

は [S]あるいは [Ê]で発音．

ivä
¯
g/i vä

¯
g 副⃝ 離れて．ge sig iväg 出発する，

出かける．

i ö
¯
vermo.rgon 副⃝ あさって．

J

ja
¯
間⃝ はい．(英⃝ yes)．

jaa 間⃝ ええそうですね．

en ja.cka 名⃝ <jackan, jackor, jackorna> 上着，ジャ

ケット．

ja
¯
g 代⃝ 私は，私が．(英⃝ I)．

�� ��発音 通例-gは発音さ

れない.

ja
¯
ga 動⃝ <jagar, jagade, jagat, jaga!> 狩る，狩猟す

る；追い立てる．

jaha 間⃝ そうなんですね．

en ja.kt 名⃝ <jakten, jakter, jakterna> 狩り，狩猟．

en ja.ktko.mpis 名⃝ <-kompisen, -kompisar,

-kompisarna> 狩り仲間，狩猟仲間．

ja
¯
men 間⃝ そうだけど，でもね．

Ja
¯
n 固⃝ ヤーン（男性名）．

en ja
¯
- och nej fr̊a

¯
ga 名⃝ <-fr̊agan, -fr̊agor,

-fr̊agorna> yes-no疑問文．

(en) janua
¯
ri 名⃝ < × , × , × > 1月．i januari 1

月に．

en japa
¯
n 名⃝ <japanen, japaner, japanerna> 日本

人男性．
�� ��発音 強勢の位置に注意．

Ja
¯
pan 固⃝ 日本．

japa
¯
nsk 形⃝ <japanskt, japanska> 日本の，日本人

の，日本語の．

(en) japa
¯
nska 名⃝ <japanskan, × , × > 日本語．

en japa
¯
nska 名⃝ <japanskan, japanskor,

japanskorna> 日本人女性．

ja. s̊a 間⃝ そうですか．

javi.sst 間⃝ もちろん．

(en) ja.zz 名⃝ <jazzen, × , × > ジャズ．
�� ��発音

/ja.s/．

jfr 略⃝ → jämför 比較せよ．

(en) ji.ddisch 名⃝ <jiddischen, × , × > イディッ

シュ語．
�� ��発音 /ji.diS/．

jo
¯
間⃝ （否定の返事を期待する否定疑問文に対し

て，それを強く打ち消して）いいえ，いや．
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ett jo.bb 名⃝ <jobbet, jobb, jobben> 仕事，職場．

byta jobb 転職する．fast jobb 定職．söka

jobb 仕事を探す．

jo.bba 動⃝ <jobbar, jobbade, jobbat, jobba!> 働く．

jo.bbig 形⃝ <jobbigt, jobbiga> 骨が折れる，大

変だ．

jo
¯
d̊a 間⃝ （joを強調した表現）いやそんな，いや

いや．

jo.gga 動⃝ <joggar, joggade, joggat, jogga!> ジョギ

ングする．

Jo
¯
han 固⃝ ヨーハン（男性名）．

Joha.nna 固⃝ ヨハンナ（女性名）．

Jo
¯
hansson 固⃝ ヨーハンソン（苗字）．

Jo
¯
natan 固⃝ ヨーナタン（男性名）．

Jo
¯
nsson 固⃝ ヨーンソン（苗字）．

en jo
¯
rd 名⃝ <jorden, jordar, jordarna> 地球，大

地，土地．
�� ��発音 -rd でそり舌音．

ett jo
¯
rdbru

¯
k 名⃝ <-bruket, -bruk, -bruken> 農業．�� ��発音 -rd- でそり舌音．

ett jo
¯
rdbruksla.nd 名⃝ <-landet, -länder,

-länderna> 農地，耕作地．▶複数形に注意．
en jo

¯
rdgu.bbe 名⃝ <-gubben, -gubbar, -gubbarna>

イチゴ．
�� ��発音 -rd- でそり舌音．

en jo
¯
rdgubbst̊a

¯
rta 名⃝ <-t̊artan, -t̊artor,

-t̊artorna> イチゴケーキ．
�� ��発音 -rd-，-rt- でそ

り舌音．

en journali.st 名⃝ <journalisten, journalister,

journalisterna> ジャーナリスト．
�� ��発音 jour-

は/So-/． -rn でそり舌音．

ju. 副⃝ 知っているように，お分かりのように，わ

かっているように．

ju
¯
接⃝ju ... desto ... （比較級を使って）...すれ

ばするほど，ますます...．

en ju
¯
de 名⃝ <juden, judar, judarna> ユダヤ人，ユ

ダヤ教徒．

en ju
¯
ice 名⃝ <juicen, juicer, juicerna> ジュース．�� ��発音 /jo

¯
s/．

en ju
¯
l 名⃝ <julen, jular, jularna> クリスマス．

annandag jul クリスマス翌日（12月 26日）．

God jul! よいクリスマスをお迎えください，メ

リークリスマス．i jul このクリスマスに．i

julas この前のクリスマスに．tjugon(de)dag

Knut/jul クリスマスから 20日目（1月 13

日）．trettondedagen jul 公現日（1月 6日）．

en ju
¯
la. fton 名⃝ <-aftonen, -aftnar, -aftnarna> ク

リスマス・イブ．

en ju
¯
lbo.ck 名⃝ <-bocken, -bockar, -bockarna> ワ

ラでできたヤギ（クリスマスに飾られる）．

en ju
¯
lda
¯
g 名⃝ <-dagen, -dagar, -dagarna> クリス

マス当日．

en ju
¯
lfe.st 名⃝ <-festen, -fester, -festerna> クリスマ

スパーティー．

ett ju
¯
lfi
¯
rande 名⃝ <-firandet, -firanden,

-firandena> クリスマスのお祝い．

en ju
¯
lgra

¯
n 名⃝ <-granen, -granar, -granarna> クリ

スマスツリー．

en ju
¯
lgransplu.ndring 名⃝ <-plundringen,

-plundringar, -plundringarna> クリスマスツリー

荒らし（クリスマスから 20日目の 1月 13日に

クリスマスツリーの飾りやお菓子を取ること）．

(en) ju
¯
li 名⃝ < × , × , × > 7月．i juli 7月に．

Ju
¯
lia 固⃝ ユーリア（女性名）．

en ju
¯
lkla.pp 名⃝ <-klappen, -klappar, -klapparna>

クリスマスプレゼント．

(ett) ju
¯
lklappssorte

¯
rande 名⃝ <-sorterandet, × ,

× > クリスマスプレゼントの仕分け．
�� ��発音 -rt-

でそり舌音．

ett ju
¯
llo
¯
v 名⃝ <-lovet, -lov, -loven> クリスマス

休暇．

(en) ju
¯
lma

¯
t 名⃝ <-maten, × , × > クリスマスの

料理．

en ju
¯
lski.nka 名⃝ <-skinkan, -skinkor, -skinkorna>

クリスマスのハム．

en ju
¯
lskinkegrilje

¯
ring 名⃝ <-griljeringen,

-griljeringar, -griljeringarna> クリスマスのハム

に衣をつけて焼くこと．

en ju
¯
lsky. ltning 名⃝ <-skyltningen, -skyltningar,

-skyltningarna> クリスマスの飾り付け．

en ju
¯
lto.mte 名⃝ <-tomten, -tomtar, -tomtarna> サ

ンタクロース．
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(en) ju
¯
ni 名⃝ < × , × , × > 6月．i juni 6月に．

(en) juridi
¯
k 名⃝ <juridiken, × , × > 法学，法律学．

en juri.st 名⃝ <juristen, jurister, juristerna> 法律

家，弁護士，裁判官．

ett juri.stprogra.m 名⃝ <-programmet, -program,

-programmen> ロースクール．

ju. st 副⃝ まさに．just det まさにその通り．just

när ... まさに...の瞬間．just (som) ... まさ

に...の瞬間．

jä.mfö
¯
ra 動⃝ <jämför, jämförde, jämfört, jämför!>

比較する．

en jä.mfö
¯
relse 名⃝ <jämförelsen, jämförelser,

jämförelserna> 比較．

jä.mn 形⃝ <jämnt, jämna> 平らな；（数量などが）

等しい；偶数の．

Jä.mtland 固⃝ イェムトランド（ランドスカー

プ名）．

ett jä
¯
rn 名⃝ <järnet, järn, järnen> 鉄，鉄製の器

具．
�� ��発音 -rn でそり舌音．▶「鉄」の意味では不

可算名詞．

en jä
¯
rnvä

¯
g 名⃝ <järnvägen, järnvägar,

järnvägarna> 鉄道．
�� ��発音 -rn- でそり舌音．

en jä
¯
rnvägsstatio

¯
n 名⃝ <-stationen, -stationer,

-stationerna> 鉄道駅．
�� ��発音 -rn- でそり舌音．

jä. tte-
�� ��接頭辞 とても．

jä. ttedy
¯
r 形⃝ <-dyrt, -dyra> とても高価な．

jä. ttefi¯
n 形⃝ <-fint, -fina> とても素敵な．

jä. ttefo.rt 副⃝ とても早く．
�� ��発音 -rt でそり舌音．

jä. ttegu. llig 形⃝ <-gulligt, -gulliga> （子供などが）

とてもかわいい．

jä. ttehu.ngrig 形⃝ <-hungrigt, -hungriga> とても

お腹のすいた．

jä. ttehö¯
g 形⃝ <-högt, -höga>（高さが）とても

高い．

jä. tteko.nstig 形⃝ <-konstigt, -konstiga> とても奇

妙な．

jä. ttenervö¯
s 形⃝ <-nervöst, -nervösa> とても気を

もんだ，とてもナーバスな．

jä. ttenö. jd 形⃝ <-nöjt, -nöjda> とても満足して

いる．

jä. ttero¯
lig 形⃝ <-roligt, -roliga> とてもおもしろ

い，とても楽しい．

jä. ttesto¯
r 形⃝ <-stort, -stora> 巨大な．

jä. ttetre¯
vlig 形⃝ <-trevligt, -trevliga> とてもすて

きな．とても楽しい．Frankrike är ett

jättetrevligt land. フランスはとっても素敵な

国よ．

jä. ttetrö. tt 形⃝ <-trött, -trötta> とても疲れて

いる．

K

en ka
¯
bel 名⃝ <kabeln, kablar, kablarna> コード，

ケーブル．

ett kafé
¯
名⃝ <kaféet, kaféer, kaféerna> 喫茶店．

en kafete
¯
ria 名⃝ <kafeterian, kafeterior,

kafeteriorna> 喫茶店．

(ett) ka.ffe 名⃝ <kaffet, × , × > コーヒー．

en ka.ffeappara¯
t 名⃝ <-apparaten, -apparater,

-apparaterna> コーヒーメーカー．

en ka.ffbry.ggare 名⃝ <-bryggaren, -bryggare,

-bryggarna> コーヒーメーカー．

en ka.ffeimpo.rt 名⃝ <-importen, -importer,

-importerna> コーヒーの輸入．
�� ��発音 -rt- でそり

舌音．

(en) ka.ffekonsumtio
¯
n 名⃝ <-konsumtionen, × ,

× > コーヒーの消費．

(en) ka.ffe la.tte 名⃝ <kaffe latten, × , × > カフェ

ラテ．

en ka
¯
ka 名⃝ <kakan, kakor, kakorna> クッキー．

en ka
¯
kelu. gn 名⃝ <-ugnen, -ugnar, -ugnarna> タイ

ル張りの暖炉．

ett kala
¯
s 名⃝ <kalaset, kalas, kalasen> パーティー．

ka. ll 形⃝ <kallt, kalla> 寒い，冷たい．Det är kallt.

寒いです．

ka. lla 動⃝ <kallar, kallade, kallat, kall!> 呼ぶ．s̊a

kallad/kallat/kallade いわゆる．

Ka.lle 固⃝ カッレ（男性名）．

Ka.lmar 固⃝ カルマル（スウェーデンの都市名）．

(en) kalo.ps 名⃝ <kalopsen, × , × > カロップス

（スウェーデンの牛肉の煮込み料理）．
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en kalso.ng 名⃝ <kalsongen, kalsonger,

kalsongerna> 男性用のパンツ（下着）．▶通例，
複数形で使われる．

en ka.m 名⃝ <kammen, kammar, kammarna> 櫛．�� ��発音 -a- が短母音であることに注意．

en ka
¯
mera 名⃝ <kameran, kameror, kamerorna>

カメラ．

ka.mma 動⃝ <kammar, kammade, kammat,

kamma!> kamma sig 髪をとかす．

ka.n 助⃝ → kunna

Ka.nada 固⃝ カナダ．

en kana
¯
l 名⃝ <kanalen, kanaler, kanalerna> 運河．

en kane
¯
lbu. lle 名⃝ <-bullen, -bullar, -bullarna> シ

ナモンロール．baka kanelbullar シナモン

ロールを焼く．

en kani
¯
n 名⃝ <kaninen, kaniner, kaninerna> ウ

サギ．

en ka.nna 名⃝ <kannan, kannor, kannorna> （コー

ヒー・紅茶用の）ポット．

kano
¯
n 形⃝ <–, –> とても素晴らしい．

kano
¯
nbra

¯
形⃝ 副⃝ <-bra, -bra> 最高に素晴らしい・

素晴らしく．

en kano
¯
t 名⃝ <kanoten, kanoter, kanoterna> カ

ヌー．paddla kanot カヌーを漕ぐ．

ka.nske 副⃝ ひょっとしたら．

en kantare.ll 名⃝ <kantarellen, kantareller,

kantarellerna> アンズタケ．

en kantare.llomele.tt 名⃝ <-omeletten, -omeletter,

-omeletterna> アンズタケのオムレツ．

en kantare.llso.ppa 名⃝ <-soppan, -soppor,

-sopporna> アンズタケのスープ．

ett kapi.tel 名⃝ <kapitlet, kapitel, kapitlen> 章．

en ka.ppa 名⃝ <kappan, kappor, kapporna> 女性用

コート．

(en) karao
¯
ke 名⃝ <karaoken, × , × > カラオケ．

Ka
¯
rin 固⃝ カーリン（女性名）．

en ka
¯
rl 名⃝ <karlen/karln, karlar, karlarna> 男．�� ��発音 -l- は発音されない．

Ka
¯
rl 固⃝ カール（男性名）．

�� ��発音 -r- は発音され

ない．

Ka
¯
rlsson 固⃝ カールソン（姓）．

�� ��発音 -r- は発音さ

れない．

Ka
¯
rlstad 固⃝ カールスタド（スウェーデンの都市

名）．
�� ��発音 -r- は発音されない．-d は発音され

ないこともある．

en karriä
¯
r 名⃝ <karriären, karriärer, karriärerna>

（職業上の）輝かしい経歴，成功．

en ka
¯
rta 名⃝ <kartan, kartor, kartorna> 地図．�� ��発音 -rt- でそり舌音．p̊a kartan 地図上で．

ett kasi
¯
no 名⃝ <kasinot, kasinon, kasinona> カ

ジノ．

en ka.ssa 名⃝ <kassan, kassor, kassorna> レジ．

en ka.sse 名⃝ <kassen, kassar, kassarna>（取っ手付

きの）袋．

ka.sta 動⃝ <kastar, kastade, kastat, kasta!> 投げる，

捨てる．Han kastade bort mina gamla böcker.

彼は私の古い本を捨てた．kasta upp 吐く．

en katalo
¯
g 名⃝ <katalogen, kataloger,

katalogerna> カタログ．

en katastro
¯
f 名⃝ <katastrofen, katastrofer,

katastroferna> 災害．

en kategori
¯
名⃝ <kategorin, kategorier,

kategorierna> カテゴリー，範疇．

en katoli
¯
k 名⃝ <katoliken, katoliker, katolikerna>

カトリック教徒．

en ka.tt 名⃝ <katten, katter, katterna> 猫．

en kava.j 名⃝ <kavajen, kavajer, kavajerna> （スー

ツの）上着，ジャケット．

en ka
¯
vel 名⃝ <kaveln, kavlar, kavlarna> 麺棒．

(en) kavia
¯
r/ka.viar 名⃝ <kaviaren, × , × > タラ

コのペースト

ka
¯
vla 動⃝ <kavlar, kavkade, kavlat, kavla!> 麺棒で

延ばす．

en ka
¯
vle 名⃝ <kavlen, kavlar, kavlarna> 麺棒．

ett keba.bstä. lle 名⃝ <-stället, -ställen, -ställena>

ケバブショップ，ケバブスタンド．

Kebneka. ise 固⃝ ケブネカイセ山（ラップランドに

あるスウェーデンで一番高い山．2106m）．

en ke
¯
dja 名⃝ <kedjan, kedjor, kedjorna> 鎖．

(en) kemi
¯
名⃝ <kemin, × , × > 化学．Jag vill
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studera kemi p̊a universitetet. 私は大学で化学

を勉強したい．

en kemi.st 名⃝ <kemisten, kemister, kemisterna>

化学者．

en kemi
¯
va
¯
ra 名⃝ <-varan, -varor, -varorna> 化学

工業生産品．

kenya
¯
nsk 形⃝ <kenyanskt, kenyanska> ケニアの．

Ke.rstin 固⃝ シャシュティン（女性名）．
�� ��発音 -rst-

でそり舌音．

(en) ke.tchup 名⃝ <ketchupen, × , × > ケチャッ

プ．
�� ��発音 /k/で発音される．

en ke.xchokla¯
d 名⃝ <-chokladen, -choklader,

-chokladerna> チョコウエハース．
�� ��発音 /ke.ks-/

あるいは/Ce.ks-/．

en kicko.ff 名⃝ <kickoffen, kickoffer, kickofferna>

キックオフ，（活動の）開始，第 1歩，ローンチ

イベント．

ki
¯
la 動⃝ <kilar, kilade, kilat, kila!> 急いで行く．

ett ki
¯
lo 名⃝ <kilot, kilon, kilona> キロ（重さ）．

ett kilogra.m 名⃝ <-grammet, -gram, -grammen>

キログラム．

en kilome
¯
ter 名⃝ <kilometern, kilometer,

kilometerna> キロメートル．

Ki
¯
na 固⃝ 中国．

kine
¯
sisk 形⃝ <kinesiskt, kinesiska> 中国（語）の．

en ki.nd 名⃝ <kinden, kinder, kinderna> 頬．

Ki.runa 固⃝ キルナ（スウェーデンの都市名）．�� ��発音 /k/で発音される．

en kjo
¯
l 名⃝ <kjolen, kjolar, kjolarna> スカート．

kl. 略⃝ → klockan ...時；klass クラス．

kla
¯
ga 動⃝ <klagar, klagade, klagat, klaga!> 不平を

言う．

en kla.pp 名⃝ <klappen, klappar, klapparna> クリ

スマスプレゼント．

kla
¯
r 形⃝ <klart, klara> 準備ができた，済んだ；澄

んだ．s̊a klart もちろん，当然．

kla
¯
ra 動⃝ <klarar, klarade, klarat, klara!> 済ませ

る，終わらせる，クリアする．klara sig どうに

かやっていく．

kla
¯
rt 副⃝ 済ませて．

�� ��発音 -rt でそり舌音．

Kla
¯
rä. lven 固⃝ クラールエルヴェン，クラール川

（ノルウェーからスウェーデンのヴァルムランド

を経てヴェーネン湖へと注ぐ川）．

en kla.ss 名⃝ <klassen, klasser, klasserna> クラス．

första klass 第 1学年．

en kla.ssfe.st 名⃝ <-festen, -fester, -festerna> クラ

スのパーティー，学級のパーティー．

kla.ssisk 形⃝ <klassiskt, klassiska> 古典時代の，古

典期の．klassisk musik 古典音楽，クラッ

シック．

en kla.sskamra
¯
t 名⃝ <-kamraten, -kamrater,

-kamraterna> クラスメイト．

en kla.ssko.mpis 名⃝ <-kompisen, -kompisar,

-kompisarna> クラスメイト．

ett kla.ssru.m 名⃝ <-rummet, -rum, -rummen>

教室．

kle
¯
v 動⃝ → kliva

kli.cka 動⃝ <klicka, klickade, klickat, klicka!> ク

リックする．

ett klima
¯
t 名⃝ <klimatet, klimat, klimaten> 気候．

kli.ppa 動⃝ <klipper, klippte, klippt, klipp!>（ハサ

ミを使って）切る，切断する．klippa sig 髪を

切る．

en kli.ppning 名⃝ <klippningen, klippningar,

klippningarna> 散髪，ヘアカット．

kli
¯
va 動⃝ <kliver, klev, klivit, kliv!> 大股で歩く．

kli
¯
vit 動⃝ → kliva

en klo.cka 名⃝ <klockan, klockor, klockorna> 時計，

鐘．Klockan är mycket. そろそろ時間だ．

Hur mycket är klockan? 今何時ですか？

Vad är klockan? 今何時ですか？

klo
¯
k 形⃝ <klokt, kloka> 賢い．

ett klo.ster 名⃝ <klostret, kloster, klostren> 修

道院．

en klu.bb 名⃝ <klubben, klubbar, klubbarna> ク

ラブ．

klä
¯
動⃝ <klär, klädde, klätt, klä!> 服を着せる．klä

av sig 服を脱ぐ．klä om sig 着替える．klä

p̊a sig 服を着る，klä upp sig おめかしする．

en klä
¯
daffä

¯
r 名⃝ <-affären, -affärer, -affärerna> 衣
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料品店．

klä
¯
der 名⃝ < × , kläder, kläderna> 衣類，服．▶単
数形は存在しない．

ett klä
¯
despla.gg 名⃝ <-plagget, -plagg, -plaggen>

衣服，衣類．

en klä
¯
dfi.rma 名⃝ <-firman, -firmor, -firmorna> ア

パレルメーカー．

en klä.dsel 名⃝ <klädseln, klädslar, klädslarna> 衣

服，衣類，服装．valfri klädsel 服装自由，ド

レスコード無し．

en klä.nning 名⃝ <klänningen, klänningar,

klänningarna> ワンピース，ドレス．

klä. ttra 動⃝ <klättrar, klättrade, klättrat, klättra!>

登る．klättra upp 登る．

kna.cka 動⃝ <knackar, knackade, knackat, knacka!>

ノックをする．

en kna.pp 名⃝ <knappen, knappar, knapparna> ボ

タン．

kna.ppast 副⃝ ほとんど...でない．

kna.ppt 副⃝ ほとんど...でない．

en kni
¯
v 名⃝ <kniven, knivar, knivarna> ナイフ．

knu.ffa 動⃝ <knuffar, knuffade, knuffat, knuffa!>

押す．

knu.ffas 動⃝ <knuffas, knuffades, knuffats, knuffas!>

押し合う．

en knu
¯
t 名⃝ <knuten, knutar, knutarna> 結び目，

家のカド．

Knu
¯
t 固⃝ クニュート（男性名）．

knu
¯
tit 動⃝ → knyta

kny
¯
ta 動⃝ <knyter, knöt, knutit, knyt!> 結ぶ．

knyta igen （ひもなどを）結ぶ．knyta upp

結び目を解く．

en kny
¯
tis 名⃝ <knytisen, knytisar, knytisarna> 持

ち寄りパーティー．

ett kny
¯
tkala

¯
s 名⃝ <-kalaset, -kalas, -kalasen> 持ち

寄りパーティー．

ett knä
¯
名⃝ <knät, knän, knäna> 膝．

ett knä.ckebrö¯
d 名⃝ <-brödet, -bröd, -bröden> ク

リスプ・ブレッド，堅パン．

knä.ppa 動⃝ <knäpper, knäppte, knäppt, knäpp!>

knäppa igen ボタンを掛ける．knäppa upp

ボタンを外す．

knö
¯
t 動⃝ → knyta

en ko
¯
名⃝ <kon, kor, korna> 雌牛．

en ko.ck 名⃝ <kocken, kockar, kockarna> 料理人，

コック．

en ko
¯
d 名⃝ <koden, koder, koderna> 暗証番号，暗

号．sl̊a koden 暗証番号を入力する．

(ett) koffei
¯
n 名⃝ <koffeinet, × , × > カフェイン．

koffei
¯
nfri

¯
形⃝ <-fritt, -fria> カフェイン抜きの，カ

フェインレスの．

en ko
¯
fo
¯
t 名⃝ <-foten, -fötter, -fötterna> バール．

▶ 複数形に注意．
en ko. fta 名⃝ <koftan, koftor, koftora> カーディ

ガン．

ko
¯
fö. tter 名⃝ → kofot

ko
¯
ka 動⃝ <kokar, kokade, kokat, koka!> ゆでる，沸

かす．

ko.kt 形⃝ <kokt, kokta> ゆでた．

en ko
¯
kvr̊a

¯
名⃝ <kokvr̊an, kokvr̊aer, kokvr̊aerna>

簡易キッチン，簡易台所．

en ko. ll 名⃝ <kollen, kollar, kollarna> 確認，チェッ

ク．h̊alla koll p̊a ...　...を確認する．

ko. lla 動⃝ <kollar, kollade, kollat, kolla!> 確認する，

チェックする．Jag ska kolla. 確認します．

kolla upp ...を確認する，チェックする．

en kolle
¯
ga 名⃝ <kollegan, kolleger (kollegor),

kollegerna (kollegorna)> 同僚，仕事仲間．

ett kollekti
¯
v/ko. llektiv 名⃝ <kollektivet,

kollektiv, kollektiven> 集団，共同体．

en kolu.mn 名⃝ <kolumnen, kolumner,

kolumnerna> コラム．

ko.m 動⃝ → komma

kombine
¯
ra 動⃝ <kombinerar, kombinerade,

kombinerat, kombinera!> 組み合わせる．

en komedi
¯
名⃝ <komedin, komedier, komedierna>

喜劇，コメディー．

ko.mma 動⃝ <kommer, kom, kommit, kom!> 来る

(英⃝ come)．Jag kommer fr̊an Japan. 日本から

来ました．komma bort 無くなる，紛失する．
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komma fram 到着する．komma ih̊ag 覚え

ている．komma p̊a（アイデアなどを）思いつ

く，思い浮かぶ，ひらめく．komma undan 逃

れる．komma ut 公刊される．komma åt 手

が届く．komma över訪れる，やって来る；

（悲しみなどから）立ち直る．komma överens

合意する．

ko.mma a.tt 句⃝ <komma att, kommer att, kom

att, -> ...することになる．Du kommer att må

illa om du dricker för mycket kaffe. コーヒーを

飲みすぎると君は気持ちが悪くなりますよ．

ko.mmande 形⃝ <–, –> 今後やってくる．

ko.mmit 動⃝ → komma

en kommu
¯
n 名⃝ <kommunen, kommuner,

kommunerna> コミューン（市町村に相当する自

治体）．

kommuna
¯
l 形⃝ <kommunalt, kommunala> コ

ミューンの．

en komparatio
¯
n 名⃝ <komparationen,

komparationer, komparationerna> （文法）比較

変化．

en ko.mpis 名⃝ <kompisen, kompisar, kompisarna>

友人．Jag har en kompis som kommer fr̊an

Frankrike. 私，フランス出身の友達が一人い

るの．

komplette
¯
ra 動⃝ <kompletterar, kompletterade,

kompletterat, komplettera!> 完成させる．

komplice
¯
rad 形⃝ <komplicerat, komplicerade> 複

雑な．

en komplima.ng 名⃝ <komplimangen,

komplimanger, komplimangerna> ほめことば．

kompone
¯
ra 動⃝ <komponerar, komponerade,

komponerat, komponera!> 作曲する．

en kompositö
¯
r 名⃝ <kompositören, kompositörer,

kompositörerna> 作曲家．

(ett) ko.mvu.x 名⃝ < × , × , × > 成人教育機関．

koncentre
¯
ra 動⃝ <koncentrerar, koncentrerade,

koncentrerat, koncentrera!> koncentrera sig

集中する．

koncentre
¯
rad 形⃝ <koncentrerat, koncentrerade>

（力などを）集中した．

ett konditori
¯
名⃝ <konditoriet, konditorier,

konditorierna> 喫茶店，ケーキ屋．

en konfere.ns 名⃝ <konferensen, konferenser,

konferenserna> 会議．

en konjunktio
¯
n 名⃝ <konjunktionen,

konjunktioner, konjunktionerna> 接続詞．

(en) konkurre.ns 名⃝ <konkurrensen, × , × > 競

争，競合．

en konse
¯
rt 名⃝ <konserten, konserter,

konserterna> コンサート．
�� ��発音 -t は発音され

ない．

ett konse
¯
rthu

¯
s 名⃝ <-huset, -hus, -husen> コン

サートホール．
�� ��発音 -t- は発音されない．

konservati
¯
v/ko.nservativ 形⃝ <konservativt,

konservativa> 保守的な．

en konsona.nt 名⃝ <konsonanten, konsonanter,

konsonanterna> 子音．

en ko.nst 名⃝ <konsten, konster, konsterna> 芸術．

konstate
¯
ra 動⃝ <konstaterar, konstaterade,

konstaterat, konstatera!> 確認する，立証する．

ko.nstig 形⃝ <konstigt, konstiga> 奇妙な．

konstitutione.ll 形⃝ <konstitutionellt,

konstitutionella> 憲法の，立憲政体の．

konstitutionell monarki 立憲君主制（国）．

en ko.nstnä¯
r 名⃝ <konstnären, konstnärer,

konstnärerna> 芸術家．

en ko.nstutstä. llning 名⃝ <-utställningen,

-utställningar, -utställningarna> 美術展．

en ko.nsul 名⃝ <ko.nsuln, konsu¯
ler, konsu

¯
lerna> 領

事．
�� ��発音 複数形でアクセントが移動．

Ko.nsum 固⃝ コンスム（スーパーマーケットの

名称）．

konsume
¯
ra 動⃝ <konsumerar, konsumerade,

konsumerat, konsumera!> 消費する．

(en) konsumtio
¯
n 名⃝ <konsumtionen, × , × >

消費．

en konta.kt 名⃝ <kontakten, kontakter,

kontakterna> 接触，連絡，つながり．ta

kontakt 接触する，連絡を取る．
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konta.kta 動⃝ <kontaktar, kontaktade, kontaktat,

kontakta!> ...に連絡する．

konta.nt 形⃝ <kontant, kontanta> 現金払いの．

ett konta.ntko.rt 名⃝ <-kortet, -kort, -korten> プ

リペイドカード．
�� ��発音 -rt でそり舌音．

ett ko.nto 名⃝ <kontot, konton, kontona> 口座．

ett konto
¯
r 名⃝ <kontoret, kontor, kontoren> 事務

所，オフィス．

en kontori.st 名⃝ <kontoristen, kontorister,

kontoristerna> 事務員．

ko.ntra 動⃝ <kontrar, kontrade, kontrat, kontra!>

反撃する．

ett kontra.kt 名⃝ <kontraktet, kontrakt,

kontrakten> 契約．

kontrolle
¯
ra 動⃝ <kontrollerar, kontrollerade,

kontrollerat, kontrollera!> チェックする，コント

ロールする．

kopie
¯
ra 動⃝ <kopierar, kopierade, kopierat,

kopiera!> コピーする．

en kopie
¯
ringsmaski

¯
n 名⃝ <-maskinen, -maskiner,

-maskinerna> コピー機．

en ko.pp 名⃝ <koppen, koppar, kopparna> カップ．

ko.ppla 動⃝ <kopplar, kopplade, kopplat, koppla!>

つなぐ，接続する．koppla av くつろぐ．

koppla in 差し込む，接続する．

korea
¯
nsk 形⃝ <koreanskt, koreanska> 韓国

（語）の．

en ko.rg 名⃝ <korgen, korgar, korgarna> かご．�� ��発音 -rgは/-rj/．

en korrido
¯
r 名⃝ <korridoren, korridorer,

korridorerna> 廊下．

korrige
¯
ra 動⃝ <korrigerar, korrigerade, korrigerat,

korrigera!> 訂正する．
�� ��発音 -ge-は [Se:]あるいは

[Êe:]で発音．

ett ko.rs 名⃝ <korset, kors, korsen> 十字架．
�� ��発音

-rs でそり舌音．

ko.rsa 動⃝ <korsar, korsade, korsat, korsa!> ...を横

切る，渡る．
�� ��発音 -rs でそり舌音．

en ko.rsning 名⃝ <korsningen, korsningar,

korsningarna> 交差点．
�� ��発音 -rsn-でそり舌音．

ett ko.rt 名⃝ <kortet, kort, korten> カード．
�� ��発音

-rt でそり舌音．spala kort トランプをする．

Tar ni kort? （クレジット）カードは使えま

すか？

ko.rt 形⃝ <kort, korta> 短い，背が低い．
�� ��発音 -rt

でそり舌音．
�� ��発音 -o- は /̊a./．

ko.rtfa.ttad 形⃝ <kortfattat, kortfattade> 簡潔な，

簡潔にまとめられた．
�� ��発音 -rt- でそり舌音．

en ko.rtlä¯
sare 名⃝ <-läsaren, -läsare, -läsarna>

カードリーダー．
�� ��発音 -rtl- でそり舌音．

en ko.rv 名⃝ <korven, korvar, korvarna> ソー

セージ．

en ko.rvki.osk 名⃝ <-kiosken, -kiosker, -kioskerna>

ホットドッグスタンド，ホットドッグ屋．

ko.sta 動⃝ <kostar, kostade, kostat, × > お金がか

かる，費用が掛かる． (英⃝ cost)．Vad kostar

...? Hur mycket kostar ...? ...はいくらで

すか．Vad kostar pennan? そのペンいくらです

か．Hur mycket kostar äpplet? そのリンゴい

くらですか．

Ko
¯
sta 固⃝ コースタ（地名，ガラス製品 Kosta

Bodaで知られる）．

Ko
¯
sta Bo

¯
da 固⃝ コースタ・ボーダ（ガラス製品

メーカー）．

en ko.stnad 名⃝ <kostnaden, kostnader,

kostnaderna> 費用．extra kostnad 追加料金．

en kosty
¯
m 名⃝ <kostymen, kostymer, kostymerna>

スーツ，背広．

kr. 略⃝ → krona クローナ（スウェーデンの通貨

単位）．

en kra.bba 名⃝ <krabban, krabbor, krabborna>

カニ．

en kra. ft 名⃝ <kraften, krafter, krafterna> 力．

kra. ftig 形⃝ <kraftigt, kraftiga> 力強い，頑丈な．

kra
¯
ma 動⃝ <kramar, kramade, kramat, krama!> ハ

グする，抱く．krama om 抱擁する．

kra
¯
mas 動⃝ <kramas, kramades, kramats,

kramas!> 抱き合う．

en kra
¯
n 名⃝ <kranen, kraner, kranerna> 蛇口．

en kra.ns 名⃝ <kransen, kransar, kransarna> （花・

50



高度配信＋阪大出版「スウェーデン語」語彙集 第 4.1版 2022年 02月 12日

葉などで作られた）輪・冠．

kra.scha 動⃝ <krascha, kraschade, kraschat,

krascha!> 追突する．

kra.tta 動⃝ <krattar, krattade, krattat, kratta!>

（熊手などで地面などを）かきならす，平らにす

る．kratta löv 落ち葉をかき集める．

kre
¯
ativ/kreati

¯
v 形⃝ <kreativt, kreativa> 創造的

な，独創的な．

ett kredi
¯
tko.rt 名⃝ <-kortet, -kort, -korten> クレ

ジットカード．
�� ��発音 -rt でそり舌音．

ett kri
¯
g 名⃝ <kriget, krig, krigen> 戦争．

kri.ng 前⃝ ...の周りに．

en krista. llkro¯
na 名⃝ <-kronan, -kronor,

-kronorna> クリスタルガラスのシャンデリア．

kri.sten 形⃝ <kristet, kristna> キリスト教の，キリ

スト教徒の．

Kristia.nstad 固⃝ クリスシャンスタ（スウェーデ

ンの都市名）．
�� ��発音 [kriÊansta]/[kriSansta]

Kri.stus 固⃝ キリスト．efter Kristus 紀元後．

före Kristus 紀元前．

(en) kriti
¯
k 名⃝ <kritiken, × , × > 批評．

en kri
¯
tiker 名⃝ <kritikern, kritiker, kritikerna> 批

評家．

en kro
¯
g 名⃝ <krogen, krogar, krogarna> レストラ

ン，酒場．

en kro
¯
na 名⃝ <kronan, kronor, kronorna> クロー

ナ（スウェーデンの貨幣単位），王冠．svensk

krona (SEK) スウェーデン・クローナ．

en kro.pp 名⃝ <kroppen, kroppar, kropparna> 体．

en kro.ppsde¯
l 名⃝ <-delen, -delar, -delarna> 身体

部位．

en kru
¯
kvä.xt 名⃝ <-växten, -växter, -växterna> 鉢

植えの植物，観葉植物．

kru
¯
pit 動⃝ → krypa

kry
¯
a 動⃝ <kryar, kryade, kryat, krya!> Krya p̊a

dig! お大事に．

kry
¯
pa 動⃝ <kryper, kröp, krupit, kryp!> 這う．

ett kry. ss 名⃝ <krysset, kryss, kryssen> バツ印，

バッテン．sätta ett kryss バツ印をつける．

kry. ssa 動⃝ <kryssar, kryssade, kryssat, kryssa!>

kryssa för ...にバツ印をつける，印をつける．

en krä. fta 名⃝ <kräftan, kräftor, kräftorna> ザリ

ガニ．

en krä. ftski¯
va 名⃝ <-skivan, -skivor, -skivorna> ザ

リガニパーティ（8月中旬）．

krä
¯
kas 動⃝ <kräks, kräktes, kräkts, kräks!> 吐く．

Jag kräks ofta p̊a nätterna. 私は夜にしばしば

吐きます．

krä
¯
mig 形⃝ <krämigt, krämiga> クリーミーな．

krä
¯
va 動⃝ <kräver, krävde, krävt, kräv!> 要求

する．

krö
¯
na 動⃝ <kröner, krönte, krönt, krön!> 冠をかぶ

らせる．▶過去形の語尾が -de でなく -te にな

ることに注意．

krö
¯
p 動⃝ → krypa

KTH 略⃝ → Kungliga Tekniska Högskolan

王立工科大学．

kuba
¯
nsk 形⃝ <kubanskt, kubanska> キューバの．

en ku.dde 名⃝ <kudden, kuddar, kuddarna> 枕．

ku
¯
l 形⃝ <–, –> 楽しい．Vad kul! それは面白

いね！

en ku
¯
lspetspe.nna 名⃝ <-pennan, -pennor,

-pennorna> ボールペン．

en kultu
¯
r 名⃝ <kulturen, kulturer, kulturerna>

文化．

en kultu
¯
rarbe

¯
tare 名⃝ <-arbetaren, -arbetare,

-arbetarna> 文化人（作家，芸術家，俳優，音楽

家など）．

en kultu
¯
rhisto

¯
riker 名⃝ <-historikern, -historiker

-historikerna> 文化史研究者．

en ku.nd 名⃝ <kunden, kunder, kunderna> 客，

顧客．

ku.nde 動⃝ → kunna

en ku.ng 名⃝ <kungen, kungar, kungarna> 国王．

självaste kungen 国王直々に．

en ku.nglighe¯
t 名⃝ <kungen, kungar, kungarna>

王位．

ku.nna 助⃝ <kan, kunde, kunnat, × > （能力的

に）...することができる．（可能性）...すること

がありうる．Sven kan spela piano. スヴェンは

51



高度配信＋阪大出版「スウェーデン語」語彙集 第 4.1版 2022年 02月 12日

ピアノを弾くことができます．Kan du stänga

fönstret? 窓を閉めてくれますか．

ku.nnat 助⃝ → kunna

en ku.nska¯
p 名⃝ <kunskapen, kunskaper,

kunskaperna> 知識．

en ku. rs 名⃝ <kursen, kurser, kurserna> コース．�� ��発音 -rs でそり舌音．

kursi
¯
v 形⃝ <kursivt, kursiva> イタリック体の．�� ��発音 -rs- でそり舌音．kursiv stil イタッリ

ク体．

en kusi
¯
n 名⃝ <kusinen, kusiner, kusinerna> い

とこ．

en ku. st 名⃝ <kusten, kuster, kusterna> 海岸．

en ku. stli¯
nje 名⃝ <-linjen, -linjer, -linjerna> 海

岸線．

ett kuve
¯
rt 名⃝ <kuvertet, kuvert, kuverten> 封筒．�� ��発音 -t は発音されない．

en kvadra
¯
tkilome

¯
ter 名⃝ <-kilometern,

-kilometer, -kilometerna> 平方キロメートル．

en kvalite
¯
t 名⃝ <kvaliteten, kvaliteter,

kvaliteterna> 質．

kva
¯
r 副⃝ 残って．

en kva.rt 名⃝ <kvarten, kvartar, kvartarna> 15分，

4分の 1．
�� ��発音 -rt でそり舌音．

en kvi.nna 名⃝ <kvinnan, kvinnor, kvinnorna>

女性．

kvi.nnlig 形⃝ <kvinnligt, kvinnliga> 女性の，女ら

しい．

ett kvi.nnona.mn 名⃝ <-namnet, -namn,

-namnen> 女性名．

en kvi.st 名⃝ <kvisten, kvistar, kvistarna> 小枝．

ett kvi.tto 名⃝ <kvittot, kvistton, kvittona> 領

収書．

en kvä. ll 名⃝ <kvällen, kvällar, kvällarna> 晩．

God kväll! 今晩は．i kväll 今晩．p̊a

kvällen 晩に．

(en) kvä. llsma
¯
t 名⃝ <-maten, × , × > 晩御飯．

en kvä. llsti¯
dning 名⃝ <-tidningen, -tidningar,

-tidningarna> 夕刊紙．
�� ��発音 [-ti:niN]とも発音さ

れる．

kvä
¯
va 動⃝ <kväver, kvävde, kvävt, kväv!> 窒息さ

せる．

kvä
¯
vas 動⃝ <kvävs, kvävdes, kvävts, × > 息がつ

まる，窒息する．

en ky.ckling 名⃝ <kycklingen, kycklingar,

kycklingarna> 鶏肉．ひよこ．

en ky.cklingfilé¯
名⃝ <-filén, -filéer, -filéerna> 鶏む

ね肉．

en ky.cklinggry¯
ta 名⃝ <-grytan, -grytor,

-grytorna> 鶏肉の煮込み．

(en) ky
¯
la 名⃝ <kylan, × , × > 寒さ，冷え．

ky
¯
la 動⃝ <kyler, kylde, kylt, kyl!> 冷やす．

ky
¯
lig 形⃝ <kyligt, kyliga> 肌寒い．Det är kyligt.

肌寒いです．

ett ky
¯
lsk̊a

¯
p 名⃝ <-sk̊apet, -sk̊ap, -sk̊apen> 冷蔵庫．

en ky. rka 名⃝ <kyrkan, kyrkor, kyrkorna> 教会．

g̊a i kyrkan （礼拝のために）教会へ通う．

en ky. rkog̊a¯
rd 名⃝ <-g̊arden, -g̊ardar, -g̊ardarna>

墓地．
�� ��発音 -rd でそり舌音．

ky. ssa 動⃝ <kysser, kysste, kysst, kyss!>（恋愛感情

の混じった）キスを（...に）する．

ky. ssas 動⃝ <kysses, kysstes, kyssts, × > （恋愛感

情の混じった）キスを（お互いに）する．

(en) k̊a
¯
l 名⃝ <k̊alen, × , × > キャベツ．

en k̊a
¯
ldo. lme 名⃝ <-dolmen, -dolmar, -dolmarna>

ロールキャベツ．

en kä
¯
ke 名⃝ <käken, käkar, käkarna> あご．

en kä. lla 名⃝ <källan, källor, källornana> 源泉，元，

源，情報源．

en kä. llare 名⃝ <källaren, källare, källarna> 地

下室．

kä.mpa 動⃝ <kämpar, kämpade, kämpat, kämpa!>

戦う，奮闘する．

kä.nd 形⃝ <känt, kända> (för ...)（...で）知られて

いる，有名である．känd person 有名人．

en kä.ndis 名⃝ <kändisen, kändisar, kändisarna>

有名人．

kä.nna 動⃝ <känner, kände, känt, känn!> känna

sig 感じる．känna igen 認識する，（...である

と）分かる．
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kä.nnas 動⃝ <känns, kändes, känts, × > 感じられ

る，...のような気がする．

en kä.nsla 名⃝ <känslan, känslor, känslorna> 感情．

en kä.pp 名⃝ <käppen, käppar, käpparna> 杖．

kä
¯
r 形⃝ <kärt, kära> 親愛なる；恋している．

en kä
¯
rle
¯
k 名⃝ <kärleken, kärlekar, kärlekarna> 恋，

愛．
�� ��発音 -rl- でそり舌音．kärlek vid första

ögonkastet 一目ぼれ．

en kä
¯
rna 名⃝ <kärnan, kärnor, kärnorna> 種，核．�� ��発音 -rn- でそり舌音．

en kö
¯
名⃝ <kön, köer, köerna> 列，行列．

�� ��発音 k-

は軟母音の前にあるが [k]で発音．plats i kön

列の順番．

ett kö
¯
k 名⃝ <köket, kök, köken> 台所．

ett kö.ksbo¯
rd 名⃝ <-bordet, -bord, borden> 食卓．�� ��発音 -rd でそり舌音．

ett kö.ksfö.nster 名⃝ <-fönstret, -fönster,

-fönstren> 台所の窓．

(en) kö. ld 名⃝ <kölden, × , × > 寒さ．

ett kö
¯
n 名⃝ <könet, kön, könen> 性．

ett kö
¯
p 名⃝ <köpet, köp, köpen> 購入，買うこと．

öppet köp 返品可能，返金可能．

kö
¯
pa 動⃝ <köper, köpte, köpt, köp!> 買う．Han

vill köpa boken. 彼はその本を買いたいと思っ

ている．

en kö
¯
pare 名⃝ <köparen, köpare, köparna> 買い

手，買い主，購入者，客．

ett kö
¯
pce.ntrum 名⃝ <-centrumet, -centrum,

-centrumen> ショッピングモール，ショッピン

グセンター．

Kö
¯
penha.mn 固⃝ コペンハーゲン．

kö.pt/kö¯
pt 形⃝ <köpt, köpta> 買われた．

en kö
¯
r 名⃝ <kören, körer, körerna> 合唱団，コーラ

ス．
�� ��発音 k-は軟母音の前にあるが [k]で発音．

kö
¯
ra 動⃝ <kör, körde, kört, kör!> 運転する．köra

om （運転して）追い越す．köra över 轢く．

ett kö
¯
rko.rt 名⃝ <-kortet, -kort, -korten> 運転免許

証．
�� ��発音 -rt でそり舌音．

en kö.rsbärsblo.mma 名⃝ <-blomman, -blommor,

-blommorna> 桜の花．
�� ��発音 -rs- でそり舌音．

(ett) kö. tt 名⃝ <köttet, × , × > 肉．

en kö. ttbu. lle 名⃝ <-bullen, -bullar, -bullarna>

ミートボール．

en kö. ttdi.sk 名⃝ <-disken, -diskar, -diskarna> 肉売

り場．

(en) kö. ttfä.rs 名⃝ <-färsen, × , × > 挽肉．
�� ��発音

-rs でそり舌音．

en kö. ttgry
¯
ta 名⃝ <-grytan, -grytor, -grytorna> 肉

の煮込み料理．

ett kö. ttpake¯
t 名⃝ <-paketet, -paket, -paketen> 肉

のパック．

en kö. ttindustri¯
名⃝ <-industrin, -industrier,

-industrierna> 食肉産業．

L

la
¯
動⃝ → lägga

ett la.bb 名⃝ <labbet, labb, labben> 実験室．

ett laborato
¯
rium 名⃝ <laboratoriet, laboratorier,

laboratorierna> 実験室．

la.dda 動⃝ <laddar, laddade, laddat, ladda!> ladda

ner ダウンロードする．

la
¯
de 動⃝ → lägga

en la
¯
g 名⃝ <lagen, lagar, lagarna> 法，法律．

la
¯
ga 動⃝ <lagar, lagade, lagat, laga!> 修理する，（食

事などを）作る．Erik har lagat bilen. エーリッ

クは車を修理した．Jag försöker lära mig laga

mat. 私は料理を学ぼうとしているところです．

la
¯
gad 形⃝ <lagat, lagade> 修理した．

ett la
¯
ger 名⃝ <lagret, lager, lagren> 層，ひと重

ね；倉庫．

la
¯
glig 形⃝ <lagligt, lagliga> 合法の，法律上の．

la
¯
gom 形⃝ <–, –> ちょうど適度の，中庸の．

la
¯
gom 副⃝ 適度に．

la
¯
grad 形⃝ <lagrat, lagrade> 熟成した．

la.gt 動⃝ → lägga

ett la
¯
kan 名⃝ <lakanet, lakan, lakanen> シーツ．

en la.mpa 名⃝ <lampan, lampor, lamporna> 電灯，

明かり，照明器具．

ett la.nd 名⃝ <landet, länder, länderna> 国，田舎．

Vilka länder har du varit i? どの国に行ったこ
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とがあるの？ ▶複数形に注意．i landet その国

内に．p̊a landet 田舎で．

la.nda 動⃝ <landar, landade, landat, landa!> 着陸

する．

ett la.ndska¯
p 名⃝ <-skapet, -skap, -skapen> ランド

スカープ（歴史的・伝統的・文化的な 25あるス

ウェーデンの地域区分）；景色．▶通常 -d-は発

音されない．

ett la.ndsnu.mmer 名⃝ <-numret, -nummer,

-numren> 国番号．

ett la.ndstä. lle 名⃝ <-stället, -ställen, -ställena> サ

マーコテージ．

lanse
¯
ra 動⃝ <lanserar, lanserade, lanserat,

lansera!> （事業などを）始める，（新製品など

を）売り出す．

La.ppland 固⃝ ラップランド（ランドスカープ名）．

ett la.rm 名⃝ <larmet, larm, larmen> 警報，警

告音．

La
¯
rs 固⃝ ラーシュ（男性名）．

�� ��発音 -rs でそり舌音．

La
¯
rs-E

¯
rik 固⃝ ラーシュ＝エーリック（男性名）�� ��発音 後半の Erikを強く発音する．-rs-でそり

舌音．

La
¯
rsson 固⃝ ラーション（苗字）．

�� ��発音 -rss- でそ

り舌音．

(en) lasa.gne 名⃝ <lasagnen, × , × > ラザニア．�� ��発音 /lasa.nj/ あるいは /lasa.nje/．

la
¯
t 形⃝ < × , lata> 怠けた．▶通常，中性単数形は
使われない．

Lati
¯
name

¯
rika 固⃝ ラテンアメリカ．

lati
¯
nsk 形⃝ <latinskt, latinska> ラテン語の．

(en) la.tte 名⃝ <latten, × , × > カフェラテ．

en la.x 名⃝ <laxen, laxar, laxarna> サケ．odlad

lax 養殖物のサケ．

en la.xa.sk 名⃝ <-asken, -askar, -askarna> 鮭箱．

le
¯
動⃝ <ler, log, lett, le!> 微笑む．

le
¯
d 動⃝ → lida

le
¯
da 動⃝ <leder, ledde, lett, led!> 導く．

en le
¯
damo

¯
t 名⃝ <ledamoten, ledamöter,

ledamöterna> 会員．▶ 複数形に注意．
en le

¯
dare 名⃝ <ledaren, ledare, ledarna> 指導者．

le
¯
dig 形⃝ <ledigt, lediga> 空いている，暇な，仕事

のない．

le.dsen 形⃝ <ledset, ledsna> 悲しい．
�� ��発音 -d- は発

音されない．Är du ledsen? 悲しいですか．Jag

är ledsen. 残念に思います，申し訳なく思って

います．

ett le.g 名⃝ <leget, leg, legen> 身分証明書，

legitimationの略．

le
¯
gat 動⃝ → ligga

Le.if 固⃝ レイフ（男性名）．

le
¯
ka 動⃝ <leker, lekte, lekt, lek!> 遊ぶ．

en le
¯
ksaksavde

¯
lning 名⃝ <-avdelningen,

-avdelningar, -avdelningarna> おもちゃ売り場．

en lektio
¯
n 名⃝ <lektionen, lektioner, lektionerna>

授業，レッスン．Vi har lektion i svenska i

morgon. 明日スウェーデン語の授業がありま

すね．

en le.ktor 名⃝ <le.ktorn, lekto¯
rer, lekto

¯
rerna> 講師．�� ��発音 複数形でアクセントが移動．

le
¯
n 形⃝ <lent, lena> しなやかな．

Le
¯
na 固⃝ レーナ（女性名）．

le
¯
ta 動⃝ <letar, letade, letat, leta!>（efter...）（...

を）探す．

Le.ttland 固⃝ ラトビア．

le
¯
va 動⃝ <lever, levde, levt (levat), lev!> 生きる．

le
¯
vande 形⃝ <–, –> 生きている．

en levera.ns 名⃝ <leveransen, leveranser,

leveranserna> 配達，配送，引き渡し．

libane
¯
sisk 形⃝ <libanesiskt, libanesiska> レバノ

ンの．

li
¯
da 動⃝ <lider, led, lidit, lid!> 悩む．

en li
¯
delse 名⃝ <lidelsen, lidelser, lidelserna> 熱情．

li
¯
dit 動⃝ → lida

li.gga 動⃝ <ligger, l̊ag, legat, ligg!> 横たわっている，

ある，位置している．Vet du var Vasamuseet

ligger? ヴァーサ号博物館がどこにあるかご存知

ですか？ ligga bra (väl) till 良い位置につけ

ている．ligga illa (d̊aligt) till 苦境にある．

li
¯
k 形⃝ <likt, lika> ...に似ている，同様な，等し

い．Din son är mycket lik dig. 君の息子は君に
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とてもよく似ている．Hans hus är likt mitt. 彼

の家は僕の家と似ている．Systrarna är lika,

men bröderna är olika. 姉妹たちは似ているが，

兄弟たちは似ていない．

li
¯
ka 副⃝ （...と）同程度に，等しく．Han är lika

gammal som du. 彼は君と同年齢だ．

en li
¯
khe

¯
t 名⃝ <likheten, likheter, likheterna> 類

似，類似点，類似性．

li
¯
kna 動⃝ <liknar, liknade, liknat, × > 似ている．

li
¯
kso.m 接⃝ ...するように...だ，...のように．

li
¯
la 形⃝ <–, –> 紫色の，ライラック色の．

Li.ljeho. lmen 固⃝ リリエホルメン（ストックホルム

の地名）．

li.lla 形⃝ → liten

en li.llasy. ster 名⃝ <-systern, -systrar, -systrarna>

妹．Jag har en lillasyster. 私には妹が一人

いる．

ett li.llfi.nger 名⃝ <-fingret, -fingrar, -fingrarna>

小指．

ett li.msti.ft 名⃝ <limstiftet, limstift, limstiften> ス

ティックのり．

Li.ndbe.rg 固⃝ リンドバリ（苗字）．

ett li.ngon 名⃝ <lingonet, lingon, lingonen> コケ

モモ．

(ett) li.ngonsy. lt 名⃝ <-sylten, × , × > コケモモの

ジャム．

en linja
¯
l 名⃝ <linjalen, linjaler, linjalerna> 定規．

en li
¯
nje 名⃝ <linjen, linjer, linjerna> 線，路線．

ett li.nne 名⃝ <linnet, linnen, linnena> 亜麻布，リ

ンネル；ノースリーブの下着．

Li.ssabon 固⃝ リスボン（地名）．

en li.sta 名⃝ <listan, listor, listorna> リスト．

li
¯
te 代⃝ 少しの．

li
¯
te 副⃝ 少し．Det var s̊a lite. たいしたことで

はありません．

li
¯
ten 形⃝ <litet, lilla/små> 小さい，かわいい．

en li
¯
ter 名⃝ <litern, liter, literna> リットル．▶ 単

複同形．

en litteratu
¯
r 名⃝ <litteraturen, litteraturer,

litteraturerna> 文学．

en litteratu
¯
rvetenska

¯
p 名⃝ <-vetenskapen,

-vetenskaper, -vetenskaperna> 文学研究．

ett li
¯
v 名⃝ <livet, liv, liven> 人生，命，生活．

aldrig i livet どんなことがあっても決して...

ない．sent i livet 晩年に．

li
¯
vlig 形⃝ <livligt, livliga> 活発な，にぎやかな，生

き生きとした．

ett li.vsme
¯
del 名⃝ <-medlet, -medel, -medlen> 食

料品．
�� ��発音 livs- は/lifs-/．

lju
¯
ga 動⃝ <ljuger, ljög, ljugit, ljug!> 嘘をつく．�� ��発音 l-は発音されない．

lju
¯
git 動⃝

�� ��発音 l- は発音されない．→ ljuga

lju.m 形⃝ <ljumt, ljumma> 生ぬるい．
�� ��発音 l- は発

音されない．-u- が短母音であることに注意．

ett lju
¯
s 名⃝ <ljuset, ljus, ljusen> 光，明かり，ろう

そく．
�� ��発音 l- は発音されない．

lju
¯
s 形⃝ <ljust, ljusa> 明るい．

�� ��発音 l- は発音され

ない．

lju
¯
sgrö

¯
n 形⃝ <-grönt, -gröna> 黄緑色の．

�� ��発音 l-

は発音されない．

lju
¯
sna 動⃝ <ljusnar, ljusnade, ljusnat, ljusna!> 明

るくなる．
�� ��発音 l- は発音されない．

ljö
¯
g 動⃝

�� ��発音 l- は発音されない．→ ljuga

ett lo.ck 名⃝ <locket, lock, locken> 蓋．

lo.cka 動⃝ <lockar, lockade, lockat, locka!> おびき寄

せる，そそのかす．

lo.ckande 形⃝ <-, -> 魅力的な．

ett lo
¯
dju

¯
r 名⃝ <lodjuret, lodjur, lodjuren> オオヤ

マネコ．
�� ��発音 -d- は発音されない．

lo
¯
g 動⃝ → le

lo.gga 動⃝ <loggar, loggade, loggat, logga!> logga

in ログインする．

en loka
¯
l 名⃝ <lokalen, lokaler, lokalerna> 会場．

en loka
¯
lny
¯
het 名⃝ <-nyheten, -nyheter,

-nyheterna> ローカルニュース．

en lo.ppis 名⃝ <loppisen, loppisar, loppisarna> 蚤

の市．

lo. ss 副⃝ はがれて，緩んで．

Lo.tta 固⃝ ロッタ（女性名）．

ett lo
¯
v 名⃝ <lovet, lov, loven> 休暇．
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lo
¯
va 動⃝ <lovar, lovade, lovat, lova!> 約束する．

lo
¯
vande 形⃝ <–, –> 将来有望な．

Lu
¯
cas 固⃝ ルーカス（男性名）．

Luci
¯
a 固⃝ ルシーア祭（12月 13日）．

en lu. cka 名⃝ <luckan, luckor, luckorna> 開口部，

すき間，空白．

(en) lu. ft 名⃝ <luften, × , × > 空気．

lu. ftig 形⃝ <luftigt, luftiga> （部屋などが）風通し

の良い，広々とした．

lu. gn 形⃝ <lugnt, lugna> 穏やかな，落ち着いた．

Det är lugnt 大丈夫だよ．Ta det lugnt! 落

ち着いて．

lu. gna 動⃝ <lugnar, lugnade, lugnat, lugna!> 静ま

る．lugna ner sig 落ち着く．

en lu. kt 名⃝ <lukten, lukter, lukterna> 匂い．

lu. kta 動⃝ <luktar, luktade, luktat, lukta!> 匂いが

する；(p̊a ...) ...を嗅ぐ．

Lu
¯
le̊a 固⃝ リューレオ（スウェーデンの都市名）．

en lu. nch 名⃝ <lunchen, luncher, luncherna> 昼食．�� ��発音 [lunS]．till lunch 昼食に．

en lu. nchrestaura.ng 名⃝ <-restaurangen,

-restauranger, -restaurangerna> ランチを提供す

るレストラン．
�� ��発音 [lunS-]

ett lu. nchru.m 名⃝ <-rummet, -rum, -rummen> ラ

ンチルーム．
�� ��発音 [lunS-]

Lu.nd 固⃝ ルンド（スウェーデンの都市名）．

Lu.nds universite
¯
t 固⃝ ルンド大学．

�� ��発音 -rs- で

そり舌音．

lu
¯
ras 動⃝ <luras, lurades, lurats, luras!> だます．

en lu
¯
s 名⃝ <lusen, löss, lössen> シラミ．▶ 複数形

に注意．

en lu. st 名⃝ <lusten, lustar, lustarna> 意欲，願望，

欲求．ha lust att V Vしたいと思う．

en lu. sseka.tt 名⃝ <-katten, -katter, -katterna>

ルッセカット（ルシーア祭で食べるパン）．

(en) ly. cka 名⃝ <lyckan, × , × > 幸運．Lycka

till! 幸運を祈る！ がんばって！

ly. ckad 形⃝ <lyckat, lyckade> 成功した．

ly. ckas 動⃝ <lyckas, lyckades, lyckats, lyckas!> 何と

かうまくやり遂げる．

ly. cklig 形⃝ <lyckligt, lyckliga> 幸せな．

ly. ckligtvi¯
s 副⃝ 幸せなことに，幸運なことに．

ly
¯
da 動⃝ <lyder, lydde, lytt, lyd!> 従う．

ly. fta 動⃝ <lyfter, lyfte, lyft, lyft!> 持ち上げる．

ly
¯
sa 動⃝ <lyser, lyste, lyst, lys!> 光る，輝く；照ら

す．lysa upp 照らす，照明する．

ly. ssna 動⃝ <lyssnar, lyssnade, lyssnat, lyssna!>

(p̊a...) （...を）聞く，耳を傾ける．(efter ...)

（...を）耳を澄まして聴く．

(en) ly.x 名⃝ <lyxen, × , × > 贅沢．

en ly.xbu. lle 名⃝ <-bullen, -bullar, -bullarna> 贅沢

パン．

en l̊a
¯
da 名⃝ <l̊adan, l̊ador, l̊adorna> 箱．

l̊a
¯
g 形⃝ <l̊agt, l̊aga> 低い．

l̊a
¯
g 動⃝ → ligga

ett l̊a
¯
n 名⃝ <l̊anet, l̊an, l̊anen> ローン，貸与，

貸付．

l̊a
¯
na 動⃝ <l̊anar, l̊anade, l̊anat, l̊ana!> 借りる，借用

する．l̊ana ut A till B/l̊ana B A Aを Bに

貸す，貸与する．

ett l̊a
¯
neko.rt 名⃝ <-kortet, -kort, -korten> 図書館

カード，図書貸し出しカード．
�� ��発音 -rt でそり

舌音．

l̊a.ng 形⃝ <l̊angt, l̊anga> 長い，背が高い．

en l̊a.ngkalso.ng 名⃝ <-kalsongen, -kalsonger,

-kalsongerna> ズボン下，股引．▶通例，複数形
で使われる．

l̊a.ngt 副⃝ 遠く；（比較級を修飾して）はるかに．

l̊angt ifr̊an ... ...から遠く離れて．

ett l̊a.ngfi.nger 名⃝ <-fingret, -fingrar, -fingrarna>

中指．

l̊a.ngsa.m 形⃝ <l̊angsamt, l̊angsamma> ゆっくりの．

Lite l̊angsammare, tack! もう少しゆっくりお願

いします．

ett l̊a
¯
r 名⃝ <l̊aret, l̊ar, l̊aren> 太もも．

ett l̊a
¯
s 名⃝ <l̊aset, l̊as, l̊asen> 錠．

l̊a
¯
sa 動⃝ <l̊aser, l̊aste, l̊ast, l̊as!> 鍵をかける．l̊asa

igen 鍵を閉める．Kan du l̊asa igen dörren? ド

アを鍵で閉めてもらえますか？ l̊asa upp 鍵を

開ける．Kan du l̊asa upp dörren? ドアを鍵で
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開けてもらえますか？

l̊a
¯
ta 動⃝ <l̊ater, lät, l̊atit, l̊at!> ...のように聞こえ

る；...するがままにしておく．Åh, det l̊ater

gott. まあ，おいしそうね．Det l̊ater bra. よさ

そうですね．

l̊a
¯
tit 動⃝ → l̊ata

l̊a
¯
tsas 動⃝ <l̊atsas, l̊atsades, l̊atsats, l̊atsas!> ふりを

する．
�� ��発音 　通例-t-は発音されず /l̊assas/と

なる．

en l̊a
¯
tsaspa.ppa 名⃝ <-pappan, -pappor,

-papporna> 継父．

lä.cker 形⃝ <läckert, läckra> 美味しい，美味の．

en lä.ckerhe¯
t 名⃝ <läckerheten, läckerheter,

läckerheterna> ごちそう．

ett lä
¯
ge 名⃝ <läget, lägen, lägena> 状態，状況．

Hur är läget? –Bra! 調子はどう？いいよ！

en lä
¯
genhe

¯
t 名⃝ <lägenheten, lägenheter,

lägenheterna> アパート，マンション．

en lä
¯
genhetsvi

¯
sning 名⃝ <-visningen, -visningar,

-visningarna> マンションの内覧，マンションの

見学．

lä.gga 動⃝ <lägger, la (lade), lagt, lägg!> 置く．g̊a

och lägga sig 寝る，就寝する．lägga av や

めにする．lägga ner 下に置く；閉鎖する，封

鎖する．lägga om （傷口などに）包帯を巻く．

lägga p̊a 追加する，追加して支払う．lägga

sig 横になる，寝る，就寝する．lägga till 追加

する．lägga undan 取り置きする．

lä
¯
gre 形⃝ より低い，l̊ag の比較級．Du tror att

biljettpriset inte blir lägre. チケットの値段は

もうこれより下がらないと思うのね？

lä
¯
gst 形⃝ 最も低い，l̊ag の最上級．

�� ��発音 /lä
¯
kst/．

lä
¯
ka 動⃝ <läker, läkte, läkt, läk!>（傷などが）治る．

ett lä
¯
karbesö

¯
k 名⃝ <-besöket, -besök, -besöken>

受診，医者に行って診察してもらうこと．

en lä
¯
kare 名⃝ <läkaren, läkare, läkarna> 医者，

医師．

ett lä
¯
kemedelföreta

¯
g 名⃝ <-företaget, -företag,

-företagen> 医薬品メーカー．

lä.mna 動⃝ <lämnar, lämnade, lämnat, lämna!> 渡

す，預ける，...を去る．lämna ut 配る．

lä.mplig 形⃝ <lämpligt, lämpliga> 適した．

ett lä
¯
n 名⃝ <länet, län, länen> （行政区）レーン．

lä.nder 名⃝ → land

en lä.ngd 名⃝ <längden, längder, längderna> 長さ．

lä.nge 副⃝ 長い間．Hur länge tar det? どのくらい

長くかかりますか．Det var länge sedan! 久

しぶりだね！ p̊a länge これまでで，これまで

のところ．s̊a länge (som) ... ...する限り．

lä.ngre 形⃝ より長い．l̊ang の比較級．Erik är

längre än jag. エーリックは私より背が高い．

lä.ngre 副⃝inte längre もはや...ない．

lä.ngs 前⃝ ...に沿って．

lä.ngst 形⃝ 最も長い．l̊ang の最上級．

lä.ngta 動⃝ <längtar, längtade, längtat, längta!>

（efter ...）（...を）待ち焦がれる，思い焦がれる．

しきりに...したがる．

(en) lä.ngtan 名⃝ <längtan, × , × > 切望．▶単数
既知形は単数未知形と同形．

en lä.nk 名⃝ <länken, länkar, länkarna> （コン

ピューター）リンク．

en lä.pp 名⃝ <läppen, läppar, läpparna> 唇

(en) lä.ppgla.ns 名⃝ <-glansen, × , × > リップグ

ロス

lä
¯
r 助⃝ <lär, × , × , × > ...らしい，...だそう

だ，...はずだ．▶ 現在形のみで，不定詞・過去
形・完了分詞・命令形は存在しない．

lä
¯
ra 動⃝ <lär, lärde, lärt, lär!> 教える．lära sig

学ぶ．Jag lär mig svenska. 私はスウェーデン

語を学んでいる．

en lä
¯
rare 名⃝ <läraren, lärare, lärarna> 教師，先

生．Är hon lärare? 彼女は先生ですか．

lä
¯
sa 動⃝ <läser, läste, läst, läs!> 読む，読書する，

勉強する．Han läser tidningen p̊a morgonen.

彼は朝，新聞を読みます．Jag läser svenska p̊a

Stockholms universitet. ストックホルム大学で

スウェーデン語を勉強しています．läsa böcker

本を読む．läsa genom 通して読む．läsa p̊a

（そのまま）読み続ける．läsa ut 読み切る．

en lä
¯
sare 名⃝ <läsaren, läsare, läsarna> 読者．
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en lä. sk 名⃝ <läsken, läsk, läsken> ソフトドリンク

（炭酸飲料）▶複数形に注意．
en lä. skedry. ck 名⃝ <-drycken, -drycker,

-dryckerna> ソフトドリンク（炭酸飲料）．

lä. skig 形⃝ <läskigt, läskiga> 恐ろしい，不気味な．

en lä
¯
spla.tta 名⃝ <-plattan, -plattor, -plattorna>

電子書籍リーダー．

lä
¯
t 動⃝ → l̊ata

lä. tt 形⃝ <lätt, lätta> 簡単な，易しい；軽い．

en lä.xa 名⃝ <läxan, läxor, läxorna> 宿題．göra

läxan 宿題をする．

en lö.gn 名⃝ <lögnen, lögner, lögnerna> 嘘．

en lö.gnare 名⃝ <lögnaren, lögnare, lögnarna> 嘘

つき．

en lö
¯
k 名⃝ <löken, lökar, lökarna> たまねぎ．

en lö
¯
n 名⃝ <lönen, löner, lönerna> 給与，給料．

Lö.nneberga 固⃝ ルンネバリア（地名）．

en lö
¯
parsko

¯
名⃝ <-skon, -skor, -skorna> ランニン

グシューズ．
�� ��発音 -rs- でそり舌音．

ett lö
¯
pba.nd 名⃝ <-bandet, -band, -banden> ラン

ニングマシーン．

en lö
¯
pning 名⃝ <löpningen, löpningar,

löpningarna> ランニング．

en lö
¯
rdag 名⃝ <-dagen, -dagar, -dagarna> 土曜日．�� ��発音 -gは発音されないことが多い．-rd- でそり

舌音．i lördags この間の土曜日に．p̊a

lördag 今度の土曜日に．

lö
¯
s 形⃝ <löst, lösa> 緩んでいる．vara lös i

magen 下痢である．

lö
¯
sa 動⃝ <löser, löste, löst, lös!> 解決する．

ett lö
¯
seno

¯
rd 名⃝ <-ordet, -ord, -orden> パスワー

ド．
�� ��発音 -rd でそり舌音．

M

en ma.ck 名⃝ <macken, mackar, mackarna> ガソリ

ンスタンド．

en madra.ss 名⃝ <madrassen, madrasser,

madrasserna> マットレス．

en ma
¯
ge 名⃝ <magen, magar, magarna> 腹，胃．

Jag är lös i magen.私は下痢です．Jag är h̊ard

(trög) i magen. 私は便秘です．ligga p̊a

mage(n) うつ伏せになっている．ha ont i

magen お腹が痛い．

ma
¯
ger 形⃝ <magert, magra> 痩せこけた．

ett ma
¯
gproble

¯
m 名⃝ <-problemet, -problem,

-problemen> 胃の調子が悪いこと．

(en) ma.j 名⃝ < × , × , × > 5月． textbfi maj 5

月に．

Ma.ja 固⃝ マイヤ（女性名）．

en majorite
¯
t 名⃝ <majoriteten, majoriteter,

majoriteterna> 大多数，大部分．

en ma
¯
ka 名⃝ <makan, makor, makorna> 女性配

偶者．

makaro
¯
ner 名⃝ < × , makoroner, makoronerna>

マカロニ．▶単数形は存在しない．
en ma

¯
ke 名⃝ <maken, makar, makarna> 男性配

偶者．

en ma.kt 名⃝ <makten, makter, makterna> 権

力，力．

ma
¯
la 動⃝ <mal, malde, malt, mal!> 挽いて粉にす

る，挽く．

Maldi
¯
verna 固⃝ モルディブ．

�� ��発音 -rn- でそり

舌音．

Ma.lmö
¯
固⃝ マルム―（マルメと表記されることが

多い．スウェーデンの都市名）．

en ma.mbo
¯
名⃝ <mambon, mambor, mamborna>

親元で暮らす人．

en ma.mma 名⃝ <mamman, mammor,

mammorna> お母さん，母．

en ma.n 名⃝ <mannen, män, männen> 男性，夫．

▶複数形に注意．
ma.n 代⃝ 人が，人は．

ma.nlig 形⃝ <manligt, manliga> 男性の，男性的

な，男らしい．

ett ma.nsna.mn 名⃝ <-namnet, -namn, -namnen>

男性名．

en ma.pp 名⃝ <mappen, mappar, mapparna> フォ

ルダー．

(ett) ma
¯
raton/ma.raton 名⃝ < × , × , × > マラ

ソン．springa maraton マラソンを走る．
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en ma
¯
rdrö.m 名⃝ <mardrömmen, mardrömmar,

mardrömmarna> 悪夢．
�� ��発音 -rd- でそり舌音．

ett margari
¯
n 名⃝ <margarinet, margariner,

margarinerna> マーガリン．

en margina
¯
l 名⃝ <marginalen, marginaler,

marginalerna> 余白，欄外；（時間・金銭の）余

地，余裕．

Mari
¯
a 固⃝ マリーア（女性名）．

en ma.rk 名⃝ <marken, marker, markerna> 地面，

土地．

marke
¯
ra 動⃝ <markerar, markerade, markerat,

markera!> 印をつける．

en marke
¯
ring 名⃝ <markeringen, markeringar,

markeringarna> 印，マーク．

en ma.rknad 名⃝ <marknaden, marknader,

marknaderna> 市場，マーケット．

en marmela
¯
d 名⃝ <marmeladen, marmelader,

marmeladerna> マーマレード．

marocka
¯
nsk 形⃝ <marockanskt, marockanska> モ

ロッコの．

(en) ma.rs 名⃝ < × , × , × > 3月．
�� ��発音 -rs でそり

舌音．i mars 3月に．

Ma.rx 固⃝ マルクス（男性名）．

en maski
¯
n 名⃝ <maskinen, maskiner, maskinerna>

機械．

en ma.ssa 名⃝ <massan, massor, massorna> 大量，

多数．en massa ... 大量の...

ma.ssvi¯
s 副⃝ 大量に．

en ma.sterexa¯
men 名⃝ <-examen, -examina,

-examina> 修士号．

(en) ma
¯
t 名⃝ <maten, × , × > 食物．Tack för

maten! ご馳走さまでした．

en ma
¯
taffä

¯
r 名⃝ <-affären, -affärer, -affärerna> 食

料品店．

en ma
¯
tbila

¯
ga 名⃝ <-bilagan, -bilagor, -bilagorna>

（新聞の付録の）料理冊子．

ett ma
¯
tbo

¯
rd 名⃝ <-bordet, -bord, -borden> 食卓．�� ��発音 -rd でそり舌音．

en ma.tch 名⃝ <matchen, matcher, matcherna> 試

合．
�� ��発音 [maúù]あるいは [matÊ]．

ma.tchande 形⃝ <matchande, matchande> ぴった

り合った，調和する．

en ma
¯
trä.tt 名⃝ <-rätten, -rätter, -rätterna> 料理．

en ma
¯
tva

¯
na 名⃝ <-vanan, -vanor, -vanorna> 食

習慣．

(en) matemati
¯
k 名⃝ <matematiken, × , × > 数学,

算数．

matema
¯
tisk 形⃝ <matematiskt, matematiska> 数

学の．

(ett) ma
¯
tla
¯
gande 名⃝ <-lagandet, × , × > 調理．

Ma.ts 固⃝ マッツ（男性名）．

en ma
¯
tsa
¯
l 名⃝ <-salen, -salar, -salarna> （学校の）

食堂．

en ma.tsä.ck 名⃝ <-säcken, -säckar, -säckarna> 弁

当．
�� ��発音 /massäck/と発音される．

en ma.tta 名⃝ <mattan, mattor, mattorna> カー

ペット，じゅうたん．

en ma.ttelä¯
rare 名⃝ <-läraren, -lärare, -lärarna>

数学教師．

ma.x 副⃝ 最大で．

en mazari
¯
n 名⃝ <mazarinen, mazariner,

mazarinerna> アーモンドペストリー（アーモン

ドペーストにアイシングをしたスイーツ）．

me
¯
d 前⃝ ...と（一緒に），...とともに，【手段・道

具】...を用いて，...で．【関心・判断の対象】...

に関して．【付帯状況】...しながら，...したま

ま．(英⃝ with)．
�� ��発音 通例 -d は発音されない．

me
¯
d 副⃝ 一緒に．

�� ��発音 通例 -d は発音されない．

me
¯
dan 接⃝ ...する間，...している間；...する一

方で．

me
¯
dde

¯
la 動⃝ <meddelar, meddelade, meddelat,

meddela!> 連絡する，伝言する．

ett me
¯
dde

¯
lande 名⃝ <meddelandet, meddelanden,

meddelandena> メッセージ，お知らせ．

ett me
¯
del 名⃝ <medlet, medel, medlen> 手段．

Me
¯
delpa

¯
d 固⃝ メーデルパード（ランドスカー

プ名）．

en me
¯
delsve.nsson 名⃝ < × , × , × > 平均的ス

ウェーデン人．

en me
¯
deltemperatu

¯
r 名⃝ <-temperaturen,
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-temperaturer, -temperaturerna> 平均気温．

en medici
¯
n 名⃝ <medicinen, mediciner,

medicinerna> 薬；医学．ta medicin 薬を飲む．

Ta den här medicinen tre g̊anger om dagen.

この薬を 1日 3回飲んでください．

en me
¯
dium 名⃝ <mediet, medier, medierna > メ

ディア，媒体．

me
¯
dla 動⃝ <medlar, medlade, medlat, medla!> 仲

裁する．

en me
¯
dlem 名⃝ <medlemmen, medlemmar,

medlemmarna> 会員．

ett mejeri
¯
名⃝ <mejeriet, mejerier, mejerierna> 酪

農場，乳製品販売所．

ett me.jl 名⃝ <mejlet, mejl, mejlen> e -メール．

me.jla 動⃝ <mejlar, mejlade, mejlat, mejla!> e -

メールを送る．

en meka
¯
niker 名⃝ <mekanikern, mekaniker,

mekanikerna> 機械工，整備工．

me.llan 前⃝ ...の間に．(英⃝ between)．

en me.llanlä. sk 名⃝ <-läsken, -läsk, -läsken> ミ

ディアムサイズのソフトドリンク（炭酸飲料）▶
複数形に注意．

Me.llanö. sten 固⃝ 中東．

me.llersta 形⃝ 中間の，真ん中の．
�� ��発音 -rst- でそ

り舌音．

en melodi
¯
名⃝ <melodin, melodier, melodierna> メ

ロディー，旋律．

me.n 接⃝ しかし，だけど，でも．(英⃝ but)．

me
¯
na 動⃝ <menar, menade, menat, mena!> （...と

いう）意見である，（強く）思う．

en me
¯
ning 名⃝ <meningen, meningar,

meningarna> 文．

en meny
¯
名⃝ <menyn, menyer, menyerna> メ

ニュー．

me
¯
r 副⃝ より多くの．mycket の比較級．

aldrig/inte mer （こりごりで）もう 2度と...

しない．mer eller mindre 多かれ少なかれ．

med mera などなど．mer och mer （量的

に）ますます．mer än ... ...を超えて，...を上

回って，...以外に．

en me
¯
rvärdeska.tt 名⃝ <-skatten, -skatter,

-skatterna> 付加価値税．
�� ��発音 -rd- でそり舌音．

me.st 副⃝ 最も多くの．mycket の最上級．för det

mesta たいていは．

en meteorolo
¯
g 名⃝ <meteorologen, meteorologer,

meteorologerna> 気象学者．

en me
¯
ter 名⃝ <metern, meter, meterna> メートル

en meta. ll 名⃝ <metallen, metaller, metallerna>

金属．

(en) meteorologi
¯
名⃝ <meteorologin, × , × > 気

象学．

en meto
¯
d 名⃝ <metoden, metoder, metoderna> 方

法，手段．

mexika
¯
nsk 形⃝ <mexikanskt, mexikanska> メキシ

コの．

Me.xiko 固⃝ メキシコ．

(en) me
¯
änkie

¯
li 名⃝ <meänkielin, × , × > メーア

ンキエーリ語．（スウェーデン北部のトルネダー

レンで話されているフィンランド語の方言．）

m.fl. 略⃝ → med flera ...など．

en mi.ddag 名⃝ <middagen, middagar,

middagarna> 夕食．
�� ��発音 -g は発音されないこ

とが多い．Vad ska du äta till middag? 夕食に

何を食べるの？

ett mi.ddagsinkö¯
p 名⃝ <-inköpet, -inköp,

-inköpen> 夕食の食材の買い物．

en mi.ddagsgä.st 名⃝ <-gästen, -gäster, -gästerna>

夕食会の客．

en mi.ddagspla¯
n 名⃝ <-planen, -planer,

-planerna> 夕食の献立の計画．

en mi
¯
dja 名⃝ <midjan, midjor, midjorna> 腰，ウ

エスト．

(en) mi
¯
dna.tt 名⃝ <-natten, × , × > 真夜中，午前

零時．vid midnatt 真夜中に．

en mi
¯
dso.mmar 名⃝ <-sommar(e)n, -somrar,

-somrarna>
�� ��発音 /missommar/と発音されるこ

とが多い．夏至祭．Glad midsommar! よい

夏至祭を！ Trevlig midsommar! 楽しい夏至

祭の休日を！

en mi
¯
dsommara. fton 名⃝ <-aftonen, -aftnar,
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-aftnarna> 夏至祭前夜．

en mi
¯
dsommarfe.st 名⃝ <-festen, -fester,

-festerna> 夏至祭のパーティ．

mig 代⃝ 私を，私に (英⃝ me)．
�� ��発音 /me.j/と発音さ

れる．

(en) migrä
¯
n 名⃝ <migränen, × , × > 片頭痛．

en mi.krobiolo¯
g 名⃝ <-biologen, -biologer,

-biologerna> 微生物学者．

en mi
¯
l 名⃝ <milen, mil, milen> ミール（距離の単

位，1ミール＝ 10km）．▶複数形に注意．
mi.ld 形⃝ <milt, milda> 温厚な；温暖な，穏やか

な，厳しくない，まろやかな．

en milja
¯
rd 名⃝ <miljarden, miljarder,

miljarderna> 1,000,000,000．10億．(= tusen

miljoner)．
�� ��発音 -rd でそり舌音．

en miljo
¯
n 名⃝ <miljonen, miljoner, miljonerna>

1,000,000．100万．

en miljonä
¯
r 名⃝ <miljonären, miljonärer,

miljonärerna> 大富豪，ミリオネア．

en mille.nnium 名⃝ <millenniet, millennier,

millenierna> 千年間；ミレニアム．

mi.n 代⃝ <mitt, mina> 私の．(英⃝ my)．

mi
¯
na 代⃝ → min

mi.ndre 形⃝ より小さい，liten の比較級．Har ni

n̊agra mindre? 小さなサイズはありますか？

mer eller mindre 多かれ少なかれ．

(ett) minera
¯
lva.tten 名⃝ <-vattnet, × , × > ミネ

ラルウォーター．

en minera
¯
lva
¯
ra 名⃝ <-varan, -varor, -varorna> 鉱

物性生産品．

mi.ngla 動⃝ <minglar, minglade, minglat, mingla!>

（パーティーなどで）交流をはかる，会話する．

mi.nnas 動⃝ <minns, mindes, mints, minns!> 覚え

ている，記憶している．

ett mi.nne 名⃝ <minnet, minnen, minnena> 記憶．

ett minorite
¯
tsspr̊a

¯
k 名⃝ <-spr̊aket, -spr̊ak,

-spr̊aken> 少数言語．

mi.nska 動⃝ <minskar, minskade, minskat,

minska!> 減少する；減少させる．

mi.nst 形⃝ 最も小さい，liten の最上級．sist men

inte minst 最後だからと言って決して軽んじて

はならない．

mi
¯
nus 形⃝ <-, -> マイナスの．tio minus tv̊a är

åtta. 10 - 2 = 8.

en mi
¯
nusgra

¯
d 名⃝ <-graden, -grader, -graderna>

氷点下温度．

en minu
¯
t 名⃝ <minuten, minuter, minuterna>（時

間の）分．Hur många minuter tar det att laga

lunch? 昼食を作るのに何分かかりますか．Det

tar cirka fyrtio minuter. だいたい 40分くらい

かかります．en g̊ang i minuten 1分に 1回．en

g̊ang per minut 1分に 1回．

ett mira
¯
kel 名⃝ <miraklet, mirakel, miraklen>　

奇跡，驚異．

mi.ssa 動⃝ <missar, missade, missat, missa!> 逃す．

Jag missade bussen. 私はバスに乗りそこねた．

mi.ssförsto¯
d 動⃝ → missförst̊a

mi.ssförst̊a¯
動⃝ <-först̊ar, -förstod, -först̊att,

missförst̊a!> 誤解する．
�� ��発音 -rs- でそり舌音．

mi.ssly. ckas 動⃝ <-lyckas, -lyckades, -lyckats,

-lyckas!> 失敗する．

mi
¯
ssnö. jd 形⃝ <-nöjt, -nöjda> 不満な，不満そ

うな．

ett mi
¯
ssta

¯
g 名⃝ <misstaget, misstag, misstagen>

誤り，間違い．

mi
¯
sstä.nka 動⃝ <-tänker, -tänkte, -tänkt, -tänk!>

嫌疑をかける，疑う．

mi.sta 動⃝ <mister, miste, mist, mist!> 失う．

(en) mi.tt 名⃝ <mitten, × , × > 真ん中．i mitten

av... ...の半ばに，中旬に．

mi.tt 副⃝ 真ん中に，真っただ中に．mitt p̊a

dagen 真昼間に．mitt p̊a staden 繁華街で，

中心街で．

mi.tt 代⃝ → min

mi.ttemot/mittemo
¯
t/mi.ttemo

¯
t 前⃝副⃝ （...の）

向かいに．

mju
¯
k 形⃝ <mjukt, mjuka> 柔らかい．

en mju
¯
ko.st 名⃝ <-osten, -ostar, -ostarna> ソフト

チーズ．

(ett) mjö
¯
l 名⃝ <mjölet, × , × > 小麦粉．
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(en) mjö. lk 名⃝ <mjölken, × , × > 牛乳．

mjö. lka 動⃝ <mjölkar, mjölkade, mjölkat, mjölka!>

搾乳する．

en mjö. lkchokla¯
d 名⃝ <chokladen, choklader,

chokladerna> ミルクチョコレート．

m.m. 略⃝ → med mera ...など．

en mobi
¯
l 名⃝ <mobilen, mobiler, mobilerna> 携帯

電話．

en mobi
¯
ltelefo

¯
n 名⃝ <-telefonen, -telefoner,

-telefonerna> 携帯電話．

(en) mobi
¯
ltelefoni

¯
名⃝ <-telefonin, × , × > 携帯

電話テクノロジー，モバイルテクノロジー．

(ett) mo
¯
d 名⃝ <modet, × , × > 勇気．

ett mo
¯
de 名⃝ <modet, moden, modena> ファッ

ション．

en mo
¯
dedju.ngel 名⃝ <-djungeln, -djungler,

-djunglerna> 流行のジャングル．
�� ��発音 -dj- の d

は発音しない．

en mode.ll 名⃝ <modellen, modeller, modellerna>

雛型，模型，モデル；ファッションモデル．

mode
¯
rn 形⃝ <modernt, moderna> 現代の，現代的

な．
�� ��発音 -rn でそり舌音．

Mode
¯
rna Musee

¯
t 固⃝ ストックホルム近代美術

館．
�� ��発音 -rn- でそり舌音．

mo
¯
dig 形⃝ <modigt, modiga> 勇敢な．

mo
¯
gen 形⃝ <moget, mogna> 熟れた．

en moleky
¯
l 名⃝ <molekylen, molekyler,

molekylerna> 分子．
�� ��発音 -k-は軟母音の前にあ

るが [k]で発音．

ett mo
¯
ln/mo. ln 名⃝ <molnet, moln, molnen> 雲．

mo
¯
lnig 形⃝ <molnigt, molniga> 曇っている．Det

är molnigt. 曇っている．

(en) mo.ms 名⃝ <momsen, × , × > 付加価値税．

en monarki
¯
名⃝ <monarkin, monarkier,

monarkierna> 君主制，君主政体．
�� ��発音 -k-は軟

母音の前にあるが [k]で発音．

Mo
¯
nika 固⃝ モーニカ（女性名）．

en montö
¯
r 名⃝ <montören, montörer,

montörerna> 組立工，整備工．

en mo
¯
r 名⃝ <modern, mödrar, mödrarna> 母．▶

単数既知形・複数形に注意．

en mo.rbro¯
r/mo.rbror 名⃝ <-brodern/-brorn,

-bröder, -bröderna> 母方のおじ．

ett mo
¯
rd 名⃝ <mordet, mord, morden> 殺人．�� ��発音 -rd でそり舌音．

en mo.rfa.r/mo.rfar 名⃝ <-fadern, -fäder,

-fäderna> 母方の祖父．

en mo.rgon 名⃝ <morgonen, morgnar, morgnarna>

朝．
�� ��発音 -g- は発音されない．God morgon!

おはよう．p̊a morgonen 朝に．

en mo.rmo.r/mo.rmor 名⃝ <-modern, -mödrar,

-mödrarna> 母方の祖母．

en mo
¯
ro
¯
t 名⃝ <-roten, -rötter, -rötterna> ニンジ

ン．▶ 複数形に注意．
en mo

¯
rotska

¯
ka 名⃝ <-kakan, -kakor, -kakorna>

キャロットケーキ．

mo
¯
rö. tter 名⃝ → morot

(ett) mo
¯
s 名⃝ <moset, × , × > ムース，マッシュ

（すりつぶしたもの）．

en mo.ster 名⃝ <mostern, mostrar, mostrarna> 母

方のおば．

mo
¯
t 前⃝【空間】...に向かって，...の方に．【時間】

（時の接近を表して）...近く，...ころ．【その

他】...に逆らって，（感情・態度の対象を表し

て）...に対して．

mo
¯
tbju

¯
dande 形⃝ <–, –> 不快な．

motione
¯
ra 動⃝ <motionerar, motionerade,

motionerat, motionera!> 運動する．
�� ��発音

/m̊atSone
¯
ra/あるいは/måtÊone

¯
ra/．-t-が発音

されることに注意．

ett moti
¯
v 名⃝ <motivet, motiv, motiven> 動機．

motive
¯
ra 動⃝ <motiverar, motiverade, motiverat,

motivera!> やる気を起こさせる，動機づけする．

en mo
¯
tor 名⃝ <mo

¯
torn, moto

¯
rer, moto

¯
rerna> エン

ジン．
�� ��発音 複数形でアクセントが移動．

en mo
¯
torcy.kel 名⃝ <-cykeln, -cyklar, -cyklarna>

オートバイ．
�� ��発音 -rc-でそり舌音．．

en mo
¯
tsa.ts 名⃝ <-satsen, -satser, -satserna> 反対，

対照．

mo
¯
tsva

¯
ra 動⃝ <-svarar, -svarade, -svarat, -svara!>
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対応する，相当する．

mu
¯
len 形⃝ <mulet, mulna> 曇っている．Det är

mulet.曇っている．

Mu
¯
min 固⃝ ムーミン．

en mu.n 名⃝ <munnen, munnar, munnarna> 口．�� ��発音 -u- が短母音であることに注意．

mu.ntlig 形⃝ <muntligt, muntliga> 口頭の．

muntlig övning 口頭練習．

en mu
¯
r 名⃝ <muren, murar, murarna> 塀，壁．

en mu
¯
s 名⃝ <musen, möss, mössen> ハツカネズ

ミ．▶複数形に注意．
en mu

¯
s 名⃝ <musen, musar, musarna> （パソコ

ン）マウス．

ett muse
¯
um 名⃝ <museet, museer, museerna> 博

物館．g̊a p̊a museum 博物館に行く．

(en) musi
¯
k 名⃝ <musiken, × , × > 音楽．

en musi
¯
kaffä

¯
r 名⃝ <-affären, -affärer, -affärerna>

楽器店．

en mu
¯
siker 名⃝ <musikern, musiker, musikerna>

音楽家．

en musi
¯
kindustri

¯
名⃝ <-industrin, -industrier,

-industrierna> 音楽産業．

en mu. skel 名⃝ <muskeln, muskler, musklerna>

筋肉．

en mu. skelvä.rk 名⃝ <-värken, -värkar, -värkarna>

筋肉痛．

en musli
¯
m 名⃝ <muslimen, muslimer,

muslimerna> ムスリム，イスラム教徒．

my.cket 代⃝ 多くの，多量の (英⃝ much)
�� ��発音 -tは

発音しない．hur mycket? どのくらいたくさ

んの, いくら（値段を尋ねる場合）．

my.cket 副⃝ 多く，はるかに． (英⃝ much)
�� ��発音 -t

は発音しない．

en my.gga 名⃝ <myggan, myggor, myggorna> 蚊．

ett my.ggme
¯
del 名⃝ <-medlet, -medel, -medlen>

防虫剤，虫よけ．

my.ndig 形⃝ <myndigt, myndiga> 成年の．

ett my.nt 名⃝ <myntet, mynt, mynten> 硬貨，コ

イン．

my
¯
sig 形⃝ <mysigt, mysiga> 心地よい，温かみの

ある，ホッとする．

m̊a
¯
動⃝ <mår, mådde, mått, må!> （体の調子

が）...である．（ある健康状態を）感じる．Hur

m̊ar du? –Tack, jag mår bra. 体調はどうです

か？ありがとう，いいですよ．m̊a d̊aligt 体調

が悪い．Hur länge har du mått d̊aligt? いつか

ら体調が悪いのですか？ m̊a illa 吐き気がする．

Jag mår illa. 私は吐き気がします．

ett m̊a
¯
l 名⃝ <målet, mål, målen> 目標，ゴール；

訴訟；食事．göra m̊al 得点する，ゴールを決

める．

m̊a
¯
la 動⃝ <målar, målade, målat, måla!> （ペンキ

などを）塗る，（絵などを）描く．m̊ala om 塗

り直す．m̊ala över 上塗りする．

m̊a
¯
lad 形⃝ <målat, målade> 塗られた．

en m̊a
¯
lare 名⃝ <målaren, målare, målarna> 画家．

en m̊a
¯
lti
¯
d 名⃝ <-tiden, -tider, -tiderna> 食事，食

事時間．

en m̊a
¯
nad 名⃝ <månaden, månader, månaderna>

一カ月．n̊agra g̊anger i månaden 1カ月に数

回．n̊agra g̊anger per månad 1カ月に数回．

förra m̊anaden 先月．

en m̊a
¯
nadsavgi.ft 名⃝ <-avgiften, -avgifter,

-avgifterna> 月決めの料金．

en m̊a.ndag 名⃝ <-dagen, -dagar, -dagarna> 月曜

日．
�� ��発音 -gは発音されないことが多い．i

m̊andags この間の月曜日に．p̊a m̊andag 今

度の月曜日に．

m̊a.nga 形⃝ 代⃝ < × , många> たくさんの (英⃝
many)．hur m̊anga? どのくらいたくさん (英⃝
how many)．

en m̊a
¯
s 名⃝ <måsen, måsar, måsarna> かもめ．

m̊a.st 助⃝ → m̊aste

m̊a.ste 助⃝ < × , måste, måste, måst> ...しなけれ

ばならない．▶不定詞は存在しない．必要な場
合は vara tvungenを使う．Vi måste springa

till bussen. バスまで走らないと！

en mä
¯
klare 名⃝ <mäklaren, mäklare, mäklarna>

仲介業者，ブローカー．

mä.ktig 形⃝ <mäktigt, mäktiga> 強力な．
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Mä
¯
laren 固⃝ メーラレン湖．

mä.n 名⃝ → man

en mä.nniska 名⃝ <människan, människor,

människorna> 人間，人．
�� ��発音 -sk-は [Ê]あるい

は [S]で発音．

mä.rka 動⃝ <märker, märkte, märkt, märk!> 印を

つける；気づく，感じる．

mä.rkas 動⃝ <märks, märktes, märkts, × > （何と

なく）気づく．

ett mä.rke 名⃝ <märket, märken, märkena> 印，

マーク．

mä.rklig 形⃝ <märkligt, märkliga> 不思議な．

ett mä.sterska¯
p 名⃝ <mästerskapet, mästerskap,

mästerskapen> 選手権．
�� ��発音 -rs-でそり舌音．

svenskt mästerskap スウェーデン選手権．

mä.tt 形⃝ <mätt, mätta> 満腹の．

en mö
¯
bel 名⃝ <möbeln, möbler, möblerna> 家具．

mö
¯
drar 名⃝ → mor

mö. jlig 形⃝ <möjligt, möjliga> 可能な．

mö. jligen 副⃝ ひょっとしたら．

en mö. jlighe¯
t 名⃝ <möjligheten, möjligheter,

möjligheterna> 可能性．

mö.rk 形⃝ <mörkt, mörka> 暗い．

mö.rkbl̊a¯
形⃝ <-bl̊att, -bl̊aa> 紺色の．

(ett) mö.rker 名⃝ <mörkret, × , × > 暗闇．

mö.ss 名⃝ → mus

en mö.ssa 名⃝ <mössan, mössor, mössorna> （縁の

ない）帽子．

mö
¯
ta 動⃝ <möter, mötte, mött, möt!> 会う，出迎

える．

mö
¯
tas 動⃝ <mötes, möttes, mötts, × > （お互い）

出会う．

ett mö
¯
te 名⃝ <mötet, möten, mötena> 会合，会議．

en mö
¯
tespla.ts 名⃝ <-platsen, -platser, -platserna>

待ち合わせ場所．

N

en na.ckde¯
l 名⃝ <nackdelen, nackdelar,

nackdelarna> 不利，不都合；短所，欠点．

en na.cke 名⃝ <nacken, nackar, nackarna> うなじ．

en na
¯
gel 名⃝ <nageln, naglar, naglarna> 爪．

na
¯
ken 形⃝ <naket, nakna> 裸の．

ett na.mn 名⃝ <namnet, namn, namnen> 名前．

under namnet ... ...という名のもとに．

en na.mninsa.mling 名⃝ <-insamlingen,

-insamlingar, -insamlingarna> 署名集め．署名

運動．

en na.mnte.ckning 名⃝ <-teckningen, -teckningar,

-teckningarna> 署名，サイン．

(en) na
¯
notekni

¯
k 名⃝ <-tekniken, × , × > ナノテ

クノロジー．

en nationa
¯
lda
¯
g 名⃝ <-dagen, -dagar, -dagarna>

ナショナルデー，建国記念日．
�� ��発音 /natSona

¯
l-/

あるいは/natÊona
¯

l-/．-t-が発音されることに

注意．

en nationalite
¯
t 名⃝ <nationaliteten,

nationaliteter, nationaliteterna> 国籍．
�� ��発音

/natSonalite
¯
t/あるいは/natÊonalite

¯
t/．-t-が発

音されることに注意．

en na.tt 名⃝ <natten, nätter, nätterna> 夜．▶複数
形に注意．God natt! お休み．i natt 昨夜，

今夜．p̊a natten 夜に．

en natu
¯
r 名⃝ <naturen, naturer, naturerna> 自然．

en natu
¯
rkunska

¯
p 名⃝ <-kunskapen, -kunskaper,

-kunskaperna> （科目としての）理科．

natu
¯
rlig 形⃝ <naturligt, naturliga> 自然な．

�� ��発音

-rl- でそり舌音．

natu
¯
rligtvis 副⃝ もちろん．

�� ��発音 -rl- でそり舌音．

en natu
¯
rresu. rs 名⃝ <-resursen, -resurser,

-resurserna> 天然資源．
�� ��発音 -rs でそり舌音．

en natu
¯
rvetenska

¯
p 名⃝ <-vetenskapen,

-vetenskaper, -vetenskaperna> 自然科学．

en na
¯
vel 名⃝ <naveln, navlar, navlarna> へそ．

en necessä
¯
r 名⃝ <necessären, necessärer,

necessärerna> 化粧品袋，ポーチ．

ne
¯
d 副⃝ 下へ，下方へ，グレードを下げて．

ne
¯
danfö

¯
r 前⃝ （静止点）...の下の方に，稜線など

に沿って下に．

Ne
¯
derlä.nderna 固⃝ オランダ．

ne
¯
dersta 形⃝ 一番下の．

�� ��発音 -rst- でそり舌音．
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ne
¯
dför 前⃝ （方向）...の下の方に向かって．

ne
¯
dla
¯
de 動⃝ → nedlägga

ne
¯
dla.gt 動⃝ → nedlägga

ne
¯
dlä.gga 動⃝ <nedlägger, nedlade, nedlagt,

nedlägg!> 下に置く．

ne
¯
dre 形⃝ 下の．

ne
¯
dre 副⃝ より下方へ．

en negatio
¯
n 名⃝ <negationen, negationer,

negationerna> 否定，否定辞．

ne
¯
gativ/ne.gativ/negati¯

v 形⃝ <negativt,

negativa> （結果などが）悪い；消極的な；否定

的な．

ne.j 間⃝ いいえ．(英⃝ no)．

neo
¯
ngrö

¯
n 形⃝ <-grönt, -gröna> 蛍光緑色の．

ne
¯
r 副⃝ 下へ，下方へ，グレードを下げて．upp

och ner 上下に，上がったり下がったり．

ne
¯
re 副⃝ 下で，下に．

ne
¯
rifr̊a

¯
n 副⃝ 下から．

nervö
¯
s 形⃝ <nervöst, nervösa> 気をもんだ，ナー

バスな．

ni
¯
代⃝ あなた方は，あなた方が．▶ 二人称敬称単数
として使われることもある．

en ni
¯
a 名⃝ <nian, nior, niorna> 9という数字．9番

（順位），9年（学年）．

ni.cka 動⃝ <nickar, nickade, nickat, nicka!> うな

ずく．

Ni.ls 固⃝ ニルス（男性名）．

Ni.lsson 固⃝ ニルソン（苗字）．

ni
¯
o 数⃝ 9．

�� ��発音 /ni
¯
e/とも発音される．

ni
¯
onde 数⃝ 第 9番目の．

(ett) nitroglyceri
¯
n 名⃝ <nitroglycerinet, × , × >

ニトログリセリン．

ni.ttio 数⃝ 90．
�� ��発音 -o は発音されない．

ni.ttionde 数⃝ 第 90番目の．

ni.tton 数⃝ 19．

ni.ttonde 数⃝ 第 19番目の．

en niv̊a
¯
名⃝ <niv̊an, niv̊aer, niv̊aerna> レベル．

nja
¯
間⃝ うーん（迷いを示す）．

nju
¯
ta 動⃝ <njuter, njöt, njutit, njut!> (av ...) （...

を）楽しむ．

nju
¯
tit 動⃝ → njuta

njö
¯
t 動⃝ → njuta

NK 固⃝ NK（ストックホルムとユーテボリにある

デパートである Nordiska Kompaniet の略語）．�� ��発音 /e.nko¯
/．

no
¯
bel 形⃝ <nobelt, nobla> 高潔な．

Nobe.lda¯
gen 固⃝ ノベル賞授賞式の日（アルフ

レッド・ノベルの命日）．

en Nobe.lprista¯
gare 名⃝ <-tagaren, -tagare,

-tagarna> ノベル賞受賞者．

no
¯
g 副⃝ 十分に．

�� ��発音 長母音，強勢あり．nog ...

men ... 確かに...ではあるが...．

no.g 副⃝ 多分，きっと，...と思う．
�� ��発音 短母音，

強勢無し．

no
¯
ggra.nn 形⃝ <noggrant, noggranna> 入念な．

no. ll 数⃝ 0．

en no. ll̊a.tta 名⃝ <-̊attan, -̊attor, -̊attorna> ストッ

クホルム人，ストックホルム出身者（ストックホ

ルムの市外局番が 08で始まることから）．

No
¯
rdame

¯
rika 固⃝ 北アメリカ．

�� ��発音 -rd- でそり

舌音．

No
¯
rden 固⃝ 北欧．

�� ��発音 -rd- でそり舌音．

no
¯
rdisk 形⃝ <nordiskt, nordiska> 北欧の．

�� ��発音

-rd- でそり舌音．

no
¯
rdlig 形⃝ <nordligt, nordliga> 北方の，北から

の．
�� ��発音 -rdl- でそり舌音．

No.rge 固⃝ ノルウェー．
�� ��発音 /no.rje/．

norma
¯
l 形⃝ <normalt, normala> 普通の．

(en) no.rr 名⃝ < × , × , × > 北．i norr 北に．

Hokkaido ligger i norr. 北海道は北にある．

no.rr 副⃝ (om ...)（...の）北に．Hokkaido ligger

norr om Honshu. 北海道は本州の北にある．

no.rra 形⃝ <-, -> 北の．Hokkaido ligger i norra

Japan. 北海道は北日本にある．

No.rrbo.tten 固⃝ ノッルボッテン（ランドスカー

プ名）．

No.rrla.nd 固⃝ ノッルランド（スウェーデンの地域

名）．
�� ��発音 -rr- は発音し，-l- はそり舌音になる．

No.rrtä. lje 固⃝ ノテリエ（ストックホルム郊外の地

名）．
�� ��発音 -rrt- でそり舌音．
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no.rsk 形⃝ <norskt, norska> ノルウェー（語）の．�� ��発音 -rs でそり舌音．

(en) no.rska 名⃝ <norskan, × , × > ノルウェー語．�� ��発音 -rs-でそり舌音．

en no
¯
ta 名⃝ <notan, notor, notorna> 勘定，請求

書．Kan vi f̊a notan? お勘定お願いします．

en no
¯
tis 名⃝ <notisen, notiser, notiserna> （新聞

の）小記事．

en nove.ll 名⃝ <novellen, noveller, novellerna> 短編

小説．

(en) nove.mber 名⃝ < × , × , × > 11月．i

november 11月に．

nr 略⃝ → nummer 番号，第...番，第...号．

nu
¯
副⃝ 今．just nu 今現在．tills nu 今まで．

en nu.bbe 名⃝ <nubben, nubbar, nubbarna> ス

ナップス．

en nu
¯
del 名⃝ <nudeln, nudlar, nudlarna> 麺類，

ヌードル．▶複数形で使われる．
nu
¯
förti

¯
den 副⃝ 最近は，近頃は．

�� ��発音 -rt- でそり

舌音．

ett nu.mmer 名⃝ <numret, nummer, numren> 数．

sl̊a ett nummer 番号を入力する．

numre
¯
ra 動⃝ <numrerar, numrerade, numrerat,

numrera!> 番号をつける．

nu
¯
ti
¯
da 形⃝ <–, –> 現代の．

nu
¯
va
¯
rande 形⃝ <–, –> 今の．

ny
¯
形⃝ <nytt, nya> 新しい．

Ny
¯
a Zeeland 固⃝ ニュージーランド．

�� ��発音 -Z- は

/s/ で発音．

ny
¯
ba
¯
kad 形⃝ <nybakat, nybakade> 焼き立ての，

焼き立てホヤホヤの．

ny
¯
by.ggd 形⃝ <nybyggt, nybyggda> 新築の．

en ny
¯
bö.rjare 名⃝ <nybörjaren, nybörjare,

nybörjarna> 初心者．

en ny
¯
börjarku. rs 名⃝ <-kursen, -kurser,

-kurserna> 初級コース，初心者コース．
�� ��発音 -rs

でそり舌音．

en ny.ckel 名⃝ <nyckeln, nycklar, nycklarna> 鍵．

ett ny.ckelo¯
rd 名⃝ <-ordet, -ord, -orden> キーワー

ド．
�� ��発音 -rd でそり舌音．

ny
¯
da
¯
nande 形⃝ <-, -> 先駆け的な，進歩的な，革

新的な，先進的な．

ny
¯
fi
¯
ken 形⃝ <nyfiket, nyfikna> 知りたがる．

ny
¯
fö.dd 形⃝ <-fött, -födda> 生まれたばかりの．

en ny
¯
he
¯
t 名⃝ <nyheten, nyheter, nyheterna>

ニュース．

en ny
¯
hetsarti.kel 名⃝ <-artikeln, -artiklar,

-artiklarna> ニュース記事．
�� ��発音 -rt- でそり

舌音．

ny
¯
ko.kt 形⃝ <kokt, kokta> 茹でたての．

ny.kter 形⃝ <nyktert, nyktra> しらふの．

ny
¯
ligen 副⃝ 最近．

Ny
¯
man 固⃝ ニーマン（苗字）．

ny
¯
pa 動⃝ <nyper, nöp, nypt, nyp!> （...を）つ

ねる．

ny
¯
pas 動⃝ <nyps, nöps, nypts, nyps!> つねる．

en ny
¯
pota

¯
tis 名⃝ <-potatisen, -potatisar,

-potatisarna> 新ジャガ．

ny
¯
renove

¯
rad 形⃝ <-renoverat, -renoverade> 改修

したばかりの，リノベーションしたての．

ett ny
¯
ska

¯
pande 名⃝ <-skapandet, -skapanden,

-skapandena> 新作，創作，新種．

ny. ss 副⃝ 今しがた．

ny. ttig 形⃝ <nyttigt, nyttiga> 役に立つ，体に良い．

nyzeelä.ndsk 形⃝ <nyzeeländskt, nyzeeländska>

ニュージーランドの．

ett ny
¯
å
¯
r 名⃝ <-̊aret, -̊ar, -̊aren> 新年．

en ny
¯
årsa. fton 名⃝ <-aftonen, -aftnar, -aftnarna>

大晦日．
�� ��発音 -rs- でそり舌音．

n̊a
¯
動⃝ <n̊ar, n̊adde, n̊att, n̊a!> 届く．

n̊a
¯
gon, n̊a

¯
n 代⃝ <n̊agot, n̊agra> 誰か，何か． (英⃝

some, someone, something, any, anyone,

anything)．
�� ��発音 /n̊a(go)n, n̊a(go)t, n̊a(g)ra/

カッコ内は通例発音されない．Har du n̊agon

cykel? 君は自転車持っていますか．Jag har

inte n̊agot hus. 私は家を持っていません．Har

du n̊agra syskon? あなたには兄弟がいますか．

n̊a
¯
gonsi.n 副⃝ これまでで，いつか．

�� ��発音

/n̊a(go)nsin/ カッコ内は発音されないことが

多い．
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n̊a
¯
gonsta.ns 副⃝ どこかで，どこかに.

�� ��発音

/n̊a(go)nstans/ カッコ内は発音されないことが

多い．

n̊a
¯
gonti.ng, n̊a¯

nti.ng 代⃝ 何か．(英⃝ something,

anything)．
�� ��発音 /n̊a(go)nting/ カッコ内は通

例発音されない．

n̊a
¯
got 代⃝ → n̊agon

n̊a
¯
got 副⃝ 幾分．▶ 強勢が置かれ，短縮形 (n̊an)

になることはない．

n̊a
¯
gra 代⃝ → n̊agon

nä
¯
hä
¯
間⃝ いいえ．

nä.men 間⃝ えっ，えっホントに？．（驚きを表す）

nä.mna 動⃝ <nämner, nämnde, nämnt, nämn!> 言

及する．

nä
¯
r 接⃝ ...するときに．(英⃝ when)．just när ...

まさに...の瞬間．Nu när ... 今や...であるか

ら．när S väl ... いったん...したからには．

när 完了形 ...した後で．

nä
¯
r 副⃝ いつ．(英⃝ when)．När åker du till

Sverige? いつスウェーデンに行きますか．

nä
¯
r 副⃝ 時を表す関係副詞．

nä
¯
ra 形⃝ <-, -> 近い，近しい，身近な．

nä
¯
ra 副⃝前⃝ （...の）近くに．

en nä
¯
rbuti

¯
k 名⃝ <-butiken, -butiker, -butikerna>

（近所の街角の）小さな商店．

en nä
¯
rföro.rt 名⃝ <-orten, -orter, -orterna> 大都市

近郊．
�� ��発音 -rt でそり舌音．

(en) nä
¯
rhe

¯
t 名⃝ <närheten, × , × > 近所．i

närheten 近所で，近くに．

en nä
¯
ring 名⃝ <näringen, näringar, näringarna>

栄養．

Nä.rke 固⃝ ナルケ（ランドスカープ名）．

nä.rma 動⃝ <närmar, närmade, närmat, närma!>

närma sig 近づく．

nä
¯
rmare 形⃝ より近い，綿密な．nära の比較級．

nä
¯
rmare 副⃝ より近くに，綿密に．nära の比較級．

nä
¯
rmast 形⃝ 最も近い．nära の最上級．

nä
¯
rmast 副⃝ 一番近くに．nära の最上級．

nä
¯
rva

¯
rande 形⃝ <–, –> 出席した；現在の．för

närvarande 目下のところ，現在の状況で．

en nä
¯
sa 名⃝ <näsan, näsor, näsorna> 鼻．

en nä
¯
sdu

¯
k 名⃝ <-duken, -dukar, -dukarna> ハン

カチ．

nä.st 副⃝ 次に．

nä.sta 形⃝ <–, –> 次の．nästa g̊ang 今度は，次

は．nästa vecka 来週．

nä.stan 副⃝ ほとんど，ほぼ．（英⃝ almost）．Det

snöar nästan aldrig. 雪はほとんど降りません．

nä.stnä.sta 形⃝ <-, -> 次の次の．nästnästa

vecka 再来週．

ett nä
¯
t 名⃝ <nätet, nät, näten> 網；ネットワー

ク；インターネット．

(en) nä
¯
tde.jting 名⃝ <-dejtingen, × , × > ネット・

デート，インターネットを介してのデート．

nä.tter 名⃝ → natt

nö
¯
dvä.ndig 形⃝ <nödvändigt, nödvändiga> 必要で

ある．

nö. jd 形⃝ <nöjt, nöjda> (med ...) （...に）満足し

ている．

ett nö. je 名⃝ <nöjet, nöjen, nöjena> 喜び．med

största nöje 喜んで．

nö
¯
p 動⃝ → nypa

nö
¯
ps 動⃝ → nypas

en nö
¯
rd 名⃝ <nörden, nördar, nördarna> オタク，

マニア．
�� ��発音 -rd でそり舌音．

en nö
¯
t 名⃝ <nöten, nötter, nötterna> ナッツ．▶

複数形に注意．

(ett) nö
¯
tkö. tt 名⃝ <-köttet, × , × > 牛肉．

O

o
¯
a.ktat 前⃝ ...にもかかわらず．detta oaktat こ

れにもかかわらず．

o
¯
avgjo

¯
rd 形⃝ <oavgjort, oavgjorda>（勝負につい

て）引き分けの；未決定の．
�� ��発音 -rd でそり

舌音．

o
¯
avse.tt 前⃝ ...にかかわりなく．

o
¯
bero

¯
ende 形⃝ <–, –> 独立した．

o
¯
bestä.md 形⃝ <obestämt, obestämda> 不定の，

未知形の．obestämd form 不定形，未知形．

o
¯
beto

¯
nad 形⃝ <obetonat, obetonade> 強勢のない．
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ett obje.kt 名⃝ <objektet, objekt, objekten> 目

的語．

ett obje.ktsprono¯
men 名⃝ <-pronomenet,

-pronomen (pronomina), -pronomenen

(pronomina)> 目的語代名詞．

obligato
¯
risk 形⃝ <obligatoriskt, obligatoriska> 義

務的な．

obs! 略⃝ → observera 注意せよ．

observe
¯
ra 動⃝ <observerar, observerade,

observerat, observera!> 観察する，注意する．

o.ch 接⃝ そして (英⃝ and)．
�� ��発音 通例 /̊a/ と発音さ

れる．

o.cks̊a 副⃝ ...もまた，さらに，同様に．(英⃝ also,

too)．

o.d. 略⃝ → och dylikt などなど．

O. dd 固⃝ オッド（男性名）．

o
¯
dla 動⃝ <odlar, odlade, odlat, odla!> 耕す．

o.dyl. 略⃝ → och dylikt などなど．

ett o.ffer 名⃝ <offret, offer, offren> 犠牲．

officie.ll 形⃝ <officiellt, officiella> 公式の．

o. fta 副⃝ よく, しばしば，頻繁に．(英⃝ often)．

o. ftast 副⃝ たいてい，頻繁に．

o
¯
intressa.nt 形⃝ <ointressant, ointressanta> 興味

をそそらない，面白くない，退屈な．

o. j 間⃝ あら，まぁ，おっと．

o. jd̊a¯
間⃝ あらまぁ．

oke.j 間⃝ 了解，OK．

(en) okto
¯
ber 名⃝ < × , × , × > 10月．i oktober

10月に．

o
¯
la
¯
glig 形⃝ <olagligt, olagliga> 違法の，非合法の，

不法の．

o
¯
li
¯
k 形⃝ <olikt, olika> ...と似ていない，異なる．

Hennes dotter är mycket olik sin mamma. 彼

女の娘はお母さんとは似ていない．

o
¯
li
¯
ka 形⃝ < × , olika> 様々な．

en oli
¯
v 名⃝ <oliven, oliver, oliverna> オリーブ．

en o. lja 名⃝ <oljan, oljor, oljorna> 油．

O. lle 固⃝ オッレ（男性名）．Olof の愛称．

O. lsson 固⃝ オルソン（苗字）．

en o
¯
ly. cka 名⃝ <olyckan, olyckor, olyckorna> 事故．

o.m 前⃝ 【空間】...のまわりで，...の周辺に．【時

間】（今から）...後．om en månad 今から 1ヶ

月後．【頻度】(om +̊aret/dygnet/dagenで）1

年につき，24時間につき，1日につき．【その

他】...について．

o.m 接⃝ もしも，...かどうか．（英⃝ whether, if）．

Ursäkta, vet du om det finns ett apotek i

närheten? すみません，この近くに薬局がある

かご存知ですか？

o.m 副⃝ 回って，追い越して，包み込んで；やり直

して．

o.mba
¯
d 動⃝ → ombe

o.mbe
¯
動⃝ <omber, ombad, ombett, ombe!> 依頼

する．

o
¯
medelba

¯
rt 副⃝ 即座に．

�� ��発音 -rt でそり舌音．

en omele.tt 名⃝ <omeletten, omeletter,

omeletterna> オムレツ．

omg̊a
¯
ende 副⃝ 即座に．

omkri.ng 前⃝ ...の周りに．

omkri.ng 副⃝ およそ；周りに．

omku. ll 副⃝ 上下が逆さになって，転倒して，転覆

して．

o
¯
mode

¯
rn 形⃝ <omodernt, omoderna> 現代風でな

い，古くさい，流行おくれの．
�� ��発音 -rn でそり

舌音．

ett o.mr̊a
¯
de 名⃝ <omr̊adet, omr̊aden, omr̊adena>

地域，地区；分野．

en o.mständighe
¯
t 名⃝ <omständigheten,

omständigheter, omständigheterna> 状況．

under alla omständigheter どんな場合で

も，どんな状況下でも，何がなんでも．under

inga omständigheter どんなことがあっても

決して...ない．

o.mty.ckt 形⃝ <omtyckt, omtyckta> 好かれた．

o.mtänksa.m 形⃝ <omtänksamt, omtänksamma>

思いやりのある，気のきく．

o
¯
mö. jlig 形⃝ <omöjligt, omöjliga> 不可能な．

o.nd 形⃝ <ont, onda> 悪い，邪悪な，悪意のある，

不吉な．Det gör ont i ... ...が痛い．Det gör

ont i magen. お腹が痛い．ha ont i ... ...が痛
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い．Jag har ont i magen. 私はお腹が痛い．

Han hade ont i huvudet ig̊ar. 彼は昨日、頭が

痛かった．Jag har ont i en tand. 私は歯が一本

痛い．

en o.nsdag 名⃝ <-dagen, -dagar, -dagarna> 水曜日．�� ��発音 -gは発音されないことが多い．i onsdags

この間の水曜日に．p̊a onsdag この水曜日に．

en o.nsdagsmo.rgon 名⃝ <-morgonen, -morgnar,

-morgnarna> 水曜日の朝．

o.nt 副⃝ha ont om ... ...が不足している．

o
¯
nö
¯
dig 形⃝ <onödigt, onödiga> 不必要な．

en o
¯
pera 名⃝ <operan, operor, operorna> オペラ．

en o
¯
peras̊a.ngare 名⃝ <-s̊angaren, -s̊angare,

-s̊angarna> オペラ歌手．

en o
¯
peras̊a.ngerska 名⃝ <-s̊angerskan,

-s̊angerskor, -s̊angerskorna> 女性オペラ歌手．�� ��発音 -rs- でそり舌音．

en operatio
¯
n 名⃝ <operationen, operationer,

operationerna> 手術．

en operatio
¯
nssjukskö

¯
terska 名⃝ <-sköterskan,

-sköterskor, -sköterskorna> 手術室看護師，オペ

室看護師．
�� ��発音 -rs-でそり舌音．

opere
¯
ra 動⃝ <opererar, opererade, opererat,

operera!> 手術する．Erik ska opereras

imorgon. エーリックは明日手術を受けることに

なっている．

o
¯
pra.ktisk 形⃝ <opraktiskt, opraktiska> （人が）

手際が良くない，訳に立たない；実用的でない.

en optimi.st 名⃝ <optimisten, optimister,

optimisterna> 楽天家，楽天主義者．

ora.nge 形⃝ <–, – (orangea)> オレンジ色の．
�� ��発音

-geは [S]あるいは [Ê]で発音．

ett o
¯
rd 名⃝ <ordet, ord, orden> 単語．

�� ��発音 -rd で

そり舌音．med andra ord 言い換えれば．

en o
¯
rdbo

¯
k 名⃝ <-boken, -böcker, -böckerna> 辞書．�� ��発音 -rd- でそり舌音．

en o
¯
rder 名⃝ <ordern, order (ordrar), orderna

(ordrarna)> 命令．
�� ��発音 -rd- でそり舌音．

en o
¯
rdfö. ljd 名⃝ <ordföljden, ordföljder,

ordföljderna> 語順．
�� ��発音 -rd- でそり舌音．

en o
¯
rdfö

¯
rande 名⃝ <ordföranden, ordförande,

ordförandena> 議長．
�� ��発音 -rd- でそり舌音．

o
¯
rdna 動⃝ <ordnar, ordnade, ordnat, ordna!> 整え

る，準備する．
�� ��発音 -rdn- でそり舌音．ordna

sig おさまる．Det ordnar sig säkert. きっと何

とかなるよ．

(en) o
¯
rdning 名⃝ <ordningen, × , × > 秩序，整

頓，準備．
�� ��発音 -rdn- でそり舌音．göra i

ordning 整える，準備する．göra sig i

ordning 準備をする．

ett o
¯
rdningsta

¯
l 名⃝ <-talet, -tal, -talen> 序数詞．�� ��発音 -rdn- でそり舌音．

en organisatio
¯
n 名⃝ <organisationen,

organisationer, organisationerna> 組織，団体．

o.rka 動⃝ <orkar, orkade, orkat, orka!> （体力的・

精神的に）...できる．

en o.rm 名⃝ <ormen, ormar, ormarna> ヘビ．

o
¯
ro
¯
a 動⃝ <oroar, oroade, oroat, oroa!> 不安にさせ

る．oroa sig 心配する．Oroa dig inte! 心配し

ないように．

o
¯
ro
¯
lig 形⃝ <oroligt, oroliga> 不安である．Han ser

orolig ut. 彼は不安そうにみえる．

en o
¯
rsa
¯
k 名⃝ <orsaken, orsaker, orsakerna> 原因，

理由．
�� ��発音 -rs-でそり舌音．Ingen orsak! ど

ういたしまして．

en o.rt 名⃝ <orten, orter, orterna> 場所，地域．�� ��発音 -rtでそり舌音．

O.S.A/o.s.a. 略⃝ → Om svar anh̊alles 折り返

しお返事お願いします．

O. skar 固⃝ オスカル（男性名）．

O. slo 固⃝ オスロ（ノルウェーの首都）．

o.ss 代⃝ 私たちを，私たちに．(英⃝ us)．

en o.st 名⃝ <osten, ostar, ostarna> チーズ．riven

ost 粉チーズ．

o
¯
sta
¯
dig 形⃝ <ostadigt, ostadiga> 不安定な，変わ

りやすい．

en o.stb̊a¯
ge 名⃝ <-b̊agen, -b̊agar, -b̊agarna> チーズ

風味のコーンスナック．

en o.stku. st 名⃝ <-kusten, -kuster, -kusterna> 東

海岸．

69



高度配信＋阪大出版「スウェーデン語」語彙集 第 4.1版 2022年 02月 12日

en o.st- och ski.nkpa.j 名⃝ <-pajen, -pajer,

-pajerna> チーズ入りのハムのパイ．

en o.stsmörg̊a.s 名⃝ <-g̊asen, -g̊asar, -g̊asarna>

チーズのサンドイッチ．

o.s.v/osv. 略⃝ → och s̊a vidare などなど．

(en) o
¯
sä.mja 名⃝ <osämjan, × , × > 不和，仲た

がい．

o
¯
tro
¯
lig 形⃝ <otroligt, otroliga> 信じられないほど

の，驚くべき．

o
¯
tro
¯
ligt 副⃝ 信じられないほど，非常に．

en o.tta 名⃝ <ottan, ottor, ottorna> クリスマス早

朝のミサ．

(en) o
¯
tu
¯
r 名⃝ <oturen, × , × > 不運，災難．

en o.utlet 名⃝ <outletn, outlets, outletsen> アウト

レット．▶複数形に注意．
o
¯
vanfö

¯
r 前⃝ ...の上に，...の上方で．

o
¯
vanfö

¯
r 副⃝ 上に．

o
¯
va
¯
nlig 形⃝ <ovanligt, ovanliga> 珍しい．

o
¯
va
¯
nligt 副⃝ まれに見るほど．Huset är ovanligt

vackert. その家はまれにみるほど美しい．

o
¯
vanp̊a

¯
前⃝（接触している）...の上方に．

P

pa.cka 動⃝ <packar, packade, packat, packa!> 詰め

る．packa ner 荷物を詰める．packa upp 荷

物を解く．

pa.ddla 動⃝ <paddlar, paddlade, paddlat, paddla!>

（パドルで）漕ぐ，（カヌー・カヤック）に乗る．

paddla kanot カヌーを漕ぐ．

en pa.j 名⃝ <pajen, pajer, pajerna> パイ．

ett pake
¯
t 名⃝ <paketet, paket, paketen> 包み，

パッケージ．

pakista
¯
nsk 形⃝ <pakistanskt, pakistanska> パキ

スタンの．

en pa.nna 名⃝ <pannan, pannor, pannorna>

額；鍋．

en pa.nnka¯
ka 名⃝ <-kakan, -kakor, -kakorna> パン

ケーキ．

en pa.ppa 名⃝ <pappan, pappor, papporna> お父

さん，父．

ett pa.pper 名⃝ <papperet (pappret), papper,

papperen (pappren)> 紙．

en pa.ppersko.rg 名⃝ <-korgen, -korgar,

-korgarna> ゴミ箱．
�� ��発音 -rs-でそり舌音．-rg

は/-rj/

en pa.ppersma.ssa 名⃝ <-massan, -massor,

-massorna> 紙パルプ．
�� ��発音 -rs-でそり舌音．

en pa
¯
prika 名⃝ <paprikan, paprikor, paprikorna>

パプリカ，ピーマン．

ett pa
¯
r 名⃝ <paret, par, paren> カップル；一組．

ett par skor 靴一組．

ett paraply
¯
名⃝ <paraplyet, paraplyer,

paraplyerna> 傘．

en parente
¯
s 名⃝ <parentesen, parenteser,

parenteserna> カッコ．

ett pa
¯
rhu

¯
s 名⃝ <-huset, -hus, -husen> 二軒一棟の

家屋，二軒一棟建て住宅．

Pari
¯
s 固⃝ パリ（地名）．

en pa.rk 名⃝ <parken, parker, parkerna> 公園．

parke
¯
ra 動⃝ <parkerar, parkerade, parkerat,

parkera!> 駐車する．

en parlame.nt 名⃝ <parlamentet, parlament,

parlamenten> 議会，国会．
�� ��発音 -rl-でそり舌音．

en parmesa
¯
no.st 名⃝ <-osten, -ostar, -ostarna> パ

ルメザンチーズ．

ett parti
¯
名⃝ <partiet, partier, partierna> 政党．�� ��発音 -rt-でそり舌音．▶複数形に注意．

ett parti.kelve.rb 名⃝ <-verbet, -verb, -verben>小

辞動詞，句動詞，不変化詞動詞．
�� ��発音 -rt-でそり

舌音．

en pa
¯
rtner 名⃝ <partnern, partner, partnerna>

パートナー．
�� ��発音 -rtn-でそり舌音．

ett pa.ss 名⃝ <passet, pass, passen> パスポート．

pa.ssa 動⃝ <passar, passade, passat, passa!> 適す

る，合う；気をつける．

ett passage
¯
rarpla

¯
n 名⃝ <-planet, -plan, -planen>

旅客機．
�� ��発音 -ge- は [S]あるいは [Ê]で発音．

passe
¯
ra 動⃝ <passerar, passerade, passerat,

passera!> 通り過ぎる．

en pa.sskontro. ll 名⃝ <-kontrollen, -kontroller,
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-kontrollerna> 入国審査．

en pa.sta 名⃝ <pastan, pastor, pastorna> パスタ．

ett pate.nt 名⃝ <patentet, patent, patenten> 特許．

en patie.nt 名⃝ <patienten, patienter, patienterna>

患者．
�� ��発音 /pasie.nt/．

en pa.us 名⃝ <pausen, pauser, pauserna> 休憩．ta

en paus 休憩する．

en pc 名⃝ <pc:n, pc:ar, pc:arna> パーソナルコン

ピューター．
�� ��発音 /pe

¯
se
¯
/．

pedago
¯
gisk 形⃝ <pedagogiskt, pedagogiska> 教育

学の，教授法の．

pe
¯
ka 動⃝ <pekar, pekade, pekat, peka!> 指す，指し

示す，指摘する．

ett pe
¯
kfi.nger 名⃝ <-fingret, -fingrar, -fingrarna>

人差し指．

ett pe.ndelavst̊a.nd 名⃝ <-avst̊andet, -avst̊and,

-avst̊anden> 通勤距離．

ett pe.ndelt̊a¯
g 名⃝ <-t̊aget, -t̊ag, -t̊agen> 通勤電

車，通勤列車．

pe.ndla 動⃝ <pendlar, pendlade, pendlat, pendla!>

通勤する，通学する．

pe.ngar 名⃝ < × , pengar, pengarna> お金．tjäna

pengar 金を稼ぐ．▶単数形は存在しない．
en pe.nna 名⃝ <pennan, pennor, pennorna> ペン，

筆記用具．

en pensio
¯
n 名⃝ <pensionen, pensioner,

pensionerna> 年金．
�� ��発音 [paNÊu:n]

pensione
¯
rad 形⃝ <pensionerat, pensionerade> 定

年退職した．
�� ��発音 [paNÊUne:rad]

en pensionä
¯
r 名⃝ <pensionären, pensionärer,

pensionärerna> 年金生活者．
�� ��発音 [paNÊUnæ:r]

(en) pe.ppar 名⃝ <pepparn, × , × > コショウ．

pe
¯
r 前⃝ ...につき．per vecka 1週間につき．

perfe.kt 形⃝ <perfekt, perfekta> 完璧な．

ett pe
¯
rfe.kt/pe¯

rfe.ktum 名⃝ <perfektet,

perfekter, perfekterna> 完了（時制）．presens

perfekt 現在完了．

en pe.rsika 名⃝ <persikan, persikor, persikorna>

桃．
�� ��発音 -rs-でそり舌音．

en perso
¯
n 名⃝ <personen, personer, personerna>

人，人間．
�� ��発音 -rs-でそり舌音．per person 一

人当たり．

en persona
¯
lavde

¯
lning 名⃝ <-avdelningen,

-avdelningar, -avdelningarna> 人事部門．

ett perso
¯
nnu.mmer 名⃝ <-numret, -nummer,

-numren> パーソナルナンバー，ソーシャルセ

キュリティーナンバー．
�� ��発音 -rs-でそり舌音．

en perso
¯
nda

¯
tor 名⃝ <-da

¯
torn, -dato

¯
rer,

-dato
¯
rerna> パーソナルコンピューター．

�� ��発音

-rs-でそり舌音．複数形でアクセントが移動．

Pe
¯
rsson 固⃝ パーション（苗字）．

�� ��発音 -rs- でそり

舌音．

Pe
¯
tra 固⃝ ペートラ（女性名）．

Pe.ttersson 固⃝ ペッテション（苗字）．
�� ��発音 -rs-

でそり舌音．

pg 略⃝ → postgiro 郵便振替．

p.g.a. 略⃝ → p̊a grund av ...のために，...の理

由で．

ett pia
¯
no 名⃝ <pianot, pianon, pianona> ピアノ．

en pi.cknick 名⃝ <picknicken, picknickar,

picknickarna> ピクニック．

pi.gg 形⃝ <piggt, pigga> 元気のよい．

en pilo
¯
t 名⃝ <piloten, piloter, piloterna> パイ

ロット．

en pisto
¯
l 名⃝ <pistolen, pistoler, pistolerna> ピス

トル．

en pi.zza 名⃝ <pizzan, pizzor, pizzorna> ピザ．�� ��発音 /pi.tsa/．

en pjä
¯
s 名⃝ <pjäsen, pjäser, pjäserna> 戯曲．

place
¯
ra 動⃝ <placerar, placerade, placerat,

placera!> 配置する，置く．

en place
¯
ring 名⃝ <placeringen, placeringar,

placeringarna> 配置，置き方．

ett pla.gg 名⃝ <plagget, plagg, plaggen>（個々の）

衣類．

en pla
¯
n 名⃝ <planen, planer, planerna> 計画．

ett pla
¯
n 名⃝ <planet, plan, planen> 面；階；飛

行機．

plane
¯
ra 動⃝ <planerar, planerade, planerat,

planera!> 計画する．

71



高度配信＋阪大出版「スウェーデン語」語彙集 第 4.1版 2022年 02月 12日

plante
¯
ra 動⃝ <planterar, planterade, planterat,

plantera!> 植える，植え込む．

en pla.stförä. lder 名⃝ <-föräldern, -föräldrar,

-föräldrarna> 継親

en pla.stpa.ppa 名⃝ <-pappan, -pappor,

-papporna> 継父．

en pla.ts 名⃝ <platsen, platser, platserna> 場所．

p̊a rätt plats 正しい場所に．

pla.tt 形⃝ <platt, platta> 平らな，平坦な．

en pli.kt 名⃝ <plikten, plikter, plikterna> 義務．

plo.cka 動⃝ <plockar, plockade, plockat, plocka!> 摘

み取る，拾う．

ett plo.mmon 名⃝ <plommonet, plommon,

plommonen> プラム．

plu. gga 動⃝ <pluggar, pluggade, pluggat, plugga!>

勉強する，集中して勉強する．

en plu. gghä.st 名⃝ <-hästen, -hästar, -hästarna> ガ

リ勉．

en plu
¯
ral 名⃝ <pluralen, pluraler, pluralerna> （文

法の）複数．

en plu
¯
ralfo.rm 名⃝ <-formen, -former, -formerna>

複数形．

plu. s 形⃝ <-, -> プラスの．sex plus ett är sju.　

6＋ 1=7.

en pl̊a
¯
nbo

¯
k 名⃝ <-boken, -böcker, -böckerna> 財

布．▶複数形に注意．
en plä. tt 名⃝ <plätten, plättar, plättarna> 薄いパ

ンケーキ．

plö. tsligt 副⃝ 突然．

en poesi
¯
名⃝ <poesin, poesier, poesierna> 詩，

詩文．

po. jka.ktig 形⃝ <-aktigt, -aktiga> 男の子ぽい．

en po. jke 名⃝ <pojken, pojkar, pojkarna> 男の子．

en po. jkvä.n 名⃝ <-vännen, -vänner, -vännerna>

ボーフレンド．

(en) po
¯
ker 名⃝ <pokern, × , × > ポーカー．

en po
¯
lci.rkel 名⃝ <-cirkeln, -cirklar, -cirklarna> 北

極圏．

Po
¯
len 固⃝ ポーランド．

en poli
¯
s 名⃝ <polisen, poliser, poliserna> 警察，警

察官．

en poli
¯
sse
¯
rie 名⃝ <-serien, -serier, -serierna> 犯罪

ドラマシリーズ．

en poli
¯
sstatio

¯
n 名⃝ <-stationen, -stationer,

-stationerna> 警察署．

(en) politi
¯
k 名⃝ <politiken, × , × > 政治，政策．

en poli
¯
tiker 名⃝ <politikern, politiker,

politikerna> 政治家．

po. lsk 形⃝ <polskt, polska> ポーランドの．

pommes fri.tes 名⃝ < × , pommes frites, pommes

fritesen> フライドポテト．
�� ��発音 /p̊amfri.t/．▶

単数形は存在しない．

en po.pstjä¯
rna 名⃝ <-stjärnan, -stjärnor,

-stjärnorna> ポップスター．
�� ��発音 -rn- でそり

舌音．

populä
¯
r 形⃝ <populärt, populära> 人気のある．

po
¯
rla 動⃝ <porlar, porlade, porlat, porla!> サラサ

ラと音を立てる．
�� ��発音 -rl- でそり舌音．

en po.rt 名⃝ <porten, portar, portarna> 建物の扉，

入口；（コンピューター）ポート．
�� ��発音 -rt でそ

り舌音．

Po.rtugal 固⃝ ポルトガル．

(en) portugi
¯
siska 名⃝ <portugisiskan, × , × > ポ

ルトガル語．

en positio
¯
n 名⃝ <positionen, positioner,

positionerna> 位置．

po.sitiv 形⃝ <positivt, positiva> 積極的な，肯定

的な．

(en) po.st 名⃝ <posten, × , × > 郵便；（新聞名とし

て）...紙．

ett po.stgi¯
ro 名⃝ <postgirot, postgiron,

postgirona> 郵便振替．

ett po.stkonto¯
r 名⃝ <-kontoret, -kontor,

-kontoren> 郵便局．

en pota
¯
tis 名⃝ <potatisen, potatisar, potatisarna>

じゃがいも．stekt potatis フライドポテト．

bakad potatis ベイクドポテト．

en pota
¯
tisgratä.ng 名⃝ <-gratängen, -gratänger,

-gratängerna> ジャガイモのグラタン．

(ett) pota
¯
tismjö

¯
l 名⃝ <potatismjölet, × , × > 片
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栗粉．

(ett) pota
¯
tismo

¯
s 名⃝ <potatismoset, × , × > マッ

シュポテト．

en pota
¯
tissa. llad 名⃝ <-salladen, -sallader,

-salladerna> ポテトサラダ．

en po.tta 名⃝ <pottan, pottor, pottorna> おまる．

(en) prakti
¯
k 名⃝ <praktiken, × , × > インターン

シップ．

pra.ktisk 形⃝ <praktiskt, praktiska> 便利な，実用

的な.

(ett) pra
¯
t 名⃝ <pratet, × , × > おしゃべり．

pra
¯
ta 動⃝ <pratar, pratade, pratat, prata!> 話す，

おしゃべりする．

preci
¯
s 副⃝ きっかり，ぴったり，ちょうど．

Precis! まったくその通り．inte precis 特

に...という訳ではない．

(ett) pre
¯
sens 名⃝ < × , presens, × > 現在時制．

presens perfekt 現在完了．

en prese.nt 名⃝ <presenten, presenter,

presenterna> プレゼント，贈り物．i present

プレゼントとして．

presente
¯
ra 動⃝ <presenterar, presenterade,

presenterat, presentera!> presentera sig 自己

紹介する．

en prese.ntsho.pp 名⃝ <-shoppen, -shoppar,

-shopparna> ギフトストアー．

en preside.nt 名⃝ <presidenten, presidenter,

presidenterna> 大統領．

Pre.ssby
¯
r̊an 固⃝ プレスビーロン（駅などにある売

店の名前）．

ett prete
¯
ritum 名⃝ <preteritumet, preteritum,

preteritumen> 過去時制．

pri.ck 副⃝ きっかり，ぴったり，ちょうど．

en pri.ck 名⃝ <pricken, prickar, prickarna> 点，水

玉模様，ドット．

pri.ckig 形⃝ <prickigt, prickiga> 水玉柄の.

en pri.ckru¯
ta 名⃝ <-rutan, -rutor, -rutorna> 点で

囲まれた四角の枠．

en prinse.ssa 名⃝ <prinsessan, prinsessor,

prinsessorna> 王女，皇女，内親王．

priorite
¯
ra 動⃝ <prioriterar, prioriterade,

prioriterat, prioritera!> ...を優先する．

ett pri
¯
s 名⃝ <priset, priser, priserna> 値段；賞．

fast pris 定価．halva priset 半額．▶複数形
の語尾に注意．

en pri
¯
sla.pp 名⃝ <-lappen, -lappar, -lapparna>

値札．

en pri
¯
sli.sta 名⃝ <-listan, -listor, -listorna> 価格表．

en pri
¯
ssu.mma 名⃝ <-summan, -summor,

-summorna> 賞金額．

en pri
¯
sutde

¯
lning 名⃝ <-utdelningen, -utdelningar,

-utdelningarna> 授賞，授賞式．

ett proble
¯
m 名⃝ <problemet, problem,

problemen> 問題．

en proce.nt 名⃝ <procenten, procent, procenten>

パーセント．▶複数形に注意．
en proce.ss 名⃝ <processen, processer,

processerna> プロセス，過程．

produce
¯
ra 動⃝ <producerar, producerade,

producerat, producera!> 生産する．

en profe.ssor 名⃝ <profe.ssorn, professo¯
rer,

professo
¯
rerna> 教授．

�� ��発音 複数形でアクセント

が移動．

en profi
¯
l 名⃝ <profilen, profiler, profilerna> プロ

フィール．

en progno
¯
s 名⃝ <prognosen, prognoser,

prognoserna> 予測，予報．

ett progra.m 名⃝ <programmet, program,

programmen> 番組．
�� ��発音 -a- が短母音であるこ

とに注意．

programme
¯
ra 動⃝ <programmerar,

programmerade, programmerat, programmera!>

（コンピューター）プログラミングする，プログ

ラムを作る．

en programme
¯
rare 名⃝ <programmeraren,

programmerare, programmerarna> プログ

ラマー．

en programme
¯
ring 名⃝ <programmeringen,

programmeringar, programmeringarna> プログラ

ミング．
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ett proje.kt 名⃝ <projektet, projekt, projekten> プ

ロジェクト．
�� ��発音 -j- は [S]あるいは [j]で発音．

en proje.ktor 名⃝ <proje.ktorn, projekto¯
rer,

projekto
¯
rerna> プロジェクター．

�� ��発音 複数形で

アクセントが移動．

en promena
¯
d 名⃝ <promenaden, promenader,

promenaderna> 散歩．

promene
¯
ra 動⃝ <promenerar, promenerade,

promenerat, promenera!> 散歩する，歩く．Bo

promenerade tillsammans med sin fru. ボーは

自分の妻と一緒に散歩した．

ett prono
¯
men 名⃝ <pronomenet, pronomen

(pronomina), pronomenen (pronomina)> 代名詞．

demonstrativa pronomen 指示代名詞．

indefinita pronomen 不定代名詞．

possessiva pronomen 所有代名詞．

reflexiva pronomen 再帰代名詞．relativa

pronomen 関係代名詞．självständiga

pronomen 独立代名詞．

ett prospe.kt 名⃝ <prospektet, prospekt,

prospekten> 案内書，パンフレット．

en protesta.nt 名⃝ <protestanten, prontestanter,

protestanterna> プロテスタント，新教徒．

ett pro
¯
v 名⃝ <provet, prov, proven> 検査；試験．

pro
¯
va 動⃝ <provar, provade, provat, prova!> 試す．

Vill du prova? 試着されますか？試されま

すか？

pro
¯
vkö

¯
ra 動⃝ <-kör, -körde, -kört, -kör!> 試運転

する．

pro
¯
vsma

¯
ka 動⃝ <-smakar, -smakade, -smakat,

-smaka!> 試食する，味見する．

en prä
¯
gel 名⃝ <prägeln, präglar, präglarna> 特色，

印象．

prä
¯
gla 動⃝ <präglar, präglade, präglat, prägla!> 心

に刻む．

prö
¯
va 動⃝ <prövar, prövade, prövat, pröva!> 検査

する，試験する．

en psykolo
¯
g 名⃝ <psykologen, psykologer,

psykologerna> 心理学者．

(en) psykologi
¯
名⃝ <psykologin, × , × > 心理学．

en pu.b 名⃝ <puben, pubar, pubarna> パブ，大衆

酒場．

publice
¯
ra 動⃝ <publicera, publicerade, publicerat,

publicera!> 出版する．

(en) publi
¯
k 名⃝ <publiken, × , × > 聴衆．

ett publi
¯
kstö

¯
d 名⃝ <-stödet, -stöd, -stöden> 観衆

の声援，観衆のサポート．

ett pu. lver 名⃝ <pulvret, pulver, pulvren> 粉末．

en pu.nkt 名⃝ <punkten, punkter, punkterna> 点，

ピリオド．

en pu. rjolö¯
k 名⃝ <-löken, -lökar, -lökarna> 西洋ネ

ギ，ニラネギ．

(en) pu. rpur 名⃝ <purpurn, × , × > 赤みがかった

紫色．

en pu. ss 名⃝ <pussen, pussar, pussarna> （親子間・

友人間での）キス．

pu. ssa 動⃝ <pussar, pussade, pussat, pussa!>（親子

間・友人間での）キスを（...に）する．

pu. ssas 動⃝ <pussas, pussades, pussats, pussas!>

（親子間・友人間での）キスを（お互いに）する．

py. tteli¯
te 副⃝ ほんの少し．

(en) pyttipa.nna/pytt i pa.nna 名⃝
<pyttipannan, × , × > ピットイパンナ（タマネ

ギ，ジャガイモ，肉などをさいの目切りし，炒め

たスウェーデン料理）．

p̊a
¯
前⃝ 【空間】...の上に，...の上で，...に接触し

て，...に付着して (英⃝ on)；（特定の活動をする

ことが想起される場所名詞と結びついて）...

で．．【時間】（行為の達成にかかる時間を示し

て）...で；（行為の行われていない期間や時間数

を示して）...間；（時間帯・曜日・季節などを表

して）...に．【その他】（数量などを限定して）...

において；（一部の動詞と結びついて，一時的な

動き・小さな動き・小刻みな動きを表して）すこ

し．p̊a det att ... ...という点において．

p̊a
¯
副⃝ 接触して；継続して．

p̊a
¯
fa. llande 形⃝ <–, –> 際立った．

p̊a
¯
fa. llande 副⃝ 際立って．

p̊a
¯
gi.ck 動⃝ → p̊ag̊a

p̊a
¯
g̊a
¯
動⃝ <-g̊ar, -gick, -g̊att, -g̊a!> 続く，続行する．
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p̊a
¯
g̊a.tt 動⃝ → p̊ag̊a

p̊a
¯
la 動⃝ <p̊alar, p̊alade, p̊alat, p̊ala!> 杭を打つ．

p̊a
¯
mi.nna 動⃝ <p̊aminner, p̊aminde, p̊amint,

p̊aminn!> p̊aminna A om B Aに Bを思い出

させる．

p̊a
¯
pe
¯
ka 動⃝ <p̊apekar, p̊apekade, p̊apekat,

p̊apeka!> 指摘する．

ett p̊a
¯
pe
¯
kande 名⃝ <p̊apekandet, p̊apekanden,

p̊apekandena> 指摘．

en p̊a
¯
se 名⃝ <p̊asen, p̊asar, p̊asarna> 袋．

en p̊a.sk 名⃝ <p̊asken, p̊askar, p̊askarna> 復活祭，

イースター．Glad p̊ask! 楽しい復活祭を！ i

p̊askas この前の復活祭に．

ett p̊a.sklo¯
v 名⃝ <-lovet, -lov, -loven> 復活祭の

休暇．

p̊a
¯
sky.nda 動⃝ <p̊askyndar, p̊askyndade,

p̊askyndat, p̊askynda!> 急がせる．

ett p̊a
¯
sla
¯
kan 名⃝ <-lakanet, -lakan, -lakanen> 掛け

布団．

p̊a
¯
sto
¯
d 動⃝ → p̊ast̊a

p̊a
¯
st̊a
¯
動⃝ <p̊ast̊ar, p̊astod, p̊ast̊att, p̊ast̊a!> 主張

する．

p̊a
¯
st̊a
¯
tt 動⃝ → p̊ast̊a

ett p̊a
¯
st̊a
¯
ende 名⃝ <p̊ast̊aendet, p̊ast̊aenden,

p̊ast̊aendena> 主張．

en pä. ls 名⃝ <pälsen, pälsar, pälsarna> 毛皮．

en pä
¯
rla 名⃝ <pärlan, pärlor, pärlorna> 真珠．�� ��発音 -rl- でそり舌音．

en pä.rm 名⃝ <pärmen, pärmar, pärmarna> バイ

ンダー．

ett pä
¯
ron 名⃝ <päronet, päron, päronen> セイヨ

ウナシ．

pö
¯
sig 形⃝ <pösigt, pösiga> ふわっとふくらんだ．

R

en ra
¯
d 名⃝ <raden, rader, raderna> 列；行．

ett ra
¯
dhu

¯
s 名⃝ <-huset, -hus, -husen> （同じ形の

住宅が並ぶ）列状住宅．

en ra
¯
dio 名⃝ <radion, radioapparater,

radioappraterna> ラジオ．

ra
¯
k 形⃝ <rakt, raka> まっすぐな．

ra
¯
ka 動⃝ <rakar, rakade, rakat, raka!> raka sig 髭

をそる．

ra.mla 動⃝ <ramlar, ramlade, ramlat, ramla!> 転

ぶ．ramla omkring 転ぶ．

en ra.nd 名⃝ <randen, ränder, ränderna> ストライ

プ．▶ 複数形に注意．
ra.ndig 形⃝ <randigt, randiga> ストライプ柄の．

ra.nn 動⃝ → rinna

en rappo.rt 名⃝ <rapporten, rapporter,

rapporterna> 報告．
�� ��発音 -rt でそり舌音．

ra
¯
sa 動⃝ <rasar, rasade, rasat, rasa!> 崩れる，崩壊

する．

ra
¯
sande 形⃝ <–, –> 激怒した．

ra
¯
sande 副⃝ すさまじく，猛烈に．

en ra.st 名⃝ <rasten, raster, rasterna> 休憩，休止．

en re
¯
a 名⃝ <rean, reor, reorna> セール，バーゲン．

en reaktio
¯
n 名⃝ <reaktionen, reaktioner,

reaktionerna> 反応．

ett rece.pt 名⃝ <receptet, recept, recepten> レ

シピ．

en receptio
¯
n 名⃝ <receptionen, receptioner,

receptionerna> 受付，フロント．

en receptioni.st 名⃝ <receptionisten,

receptionister, receptionisterna> 受付係，フロン

ト係．

re
¯
da 動⃝ <reder, redde, rett, red!> reda ut 解決

する，解く．

re
¯
dan 副⃝ すでに．

redige
¯
ra 動⃝ <redigerar, redigerade, redigerat,

redigera!>（本・フィルムなどを）編集する．�� ��発音 -g-は [S]あるいは [Ê]で発音．

re
¯
do 形⃝ <–, –> 用意のできた．

en reduktio
¯
n 名⃝ <reduktionen, reduktioner,

reduktionerna> 減少；音の脱落．

reflexi
¯
v/re.flexiv 形⃝ <reflexivt, reflexiva> （文

法）再帰の．reflexiva pronomen 再帰代名

詞．reflexiva verb 再帰動詞．

en re
¯
gel 名⃝ <regeln, regler, reglerna> 規則．

en rege.nt 名⃝ <regenten, regenter, regenterna> 君
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主，元首．

en rege
¯
ring 名⃝ <regeringen, regeringar,

regeringarna> 政府，内閣．

Rege
¯
ringsga

¯
tan 固⃝ レイェーリングスガータン

（ストックホルムの通りの名前）．

en regio
¯
n 名⃝ <regionen, regioner, regionerna> 地

域，地方，地帯．

en regissö
¯
r 名⃝ <regissören, regissörer,

regissörerna> 映画監督，舞台監督．
�� ��発音 -g-は

[S]あるいは [Ê]．

ett re.gn 名⃝ <regnet, regn, regnen> 雨．

re.gna 動⃝ <regnar, regnade, regnat, × > 雨が降る．

Det regnar. 雨が降っている．

en re.gnb̊a¯
ge 名⃝ <-b̊agen, -b̊agar, -b̊agarna> 虹，

レインボー．

en re.gnb̊agsfami.lj 名⃝ <-familjen, -familjer,

-familjerna> 同性カップルによる家族．

re.gnklä¯
der 名⃝ < × , -kläder, -kläderna> 雨着，防

水着．▶単数形は存在しない．
en rekla

¯
m 名⃝ <reklamen, reklamer, reklamerna>

広告，宣伝．

rekommende
¯
ra 動⃝ <rekommenderar,

rekommenderade, rekommenderat,

rekommendera!> 薦める．

rekonstrue
¯
ra 動⃝ <rekonstruerar, rekonstruerade,

rekonstruerat, rekonstruera!> 再建する，復元

する．

ett reko
¯
rd 名⃝ <rekordet, rekord, rekorden> 記録，

最高記録．
�� ��発音 -rd でそり舌音．

reko
¯
rdl̊a

¯
g 形⃝ <-l̊agt, -l̊aga> 史上最低の，記録的

に低い．
�� ��発音 -rdl- でそり舌音．

en rekryte
¯
ring 名⃝ <rekryteringen, rekryteringar,

rekryteringarna> 新規採用，人員補充．

en re.ktor 名⃝ <re.ktorn, rekto¯
rer, rekto

¯
rerna> 校

長，社長．
�� ��発音 複数形でアクセントが移動．

en relatio
¯
n 名⃝ <relationen, relationer,

relationerna> 関係．

en relatio
¯
nsexpe.rt 名⃝ <-experten, -experter,

-experterna> 人間関係の専門家，人間関係のカ

ウンセラー．
�� ��発音 -rt でそり舌音．

relati
¯
v/re.lativ 形⃝ <relativt, relativa> 比較上の．

relati
¯
vt/re.lativt 副⃝ 比較的．

en religio
¯
n 名⃝ <religionen, religioner,

religionerna> 宗教．
�� ��発音 /relio

¯
n/．

en re
¯
n 名⃝ <renen, renar, renarna> トナカイ．

re
¯
n 形⃝ <rent, rena> きれいな，清潔な．

renove
¯
ra 動⃝ <renoverar, renoverade, renoverat,

renovera!> （建物などを）修繕する，改装する．

re.nsa 動⃝ <rensar, rensade, rensat, rensa!> きれい

にする．

ett re
¯
p 名⃝ <repet, rep, repen> ロープ．

en reparatio
¯
n 名⃝ <reparationen, reparationer,

reparationerna> 修理．

repare
¯
ra 動⃝ <reparerar, reparerade, reparerat,

reparera!> 修理する．

repete
¯
ra 動⃝ <repeterar, repeterade, repeterat,

repetera!> 繰り返して言う．

en repli
¯
k 名⃝ <repliken, repliker, replikerna> 返答．

re
¯
sa 動⃝ <reser, reste, rest, res!> 旅行する；立て

る．resa sig 立ち上がる，起立する．

en re
¯
sa 名⃝ <resan, resor, resorna> 旅，旅行．Hur

mycket kostar en enkel resa? 片道いくらかかる

の？ Trevlig resa! よい旅行を！

en re
¯
sande 名⃝ <resanden, resande, resandena> 旅

行者．

resp. 略⃝ → respektive それぞれ．

(en) respe.kt 名⃝ <respekten, × , × > 尊敬，敬意．

respekti
¯
ve 形⃝ <–, –> それぞれ．

(en) respo.ns 名⃝ <responsen, × , × > 反応．ge

respons 反応する．

en restaura.ng 名⃝ <restaurangen, restauranger,

restaurangerna> レストラン．

en restaura.ngva.gn 名⃝ <-vagnen, -vagnar,

-vagnarna> 食堂車．

ett resulta
¯
t 名⃝ <resultatet, resultat, resultaten>

結果．

en resu. rs 名⃝ <resursen, resurser, resurserna> 資

源，手段．
�� ��発音 -rs でそり舌音．

en re
¯
svä.ska 名⃝ <-väskan, -väskor, -väskorna>

スーツケース，トランク，旅行鞄．
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re
¯
ta 動⃝ <retar, retade, retat, reta!> （...を）いじ

める．

re
¯
tas 動⃝ <retas, retades, retats, retas!> いじめる

（習性がある）．

en retu
¯
r 名⃝ <returen, returer, returerna> 復路，

返送．

re
¯
v 動⃝ → riva

en revi
¯
sor 名⃝ <revi

¯
sorn, reviso

¯
rer, reviso

¯
rerna>

会計士．
�� ��発音 複数形でアクセントが移動．

re
¯
vs 動⃝ → rivas

Re.ykjavi¯
k 固⃝ レイキャビーク（アイスランドの

首都）．

ri
¯
da 動⃝ <rider, red, ridit, rid!> （馬などの動物）

に乗る．

ri
¯
k 形⃝ <rikt, rika> 金持ちの；豊かな．

en ri.ksba.nk 名⃝ <-banken, -banker, -bankerna>

中央銀行．

en ri.ksdag 名⃝ <riksdagen, riksdagar,

riksdagarna> 国会．

ri.ktig 形⃝ <riktigt, riktiga> 正しい；本当の．

ri.ktigt 副⃝ 本当に．inte riktigt あまり...ない

en ri.ktning 名⃝ <riktningen, riktningar,

riktningarna> 方向．

en ri.ng 名⃝ <ringen, ringar, ringarna> 輪，指輪．

ri.nga 動⃝ <ringer, ringde, ringt, ring!> 電話をかけ

る；ベルが鳴る．Jag ringer till henne ikväll.

今晩私は彼女に電話をします．ringa p̊a

dörren ドアのベルを鳴らす．

ri.nga 動⃝ <ringer, ringde, ringt, ring!> ringa in

丸で囲む．

ri.nga 形⃝ <–, –> わずかな．

ett ri.ngfi.nger 名⃝ <-fingret, -fingrar, -fingrarna>

薬指．

ri.nna 動⃝ <rinner, rann, runnit, rinn!> 流れる．

rinna över あふれて流れ出る．

en ri
¯
pa 名⃝ <ripan, ripor, riporna> ライチョウ．

(ett) ri
¯
s 名⃝ <riset, × , × > 米．

ett ri
¯
sgry

¯
n 名⃝ <-grynet, -gryn, -grynen> 米一粒．

en ri.sk 名⃝ <risken, risker, riskerna> 危険，リスク．

riska
¯
bel 形⃝ <riskabelt, riskabla> 危険の多い．

riske
¯
ra 動⃝ <riskerar, riskerade, riskerat, riskera!>

危険にさらす．

ri
¯
ta 動⃝ <ritar, ritade, ritat, rita!> 描く．

en ri
¯
tning 名⃝ <ritningen, ritningar, ritningarna>

図面，設計図，製図；スケッチ，デッサン，線画．

ri
¯
va 動⃝ <river, rev, rivit, riv!> 引っ掻く；破る，

すりおろす．

ri
¯
vas 動⃝ <rivs, revs, rivits, rivs!> 引っ掻く．

ri
¯
vit 動⃝ → riva

ri
¯
vits 動⃝ → rivas

en ri
¯
vsta

¯
rt 名⃝ <rivstarten, rivstarter,

rivstarterna> 急発進．
�� ��発音 -rt でそり舌音．

ro
¯
動⃝ <ror, rodde, rott, ro!> 漕ぐ．

ro
¯
a 動⃝ <roar, roade, roat, roa!> roa sig 楽しむ．

Ro
¯
bert 固⃝ ローバット（男性名）．

�� ��発音 -rt でそ

り舌音．

ro
¯
gi
¯
vande 形⃝ <-, -> 落ち着かせる，心をなごま

せる，心の落ち着く．

ro
¯
lig 形⃝ <roligt, roliga> おもしろい，楽しい．

Vad roligt! それは面白いね！

en ro. ll 名⃝ <rollen, roller, rollerna> 役割．byta

roller 役割を交代する．spela en roll 役割を

果たす．

Ro.m 固⃝ ローマ．
�� ��発音 -o- が短母音であることに

注意．

en roma
¯
n 名⃝ <romanen, romaner, romanerna>

小説．

(en) ro.mani/ro
¯
mani 名⃝ <romanin, × , × > ロ

マ語（ロマ族が使用する言語，romani chib とも

呼ばれる）．

roma.ntisk 形⃝ <romantiskt, romantiska> ロマン

チックな．

en ro.mare 名⃝ <romaren, romare, romarna> 古代

ローマ人．
�� ��発音 -o- が短母音であることに注意．

en ronde.ll 名⃝ <rondellen, rondeller, rondellerna>

ロータリー，（信号機のない）環状交差点．

ro
¯
pa 動⃝ <ropar, ropade, ropat, ropa!> 叫ぶ．

ro
¯
sa 形⃝ <–, –> ローズピンク色の，ピンク色の．

en ro
¯
t 名⃝ <roten, rötter, rötterna> 根．▶複数形

に注意．
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en rubri
¯
k 名⃝ <rubriken, rubriker, rubrikerna> 見

出し．

ett ru.m 名⃝ <rummet, rum, rummen> 部屋．
�� ��発音

-u-が短母音であることに注意．．i främsta

rummet なによりもまず. äga rum 開催され

る，行われる．

en ru.mpa 名⃝ <rumpan, rumpor, rumporna>

お尻．

ru.nd 形⃝ <runt, runda> 丸い．

ru.nnit 動⃝ → rinna

ru.nt 前⃝ ...の周りに，...を回って．jorden runt

世界一周．̊aret runt 年がら年中．

ru.ntomkri.ng 前⃝ ...のまわりに．

en ru
¯
sningsti

¯
d 名⃝ <-tiden, -tider, -tiderna> ラッ

シュアワー．

en ru
¯
ta 名⃝ <rutan, rutor, rutorna> 四角形，枠．

ru
¯
tig 形⃝ <rutigt, rutiga> チェック柄の．

ru
¯
tit 動⃝ → ryta

en ry.gg 名⃝ <ryggen, ryggar, ryggarna> 背中．

ligga p̊a rygge(n) 仰向けになっている．ont

i ryggen 腰が痛い，背中が痛い．

ry
¯
ka 動⃝ <ryker, rök (rykte), rykt, ryk!> 湯気を立

てる，蒸気が立っている．

ry.mmas 動⃝ <ryms, rymdes, rymts, × > 収容能力

がある．

ry. sk 形⃝ <ryskt, ryska> ロシア（語）の．

(en) ry. ska 名⃝ <ryskan, × , × > ロシア語．

Ry.ssland 固⃝ ロシア．

ry
¯
ta 動⃝ <ryter, röt, rutit, ryt!> 吠える，大声でわ

めく．

r̊a
¯
形⃝ <r̊att, r̊aa> 生の．

ett r̊a
¯
d 名⃝ <r̊adet, r̊ad, r̊aden> 忠告．

(en) r̊a
¯
d 名⃝ < × , × , × > 金銭的余裕．ha r̊ad

（金銭的）余裕がある．

r̊a
¯
da 動⃝ <r̊ader, r̊adde, r̊att, r̊ad!> 支配する．

ett r̊a
¯
dju

¯
r 名⃝ <-djuret, -djur, -djuren> シカ．�� ��発音 -d- は発音しない．

(en) r̊a
¯
g 名⃝ <r̊agen, × , × > ライ麦．

(ett) r̊a
¯
gmjö

¯
l 名⃝ <-mjölet, × , × > ライ麦粉．

r̊a
¯
ka 動⃝ <r̊akar, r̊akade, r̊akat, × > たまたま...す

る；偶然に（...に）会う．

r̊a
¯
kas 動⃝ <r̊akas, r̊akades, r̊akats, × > 偶然に（お

互いに）会う．

en r̊a
¯
va
¯
ra 名⃝ <-varan, -varor, -varorna> 原料，

材料．

rä.cka 動⃝ <räcker, räckte, räckt, räck!> räcka till

十分である，足りる．

rä.dd 形⃝ < × , rädda> (för ...)（...を）恐れる，怖

がる；(om ...)（...に）気を付ける，注意を払う．

rä.dda 動⃝ <räddar, räddade, räddat, rädda!> 救う．

en rä.dsla/rä¯
dsla 名⃝ <rädslan, rädslor,

rädslorna> 恐れ．

en rä
¯
ka 名⃝ <räkan, räkor, räkorna> エビ．

rä
¯
kna 動⃝ <räknar, räknade, räknat, räkna!> 数え

る，計算する．

en rä
¯
kning 名⃝ <räkningen, räkningar,

räkningarna> 計算；請求書．betala en

räkning 支払いをする．

en rä
¯
ksa. llad 名⃝ <-salladen, -sallader,

-salladerna> エビのサラダ．

en rä.nta 名⃝ <räntan, räntor, räntorna> 利子．

en rä. tt 名⃝ <rätten, rätter, rätterna> 料理；正し

さ；権利；裁判所．

rä. tt 形⃝ <rätt, rätta> 正しい．Det har du rätt

i.あなたの言う通りです．Det var rätt åt

dig! 君にはそれが当然の報いだ，自業自得だ．

rättare sagt より正確に言うと．

rä. tta 動⃝ <rättar, rättade, rättat, rätta!> 直す，

正す．

en rä
¯
v 名⃝ <räven, rävar, rävarna> キツネ．

rö
¯
d 形⃝ <rött, röda> 赤い．

Rö
¯
d ko.rset 固⃝ 赤十字．

�� ��発音 -rs- でそり舌音．

rö
¯
k 動⃝ → ryka

rö
¯
ka 動⃝ <röker, rökte, rökt, rök!> タバコを吸う．

rö
¯
kt 形⃝ <rökt, rökta> 燻製にした，いぶした．

rö
¯
ra 動⃝ <rör, rörde, rört, rör!> 触る，動かす．

röra sig 動く．

rö
¯
rande 前⃝ ...に関して．

en rö
¯
relse 名⃝ <rörelsen, rörelser, rörelserna>

動き．
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en rö. st 名⃝ <rösten, röster, rösterna> 声；投票．

(en) rö. strä. tt 名⃝ <-rätten, × , × > 選挙権．

rö
¯
t 動⃝ → ryta

S

s. 略⃝ → sidan, sidorna ページ，頁．

sa
¯
動⃝ → säga

ett sabota
¯
ge 名⃝ <sabotaget, sabotage,

sabotagen> 破壊活動．
�� ��発音 -geは [S]あるいは

[Ê]で発音．

sa
¯
de 動⃝ → säga

(en) sa.ffranriso.tto 名⃝ <saffranrisotton, × , × >

サフランリゾット，リゾット・アッラ・ミラ

ネーゼ．

en sa. ft 名⃝ <saften, safter, safterna> （野菜・果物

などの）ジュース；体液．

sa.gt 動⃝ → säga

en sa
¯
k 名⃝ <saken, saker, sakerna> 物，事．saker

och ting 物事，出来事．

sa
¯
kna 動⃝ <saknar, saknade, saknat, sakna!> ...を

欠く，...がいなくて寂しい，行方不明である．

sa
¯
knas 動⃝ <saknas, saknades, saknats, × > ...が

なくて困っている．

sa.kta 動⃝ <saktar, saktade, saktat, sakta!> sakta

ner 速度を落とす，速度を下げる．

sa.kta 副⃝ ゆっくりと．

en sa. llad 名⃝ <salladen, sallader, salladerna> サラ

ダ，レタス．▶レタスの意味では不可算．
ett sa. lt 名⃝ <saltet, salter, salterna> 塩．

(ett) sa. ltla.krits 名⃝ <-laktitset, × , × > サルミ

アッキ，サルトラクリス（甘草（リコリス）と塩

化アンモニウムによるお菓子）．

sa
¯
lu 名⃝ < × , × , × > till salu 売物に出ている．

ett sa.marbe
¯
te 名⃝ <samarbetet, samarbeten,

samarbetena> 共同，協力．

(ett) sa.mba.nd 名⃝ <sambandet, samband,

sambanden> 関連性．

en sa.mbo
¯
名⃝ <sambon, sambor, samborna> 同棲

相手．

en sa
¯
me 名⃝ <samen, samer, samerna> サーミ人．

ett sa.mhä. lle 名⃝ <samhället, samhällen,

samhällena> 社会．

en sa.mhällsfr̊a
¯
ga 名⃝ <-fr̊agan, -fr̊agor,

-fr̊agorna> 社会問題．

en sa.mhällskunska
¯
p 名⃝ <-kunskapen,

-kunskaper, -kunskaperna> （科目としての）社

会科．

sa
¯
misk 形⃝ <samiskt, samiska> サーミの．

sa.mla 動⃝ <samlar, samlade, samlat, samla!> 集

める．

sa.mlas 動⃝ <samlas, samlades, samlats, × > 集

まる．

sa.mma 代⃝ <-, -> 同じ．samma dag 同じ日，

同日．samma som ... ...と同じ．

sa.mmanfa.tta 動⃝ <sammanfattar,

sammanfattade, sammanfattat, sammanfatta!>

　要約する，まとめる．

sa.mmanfö
¯
ra 動⃝ <sammanför, sammanförde,

sammanfört, sammanför!> 引き合わせる．

sa.mmansa.tt 形⃝ <sammansatt, sammansatta>　

合成の，複合の．sammansatta ord 複合語．

sa.mt 接⃝ ...および...．▶主に書き言葉で使われる．
ett sa.mta

¯
l 名⃝ <samtalet, samtal, samtalen> 会話．

sa.mti
¯
dig 形⃝ <samtidigt, samtidiga> 同時の．

sa.mti
¯
digt 副⃝ 同時に．

(en) sa.nd 名⃝ <sanden, × , × > 砂．

sa.nkt 形⃝ < × , sankta/sankte> 聖...．▶ 聖人の名
前の前につける．男性の場合は，sankt あるいは

sankte，女性の場合は sankta. 略号は S:t, Sta.

sa.nn 形⃝ <sant, sanna> 本当の，真実の．inte

sant?（文末に置いて，付加疑問として）...です

よね？ Han är student, inte sant? 彼は学生で

すよね．Är det sant? 本当ですか？

en sa.nning 名⃝ <sanningen, sanningar,

sanningarna> 真実，本当のこと．

sa.nnoli¯
k 形⃝ <sannolikt, sannolika> もっともら

しい．

sa.nnoli¯
kt 副⃝ おそらく．

(en) sa.nskrit 名⃝ < × , × , × >　サンスクリッ

ト語．
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Sa
¯
ra 固⃝ サーラ（女性名）．

ett sa.tsadve.rb 名⃝ <-adverbet, -adverb,

-adverben> 文修飾副詞．

sa.tt 動⃝ → sitta

sa.tt 動⃝ → sätta

sa.tte 動⃝ → sätta

SAAB 固⃝ サーブ（自動車メーカー名）．

en sa.x 名⃝ <saxen, saxar, saxarna> はさみ．

(ett) scha.ck 名⃝ <schacket, × , × > チェス．

ett scha.mpo 名⃝ <schampot, schampon,

schampona> シャンプー．

Schwe.iz 固⃝ スイス（国名）．
�� ��発音 /Sve.jts/．

en schwe.izare 名⃝ <schweizaren, schweizare,

schweizarna> スイス人（男性）．
�� ��発音 /Sve.jts-/．

en science fi.ction-fi.lm 名⃝ <-filmen, -filmer,

-filmerna> SF映画．

se
¯
動⃝ <ser, s̊ag, sett, se!> 見える，見る，会う (英⃝
see)．se efter 世話をする．se ner (p̊a ...)

（...を）見下す．se sig omkring あちらこちら

を見て回る．se upp 気を付ける．se upp till

... ...を尊敬する．se ... ut ...のように見える．

De ser unga ut. 彼らは若くみえます．

en se.cond hand-affä
¯
r 名⃝ <-affären, -affärer,

-affärerna> 中古屋．

en se
¯
d 名⃝ <seden, seder, sederna> 慣習．

se
¯
dan, se.n 副⃝ それ以来，それから．

�� ��発音 しばし

ば /se.n/ と発音される．för ... sedan ...前に．

för tv̊a veckor sedan 2週間前．

se
¯
dan, se.n 前⃝接⃝ ...以来，...から．sedan i

fredags この間の金曜日以来．

en se
¯
del 名⃝ <sedeln, sedlar, sedlarna>紙幣．

se
¯
gla 動⃝ <seglar, seglade, seglat, segla!> 航海す

る，帆走する．

ett se
¯
kel 名⃝ <seklet, sekel, seklen> 世紀．

en sekrete
¯
rare 名⃝ <sekreteraren, sekreterare,

sekreterarna> 秘書．

en se.ktor 名⃝ <se.ktorn, sekto¯
rer, sekto

¯
rerna> 部

門．
�� ��発音 複数形でアクセントが移動．

en seku.nd 名⃝ <sekunden, sekunder, sekunderna>

秒．en g̊ang i sekunden 1秒に 1回． en g̊ang

per sekund 1秒に 1回．

Se.lma La
¯
gerlö

¯
f 固⃝ セルマ・ラーゲルーヴ（ス

ウェーデンの女性作家）．
�� ��発音 -rl- でそり舌

音．-f は /v/で発音．

en seme.ster 名⃝ <semestern, semestrar,

semestrarna> 有給休暇．̊aka p̊a semester 休

暇に出かける．

ett semina
¯
rium 名⃝ <seminariet, seminarier,

seminarierna> ゼミ，（大学の）演習．

se
¯
n 形⃝ <sent, sena> 遅い，遅れた．

(en) se
¯
nap 名⃝ <senapen, × , × > マスタード．

se
¯
nare 副⃝ のちに．

se
¯
nast 形⃝ <senast, senaste>最近の．

se
¯
nast 副⃝ 遅くても，最近．Tack för senast!

先日はどうもありがとう．

se
¯
nt 副⃝ 遅れて．

separa
¯
t 形⃝ <separat, separata> 分かれた，離れ

た，別々の．

separe
¯
ra 動⃝ <separerar, separerade, separerat,

sparera!> 分離する，分ける；別居する．

separe
¯
rad 形⃝ <separerat, separerade> 別居して

いる．

(en) septe.mber 名⃝ < × , × , × > 9月．i

september 9月に．

Se.rgels to.rg 固⃝ サルゲル広場（ストックホルム

中心部にある広場）．

en se
¯
rie 名⃝ <serien, serier, serierna>　一連，シ

リーズもの，連続番組．

en se
¯
riefigu

¯
r 名⃝ <-figuren, -figurer, -figurerna>　

マンガの登場人物．

en se
¯
riekro.ck 名⃝ <-krocken, -krockar,

-krockarna> 玉突き事故，玉突き衝突．．

serve
¯
ra 動⃝ <serverar, serverade, serverat,

servera!>（飲食物を） 出す．

serve
¯
rad 形⃝ <serverat, serverade> （食事が）出

される．

(en) se
¯
rvice 名⃝ <servicen, × , × > （顧客への）

サービス，（飲食店での）給仕．
�� ��発音 /sö

¯
rvis/．

en servitö
¯
r 名⃝ <servitören, servitörer,

servitörerna> ウエイター．
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se
¯
s 動⃝ <ses, s̊ags, setts, ses!> お互いに会う．Vi

ses kl. åtta. 8時に会いましょう．Vi ses! また

会いましょう

se.tt 動⃝ → se

se.tts 動⃝ → ses

se.x 数⃝ 6．

en se.xa 名⃝ <sexan, sexor, sexorna> 6という数字．

6番（順位），6年（学年）．en sexa whiskey

ウイスキー 60ml．

se.xtio 数⃝ 60．
�� ��発音 -oは発音されない．

se.xtionde 数⃝ 第 60番目の．

se.xton 数⃝ 16．

se.xtonde 数⃝ 第 16番目の．

sho.ppa 動⃝ <shoppar, shoppade, shoppat,

shoppa!> 買い物をする，ショッピングする．�� ��発音 sh-は [S]あるいは [Ê]．

(en) sho.pping 名⃝ <shoppingen, × , × > ショッピ

ング，買い物．
�� ��発音 sh-は [S]あるいは [Ê]．

Sibi
¯
rien 固⃝ シベリア．

en si
¯
da 名⃝ <sidan, sidor, sidorna> 側面，側；ペー

ジ．Titta p̊a sidan X i textboken. テキストの

Xページをご覧ください．Läs texten p̊a sidan

X. Xページの文を読んでください．p̊a andra

sidan gatan/̊an 通りの反対側／川の向こう側．

(ett) si
¯
den 名⃝ <sidenet, × , × > 絹，シルク．

en si
¯
denklä.nning 名⃝ <-klänningen, -klänningar,

-klänningarna> シルクのドレス

en si.ffra 名⃝ <siffran, siffror, siffrorna> 数字．

sig 代⃝ （3人称再帰代名詞目的格）自分自身を，自

分自身に．
�� ��発音 /se.j/ と発音される．

(en) si.kt 名⃝ <sikten, × , × > 視界．

en si
¯
l 名⃝ <silen, silar, silarna> こし器．

en si.ll 名⃝ <sillen, sillar, sillarna> ニシン．

en si.mlä
¯
rare 名⃝ <-läraren, -lärare, -lärarna> ス

イミングインストラクター．

si.mma 動⃝ <simmar, simmade, simmat, simma!>

泳ぐ．

Si
¯
monsson 固⃝ シーモンソン（苗字）

si.mpel 形⃝ <simpelt, simpla> 簡素な．

si.n 代⃝ <sitt, sina> （3人称再帰所有代名詞）自分

自身の．

si
¯
na 代⃝ → sin

si.ngel 形⃝ <singelt, singla> 独身の，独り身の．

en si.ngelhush̊a. ll 名⃝ <-hush̊allet, -hush̊all,

-hush̊allen> 単身世帯．

en si.ngeltje.j 名⃝ <-tjejen, -tjejer, -tjejerna> 独身

の女性，独り身の女性．

en si.ngelma.mma 名⃝ <mamman, mammor,

mammorna> シングルマザー．

si.ngular/si.ngula¯
r 形⃝ <singulart, singulara> 単

数の．

ett si.nne 名⃝ <sinnet, sinnen, sinnena> 感覚．

si.st 副⃝ 最後に，終わりに．sist men inte minst

最後だからと言って決して軽んじてはならない．

till sist ついに，やっと．

si.sta 形⃝ < × , sista> 最後の．

si.tt 代⃝ → sin

si.tta 動⃝ <sitter, satt, suttit, sitt!> 座っている．

sitta fast くっついている，止まって動かない，

はまり込む．sitta uppe 遅くまで起きている．

en situatio
¯
n 名⃝ <situationen, situationer,

situationerna> 状況．

SJ 略⃝ → Statens Järnvägar スウェーデン国有

鉄道．

sju
¯
数⃝ 7．

en sju
¯
a 名⃝ <sjuan, sjuor, sjuorna> 7という数字．

7番（順位）．

sju
¯
k 形⃝ <sjukt, sjuka> 病気の．

en sju
¯
kdo.m 名⃝ <sjukdomen, sjukdomar,

sjukdomarna> 病気．

ett sju
¯
khu

¯
s 名⃝ <-huset, -hus, -husen> 病院．

en sju
¯
kskö

¯
terska 名⃝ <-sköterskan, -sköterskor,

-sköterskorna> 看護師．
�� ��発音 -rs-でそり舌音．

sju. nde 数⃝ 第 7番目の．

sju. nga 動⃝ <sjunger, sjöng, sjungit, sjung!> 歌う．

sju. ngit 動⃝ → sjunga

sju.nka 動⃝ <sjunker, sjönk, sjunkit, sjunk!> 沈む．

sju. nkit 動⃝ → sjunka

sju. ttio 数⃝ 70．
�� ��発音 -oは発音されない．

sju. ttionde 数⃝ 第 70番目の．
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sju. tton 数⃝ 17．

sju. ttonde 数⃝ 第 17番目の．

sjä. lv 代⃝ <självt, själva> 自身．(英⃝ self)．av sig

själv 自然と．

sjä. lvkla¯
rt 副⃝ 当然, 明白．

�� ��発音 -rt でそり舌音．

en sjä. lvpresentatio¯
n 名⃝ <-presentationen,

-presentationer, -presentationerna> 自己紹介．

sjä. lvsty
¯
rande 形⃝ <–, –> 自治の，独立した．

sjä. lvstä.ndig 形⃝ <-ständigt, -ständiga> 自主的

な，自立した，独立した．självständiga

pronomen 独立代名詞．

sjä. tte 数⃝ 第 6番目の．

en sjö
¯
名⃝ <sjön, sjöar, sjöarna> 湖，海．till

sjöss 沖へ，出航，海路で．

ett sjö
¯
ko.rt 名⃝ <-kortet, -kort, -korten> 海図．�� ��発音 -rt でそり舌音．

sjö.ng 動⃝ → sjunga

sjö.nk 動⃝ → sjunka

en sjö
¯
ma.n 名⃝ <-mannen, -män, -männen> 船員．

sjö
¯
sju
¯
k 形⃝ <-sjukt, -sjuka> 船酔いした．

s.k 略⃝ → s̊a kallad/kallat/kallade いわゆる．

ska
¯
助⃝ → skola

ska
¯
da 動⃝ <skadar, skadade, skadat, skada!> 傷つ

ける，損害を与える．

ska
¯
dad 形⃝ <skadat, skadade> 損害を被った．

ska.ffa 動⃝ <skaffar, skaffade, skaffat, skaffa!> 手に

入れる．

ett skafferi
¯
名⃝ <skafferiet, skafferier, skafferierna>

パントリー，食料品貯蔵室．

ska
¯
ka 動⃝ <skakar, skakade, skakat, skaka!> 揺れ

る，揺らす．

en ska
¯
la 名⃝ <skalan, skalor, skalorna> 目盛り，尺

度，スケール．

ett ska
¯
ldju

¯
r 名⃝ <-djuret, -djur, -djuren> 甲殻類．�� ��発音 -d-は発音されない．

(en) ska.m 名⃝ <skammen, × , × > 恥．
�� ��発音 -a-

が短母音であることに注意．

Skandina
¯
vien 固⃝ スカンジナビア．

skandina
¯
visk 形⃝ <skandinaviskt, skandinaviska>

スカンジナビアの．

Ska.nsen 固⃝ スカンセン（ストックホルムにある

世界初の野外博物館）．

ett Ska.nsenbesö¯
k 名⃝ <-besöket, -besök,

-besöken> スカンセンに遊びに行くこと．

ska
¯
r 動⃝ → skära

ska.rp 形⃝ <skarpt, skarpa> 鋭い．

en ska.teboard 名⃝ <-boarden, -boardar,

-boardarna> スケートボード．
�� ��発音

/ske.jtb̊a¯
ã/．-rd でそり舌音．

en ska.tt 名⃝ <skatten, skatter, skatterna> 税

金，宝．

ske
¯
動⃝ <sker, skedde, skett, ske!> 起こる，生じる．

en ske
¯
d 名⃝ <skeden, skedar, skedarna> スプーン．

ske
¯
n 動⃝ → skina

ett ske.pp 名⃝ <skeppet, skepp, skeppen> 船．

ske.ptisk 形⃝ <skeptiskt, skeptiska> 懐疑的な．�� ��発音 sk-は軟母音の前にあるが [sk]で発音．

en ski.ck 名⃝ <skicket, skick, skicken> 状態．i bra

skick 良い状態で．

ski.cka 動⃝ <skickar, skickade, skickat, skicka!>

送る．

ett ski
¯
da 名⃝ <skidan, skidor, skidorna> スキー板．

ski.ld 形⃝ <skilt, skilda> 離婚している，離婚した，

分かれた．

ski.lja 動⃝ <skiljer, skilde, skilt, skilj!> 分ける．

skilja sig (fr̊an ...) （...と）別れる，離婚する．

ski.ljas 動⃝ <skiljs, skildes, skilts, skiljs!> 離婚す

る．skiljas åt（お互いに）別れる．

en ski.llnad 名⃝ <skillnaden, skillnader,

skillnaderna> 違い．

ski
¯
na 動⃝ <skiner, sken, skinit, skin!> （太陽など

が）輝く． Solen skiner. 太陽が照っている．

ski
¯
nit 動⃝ → skina

en ski.nka 名⃝ <skinkan, skinkor, skinkorna> ハム．

en ski.nksmö.rg̊as 名⃝ <-g̊asen, -g̊asar, -g̊asarna>

ハムサンド．

en ski
¯
va 名⃝ <skivan, skivor, skivorna> 薄切り，ス

ライス，円盤状のもの．

en skjo.rta 名⃝ <skjortan, skjortor, skjortorna>

シャツ．
�� ��発音 -rt- でそり舌音．
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skju
¯
ta 動⃝ <skjuter, sköt, skjutit, skjut!> 撃つ．

skjuta ned 撃墜する．skjuta upp 先延ばし

する．

skju
¯
tit 動⃝ → skjuta

skju. tsa 動⃝ <skjutsar, skjutsade, skjutsat,

skjutsa!> （人を乗り物で）送る．

en sko
¯
名⃝ <skon, skor, skorna> 靴．

en sko
¯
g 名⃝ <skogen, skogar, skogarna> 森．

en sko
¯
gspromena

¯
d 名⃝ <-promenaden,

-promenader, -promenaderna> 森での散歩．

en sko.gsva¯
ra 名⃝ <-varan, -varor, -varorna> 木材

関連生産品．

(ett) sko. j 名⃝ <skojet, × , × > 冗談，ふざけ．

sko. j 形⃝ <–, –> おもしろい，楽しい．Vad skoj!

それは面白いね！

sko
¯
la 助⃝ <ska/skall, skulle, skolat, × > ...するこ

とにしている．Jag ska städa mitt rum

imorgon. 私は明日自分の部屋を掃除することに

している．Du ska städa ditt rum imorgon. あ

なたは明日自分の部屋を掃除するのよ．▶主語
が１人称のときは主語が決めたことを，それ以外

の場合は発話者や第三者などがすでに決定・規定

していることを表す．

en sko
¯
la 名⃝ <skolan, skolor, skolorna> 学校．g̊a i

skolan 学校に通う．

sko
¯
lat 助⃝ → skola

en sko
¯
lfli.cka 名⃝ <-flickan, -flickor, -flickorna> 女

子生徒，女子学生．

(en) sko
¯
lg̊a.ng 名⃝ <-g̊angen, × , × > 学校教育．

sko. lka 動⃝ <skolkar, skolkade, skolkat, skolka!> 学

校をさぼる．

en sko
¯
lkla.ss 名⃝ <-klassen, -klasser, -klasserna>

学級．

en sko
¯
lti
¯
d 名⃝ <-tiden, -tider, -tiderna> 学校時代．

sko
¯
ltrö. tt 形⃝ <-trött, -trötta> 学校にうんざりし

ている．

en sko
¯
pa 名⃝ <skopan, skopor, skoporna> 軽量ス

クープ，（すくい取る深めの）大さじ；ひとすく

い，ひとすくい分．

en sko
¯
sto
¯
rlek 名⃝ <-storleken, -storlekar,

-storlekarna> 靴のサイズ．
�� ��発音 -rl- でそり

舌音．

sko.tta 動⃝ <skottar, skottade, skottat, skotta!>

シャベルですくう．

skra.tta 動⃝ <skrattar, skrattade, skrattat,

skratta!> 笑う．skratta till わっと笑う．

skre
¯
k 動⃝ → skrika

skre
¯
v 動⃝ → skriva

en skri.dsko 名⃝ <-skon, -skor, -skorna> スケート．

åka skridskor スケートを滑る．

skri
¯
ka 動⃝ <skriker, skrek, skrikit, skrik!> 叫ぶ．

skri
¯
va 動⃝ <skriver, skrev, skrivit, skriv!> 書く．

skriva av 書き写す．skriva ner 書きとめる．

skriva ut プリントアウトする．

en skri
¯
vare 名⃝ <skrivaren, skrivare, skrivarna> プ

リンター．

ett skri
¯
vbo

¯
rd 名⃝ <-bordet, -bord, -borden> 机．�� ��発音 -rd でそり舌音．

en skri
¯
vbordsla.mpa 名⃝ <-lampan, -lampor,

-lamporna> デスクランプ．
�� ��発音 -rdsl- でそり

舌音．

skri
¯
kit 動⃝ → skrika

skri
¯
vit 動⃝ → skriva

en skri
¯
vning 名⃝ <skrivningen, skrivningar,

skrivningarna> 筆記試験．Jag har skrivning

imorgon. 私は明日試験があります．

skru
¯
va 動⃝ <skruvar, skruvade, skruvat, skruva!>

ネジを締める．skruva fast ネジをきつく締め

る．skruva loss ネジを緩める．

(en) skrä.ck 名⃝ <skräcken, × , × > 恐怖．

en skrä.ckfi.lm 名⃝ <-filmen, -filmer, -filmerna> ホ

ラー映画．

skrä.mma 動⃝ <skrämmer, skrämde, skrämt,

skräm!> 怖がらせる，脅かす，おびえさせる．

(ett) skrä
¯
p 名⃝ <skräpet, × , × > ごみ，がらくた．

en sku. ld 名⃝ <skulden, skuldrer, skulderna> 責め，

負債．

en sku. ldra 名⃝ <skuldran, skuldror, skuldrorna>

肩，肩甲骨．

(en) sku. ll 名⃝ < × , × , × > för 所有格 skull（特
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定の）...のために．för min skull 私のために．

sku. lle 助⃝ → skola

sku. lle vi.lja 句⃝ ...したい（丁寧な表現）．Jag

skulle vilja resa till Sverige. 私はできればス

ウェーデンに行きたいのだけれど．Skulle du

vilja köpa en bok åt mig? 私に本を一冊買って

いただけますか．

sku.m 形⃝ <skumt, skumma> 怪しい．
�� ��発音 -u- が

短母音であることに注意．

en sku
¯
r 名⃝ <skuren, skurar, skurarna> にわか雨．

sku
¯
rit 動⃝ → skära

sky.dda 動⃝ <skyddar, skyddade, skyddat,

skydda!> 守る，保護する．

en sky.dds̊atgä¯
rd 名⃝ <-̊atgärden, -̊atgärder,

-̊atgärderna> 予防（対）策．
�� ��発音 -rd でそり

舌音．

en sky. lt 名⃝ <skylten, skyltar, skyltarna> 看板．

sky.nda 動⃝ <skyndar, skyndade, skyndat,

skynda!> skynda sig 急ぐ．Vi måste skynda

oss. 私たちは急がねばなりません．

en sk̊a
¯
despe

¯
lare 名⃝ <-spelaren, -spelare,

-spelarna> 俳優．

en sk̊a
¯
l 名⃝ <sk̊alen, sk̊alar, sk̊alarna> 深皿，ボ

ウル．

sk̊a
¯
l 間⃝ 乾杯！

sk̊a
¯
la 動⃝ <sk̊alar, sk̊alade, sk̊alat, sk̊ala!> 乾杯

する．

Sk̊a
¯
ne 固⃝ スコーネ（ランドスカープ名）．

ett sk̊a
¯
p 名⃝ <sk̊apet, sk̊ap, sk̊apen> 棚．

ett skä.gg 名⃝ <skägget, skägg, skäggen> あご

ひげ．

ett skä
¯
l 名⃝ <skälet, skäl, skälen> 理由．

skä.mmas 動⃝ <skäms, skämdes, skämts, skäms!>

（罪悪感から）恥ずかしく思う．

skä.mta 動⃝ <skämtar, skämtade, skämtat,

skämta!> 冗談を言う．

skä
¯
r 形⃝ <skärt, skära> ピンクの．

skä
¯
ra 動⃝ <skär, skar, skurit, skär!> （ナイフや包

丁などを使って）切る．

en skä
¯
rg̊a

¯
rd 名⃝ <-g̊arden, -g̊ardar, -g̊ardarna> 群

島．
�� ��発音 -rd でそり舌音．

en skä.rm 名⃝ <skärmen, skärmar, skärmarna> 画

面，スクリーン，ディスプレイ．

en skö. ld 名⃝ <skölden, sköldar, sköldarna> 盾．

skö
¯
n 形⃝ <skönt, sköna> 心地よい，気持ち良い．

skö
¯
r 形⃝ <skört, sköra> 壊れやすい．

skö
¯
t 動⃝ → skjuta

skö
¯
ta 動⃝ <sköter, skötte, skött, sköt!> 世話をす

る．sköta om 世話をする．

en sla.dd 名⃝ <sladden, sladdar, sladdarna> コー

ド，ケーブル．

ett sla
¯
g 名⃝ <slaget, slag, slagen> 種類．

sla
¯
git 動⃝ → sl̊a

sla
¯
gits 動⃝ → sl̊ass

en sla.ng 名⃝ <slangen, slangar, slangarna> （水

道・ガスなどの）ホース，菅．

sla
¯
nk 動⃝ → slinka

sla.pp 動⃝ → slippa

sla.ppa 動⃝ <slappar, slappade, slappat, slappa!>

くつろぐ，リラックスする．

sla.rvig 形⃝ <slarvigt, slarviga> 雑な．

(ett) sle.m 名⃝ <slemmet, × , × > 粘液．
�� ��発音 -e-

が短母音であることに注意．

sle
¯
t 動⃝ → slita

sli.nka 動⃝ <slinker, slank, slunkit, slink!> こそこそ

歩く，こそこそ逃げる．slinka undan すり抜

ける．

sli.ppa 動⃝ <slipper, slapp, sluppit, slipp!> まぬが

れる．

en sli.ps 名⃝ <slipsen, slipsar, slipsarna> ネクタイ．

sli
¯
ta 動⃝ <sliter, slet, slitit, slit!> すり減らす．

slita sig loss 自分の身を引き離す，ふり離す．

slita ut（衣服・靴などを）着古す，履きつぶす．

sli
¯
tit 動⃝ → slita

slo
¯
g 動⃝ → sl̊a

slo.gs 動⃝ → sl̊ass

ett slo. tt 名⃝ <slottet, slott, slotten> 城，城館．

en slo. ttstea¯
ter 名⃝ <-teatern, -teatrar,

-teatrarna> 王宮劇場．

slu. nkit 動⃝ → slinka
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slu. ppit 動⃝ → slippa

ett slu
¯
t 名⃝ <slutet, slut, sluten> 終わり．göra

slut （恋愛関係を）終える，別れる．i slutet

av ...　...の終わりに．Apoteket ligger i

slutet av gatan p̊a höger sida. 薬局はその通り

の右側のつきあたりにあります．till slut 最後

には，ついには，とうとう．

slu
¯
t 形⃝ <–, –> 終わって，終了して；売り切れの；

疲れ切った．

slu
¯
ta 動⃝ <slutar, slutade, slutat, sluta!> 終わる，

終える．

sl̊a
¯
動⃝ <sl̊ar, slog, slagit, sl̊a!> 殴る．sl̊a an 心を

打つ．sl̊a i（液体などを）注ぐ．sl̊a igen （本

などを）閉じる．sl̊a ihop ひとつにまとめる，

合計する．sl̊a in 包装する．sl̊a sig ner 座る，

腰掛ける．sl̊a sönder 壊す．sl̊a upp（本など

を）開く，（辞書で単語などを）引く，調べる．

sl̊a ut（花・つぼみなどが）開く，開花する．

sl̊a.ss 動⃝ <sl̊ass, slogs, slagits, sl̊ass!> 殴り合う；け

んか早い，闘う．

slä.cka 動⃝ <släcker, släckte, släckt, släck!> （火な

どを）消す．

en slä.kt 名⃝ <släkten, släkter, släkterna> 親戚．

en slä.kting 名⃝ <släktingen, släktingar,

släktingarna> 親戚の人．

en slä.ktmi.ddag 名⃝ <-middagen, -middagar,

-middagarna> 親戚が集まる夕食会（食事会）．

slä.nga 動⃝ <slänger, slängde, slängt, släng!> 投

げる．

slö
¯
形⃝ <slött, slöa> なまくらの．

(en) slö. jd 名⃝ <slöjden, × , × > 手工芸，スルイ

ド；（科目としての）工作，スルイド．

slö
¯
sa 動⃝ <slösar, slösade, slösat, slösa!> slösa

bort 浪費する．

SM 略⃝
�� ��発音 /e.se.m/ → svenskt mästerskap

スウェーデン選手権．

en sma
¯
k 名⃝ <smaken, smaker, smakerna> 味，

好み．

sma
¯
ka 動⃝ <smakar, smakade, smakat, smaka!> 味

がする；(p̊a ...)（...を）味見する．

sma
¯
kri
¯
k 形⃝ <smakrikt, smakrika> 風味豊かな．

(ett) sma
¯
ksä.ttande 名⃝ <-sättandet, × , × > 味

付け．

sma
¯
l 形⃝ <smalt, smala>（幅の）狭い．

sma
¯
rt 形⃝ <smart, smarta> 抜け目のない，賢い．�� ��発音 -rt でそり舌音．

ett sms 名⃝ <sms:et, sms, sms:en> sms．

sms:a 動⃝ <sms:ar, sms:ade, sms:at, sms:a!> sms

を送る．

(en) smu. ts 名⃝ <smutsen, × , × > 汚れ，泥．

smu. tsa 動⃝ <smutsar, smutsade, smutsat,

smutsa!> smutsa ner（服などを）汚す．

smu. tsig 形⃝ <smutsigt, smutsiga> 汚い．

sm̊a
¯
形⃝ → liten

sm̊a
¯
形⃝ <smått, småa> 些細な，マイナーな．

en sm̊a
¯
f̊a
¯
gel 名⃝ <-f̊ageln, -f̊aglar, -f̊aglarna> 小鳥．

en sm̊a
¯
ka
¯
ka 名⃝ <-kakan, -kakor, -kakorna> ビス

ケット，小さなクッキー．

Sm̊a
¯
land 固⃝ スモーランド（ランドスカープ名）．

sm̊a
¯
ningo.m 副⃝ s̊a sm̊aningom そろそろ．

sm̊a
¯
pra

¯
ta 動⃝ <-pratar, -pratade, -pratat, -prata!>

おしゃべりする．

en sm̊a
¯
sa
¯
k 名⃝ <-saken, -saker, -sakerna> こまご

まとしたもの．▶複数形で使われることが多い．
en sm̊a

¯
sta
¯
d 名⃝ <-staden, -städer, -städerna> 小都

市，小さな町． ▶複数形に注意．
sm̊a

¯
tr̊a
¯
kig 形⃝ <-tr̊akigt, -tr̊akiga> ちょっと退

屈な．

smä. lta 動⃝ <smälter, smälte, smält, smält!> 溶

ける．

smä.rre 形⃝ より些細な．sm̊aの比較級．

(ett) smö
¯
r 名⃝ <smöret, × , × > バター．

en smö.rg̊a.s/smö.rg̊a¯
s 名⃝ <-g̊asen, -g̊asar,

-g̊asarna> オープンサンドイッチ．

sna.bb 形⃝ <snabbt, snabba> 素早い．

(ett) sna.bbka.ffe 名⃝ <kaffet, × , × > インスタン

トコーヒー．

ett sna.bbmatstä. lle 名⃝ <-stället, -ställen,

-ställena> ファーストフード店．

sna.bbt 副⃝ 素早く．
�� ��発音 /snappt/．Kalle
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springer snabbare än din bror, men Erik

springer snabbast. カッレは君の兄さんより足

が速いけれど，エーリックが一番足が速い．

ett sna
¯
bel-a

¯
名⃝ <snabel-a:et, snabel-a:n,

snabel-a:na> アットマーク（@）．

sna.cka 動⃝ <snackar, snackade, snackat, snacka!>

おしゃべりする，雑談する．

sna.cks 名⃝ < × , snacks, snacksen> スナック菓子．

▶単数形は存在しない．
en sna.psvi¯

sa 名⃝ <-visan, -visor, -visorna> 酒飲み

歌，酒宴の歌．

sna
¯
rare 副⃝ （というよりは）むしろ．

sna
¯
rast 副⃝ 最速で．

sna
¯
rt 副⃝ まもなく．

�� ��発音 -rt でそり舌音．s̊a

snart (som) ... ...するとすぐに，...するや

否や．

sne
¯
d 形⃝ <snett, sneda> 斜めの．

ett sne
¯
dstre.ck 名⃝ <-strecket, -streck, -strecken>

スラッシュ．

en sni.ckare 名⃝ <snickaren, snickare, snickarna>

大工．

en sno
¯
wboard 名⃝ <-boarden, -boardar,

-boardarna> スノーボード．̊aka snowboard

スノーボードを滑る．

(ett) snu
¯
s 名⃝ <snuset, × , × > かぎたばこ．

snu
¯
sa 動⃝ <snusar, snusade, snusat, snusa!> かぎた

ばこを吸う．

sny.gg 形⃝ <snyggt, snygga> かっこいい．

sn̊a
¯
l 形⃝ <sn̊alt, sn̊ala> けちな．

snä. ll 形⃝ <snällt, snälla> 優しい，親切な．

Johanna är snällast av alla. ヨハンナは皆の中

で一番優しい．Stäng fönstret, är du snäll! 窓

を閉めてください．

(en) snö
¯
名⃝ <snön, × , × > 雪．

snö
¯
a 動⃝ <snöar, snöade, snöat, × > 雪が降る．

Det snöar. 雪が降っている．snöa igen （道な

どが）雪で塞がれる．

snö
¯
ig 形⃝ <snöigt, snöiga> 雪の積もった，雪の

降る．

ett snö
¯
ka
¯
os 名⃝ <-kaoset, -kaos, -kaosen> 雪によ

る混乱，降雪による混乱．

ett snö
¯
ovä

¯
der 名⃝ <-ovädret, -oväder, -ovädren>

吹雪．

ett snö
¯
re 名⃝ <snöret, snören, snörena> ひも．

ett snö
¯
tä.cke 名⃝ <-täcket, -täcken, -täckena> 雪

化粧．

socia
¯
l 形⃝ <socialt, sociala> 社会の，社会的な．

(ett) so.cker 名⃝ <sockret, × , × > 砂糖．

en so.ffa 名⃝ <soffan, soffor, sofforna> ソファー．

ett so.ffbo¯
rd 名⃝ <-bordet, -bord, -borden> コー

ヒーテーブル（ソファーの前に置く低いテーブ

ル）．
�� ��発音 -rd でそり舌音．

(en) so. ja 名⃝ <sojan, × , × > 醤油．

en so
¯
l 名⃝ <solen, solar, solarna> 太陽．

so
¯
la 動⃝ <solar, solade, solat, sola!> 日光浴をする．

so
¯
lglasö

¯
gon 名⃝ < × , -ögon, -ögonen> サングラ

ス．▶単数形は存在しない．
soli

¯
d 形⃝ <solitt, solida> しっかりした．

so
¯
lig 形⃝ <soligt, soliga> 晴れた．

So
¯
lna 固⃝ ソールナ（ストックホルムの地名）．

so.m 代⃝ 主格・目的格の関係代名詞．Hennes

dotter som bor i Ume̊a har tre barn. ユーメオ

に住んでいる彼女の娘には 3人子供がいる．Det

här är en bok (som) jag har läst många

g̊anger. これは私が何度も読んだことのある本

です．

so.m 接⃝ ...するように...だ，...のように；...とし

て．(英⃝ as...)．som om あたかも...であるかの

ように．samma ...som ... ... と同じの．(英⃝
same ... as...)．

en so.mmar 名⃝ <sommar(e)n, somrar, somrarna>

夏．▶複数形に注意． i sommar この夏．i

somras この間の夏に．p̊a sommaren 夏に．

Jag är ocks̊a född p̊a sommaren. 私も夏生ま

れよ．

en so.mmarstu
¯
ga 名⃝ <-stugan, -stugor,

-stugorna> サマーコテージ．
�� ��発音 -rs- でそり

舌音．

en so.mmarvi.lla 名⃝ <-villan, -villor, -villorna> 夏

の家，サマーコテージ．
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so.mna 動⃝ <somnar, somnade, somnat, somna!>

眠りに落ちる，寝入る．

en so
¯
n 名⃝ <sonen, söner, sönerna> 息子．▶複数

形に注意．

en so
¯
ndo.tter 名⃝ <-dottern, -döttrar, -döttrarna>

息子の娘．

So
¯
nja 固⃝ ソーニア（女性名）．

en so
¯
nso

¯
n 名⃝ <-sonen, -söner, -sönerna> 息子の

息子．

en so
¯
pa 名⃝ <sopan, sopor, soporna> ゴミ．▶通

例，複数形で使われる．

en so
¯
phä.mtning 名⃝ <-hämtningen, -hämtningar,

-hämtningarna> ゴミ収集，ゴミ回収．

en so.ppa 名⃝ <soppan, soppor, sopporna> スープ．

so.rglig 形⃝ <sorgligt, sorgliga> 悲しい，悲しくす

るような．
�� ��発音 -rg- は /-rj-/．

en so.rt 名⃝ <sorten, sorter, sorterna> 種類．
�� ��発音

-rt でそり舌音．

sorte
¯
ra 動⃝ <sorterar, sorterade, sorterat,

sortera!> 分類する．
�� ��発音 -rt- でそり舌音．

ett sortime.nt 名⃝ <sortimentet, sortiment,

sortimenten> 品揃え．
�� ��発音 -rt- でそり舌音．

so
¯
v 動⃝ → sova

so
¯
va 動⃝ <sover, sov, sovit, sov!> 眠っている．Sov

mycket och drick mycket vatten. よく寝て，水

分をよく摂ってください．Sov gott! よく眠っ

てください．sova ut ぐっすり眠る，寝て疲れ

を取る．sova över 寝過ごす，外泊する．

so
¯
vit 動⃝ → sova

ett so
¯
vru.m 名⃝ <-rummet, -rum, -rummen> 寝室．

Spa.nien 固⃝ スペイン．

spa.nsk 形⃝ <spanskt, spanska> スペイン（語）の．

(en) spa.nska 名⃝ <spanskan, × , × > スペイン語．

spa
¯
ra 動⃝ <sparar, sparade, sparat, spara!> （お金

などを）蓄える，ためる．

spa.rka 動⃝ <sparkar, sparkade, sparkat, sparka!>

（...を）蹴る．sparka till ポンと蹴る．

spa.rkas 動⃝ <sparkas, sparkades, sparkats,

sparkas!> 蹴る（習性がある）．

en spa.rris 名⃝ <sparrisen, sparrisar, sparrisarna>

アスパラガス．

specia
¯
l 形⃝ <–, –> 特別な．

ett specia
¯
lerbju

¯
dande 名⃝ <-erbjudandet,

-erbjudanden, -erbjudandena> 申し出，提案，オ

ファー．

ett specia
¯
lpri

¯
s 名⃝ <-priset, -priser, -priserna> 特

別価格．▶複数形の語尾に注意．
specia

¯
lutbi.ldad 形⃝ <-utbildat, -utbildade> 特別

な訓練を受けた．

specie.ll 形⃝ <speciellt, speciella> 特別な．

en spe
¯
gel 名⃝ <spegeln, speglar, speglarna> 鏡．

spe
¯
gla 動⃝ <speglar, speglade, speglat, spegla!> 反

映する．

ett spe
¯
l 名⃝ <spelet, spel, spelen> 競技，ゲーム．

spe
¯
la 動⃝ <spelar, spelade, spelat, spela!> 競技す

る，演じる，（楽器を）演奏する．Sven kan

spela piano. スヴェンはピアノを弾くことがで

きます．spela in 録音する，録画する．

ett spe
¯
lföreta

¯
g 名⃝ <-företaget, -företag,

-företagen> ゲーム制作会社．

en spe
¯
lli.sta 名⃝ <-listan, -listor, -listorna> プレイ

リスト．

spende
¯
ra 動⃝ <spenderar, spenderade, spenderat,

spendera!> （お金）を遣う，費やす；（時間）を

費やす．

en spi
¯
k 名⃝ <spiken, spikar, spikarna> 釘．

en spi.ndel 名⃝ <spindeln, spindlar, spindlarna> ク

モ，蜘蛛．

ett spi
¯
num 名⃝ <spinumet, spinum, spinumen>

（文法）完了分詞．

en spi
¯
s 名⃝ <spisen, spisar, spisarna>（オーブン付

き）コンロ．öppen spis 暖炉．

en spo.rt 名⃝ <sporten, sporter, sporterna> スポー

ツ．
�� ��発音 -rt でそり舌音．

spo.rta 動⃝ <sportar, sportade, sportat, sporta!> ス

ポーツをする．
�� ��発音 -rt- でそり舌音．

en spo.rtba¯
r 名⃝ <-baren, -barer, -banrerna> ス

ポーツバー．
�� ��発音 -rt- でそり舌音．

en spo.rtbi¯
l 名⃝ <-bilen, -bilar, -bilarna> スポーツ

カー．
�� ��発音 -rt- でそり舌音．
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en spo.rtha¯
tare 名⃝ <-hateren, -hatare, -hatarna>

スポーツ嫌いの人．
�� ��発音 -rt- でそり舌音．

spo.rtig 形⃝ <sportigt, sportiga> 運動の得意な，運

動が好きな，スポーツマンタイプの．
�� ��発音 -rt-

でそり舌音．

ett spo.rtlo¯
v 名⃝ <-lovet, -lov, -loven> スポーツ休

暇（2月）．
�� ��発音 -rtl- でそり舌音．

en spo.rtstru.mpa 名⃝ <-strumpan, -strumpor,

-strumporna> スポーツソックス．
�� ��発音 -rtst- で

そり舌音．

spo.tta 動⃝ <spottar, spottade, spottat, spotta!> 唾

を吐く．

spra.ck 動⃝ → spricka

spra.ng 動⃝ → springa

spri.cka 動⃝ <spricker, sprack, spruckit, sprick!> 割

れる．

spri.nga 動⃝ <springer, sprang, sprungit, spring!>

走る．Vi måste springa till bussen. バスまで走

らないと．springa efter 追いかける．

(en) spri
¯
t 名⃝ <spriten, × , × > アルコール．

spru. ckit 動⃝ → spricka

spru.ngit 動⃝ → springa

ett spr̊a
¯
k 名⃝ <spr̊aket, spr̊ak, spr̊aken> 言語．

Vad talar du för spr̊ak? あなたは何語を話しま

すか？

en spr̊a
¯
kku. rs 名⃝ <-kursen, -kurser, -kurserna> 語

学講座，語学コース．
�� ��発音 -rs でそり舌音．

spy
¯
動⃝ <spyr, spydde, spytt, spy!> 嘔吐する．

ett sp̊a
¯
r 名⃝ <sp̊aret, sp̊ar, sp̊aren> 跡，痕跡；

線路．

sp̊a
¯
ra 動⃝ <sp̊arar, sp̊arade, sp̊arat, sp̊ara!> （跡

を）たどる，追跡する．sp̊ara ur 脱線する．

en sp̊a
¯
rva.gn 名⃝ <-vagnen, -vagnar, -vagnarna>

路面電車，トラム．

en spä.nn 名⃝ < × , –, × > クローナ（スウェーデ

ンの貨幣単位）▶単複同形．俗語で用いられる．
spä.nnande 形⃝ <-, -> わくわくさせる，刺激的な．

ett spö
¯
ke 名⃝ <spöket, spöken, spökena> 幽霊．

(en) squa.sh 名⃝ <squashen, × , × > スカッシュ，

スカッシュテニス．
�� ��発音 /skẘaS/．

S:t 略⃝ → sankt 聖...

st. 略⃝ → styck, stycke 個．

S:ta 略⃝ → sankta 聖...

sta.ck 動⃝ → sticka

en sta.ckare 名⃝ <stackaren, stackare, stackarna>

可哀そうなやつ．

sta.ckars 形⃝ <–, –> かわいそうな．
�� ��発音 -rs でそ

り舌音．

sta.cks 動⃝ → stickas

en sta
¯
d 名⃝ <sta(de)n, städer, städerna> 町，都

会，都市．
�� ��発音 sta(de)n カッコ内の音は発音

されないことが多い．▶複数形に注意．Vilken

stad kommer du ifr̊an? どこの町の出身なの？ i

stan 都会に．p̊a stan 繁華街で，ダウンタウン

で．ute p̊a staden 街に出ている．

ett sta.dshu¯
s 名⃝ <-huset, -hus, -husen> 市役所，

町役場，市庁舎．

ett sta
¯
ket 名⃝ <staketet, staket, staketen> 垣根，

囲い．

sta
¯
l 動⃝ → stjäla

en sta.m 名⃝ <stammen, stammar, stammarna>

幹．
�� ��発音 -a- が短母音であることに注意．

sta.nna 動⃝ <stannar, stannade, stannat, stanna!>

留まる．Hur länge ska du stanna i Sverige? ど

のくらいスウェーデンに滞在するのですか．

stanna uppe 夜更かしする．

sta.rk 形⃝ <starkt, starka> 強い．

(en) sta.rkspri¯
t 名⃝ <-spriten, × , × > 蒸留酒，

ハードリカー．

ett/en sta.rkö¯
l 名⃝ <-ölet (-ölen), -öl (-öler), -ölen

(-ölerna)> ストロング・ビール（アルコール度数

3.5%以上）．

sta
¯
rta/sta.rta 動⃝ <startar, startade, startat,

starta!> 出発する；開始する．
�� ��発音 -rt- でそり

舌音．starta om（コンピューター）再起動

する．

en sta
¯
t 名⃝ <staten, stater, staterna> 国．

Sta
¯
tens jä

¯
rnvä

¯
gar 固⃝ スウェーデン国有鉄道．�� ��発音 -rn- でそり舌音．

en statio
¯
n 名⃝ <stationen, stationer, stationerna>
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駅．

(en) statisti
¯
k 名⃝ <statistiken, × , × > 統計．

en statisti
¯
ker 名⃝ <statistikern, statistiker,

statistikerna> 統計学者．

sta
¯
tlig 形⃝ <statligt, statliga> 国の，国家の，国立

の．statlig skola 国立の学校．

en sta.tsmini.ster 名⃝ <-ministern, -ministrar,

-ministrarna> 首相，総理．

en sta.tsski.ck 名⃝ <-skicket, -skick, -skicken> 国家

形態，政体．

sta
¯
va 動⃝ <stavar, stavade, stavat, stava!> 綴る．

Hur stavar man ...? ... はどう綴りますか？

en sta
¯
velse 名⃝ <stavelsen, stavelser, stavelserna>

音節．

ste
¯
g 動⃝ → stiga

ett ste
¯
g 名⃝ <steget, steg, stegen> 歩み；道．steg

för steg 一歩一歩．

en ste
¯
ge 名⃝ <stegen, stegar, stegarna> はしご．

en ste
¯
k 名⃝ <steken, stekar, stekarna> ロースト，

ステーキ．

ste
¯
ka 動⃝ <stekar, stekade, stekat, steka!>（肉など

を）焼く．

en ste
¯
kpa.nna 名⃝ <-pannan, -pannor, -pannorna>

フライパン．

en ste
¯
n 名⃝ <stenen, stenar, stenarna> 石．

sti.cka 動⃝ <sticker, stack, stuckit, stick!> 突き

刺す．

sti.ckas 動⃝ <sticks, stacks, stuckits, × > チクチク

する．

sti
¯
ga 動⃝ <stiger, steg, stigit, stig!> 歩む，上がる．

stiga av （乗り物から）降りる，降車する．

Han steg av bussen. 彼はそのバスを降りた．

stiga p̊a （乗り物に）乗る，乗車する．Han

steg p̊a bussen. 彼はそのバスに乗った．stiga

upp 起床する．

sti
¯
git 動⃝ → stiga

en sti
¯
l 名⃝ <stilen, stilar, stilarna> 様式．

sti
¯
lig 形⃝ <stiligt, stiliga> ハンサムな，美人の；洗

練された，エレガントな．

sti.lla 形⃝ <–, –> 静寂な．

sti.lla 副⃝ じっとして．st̊a stilla じっとしている．

ett stipe.ndium 名⃝ <stipendiet, stipendier,

stipendierna> 奨学金，研究助成金．

stjä
¯
la 動⃝ <stjäl, stal, stulit, stjäl!> 盗む．

en stjä
¯
rna 名⃝ <stjärnan, stjärnor, stjärnorna>

星．
�� ��発音 -rn- でそり舌音．

en stjä.rt 名⃝ <stjärten, stjärtar, stjärtarna> 尻．�� ��発音 -rt でそり舌音．

Sto.ckho. lm 固⃝ ストックホルム．

Sto.ckho. lms skä
¯
rg̊a

¯
rd 固⃝ ストックホルム群島．�� ��発音 -rd でそり舌音．

sto
¯
d 動⃝ → st̊a

en sto
¯
l 名⃝ <stolen, stolar, stolarna> 椅子．

ett sto.pp 名⃝ <stoppet, stopp, stoppen> 停止，休

止，止まること．

sto.ppa 動⃝ <stoppar, stoppade, stoppat, stoppa!>

差し込む，突っこむ，はめる．

sto
¯
r 形⃝ <stort, stora> 大きな．

Sto
¯
rbrita

¯
nien 固⃝ イギリス．

sto
¯
rha.ndla 動⃝ <-handlar, -handlade, -handlat,

-handla!> まとめ買いをする．

en sto
¯
rle
¯
k 名⃝ <storleken, storlekar, storlekarna>

サイズ，大きさ．
�� ��発音 -rl- でそり舌音．Vilken

storlek har du? サイズはおいくつですか？　

en storlek mindre ワンサイズ下．en

storlek större ワンサイズ上．

en sto.rm 名⃝ <stormen, stormar, stormarna> 嵐．

en sto
¯
rsta

¯
d 名⃝ <-sta(de)n, -städer, -städerna> 大

都市．
�� ��発音 sta(de)n カッコ内の音は発音され

ないことが多い．-rst- でそり舌音．▶複数形に
注意．

en sto
¯
rstadsregio

¯
n 名⃝ <-regionen, -regioner,

-regionerna> 大都市圏．
�� ��発音 -rst- でそり舌音．

en sto
¯
rvi.nst 名⃝ <-vinsten, -vinster, -vinsterna>

（くじの）大あたり．

en stra.ff 名⃝ <straffet, straff, straffen> 罰，処罰．

stra
¯
ma 動⃝ <stramar, stramade, stramat, strama!>

きつくなる，きつくする．strama åt（政策な

どで）引き締める．

en stra.nd 名⃝ <stranden, stränder, stränderna> 岸
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辺．▶ 複数形に注意．
Stra.ndga¯

tan 固⃝ ストランドガータン（通り

の名）．

stra.x 副⃝ 直ちに．

ett stre.ck 名⃝ <strecket, streck, strecken> 線．

en stre.jk 名⃝ <strejken, strejker, strejkerna> スト

ライキ．

(en) stre.ss 名⃝ <stressen, × , × > ストレス．

stre.ssa 動⃝ <stressar, stressade, stressat, stressa!>

ストレスを与える，せかす．

stre.ssad 形⃝ <stressat, stressade> ストレスがた

まっている．

stre.ssig 形⃝ <stressigt, stressiga> せわしい，スト

レスの多い．

en stri.mla 名⃝ <strimlan, strimlor, strimlorna> 細

長く切ったもの．

Stri.ndbe.rg 固⃝ ストリンドバリ（姓）．
�� ��発音 -rg

は/-rj/．

stru
¯
kit 動⃝ → stryka

en stru.mpa 名⃝ <strumpan, strumpor,

strumporna> 靴下，ソックス．

stru.nta 動⃝ <struntar, struntade, struntat,

strunta!> (i ...) ...に構わない．気にしない．

stry
¯
ka 動⃝ <stryker, strök, strukit, stryk!> なで

る；線を引く；アイロンをかける．stryka

under 下線を引く，強調する．stryka över 上

から取り消し線を引く，取り消す，削除する．

str̊a
¯
lande 形⃝ <–, –> 見事な．

str̊a
¯
lande 副⃝ 見事に，輝くばかりに．

strä.ng 形⃝ <strängt, stränga> 厳しい．

strä
¯
va 動⃝ <strävar, strävade, strävat, sträva!> 努

力する．

en strä
¯
van 名⃝ <strävan, strävanden,

strävandena> 努力．▶単数既知形は単数未知形
と同形．複数形は sträva の現在分詞の複数形を

用いる．

strö
¯
動⃝ <strör, strödde, strött, strö!> まき散らす．

(ett) strö
¯
brö

¯
d 名⃝ <ströbrödet, × , × > パン粉．

strö
¯
k 動⃝ → stryka

en strö.m 名⃝ <strömmen, strömmar, strömmarna>

流れ．
�� ��発音 -ö- が短母音であることに注意．

en strö.mming 名⃝ <strömmingen, strömmingar,

strömmingarna> バルト海産のニシン．

stu. ckit 動⃝ → sticka

stu. ckits 動⃝ → stickas

en stude.nt 名⃝ <studenten, studenter,

studenterna> 学生．Jag är student. 私は学生

です．

ett stude.nthe.m 名⃝ <-hemmet, -hem, -hemmen>

学生寮．

ett stude.ntru.m 名⃝ <-rummet, -rum, -rummen>

学生寮の部屋．

en stude.ntti¯
dning 名⃝ <-tidningen, -tidningar,

-tidningarna> 学生新聞．
�� ��発音 [-ti:niN]とも発音

される．

stude
¯
ra 動⃝ <studerar, studerade, studerat,

studera!> 勉強する，研究する．studera till ...

...になるために勉強する．

en stude
¯
rande 名⃝ <studeranden, studerande,

studerandena> 学生．

en stu
¯
die 名⃝ <studien, studier, studierna> 調査，

研究，学業．

ett stu
¯
diel̊a

¯
n 名⃝ <-l̊anet, -l̊an, -l̊anen> 学生ロー

ン，学費貸付制度．

en stu
¯
dievägle

¯
dare 名⃝ <-ledaren, -ledare,

-ledarna> （学校，大学における）アカデミック

カウンセラー．

en stu
¯
dio 名⃝ <studion, studior, studiorna> スタ

ジオ．

en stu
¯
ga 名⃝ <stugan, stugor, stugorna> 小屋．

stu
¯
lit 動⃝ → stjäla

en stu.nd 名⃝ <stunden, stunder, stunderna> （少

しの）時間，しばらくの間．i sista stund ぎり

ぎりになって．

(en/ett) sty. ck 名⃝ < × , stycken, × > 個．

ett sty. cke 名⃝ <stycket, stycken, styckena> 個．

sty
¯
ra 動⃝ <styr, styrde, styrt, styr!> 制御する．

st̊a
¯
動⃝ <st̊ar, stod, st̊att, st̊a!> 立っている．書い

てある，載っている．Hur st̊ar det till? –

Tack, bra. 調子はどうですか？ありがとう，い
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いよ．st̊a för（前にいて）邪魔である．st̊a ut

（力を出し切って）耐える．st̊a över 控える，

やめる．

ett st̊a
¯
l 名⃝ <st̊alet, st̊al, st̊alen> 鉄鋼，はがね．

en st̊a.ng 名⃝ <st̊angen, stänger, stängerna> ポー

ル．▶ 複数形に注意．
(en) st̊a

¯
t 名⃝ <st̊aten, × , × > 豪華さ．

st̊a.tt 動⃝ → st̊a

stä
¯
da 動⃝ <städar, städade, städat, städa!> 掃除す

る．Jag ska städa mitt rum imorgon. 私は明

日自分の部屋を掃除することにしている．

stä
¯
der 名⃝ → stad

stä. lla 動⃝ <ställer, ställde, ställt, ställ!> 置く，立

てかける．ställa in 取りやめる，中止する．

ställa sig 並ぶ，立つ．ställa till 面倒を持ち

込む，面倒を引き起こす．ställa ut 出展する．

ett stä. lle 名⃝ <stället, ställen, ställena> 場所．

stä.mma 動⃝ <stämmer, stämde, stämt, stäm!> 合

致する．Det stämmer. その通り．Det

stämmer inte. 違います．Stämmer det?

合っていますか？

stä.nga 動⃝ <stänger, stängde, stängt, stäng!> 閉め

る，閉まる．Biblioteket stängs kl. 18 varje

dag. その図書館は毎日 18時に閉まる．Stäng

boken. 本を閉じてください．stänga av ス

イッチを切る，シャットダウンする．stänga

igen （ドアを）閉める．

stä.ngd 形⃝ <stängt, stängda> 閉めらた．

ett stä.ngsel 名⃝ <stängslet, stängsel, stängslen>

フェンス，囲い．

ett stö
¯
d 名⃝ <stödet, stöd, stöden> 支援，支持，

援助．

ett stö
¯
do
¯
rd 名⃝ <-ordet, -ord, -orden> キーワー

ド．
�� ��発音 -rd でそり舌音．

en stö. ld 名⃝ <stölden, stölder, stölderna> 窃盗，

盗み．

(en) stö. ldanmä
¯
lan 名⃝ <-anmälan, × , × > 盗

難届．

stö
¯
ra 動⃝ <stör, störde, stört, stör!> 邪魔をする．

stö. rre 形⃝ より大きい，stor の比較級．Har ni

n̊agra större? 大きなサイズはありますか？

stö. rst 形⃝ 最も大きい，stor の最上級．
�� ��発音 -rst

でそり舌音．

stö
¯
ta 動⃝ <stöter, stötte, stött, stöt!>（力強く）押

す，突く．stöta p̊a 出くわす．

en stö
¯
vel/stö.vel 名⃝ <stöveln, stövlar, stövlarna>

ブーツ．

ett subje.kt 名⃝ <subjektet, subjekt, subjekten>

主語．

ett subje.ktsprono¯
men 名⃝ <-pronomenet,

-pronomen (pronomina), -pronomenen

(pronomina)> 主語代名詞．

en subjunktio
¯
n 名⃝ <subjunktionen,

subjunktioner, subjunktionerna> 従属接続詞．

en substa.ns 名⃝ <substansen, substanser,

substanserna> 物質．

ett substanti
¯
v 名⃝ <substantivet, substantiv,

substantiven> 名詞．

en succé
¯
名⃝ <succén, succéer, succéerna> 成功，

ヒット．

su. cka 動⃝ <suckar, suckade, suckat, sucka!> ため息

をつく．

ett su.ddgu.mmi 名⃝ <-gummit, -gummin,

-gummina> 消しゴム．

ett suffi.x 名⃝ <suffixet, suffix, suffixen> 接尾辞．

su
¯
ga 動⃝ <suger, sög, sugit, sug!> 吸う．

su
¯
gen 形⃝ <suget, sugna> vara sugen p̊a ... ...

が欲しくてたまらない．vara sugen p̊a att V

Vしたくてたまらない．

su
¯
git 動⃝ → suga

Su.ndsva. ll 固⃝ スンスヴァル（スウェーデンの都市

名）．
�� ��発音 -d- は通常発音されない．

su
¯
perkoncentre

¯
rad 形⃝ <-koncentrerat,

-koncentrerade> （力などを）極度に集中した．

su
¯
perti

¯
dig 形⃝ <-tidigt, -tidiga> 極度に早い．�� ��発音 -rt- でそり舌音．

su
¯
r 形⃝ <surt, sura> すっぱい，機嫌が悪い．Min

lärare kommer säkert att bli sur. 先生，絶対気

を悪くするわ．

su
¯
rfa 動⃝ <surfar, surfade, surfat, surfa!> サーフィ
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ンをする．surfa p̊a datorn ネットサーフィン

をする．

(en) surreali.sm 名⃝ <surrealismen, × , × >

シュールレアリズム．

en su
¯
rströ.mming 名⃝ <surströmmingen,

surströmmingar, surströmmingarna> 発酵させた

缶詰のニシン．
�� ��発音 -rst- でそり舌音．

(en) su. shi 名⃝ <sushin, × , × > 寿司．

su. ttit 動⃝ → sitta

sva
¯
g 形⃝ <svagt, svaga> 弱い．vara svag för ...

...に目がない．vara svag i ... ...が苦手だ．

sva
¯
l 形⃝ <svalt, svala> 涼しい．Det är svalt. 涼し

いです．

sva
¯
lde 動⃝ → svälja

sva
¯
lt 動⃝ → svälja

en sva.mp 名⃝ <svampen, svampar, svamparna> き

のこ．

en sva.ns 名⃝ <svansen, svansar, svansarna> 尾，

しっぽ．

ett sva
¯
r 名⃝ <svaret, svar, svaren> 答え．Om

svar anh̊alles 折り返しお返事お願いします

（招待状の末尾に添える文句）

sva
¯
ra 動⃝ <svarar, svarade, svarat, svara!> 答える．

svara emot 言い返す，口答えする．

sva.rt 形⃝ <svart, svarta> 黒い．
�� ��発音 -rt でそり

舌音．

sva.rta.ktig 形⃝ <-aktigt, -aktiga> 黒っぽい．
�� ��発音

-rt- でそり舌音．

sva.rtm̊a
¯
la 動⃝ <-målar, -målade, -målat, -måla!>

中傷する．
�� ��発音 -rt- でそり舌音．

sva.rtvi¯
t 形⃝ <svartvitt, svartvita> 白黒の．

�� ��発音

-rt でそり舌音．

sve
¯
ar 名⃝ < × , svear, svearna> スヴェーア族．▶
単数形は存在しない．

Sve
¯
ala.nd 固⃝ スヴェーアランド（スウェーデンの

地域名）．

sve
¯
k 動⃝ → svika

sve.nsk 形⃝ <svenskt, svenska> スウェーデン

（語）の．

(en) sve.nska 名⃝ <svenskan, × , × > スウェーデ

ン語．

en sve.nska 名⃝ <svenskan, svenskor, svenskorna>

スウェーデン人女性．

Sve.nska Da
¯
gbla

¯
det 固⃝ スヴェンスカ・ダーグブ

ラーデット（スウェーデンの日刊紙）．

Sve.nsson 固⃝ スヴェンソン（苗字）．

Sve.rige 固⃝ スウェーデン．

en Sve.rigere¯
sa 名⃝ <-resan, -resor, -resorna> ス

ウェーデン旅行．

Sve.riges nationa
¯
lda
¯
g 固⃝ スウェーデン建国記念

日（6月 6日）▶かつては Svenska flaggans

dag（スウェーデン国旗の日）と呼ばれていた．

(en) sve.tt 名⃝ <svetten, × , × > 汗．

sve.ttas 動⃝ <svettas, svettades, svettats, svettas!>

汗をかく．

sve.ttig 形⃝ <svettigt, svettiga> 汗をかいた，汗ま

みれの．

svi
¯
ka 動⃝ <sviker, svek, svikit, svik!> 裏切る．

svi
¯
kit 動⃝ → svika

ett svi
¯
n 名⃝ <svinet, svin, svinen> ブタ．

sv̊a
¯
r 形⃝ <sv̊art, sv̊ara> 難しい．

svä. lja 動⃝ <sväljer, svalde, svalt, svälj!> 飲み込む．

(en) svä. lt 名⃝ <svälten, × , × > 飢え．

svä.nga 動⃝ <svänger, svängde, svängt, sväng!> 曲

がる．

en swi.mmingpool 名⃝ <-poolen, -pooler,

-poolerna> スイミングプール．

sy
¯
動⃝ <syr, sydde, sytt, sy!> 縫う．

sy
¯
dafrika

¯
nsk 形⃝ <sydafrikanskt, sydafrikanska>

南アフリカ共和国の．

Sy
¯
dame

¯
rika 固⃝ 南米．

Sy
¯
deuro

¯
pa 固⃝ 南欧．

�� ��発音 しばしば/-ero
¯
pa/と発

音される．

sy
¯
dlig 形⃝ <sydligt, sydliga> 南方の，南から．

en sy
¯
l 名⃝ <sylen, sylar, sylarna> 錐（きり）．

(en) sy. lt 名⃝ <sylten, × , × > ジャム．

sympa
¯
tisk 形⃝ <sympatiskt, sympatiska> 同情的

な，思いやりのある．

ett symto
¯
m 名⃝ <symtomet, symtom, symtomen>

症状，病候．
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en sy
¯
n 名⃝ <synen, syner, synerna> 視力，視覚，

見方．f̊a syn p̊a ... ...を目にする．

sy
¯
nas 動⃝ <synes, syntes, synts, × > ...のように見

える．

en sy.nd 名⃝ <synden, synder, synderna> （宗教・

道徳上の）罪；残念なこと，気の毒なこと．Det

var synd! ああ残念！ tycka synd om ... ...

を気の毒に思う．Vad synd! ああ残念！

sy.nnerhe¯
t 名⃝ < × , × , × > i synnerhet 特に．

en sy
¯
ra 名⃝ <syran, syror, syrorna> 酸．

ett sy. skon 名⃝ <syskonet, syskon, syskonen>（性

別に関係なく）兄弟姉妹．Har du n̊agra

syskon? 兄弟いる？

ett syste
¯
m 名⃝ <systemet, system, systemen> シ

ステム，体系，組織，制度．

systema
¯
tisk 形⃝ <systematiskt, systematiska> 整

然とした，体系だった，手順通りの．

ett syste
¯
mbola

¯
g 名⃝ <-bolaget, -bolag, -bolagen>

国営酒店．

en syste
¯
mka

¯
mera 名⃝ <-kameran, -kameror,

-kamerorna> 一眼レフカメラ．

en sy. ster 名⃝ <systern, systrar, systrarna> 姉, 妹．

(英⃝ sister)

s̊a
¯
接⃝ それで，だから，そういうことで，それだか

ら，そのため．(英⃝ so)

s̊a
¯
副⃝ とても．(英⃝ so) Min bil är inte s̊a dyr som

din. 僕の車は君の車ほど高価ではない．s̊a ...

att ... とても...なので，...だ．

s̊a
¯
a.tt 句⃝ ...するように，...することを意図し

て，...することを目的として；その結果...，その

ため...，それで...．

s̊a
¯
dä
¯
r 句⃝ そのように，そんな具合に；約，およ

そ；あまり良くない．

s̊a
¯
hä
¯
r 句⃝ このように，こんな具合に．

s̊a
¯
dan 代⃝ <s̊adant, s̊adana> そのような．

�� ��発音

/s̊a(da)n, s̊a(da)nt, s̊a(da)na/ カッコ内は発音

されないことが多い

s̊a
¯
dana 代⃝ → s̊adan

s̊a
¯
dant 代⃝ → s̊adan

s̊a
¯
g 動⃝ → se

s̊a
¯
gs 動⃝ → ses

s̊akla
¯
rt 副⃝ 当然，もちろん．

�� ��発音 -rt でそり舌音．

s̊a. ld 形⃝ <s̊alt, s̊alda> 売られた．

s̊a. lde 動⃝ → sälja

s̊a
¯
le
¯
des 副⃝ その結果，それゆえに．

s̊a. lt 動⃝ → sälja

en s̊a.ng 名⃝ <s̊angen, s̊anger, s̊angerna> 歌．

en s̊a.ngare 名⃝ <s̊angaren, s̊angare, s̊angarna>

歌手．

ett s̊a
¯
r 名⃝ <s̊aret, s̊ar, s̊aren> 傷．

en s̊a
¯
s 名⃝ <s̊asen, s̊aser, s̊aserna> ソース．

s̊a
¯
so.m 接⃝ ...するように...だ，...のように．

s̊avä
¯
l 接⃝s̊aväl A som B Aはもちろん Bも．A

s̊aväl som B Bはもちろん Aも．

(en) sä
¯
d 名⃝ <säden, × , × > 種．

sä.ga 動⃝ <säger, sa (sade), sagt, säg!> 言う．(英⃝
say)

�� ��発音 不定詞，現在形，命令形はそれぞれ

/sä. ja, sä. jer, sä. j/ と発音される．Kan du säga

det igen? もう一度言ってもらえますか？ Hur

säger man ... p̊a svenska? ... はスウェーデン語

でなんと言いますか？ Säg efter mig. （教室で

先生が生徒に）後に続けて言ってください．Det

har jag aldrig sagt. 私はそんなことを絶対に

言ったことはありません．det vill säga つま

り．rättare sagt より正確に言うと．säga

ifr̊an きっぱり言う．säga till ビシッと言う，

きちんと言う，ちょっと一声かける．säga upp

解雇する，解約する．

sä
¯
ker 形⃝ <säkert, säkra> 安全な；確かな，確信の

ある．

en sä
¯
kerhet 形⃝ <säkerheten, säkerheter,

säkerheterna> 安全；確実，確信．för

säkerhets skull 念のために．

sä
¯
kert 副⃝ 絶対に，確かに，確実に，間違いなく．�� ��発音 -rt でそり舌音．

en sä
¯
l 形⃝ <sälen, sälar, sälarna> あざらし．

sä. lja 動⃝ <säljer, s̊alde, s̊alt, sälj!> 売る．

en sä. ljare 名⃝ <säljaren, säljare, säljarna> 販売員，

店員．

sä. llan 副⃝ めったに...ない．Det snöar sällan i
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Osaka. 大阪では雪はめったに降りません．

mest sällan まず...ない．

ett sä. llska¯
p 名⃝ <sällskapet, sällskap, sällskapen>

同伴．

sä.mre 形⃝ より悪い．d̊aligの比較級．Hans betyg

blir sämre.（今まで良かった）成績が落ちてきて

いる．▶良い前提が減少する場合に使われる．
sä.mst 形⃝ 最も悪い．d̊aligの最上級．▶良い前提
が減少する場合に使われる．

sä.nda 動⃝ <sänder, sände, sänt, sänd!> 送る．

(en) sä.ndning 名⃝ <sändningen, × , × > 放送．

en sä.ng 名⃝ <sängen, sängar, sängarna> ベッド．

g̊a till sängs 就寝する，寝る．ligga till

sängs 病床にふしている．

en sä.ngavde¯
lning 名⃝ <-avdelningen,

-avdelningar, -avdelningarna> ベッド売り場．

en sä.ngla.mpa 名⃝ <-lampan, -lampor,

-lamporna> 枕元の明かり，枕元の電気スタンド．

sä.nka 動⃝ <sänker, sänkte, sänkt, sänk!> 下げる．

Flygskatten sänks nu．今は航空券の税金も下

がっている．

en sä
¯
rbo

¯
名⃝ <särbon, särbor, särborna> 恋人や

パートナーと別居して暮らしている人．

sä
¯
rski.lt 副⃝ 特に．

sä. tta 動⃝ <sätter, satte, satt, sätt!> 置く，据える．

sätta ig̊ang 始める．sätta p̊a スイッチを入

れる．sätta sig 座る，腰かける．

(en) sö
¯
der 名⃝ <södern, × , × > 南．i söder

南に．

sö
¯
der 副⃝ (om ...)（...の）南に．

Sö
¯
derma.lm 固⃝ スーデルマルム（ストックホルム

の地名）．

Sö.dermanla.nd 固⃝ スーデルマンランド（ランド

スカープ名）．

Sö
¯
dertä. lje 固⃝ スーデテリエ（ストックホルム郊

外の地名）．
�� ��発音 -rt- でそり舌音．

sö
¯
dra 形⃝ <-, -> 南の．

sö
¯
g 動⃝ → suga

sö
¯
ka 動⃝ <söker, sökte, sökt, sök!> 探す，応募す

る．söka upp 探す．

en sö
¯
kande 名⃝ <sökanden, sökande, sökandena>

応募者．

(en) sö.mn 名⃝ <sömnen, × , × > 睡眠．

en sö.mntable.tt 名⃝ <-tabletten, -tabletter,

-tabletterna> 睡眠薬，眠剤．

en sö.ndag 名⃝ <-dagen, -dagar, -dagarna> 日曜

日．
�� ��発音 -gは発音されないことが多い．i

söndags この間の日曜日に．p̊a söndag 今度

の日曜日に．

en sö.ndagskvä. ll 名⃝ <-kvällen, -kvällar,

-kvällarna> 日曜の晩．

en sö.ndagsmo.rgon 名⃝ <-morgonen, -morgnar,

-morgnarna> 日曜の朝．

en sö.ndagsutfly.kt 名⃝ <-utflykten, -utflykter,

-utflykterna> 日曜日のピクニック．

sö.nder 副⃝（バラバラに）壊れた，割れた，故障し
た．vara sönder 壊れている，故障している．

sö
¯
ner 名⃝ → son

sö
¯
t 形⃝ <sött, söta> 甘い．

T

t. 略⃝ → till ...へ．

ta
¯
動⃝ <tar, tog, tagit, ta!> 取る (英⃝ take)．ta av

sig 服などを脱ぐ，体から外す．Hon tog av sig

ytterkläderna. 彼女はコートを脱いだ．ta

efter まねをする．ta emot 受け取る．ta fast

（泥棒などを）取り押さえる．ta fram 取り出

す．ta med 持って行く．Vill du äta här eller

ta med? 店内でお召し上がりですか，それとも

お持ち帰りですか？ ta med sig 持って行く．

ta p̊a sig 服など着る, 身につける．Hon tog p̊a

sig ytterkläderna. 彼女はコートを着た．ta i 力

を振り絞る，踏ん張る．ta igen 取り戻す．ta

igen sig 休息して元気を回復する，十分休養

する．

en tabe.ll 名⃝ <tabellen, tabeller, tabellerna> 表，

一覧表．

en table.tt 名⃝ <tabletten, tabletter, tabletterna>

錠剤．

ett ta.ck 名⃝ <tacket, tack, tacken> 感謝．Tack
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ska du ha. ありがとう．Tusen tack. 感謝し

ます．tack vare ... ...のおかげで．

ta.ck 間⃝ ありがとう，（何かを頼む時に）お願いし

ます．Nej tack. いえ結構です．Tack och

hej. ありがとう，それでは（別れ際のあいさ

つ）．Tack s̊a mycket. どうもありがとう (英⃝
Thank you so much)．

ett ta
¯
g 名⃝ <taget, tag, tagen> つかむこと; 少しの

時間．f̊a tag p̊a ... ...を見つける．

ta
¯
git 動⃝ → ta

ett ta
¯
k 名⃝ <taket, tak, taken> 屋根，天井．i

taket 天井に．p̊a taket 屋根の上に．

ett ta
¯
l 名⃝ <talet, tal, talen> 数；演説，スピーチ．

direkt tal 直接話法．h̊alla ett tal 演説する，

スピーチする．Jag ska h̊alla ett tal om en

timme. １時間後にスピーチをするんです．

indirekt tal 間接話法．...-talet ...年代．

1600-talet 1600年代，17世紀．

ta
¯
la 動⃝ <talar, talade, talat, tala!> 話す．Talar

du svenska? スウェーデン語を話しますか？

Svenska talas i Sverige och Finland. スウェー

デン語はスウェーデンとフィンランドで話され

ている．talas vid 話し合いをもつ．

en ta. lang 名⃝ <talangen, talanger, talangerna>

才能．

en ta. llri.k 名⃝ <tallriken, tallrikar, tallrikarna> 皿．

ta
¯
m 形⃝ <tamt, tama> 飼いならされた．

en ta.nd 名⃝ <tanden, tänder, tänderna> 歯．▶複
数形に注意．

en ta.ndkiru. rg 名⃝ <-kirurgen, -kirurger,

-kirurgerna> 歯科医，口腔外科医．
�� ��発音

/-Ciru. rg/．

en ta.ndklini¯
k 名⃝ <-kliniken, -kliniker,

-klinikerna> 歯科医院，デンタルクリニック．

en ta.ndkrä¯
m 名⃝ <-krämen, -krämer, -krämerna>

歯磨き粉．

en ta.ndlä¯
kare 名⃝ <-läkaren, -läkare, -läkarna> 歯

医者，歯科医師．

en ta.ndpe¯
tare 名⃝ <-petaren, -petare, -petarna>

爪楊枝．

(en) ta.ndvä.rk 名⃝ <-värken, × , × > 歯痛．

ett tange.ntbo¯
rd 名⃝ <-bordet, -bord, -borden>

キーボード．
�� ��発音 -rd でそり舌音．

en ta.ngo 名⃝ <tangon, tangor, tangorna> タンゴ．

dansa tango タンゴを踊る．

en ta.nk 名⃝ <tanken, tankar, tankarna> タンク．

en ta.nke 名⃝ <tanken, tankar, tankarna> 思考，

考え．

en ta.nt 名⃝ <tanten, tanter, tanterna> （原則的に

血縁関係のない）おばさん．

ta.ppa 動⃝ <tappar, tappade, tappat, tappa!> 落と

す，なくす．

en ta
¯
vla 名⃝ <tavlan, tavlor, tavlorna> 絵画，（掲

示）板．

en taxame
¯
ter 名⃝ <-metern, -metrar, -metrarna>

タクシーメーター

en ta.xi 名⃝ <taxin, taxibilar, taxibilar> タクシー．

▶複数形に注意．
ett ta.xibola¯

g 名⃝ <-bolaget, -bolag, -bolagen> タ

クシー会社．

en ta.xichauffö¯
r 名⃝ <-chauffören, -chaufförer,

-chaufförerna> タクシー運転手．
�� ��発音 [-SOfœ:r]

あるいは [-ÊOfœ:r]．

ett te
¯
名⃝ <teet, teer, teerna> 紅茶．▶複数形に

注意．

en tea
¯
ter 名⃝ <teatern, teatrar, teatrarna> 劇

場，劇．

ett te.cken 名⃝ <tecknet, tecken, tecknen> しるし．

te
¯
g 動⃝ → tiga

en te.jp 名⃝ <tejpen, tejper, tejperna> テープ．

en tekni
¯
k 名⃝ <tekniken, tekniker, teknikerna> 技

術，テクニック，コツ．

te.knisk 形⃝ <tekniskt, tekniska> 技術的な．

teknisk fysik 基礎工学．

en te
¯
ko.pp 名⃝ <-koppen, -koppar, -kopparna>

ティーカップ．

tel 略⃝ → telefon

en telefo
¯
n 名⃝ <telefonen, telefoner, telefonerna>

電話．

ett telefo
¯
nnu.mmer 名⃝ <-numret, -nummer,
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-numren> 電話番号．

ett telefo
¯
nsamta

¯
l 名⃝ <-samtalet, -samtal,

-samtalen> 電話での会話．

(en) teleko.m 名⃝ < × , × , × > 遠距離通信，電気

通信技術．

ett te
¯
ma 名⃝ <temat, teman, temana> テーマ．

en temperatu
¯
r 名⃝ <temperaturen, temperaturer,

temperaturerna> 温度，気温，体温．

ett te.mpus 名⃝ <tempuset, tempus, tempusen>

時制．

en te.nniskarriä¯
r 名⃝ <-karriären, -karriärer,

-karriärerna> テニス選手としての輝かしい経歴．

en te.nnislä¯
rare 名⃝ <-läraren, -lärare, -lärarna>

テニスインストラクター．

teore
¯
tisk 形⃝ <teoretiskt, teoretiska> 理論的な，

理論の．

en termi
¯
n 名⃝ <terminen, terminer, terminerna>

学期．

en termina
¯
l 名⃝ <terminalen, terminaler,

terminalerna> 終点，終着駅，始発駅，ターミ

ナル．

ett terra
¯
rium 名⃝ <terrariet, terrarier,

terrarierna> テラリウム，小型動物飼育器，小型

植物栽培容用ガラス容器；小型動物展示施設．

en terra.ss 名⃝ <terrassen, terrasser, terrasserna>

テラス．

te.sta 動⃝ <testar, testade, testat, testa!> テスト

する．

ett testame.nte 名⃝ <testamentet, testamenten,

testamentena> 遺言，遺言状．

en te
¯
ve
¯
名⃝ <teve:n, teveapparater(teve:ar),

teveapparaterna(teve:arna)> テレビ．

en te
¯
vekvä. ll 名⃝ <-kvällen, -kvällar, -kvällarna>

テレビを見て過ごす晩．．

en te
¯
vese

¯
rie 名⃝ <-serien, -serier, -serierna> テレ

ビシリーズ，連続番組．

t.ex. 略⃝ → till exempel

en te.xt 名⃝ <texten, texter, texterna> テクスト，

文章，本文．

en texti
¯
l 名⃝ <textilen, textiler, textilerna> テキス

タイル，織物，布地．

t.h. 略⃝ → till höger 右へ．

(en) tha. i 名⃝ < × , × , × > タイ人，タイ国民；タ

イ語．

(en) tha. icu. rry 名⃝ <-curryn, × , × > タイカレー．

Tha. iland 固⃝ タイ．

tha. ilä.ndsk 形⃝ <thailändskt, thailändska> タイ

（語）の．

Tho
¯
mas 固⃝ トーマス（男性名）．

en thri.ller 名⃝ <thrillern, thrillar (thriller,

thrillers), thrillarna (thrillerna)> スリラー小説，

スリラー映画．
�� ��発音 /tri.ler/．

en ti
¯
a 名⃝ <tian, tior, tiorna> 10という数字．10

番（順位），10クローナ硬貨．

en ti
¯
d 名⃝ <tiden, tider, tiderna> 時間 (英⃝ time)．

Vilken tid ska du åka? 何時に行くの？ Har du

tid? 時間ありますか？ beställa tid 予約する，

アポを取る．d̊a för tiden 当時は．förr i

tiden 昔は．hela tiden （初めから終わりま

で）ずっと．hur l̊ang tid? どのくらいの時間．

Hur l̊ang tid tar det? どれくらいの時間かかり

ますか？ i tid 時間通りに．Jag ska försöka

komma i tid. 私は時間通りに来るようにしま

す．med tiden 時とともに．nu för tiden 近

頃は．p̊a den tiden 当時は．

ti
¯
dig 形⃝ <tidigt, tidiga> 早い．(英⃝ early)．

ti
¯
digare 副⃝ 以前は．

ti
¯
digt 副⃝ 早くに．

en ti
¯
dning 名⃝ <tidningen, tidningar, tidningarna>

新聞，雑誌．
�� ��発音 [ti:niN]とも発音される．

en ti
¯
dningssi

¯
da 名⃝ <-sidan, -sidor, -sidorna> 新

聞のページ．

en ti
¯
dpu.nkt 名⃝ <-punkten, -punkter,

-punkterna> 時点，時刻．

ett ti
¯
dsadve.rb 名⃝ <-adverbet, -adverb,

-adverben> 時の副詞．

en ti
¯
dsprepositio

¯
n 名⃝ <-prepositionen,

-prepositioner, -prepositionerna> 時の前置詞．

ett ti
¯
dsuttry. ck 名⃝ <-uttrycket, -uttryck,

-uttrycken> 時間表現．
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en ti
¯
dtabe.ll 名⃝ <-tabellen, -tabeller, -tabellerna>

時刻表，予定表．

ti
¯
ga 動⃝ <tiger, teg, tigit, tig!> 黙っている．

ti
¯
git 動⃝ → tiga

ti.ll 前⃝ 【空間】（到着点を含意して）...へ，...に．

【時間】（時間・期限の終わりを表して）...まで；

（行為の実行時期の設定を表して）...に．【目標】

（行為の成立目標の設定を表して）...ために．

【関係】（互いに補完する関係を表して）...の；

（所属・付属を表して）...の (英⃝ to)．till och

med（...を含んだ上で）...まで．

ti.ll 副⃝ 追加して，（瞬時的な激しい動きや行為を表

して）ちょっと．En g̊ang till! もう一度．

tillba
¯
ka 副⃝ 戻って (英⃝ back)．När åker du

tillbaka till Japan? いつ日本に帰るの？ sedan

... tillbaka ...より以来ずっと．

tillfre
¯
dsstä. lla 動⃝ <-ställer, -ställde, -ställt,

-ställ!> 満足させる．

tillfre
¯
dsstä. llande 形⃝ <–, –> 満足させるような．

ett ti.llfä. lle 名⃝ <tillfället, tillfällen, tillfällena> 機

会．för tillfället 一時的に，目下のところ．

ett ti.llg̊a.ng 名⃝ <tillg̊angen, tillg̊angar,

tillg̊angarna> 利用できること，アクセスできる

こと；資産，資源．

tillha.ndah̊a. lla 動⃝ <-h̊aller, -höll, -h̊allit, -h̊all!>

自由に使わせる．

ti.llhö¯
ra 動⃝ <tillhör, tillhörde, tillhört, tillhör!> ...

に属している，...のものである．

ti.llrä.cklig 形⃝ <tillräckligt, tillräckliga> 充分な．

ti.lls 接⃝前⃝ ...（する）まで．

ti.llsa¯
de 動⃝ → tillsäga

ti.llsa.gt 動⃝ → tillsäga

tillsa.mmans 副⃝ 一緒に．

ti.llsä.ga 動⃝ <tillsäger, tillsade, tillsagt, tillsäg!> 命

ずる．

ti.llta¯
動⃝ <tilltar, tilltog, tilltagit, tillta!> 増加

する．

ti.llta¯
git 動⃝ → tillta

ti.llto¯
g 動⃝ → tillta

ett ti.lltalsna.mn 名⃝ <-namnet, -namn, -namnen>

ファーストネーム．

(en) ti.llva¯
ro 名⃝ <tillvaron, × , × > 生活，人生，

存在．

ti.llve.rka 動⃝ <tillverkar, tillverkade, tillverkat,

tillverka!> 生産する．

en ti.mer 名⃝ <timern, timer, timerna> タイマー．�� ��発音 /tajmer/．

en ti.mme 名⃝ <timmen, timmar, timmarna> 1時

間 (英⃝ hour)．Hur många timmar tar det? 何

時間かかりますか．Det tar en timme och

tjugo minuter att komma till universitetet

med t̊ag. 電車で大学に来るのに 1時間 20分か

かります．tv̊a g̊anger i timmen 1時間に 2回．

tv̊a g̊anger per timme 1時間に 2回．

ett ti.ng 名⃝ <tinget, ting, tingen> 物．

ti
¯
o 数⃝ 10．

�� ��発音 /tie/ とも発音される．

en ti
¯
okro

¯
na 名⃝ <-kronan, -kronor, -kronorna> 10

クローナ硬貨．

ti
¯
onde 数⃝ 第 10番目の．

ett ti
¯
otusenta

¯
l 名⃝ <-talet, -tal, -talen> （まと

まった数・単位としての）万，tiotusentals ...

何万という...．

ett ti.ps 名⃝ <tipset, tips, tipsen> コツ，秘訣，ヒ

ント．

ti.psa 動⃝ <tipsar, tipsade, tipsat, tipsa!> ヒントを

与える，コツを教える，秘訣を教える．

en ti
¯
sdag 名⃝ <-dagen, -dagar, -dagarna> 火曜日．�� ��発音 -gは発音されないことが多い．i tisdags

この間の火曜日に．p̊a tisdag 今度の火曜日に．

en ti
¯
sdagsmo.rgon 名⃝ <-morgonen, -morgnar,

-morgnarna> 火曜の朝．

en ti.tel 名⃝ <titeln, titlar, titlarna> タイトル．

ti.tta 動⃝ <tittar, tittade, tittat, titta!> (p̊a ...)

（...を）見る，目を向ける．(efter ...) 見て...を

探す．（英⃝ look）．titta efter （目で）探す．

titta till ちょっとみる．

tja. 間⃝ こんにちは（くだけたあいさつ表現）．

tja
¯
間⃝ ええと．

en tje.j 名⃝ <tjejen, tjejer, tjejerna> 女の子．

en tje.jko.mpis 名⃝ <-kompisen, -kompisar,
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-kompisarna> 女友達．

tje
¯
na 間⃝ こんにちは（くだけたあいさつ表現）．

tjo.ck 形⃝ <tjockt, tjocka> 太った，太い，厚い．

en tju
¯
ga 名⃝ <tjugan, tjugor, tjugorna> 20クロー

ナ札．

tju
¯
go 数⃝ 20．

�� ��発音 /tju
¯
gu/ とも発音される．

en tju
¯
gola.pp 名⃝ <-lappen, -lappar, -lapparna>

20クローナ札．

tju
¯
gonde 数⃝ 第 20番目の．

tju
¯
ta 動⃝ <tjuter, tjöt, tjutit, tjut!> 遠吠えする．

tju
¯
tit 動⃝ → tjuta

en tju
¯
v 名⃝ <tjuven, tjuvar, tjuvarna> 泥棒．

tju
¯
vly. ssna 動⃝ <-lyssnar, -lyssnade, -lyssnat,

-lyssna!> 盗聴する．

tjä
¯
na 動⃝ <tjänar, tjänade, tjänat, tjäna!> （金銭

を）稼ぐ，得る．tjäna pengar 金を稼ぐ．

en tjä.nst 名⃝ <tjänsten, tjänster, tjänsterna> 地

位，職；業務；サービス．

tjö
¯
t 動⃝ → tjuta

tlf 略⃝ → telefon 電話．

en toale.tt 名⃝ <toaletten, toaletter, toaletterna>

トイレ，洗面所．

(en) to
¯
bak 名⃝ <tobaken, × , × > タバコ．

en to
¯
baksaffä

¯
r 名⃝ <-affären, -affärer, -affärerna>

タバコ屋．

en to.ffel 名⃝ <toffeln, tofflor, tofflorna> スリッパ．

▶複数形に注意．
(en) to

¯
fu 名⃝ <tofun, × , × > 豆腐．

to
¯
g 動⃝ → ta

to. lfte 数⃝ 第 12番目の．

to. lka 動⃝ <tolkar, tolkade, tolkat, tolka!> 通訳す

る，解釈する．

to. lv 数⃝ 12.

en to. lva 名⃝ <tolvan, tolvor, tolvorna> 12という

数字．12番（順位）．

to.m 形⃝ <tomt, tomma> 空っぽの．
�� ��発音 -o- が短

母音であることに注意．

en toma
¯
t 名⃝ <tomaten, tomater, tomaterna> ト

マト．

en to.mt 名⃝ <tomten, tomter, tomterna> 土地．

en to.mte 名⃝ <tomten, tomtar, tomtarna> 小人；

サンタクロース．

en to
¯
n 名⃝ <tonen, toner, tonerna> 音調．hög

ton （声や音が）高い調子．

ett to.n 名⃝ <tonnet, ton, tonnen> トン（重量単

位）．
�� ��発音 -o- が短母音であることに注意．

en to. n̊a¯
ring 名⃝ <ton̊aringen, ton̊aringar,

ton̊aringarna> ティーンエイジャー，10代の少

年・少女．

to.ppen 間⃝ 最高，素晴らしい．

en to.ppenda¯
g 名⃝ <-dagen, -dagar, -dagarna> 最

高の 1日．

en to.ppenkvä. ll 名⃝ <-kvällen, -kvällar,

-kvällarna> 最高の晩．

ett to.ppjo.bb 名⃝ <-jobbet, -jobb, -jobben> すば

らしい仕事．

To
¯
r 固⃝ トール（男性名）．

to
¯
rdes 助⃝

�� ��発音 -rd- でそり舌音．→ töras

ett to.rg 名⃝ <torget, torg, torgen> 広場．
�� ��発音 -rg

は/-rj/

to.rka 動⃝ <torkar, torkade, torkat, torka!> 乾かす，

干す．torka av 拭く．

ett to
¯
rn 名⃝ <tornet, torn, tornen> 塔．

�� ��発音 -rn

でそり舌音．

en to
¯
rsdag 名⃝ <-dagen, -dagar, -dagarna> 木曜

日．
�� ��発音 -gは発音されないことが多い． -rsd-

でそり舌音．i torsdags この間の木曜日に．p̊a

torsdag 木曜日に．

en to.rsk 名⃝ <torsken, torskar, torskarna> タラ．�� ��発音 -rs- でそり舌音．

ett to.rskrece.pt 名⃝ <-receptet, -recept,

-recepten> タラを使ったレシピ．
�� ��発音 -rs-でそ

り舌音．

to
¯
rts 助⃝

�� ��発音 -rts でそり舌音．→ töras

tota
¯
l 形⃝ <totalt, totala> 全体の．

To
¯
ve Ja

¯
nsson 固⃝ トーヴェ・ヤーンソン．

tr. 略⃝ → trappa, trappor 階．

traditione.ll 形⃝ <traditionellt, traditionella> 伝統

的な．

(en) trafi
¯
k 名⃝ <trafiken, × , × > 交通．
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en trafi
¯
koly. cka 名⃝ <-olyckan, -olyckor,

-olyckorna> 交通事故．

en transpo.rt 名⃝ <transporten, transporter,

transporterna> 輸送．

en tra.ppa 名⃝ <trappan, trappor, trapporna>

階段．

ett tra.ppste¯
g 名⃝ <-steget, -steg, -stegen> 階段

の段．

tra
¯
sig 形⃝ <trasigt, trasiga> 壊れた．

en tra
¯
ve 名⃝ <traven, travar, travarna> （積み上

げられた）山．

tre
¯
数⃝ 3．

en tre
¯
a 名⃝ <trean, treor, treorna> 3という数字．

3番（順位），3LDK，3番ホーム，3番線，3年

（学年）．

tre
¯
dje 数⃝ 第 3番目の．

en tre.nd 名⃝ <trenden, trender, trenderna> 傾向，

動向，トレンド．

tre.ttio 数⃝ 30．
�� ��発音 -oは発音されない．

tre.ttionde 数⃝ 第 30番目の．

tre.tton 数⃝ 13．

tre.ttonde 数⃝ 第 13番目の．

tre
¯
vlig 形⃝ <trevligt, trevliga> 素敵な．

(en) triste.ss 名⃝ <tristessen, × , × > 憂うつ，陰

うつ．

tri
¯
vas 動⃝ <trivs, trivdes, trivts, trivs!> 楽しく過

ごす，居心地が良い，気に入っている．

tro
¯
動⃝ <tror, trodde, trott, tro!> ...と思う，信ず

る．▶何らかの根拠があっての客観的な判断．
Jag tror att hans bok är bra. （例えば，書評な

どから判断して）私は彼の本は良いと思う．

tro
¯
ende 形⃝ <–, –> 信心深い．

tro
¯
gen 形⃝ <troget, trogna> 忠実な．

tro
¯
ligen 副⃝ 思うに．

en tro
¯
sa 名⃝ <trosan, trosor, trosorna> 女性用のパ

ンツ（下着）．▶通例，複数形で使われる．
tro.ts 前⃝ ...にもかかわらず．trots allt それにも

かかわらず，それでもなお．

tro.ts a.tt 接⃝ ...にもかかわらず．

en tru. ckfö¯
rare 名⃝ <-föraren, -förare, -förarna>

トラック運転手．

en tru.mma 名⃝ <trumman, trummor,

trummorna> ドラム，太鼓．

en trumpe
¯
t 名⃝ <trumpeten, trumpeter,

trumpeterna> トランペット．

ett tru.mse.t 名⃝ <-setet, -set, -seten> ドラムセッ

ト，ドラム一式

try. cka 動⃝ <trycker, tryckte, tryckt, tryck!> 押す；

印刷する．

tr̊a
¯
kig 形⃝ <tr̊akigt, tr̊akiga> 退屈な；困った，残

念な．Det var tr̊akigt! ああ残念！

tr̊a.ng 形⃝ <tr̊angt, tr̊anga> 狭い，混み合った．

ett trä
¯
名⃝ <träet/trät, trän, träna> 材木．

ett trä
¯
d 名⃝ <trädet, träd, träden> 木．

en trä
¯
dg̊ard/trä.dg̊ard 名⃝ <trädg̊arden,

trädg̊ardar, trädg̊ardarna> 庭．
�� ��発音 最初の -d-

は発音されない．-rd- でそり舌音．

ett trä
¯
dg̊ardsarbe

¯
te 名⃝ <-arbetet, -arbeten,

-arbetena> 庭仕事，園芸．
�� ��発音 -rds- でそり

舌音．

en trä
¯
dg̊ardsg̊a.ng 名⃝ <-g̊angen, -g̊angar,

-g̊angarna> 庭の道，庭を通る道．
�� ��発音 -rds- で

そり舌音．

en trä
¯
dg̊ardsmä.stare 名⃝ <-mästaren, -mästare,

-mästarna> 庭師．
�� ��発音 -rds- でそり舌音．

en trä
¯
dsta.m 名⃝ <-stammen, -stammar,

-stammarna> 木の幹．

trä.ffa 動⃝ <träffar, träffade, träffat, träffa!> 会う．

Vad roligt att träffa dig. 会えて嬉しく思い

ます．

trä.ffas 動⃝ <träffas, träffades, träffats, träffas!> お

互いに会う．Jag hoppas att vi kan träffas

igen. 私たちはまた会えるといいね．

ett trä
¯
go. lv 名⃝ <-golvet, -golv, -golven> 木の床．

trä
¯
na 動⃝ <tränar, tränade, tränat, träna!> トレー

ニングする．

en trä
¯
nare 名⃝ <tränaren, tränare, tränarna> ト

レーナー．personlig tränare パーソナルト

レーナー．

trä.nga 動⃝ <tränger, trängde, trängt, träng!> 押し
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のける．

trä.ngas 動⃝ <trängs, trängdes, trängts, trängs!>

押し合いへし合いする．

trä.ngre 形⃝ より狭い，より混み合った，tr̊angの

比較級．

trä.ngst 形⃝ 最も狭い，最も混み合った，tr̊angの

最上級．

trö
¯
g 形⃝ <trögt, tröga> （動きの）ゆっくりとし

た．vara trög i magen 便秘である．

en trö. ja 名⃝ <tröjan, tröjor, tröjorna> セーター．

varm tröja 暖かいセーター．

trö. tt 形⃝ <trött, trötta> 疲れている； (p̊a ...) ...

に飽きた．

en tu
¯
b 名⃝ <tuben, tubar, tubarna> チューブ．

tu.ff 形⃝ <tufftt, tuffa> つらい，苦しい，困難な；

粘り強い，タフな．

ett tu. ggu.mmi 名⃝ <tuggummit, tuggummin,

tuggumminna> チューイングガム．

ett tu. ggummipake
¯
t 名⃝ <-paketet, -paket,

-paketen> チューイングガム 1パック．

en tu. ll 名⃝ <tullen, tullar, tullarna> 関税．

en tu.mme 名⃝ <tummen, tummar, tummarna> 親

指．h̊alla tummarna 幸運を祈る．Jag ska

h̊alla tummarna! 幸運を祈っています．

tu.ng 形⃝ <tungt, tunga> 重い．

en tu.nga 名⃝ <tungan, tungor, tungorna> 舌．

en tu.ngvri.ckare 名⃝ <-vrickaren, -vrickare,

-vrickarna> 早口言葉．

tuni
¯
sisk 形⃝ <tunisiskt, tunisiska> チュニジアの．

tu.nn 形⃝ <tunt, tunna> 薄い．

en tu.nnel 名⃝ <tunneln, tunnelar, tunnelarna> ト

ンネル．

en tu.nnelba¯
na 名⃝ <-banan, -banor, -banorna> 地

下鉄．̊aka tunnelbana 地下鉄に乗って行く．

en tu.pp 名⃝ <tuppen, tuppar, tupparna> おん

どり．

en tu.pplu¯
r 名⃝ <tuppluren, tupplurar,

tupplurarna> ひと眠り，仮眠．ta en tupplur

うたた寝する，ひと眠りする．

(en) tu
¯
r 名⃝ <turen, × , × > 幸運．Vilken tur!

なんて幸運なんだ！

en tu
¯
r 名⃝ <turen, turer, turerna> 順番；旅行．

en turi.st 名⃝ <turisten, turister, turisterna> 旅

行者．

tu. rkisk 形⃝ <turkiskt, turkiska> トルコの．

tu
¯
sen 数⃝ 1,000．

tu
¯
sende 数⃝ 第 1,000番目の．

en tu
¯
senla.pp 名⃝ <-lappen, -lappar, -lapparna>

1,000クローナ札．

ett tu
¯
senta

¯
l 名⃝ <-talet, -tal, -talen> （まとまっ

た数・単位としての）千．tusentals ... 何千と

いう...．

en TV 名⃝ <TV:n, TV-apparater (TV:ar),

TV-apparaterna (TV:arna)> テレビ．
�� ��発音

/te
¯
ve
¯
/．

t.v. 略⃝ → till vänster 左へ; tills vidare 当分

の間，さしあたり．

(en) tve
¯
kan 名⃝ <tvekan, × , × > ためらい．▶単

数既知形は単数未知形と同形．

tve
¯
ksa.m 形⃝ <tveksamt, tveksamma> ためらって

いる，躊躇している．

tvi.nga 動⃝ <tvingar, tvingade, tvingat, tvinga!> 強

いる，無理に...させる．

tvi
¯
vla 動⃝ <tvivlar, tvivlade, tvivlat, tvivla!> 疑問

に思う，疑う．

tvu.ngen 形⃝ <tvunget, tvungna> 強いられた．

tv̊a
¯
数⃝ 2．

en tv̊a
¯
a 名⃝ <tv̊aan, tv̊aor, tv̊aorna> 2という数

字．2番（順位），2LDK，2番ホーム，2番線，2

年（学年）．

en tv̊a
¯
l 名⃝ <tv̊alen, tv̊alar, tv̊alarna> （固形の）

石鹸．

en tvä
¯
rga

¯
ta 名⃝ <-gatan, -gator, -gatorna> 交差

街路．

tvärto.m 副⃝ それとは逆に，それとは反対に．�� ��発音 -rt- でそり舌音．

en tvä.tt 名⃝ <tvätten, tvättar, tvättarna> 洗濯，

洗濯物．

tvä.tta 動⃝ <tvättar, tvättade, tvättat, tvätta!> 洗

う．tvätta av 洗い落とす．
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en tvä.ttmaski
¯
n 名⃝ <-maskinen, -maskiner,

-maskinerna> 洗濯機．

en tvä.ttstu¯
ga 名⃝ <-stugan, -stugor, -stugorna>

（アパートなどの共同の）洗濯室．

ty
¯
接⃝ それというのは，その訳は．▶ かなり硬い書
き言葉．

ty. cka 動⃝ <tycker, tyckte, tyckt, tyck!> ...と思う．

▶個人的な価値判断．Jag tycker att hans bok

är bra. 私 (の意見で)は彼の本は良いと思う．

Det tycker jag. そう思います．Det tycker

jag inte. そうは思いません．tycka om ...が

好きである．Jag tycker om musik. 私は音楽が

好きだ．De tycker om att lyssna p̊a modern

musik. 彼らは現代音楽を聴くのが好きだ．Jag

tycker inte om bananer. 私はバナナは好きでは

ない．

ty. ckas 動⃝ <tycks, tycktes, tyckts, × > ...のよう

に思える．

ty
¯
da 動⃝ <tyder, tydde, tytt, tyd!> 読み解く．

ty
¯
dlig 形⃝ <tydligt, tydliga> はっきりした，明

瞭な．

ty.ngre 形⃝ より低い，tungの比較級．

ty.ngst 形⃝ 最も低い, tungの最上級．

en ty
¯
p 名⃝ <typen, typer, typerna> タイプ，型．

ty
¯
p 前⃝ ...のような．en bil typ Volvo ボルボのよ

うな車．

ty
¯
pisk 形⃝ <typiskt, typiska> 典型的な．

en ty
¯
psnitt 名⃝ <typsnittet, typsnitt, typsnitten>

フォント．

ty. sk 名⃝ <tyskt, tyska> ドイツ（語）の．

(en) ty. ska 名⃝ <tyskan, × , × > ドイツ語．

Ty.skland 固⃝ ドイツ．

ty. st 形⃝ <tyst, tysta> 沈黙した，静かな．h̊alla

tyst 黙る．

en ty. stnad 名⃝ <tystnaden, tystnader,

tystnaderna> 沈黙．den djupaste tystnad

深い沈黙．

tyvä.rr 副⃝ 残念ながら．

en t̊a
¯
名⃝ <t̊an, t̊ar, t̊arna> 足の指，つま先．

ett t̊a
¯
g 名⃝ <t̊aget, t̊ag, t̊agen> 電車．̊aka t̊ag 電

車に乗って行く．

en t̊a
¯
gstatio

¯
n 名⃝ <-stationen, -stationer,

-stationerna> 電車の駅．

en t̊a
¯
gti
¯
d 名⃝ <-tiden, -tider, -tiderna> 電車の時間

t̊a
¯
la 動⃝ <t̊al, t̊alde, t̊alt, t̊al!> 耐える．

en t̊a.ng 名⃝ <t̊angen, tänger, tängerna> やっとこ，

トング．▶ 複数形に注意．
en t̊a

¯
r 名⃝ <t̊aren, t̊arar, t̊ararna> 涙．

en t̊a
¯
rta 名⃝ <t̊artan, t̊artor, t̊artorna> ケーキ．�� ��発音 -rt- でそり舌音．

ett tä.cke 名⃝ <täcket, täcken, täckena> 毛布．

ett tä. lt 名⃝ <tältet, tält, tälten> テント．

tä. lta 動⃝ <tältar, tältade, tältat, tälta!> テントに

泊まる，キャンプする．

tä.mligen 副⃝ 割と．

tä.nda 動⃝ <tänder, tände, tänt, tänd!> 火をと

もす．

tä.nder 名⃝ → tand

en tä.ndsti.cka 名⃝ <-stickan, -stickor, -stickorna>

マッチ．

tä.nka 動⃝ <tänker, tänkte, tänkt, tänk!> 思う，考

える．...するつもりだ．▶意向や解決策・創造
を前提とした思考．Jag ska tänka p̊a saken tills

imorgon. 明日までその件について（何か良い解

決案があるかどうかなども含めて）考えましょ

う．Jag tänker åka till Sverige nästa år. 私は

来年スウェーデンに行こうと思っている．

tänka efter よく考える．tänka igenom 考え

抜く．tänka positivt 前向きに考える，プラス

思考をする．

tä
¯
rna 動⃝ <tärnar, tärnade, tärnat, tärna!> さいの

目に切る．
�� ��発音 -rn- でそり舌音．

en tä
¯
rning 名⃝ <tärningen, tärningar,

tärningarna> サイコロ．
�� ��発音 -rn- でそり舌音．

kasta tärning サイコロを振る．

ett tä
¯
rningssla

¯
g 名⃝ <-slaget, -slag, -slagen> サイ

コロを振ること．
�� ��発音 -rn- でそり舌音．

tä
¯
vla 動⃝ <tävlar, tävlade, tävlat, tävla!> 競う．

tö.mma 動⃝ <tömmer, tömde, tömt, töm!> 空に

する．
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tö.ntig 形⃝ <töntigt, töntiga> 不器用な，やぼな．

tö
¯
ras 助⃝ <törs, tordes, torts, × > （しばしば相手

に気を使いながら）あえて...する．

tö. rstig 形⃝ <törstigt, törstiga> 喉が渇いた．
�� ��発音

-rst- でそり舌音．

U

u.a. 略⃝ → utan anmärkning 特に異常なし，特

に問題なし．

UD 略⃝ → Utrikesdepartmentet 外務省．

u.dda 形⃝ <–, –> 奇妙な，奇数の．

en u. gn 名⃝ <ugnen, ugnar, ugnarna> オーブン．

Ukra
¯
ina 固⃝ ウクライナ（国名）．

(en) u. ll 名⃝ <ullen, × , × > 羊毛，ウール．

U. lla 固⃝ ウッラ（女性名）．

U
¯
me̊a 固⃝ ユーメオ（スウェーデン北部の都市名）．

u.mgi.cks 動⃝ → umg̊as

u.mg̊a
¯
s 動⃝ <umg̊as, umgicks, umg̊atts, umg̊as!> 交

際する，付き合いをする．

u.ndan 副⃝ わきへ，よけて，回避して，逃避して，

隠して，逃れて，取り除いて．

u.nder 前⃝ （空間）...の下に，...の真下に；（時

間）...の間，...の間じゅう．under det att ...

...している間．

u.nder 副⃝ 下に，下って，下位に．

ett u.nder 名⃝ <undret, under, undren> 奇跡．

u.nderba¯
r 形⃝ <underbart, underbara> すばら

しい．

en u.nderg̊a.ng 名⃝ <-g̊angen -g̊angar, -g̊angarna>

滅亡，没落．

u.nderh̊a. llande 形⃝ <–, –> 愉快な．

ett u.nderla¯
kan 名⃝ <-lakanet, -lakan, -lakanen>

敷布，シーツ．

en u.nderrubri¯
k 名⃝ <-rubriken, -rubriker,

-rubrikerna> 小見出し，副題．

u.nderskö¯
n 形⃝ <-skönt, -sköna> とびきり美しい．

u.nderst 副⃝ 一番下に．
�� ��発音 -rst でそり舌音．

u.ndersta 形⃝ 一番下の．
�� ��発音 -rst- でそり舌音．

ett u.nderstre.ck 名⃝ <-strecket, -streck,

-strecken> （パソコン）アンダーバー．
�� ��発音

-rst- でそり舌音．

u.nderstru¯
ken 形⃝ <understruket, understrukna>

下線の引かれた．
�� ��発音 -rst- でそり舌音．

en u.ndersö¯
kning 名⃝ <-sökningen, -sökningar,

-sökningarna> 調査．
�� ��発音 -rs- でそり舌音．

u.ndervi¯
sa 動⃝ <-visar, -visade, -visat, -visa!> （学

科を）教える．

en u.ndervis¯
ning 名⃝ <-visningen, -visningar,

-visningarna> 授業．

en u.nderv̊a¯
ning 名⃝ <-v̊aningen, -v̊aningar,

-v̊aningarna> 下の階．

u.ndra 動⃝ <undrar, undrade, undrat, undra!> だろ

うかと思う，いぶかしく思う，（控えめに）尋ね

る．(英⃝ wonder)．Jag undrar om du skulle

kunna hjälpa mig. 私に手を貸してくださるこ

とはできますでしょうか．

u.ndre 形⃝ 下方の．

u.ndve¯
k 動⃝ → undvika

u.ndvi¯
ka 動⃝ <undviker, undvek, undvikit,

undvik!> 避ける．

u.ndvi¯
kit 動⃝ → undvika

u.ng 形⃝ <ungt, unga> 若い (英⃝ young)．De ser

unga ut. 彼らは若くみえます．

ung. 略⃝ → ungefär 約，およそ．

en u.ngdo.m 名⃝ <ungdomen, ungdomar,

ungdomarna> 若者．i ungdomen 若い頃は．

ungefä
¯
r 副⃝ 約，およそ．

U. ngern 固⃝ ハンガリー．
�� ��発音 -rn でそり舌音．

u.ngersk 形⃝ <ungerskt, ungerska> ハンガリー

（語）の．
�� ��発音 -rs- でそり舌音

ett universite
¯
t 名⃝ <universitetet, universitet,

universiteten> 大学．
�� ��発音 -rs- でそり舌音．

u.pp 副⃝ 上へ，上方へ，グレードを上げて，（上に

向かって）限界点に達して，完成して，終結し

て，（上に上げることによって）開いて，解いて．

upp och ner 上下に，上がったり下がったり．

u.ppe 副⃝ 上で，上に，起きて．vara uppe 遅くま

で起きている．

ett u.ppeh̊a. ll 名⃝ <-h̊allet, -h̊all, -h̊allen> 小休止，

中断．
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u.ppfa.nn 動⃝ → uppfinna

u.ppfa.tta 動⃝ <-fattar, -fattade, -fattat, -fatta!> 理

解する，把握する．

u.ppfi.nna 動⃝ <-finner, -fann, -funnit, -finna!> 発

明する．

en u.ppfi.nnare 名⃝ <-finnaren, -finnare,

-finnarna> 発明者，発明家．

u.ppfu.nnit 動⃝ → uppfinna

u.ppfö¯
r 前⃝ （方向性）...の上に向かって．

u.ppfö¯
ra 動⃝ <-för, -förde, -fört, -för!> uppföra

sig 振舞う．

en u.ppgi.ft 名⃝ <-giften, -gifter, -gifterna> 任務，

課題．情報．

u.ppifr̊a¯
n 副⃝ 上から．

uppl. 略⃝ → upplaga （本などの）版．

en u.ppla¯
ga 名⃝ <upplagan, upplagor, upplagorna>

（本などの）版．

U. ppland 固⃝ ウップランド（ランドスカープ名）．

u.pple¯
va 動⃝ <-lever, -levde, -levt/-levat, -lev!> 経

験する．

en u.pple¯
velse 名⃝ <upplevelsen, upplevelser,

upplevelserna> 経験．

u.pply
¯
sa 動⃝ <-lyser, -lyste, -lyst, -lys!> 通知する．

u.pprö¯
rt 副⃝ 興奮して，怒って．

�� ��発音 -rt でそり

舌音．

U. ppsa¯
la 固⃝ ウップサーラ（スウェーデンの都

市名）．

en u.ppsa.ts 名⃝ <-satsen, -satser, -satserna> 作文，

レポート，論文．

u.ppska.tta 動⃝ <-skattar, -skattade, -skattat,

-skatta!> 評価する．

u.ppskju¯
ta 動⃝ <-skjuter, -sköt, -skjutit, -skjut!>

延期する．

u.ppskju¯
tit 動⃝ → uppskjuta

u.ppskö¯
t 動⃝ → uppskjuta

en u.ppsä.gning 名⃝ <-sägningen, -sägningar,

-sägningarna> 解雇．

u.ppsö¯
ka 動⃝ <-söker, -sökte, -sökt, -sök!> 探索す

る，面会に行く．

u.ppta¯
gen 形⃝ <-taget, -tagna> 忙しい，（場所な

どが）塞がった，使用中の．

u.pptä.cka 動⃝ <-täcker, -täckte, -täckt, -täck!> 発

見する．

(en) u.ppvä.rmning 名⃝ <-värmningen, × , × >

（部屋などを）暖めること；温暖化；（運動の）

ウォーミングアップ．

u
¯
r 前⃝ ...の中から，...の内部から外へ．(英⃝ out

of)

u
¯
r 副⃝ 中から，内部から外へ，（内部が）空に

なって．

(en) urbanise
¯
ring 名⃝ <urbaniseringen, × , × >

都市化，都会化．

u
¯
rgo

¯
d 形⃝ <-gott, -goda> とても良い，とてもおい

しい．

ett u
¯
rspru.ng 名⃝ <ursprunget, ursprung,

ursprungen> 起源，根源．
�� ��発音 -rs- でそり舌音．

en u
¯
rsprungsbefo. lkning 名⃝ <-befolkningen,

-befolkningar, -befolkningarna> 先住民．
�� ��発音

-rs- でそり舌音．

en u
¯
rsä.kt 名⃝ <ursäkten, ursäkter, ursäkterna> 弁

解．
�� ��発音 -rs- でそり舌音．be om ursäkt 謝

る．Jag ber om ursäkt. 非礼をお詫びいたし

ます．

u
¯
rsä.kta 動⃝ <ursäktar, ursäktade, ursäktat,

ursäkta!> 許す．
�� ��発音 -rs-でそり舌音．

Ursäkta (mig) すみません，ごめんなさい（知

らない人に声をかける時にも使われる）．

Ursäkta, var finns närmaste bank? すみませ

ん，最寄の銀行はどこにありますか．

USA 固⃝ アメリカ．
�� ��発音 /uesa

¯
/．

en USB-i.ng̊a.ng 名⃝ <-ing̊angen, -ing̊angar,

-ing̊angarna> USBポート．
�� ��発音 /uesbe

¯
-/．

u. sch 間⃝ オェ，ゲェー．

u
¯
t 副⃝ 外へ，外へ出して，引き出して，（外部に出

して中身を）空にして，終わって． (英⃝ out)

u
¯
tan 前⃝ ...なしで．(英⃝ without)．utan att V

Vせずに．

u
¯
tan 接⃝inte A utan B Aでなく Bだ．inte

bara A utan även (ocks̊a) B Aばかりでな

く Bも．
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u
¯
tanfö

¯
r 前⃝ ...の外に，...の外側で，...の郊外に．

(英⃝ outside)

uta
¯
v 前⃝ ...から．

u
¯
tbi.lda 動⃝ <utbildar, utbildade, utbildat,

utbilda!> 教育する，育成する．utbilda sig 教

育を受ける．

en u
¯
tbi.ldning 名⃝ <utbildningen, utbildningar,

utbildningarna> 教育．

ett u
¯
tbildningsyste

¯
m 名⃝ <-systemet, -system,

-systemen> 教育制度．

u
¯
tbra.st 動⃝ → utbrista

u
¯
tbri.sta 動⃝ <-brister, -brast, -brustit, -brist!> 声

を張りあげる，突然叫び出す．

u
¯
tbru. stit 動⃝ → utbrista

en u
¯
tbytesstude.nt 名⃝ <-studenten, -studenter,

-studenterna> 交換留学生．

u
¯
te 副⃝ 外で，外に．

en u
¯
tepla.ts 名⃝ <-platsen, -platser, -platserna> テ

ラス．

en u
¯
teserve

¯
ring 名⃝ <-serveringen, -serveringar,

-serveringarna> テラス席．

u
¯
teslu

¯
ta 動⃝ <utesluter, uteslöt, uteslutit,

uteslut!> 排除する．

u
¯
teslu

¯
tit 動⃝ → utesluta

u
¯
teslö

¯
t 動⃝ → utesluta

en u
¯
tfly.kt 名⃝ <utflykten, utflykter, utflykterna>

遠足，ピクニック．

utg. 略⃝ → utgiven 発行，...編（ge ut （発行す

る）の過去分詞）

u
¯
tgi.ck 動⃝ → utg̊a

u
¯
tg̊a

¯
動⃝ <utg̊ar, utgick, utg̊att, utg̊a!> (fr̊an ...)

（...を）前提とする．

uti
¯
前⃝ ...の中に．

u
¯
tifr̊a

¯
n 副⃝ 外から．

en u
¯
tlä.nning 名⃝ <utlänningen, utlänningar,

länningarna> 外国人．

u
¯
tma

¯
nande 形⃝ <-, -> 型破りの，野心的な，興味

をそそる，挑戦的な．

u
¯
tma.ttad 形⃝ <utmattat, utmattade> 疲れ果

てた．

u
¯
tmed 前⃝ ...に沿って．

u
¯
tmä.rkt 副⃝ 素晴らしく．

u
¯
tom 前⃝ ...を除いて，...を別にして．

u
¯
tomla.nds 副⃝ 海外で．

u
¯
tri
¯
kes 形⃝ <–, –> 外国の，国外の．

U
¯
trikesdepartme.ntet 固⃝ 外務省．

ett u
¯
tro
¯
p 名⃝ <utropet, utrop, utropen> 叫び声．

sista utrop（空港の）最終搭乗案内．

ett u
¯
tropste.cken 名⃝ <-tecknet, -tecken,

-tecknen> 感嘆符．

u
¯
tru. sta 動⃝ <utrustar, utrustade, utrustat,

utrusta!> 装備を施す，搭載する．

ett u
¯
tse
¯
ende 名⃝ <utseendet, utseenden,

utseendena> 外見，容姿．

en u
¯
tsi.kt 名⃝ <utsikten, utsikter, utsikterna> 眺

め，眺望．titta p̊a utsikten 景色を見る，眺

望を見る．

en u
¯
tstä. llning 名⃝ <utställningen, utställningar,

utställningarna> 展覧会，展示会．

u
¯
tta
¯
la 動⃝ <uttalar, uttalade, uttalat, uttala!> 発

音する．Hur uttalar man ...? ... はどう発音し

ますか？

en u
¯
ttalsö

¯
vning 名⃝ <-övningen, -övningar,

-övningarna> 発音練習．

ett u
¯
ttry. ck 名⃝ <uttrycket, uttryck, uttrycken>

表現．

en u
¯
tve.ckling 名⃝ <utvecklingen, utvecklingar,

utvecklingarna> 発展．

utö
¯
ver 前⃝ ...を超えて．

V

va. 間⃝ 何だって？

va.bba 動⃝ <vabbar, vabbade, vabbat, vabba!> 子

供の看護休暇を取る，子供の病気やケガで仕事を

休む．

va.cker 形⃝ <vackert, vackra> 美しい．

va
¯
d 代⃝ 何が，何を，何と．(英⃝ what) ．

�� ��発音 -d

は通例発音されない．vad ... för A どんな種

類の A

va
¯
d 代⃝ 先行詞を含む関係代名詞．...すること，...
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するもの．(英⃝ what)
�� ��発音 -dは通例発音され

ない．

en va
¯
d 名⃝ <vaden, vader, vaderna > ふくらはぎ．

en va.gn 名⃝ <vagnen, vagnar, vagnarna> 車両．

va
¯
ken 形⃝ <vaknet, vakna> 目が覚めている．

va
¯
kna 動⃝ <vaknar, vaknade, vaknat, vakna!> 目が

覚める．

en va.kt 名⃝ <vakten, vakter, vakterna> 守衛．

en va.ktmä.stare 名⃝ <-mästaren, -mästare,

-mästarna> 管理人，守衛，用務員．

ett va
¯
l 名⃝ <valet, val, valen> 選択；選挙．

en Va
¯
lborgsmässoa. fton 名⃝ <-aftonen, -aftnar,

-aftnarna> ヴァールボリ祭前夜（4月 30日）．�� ��発音 -rg-は/-rj-/

va
¯
lde 動⃝ → välja

va
¯
lt 動⃝ → välja

en valu
¯
ta 名⃝ <valutan, valutor, valutorna> 通貨，

貨幣．

en vampy
¯
r 名⃝ <vampyren, vampyrer,

vampyrerna> 吸血鬼，ヴァンパイア．

va
¯
n 形⃝ <vant, vana> 慣れている．

en va
¯
na 名⃝ <vanan, vanor, vanorna> 習慣．ha

för vana att ... ...する習慣がある．

va
¯
nde 動⃝ → vänja

va.ndra 動⃝ <vandrar, vandrade vandrat, vandra!>

歩く，ぶらつく．

ett va.ndrarhe.m 名⃝ <-hemmet, -hem, -hemmen>

ユースホステル．Ska vi bo p̊a

vandrarhem/hotell? ユースホステルに泊まりま

せんか？

en vani.ljs̊a¯
s 名⃝ <-s̊asen, -s̊aser, -s̊aserna> カス

タードクリーム．

va
¯
nlig 形⃝ <vanligt, vanliga> 普通の． som

vanligt いつものように，相変わらず

va
¯
nligen 副⃝ 普通は，通例は．

va
¯
nligtvi

¯
s 副⃝ 普通は，通例は．

va
¯
nt 動⃝ → vänja

en va.nte 名⃝ <vanten, vantar, vantarna>（親指だ

け分かれた）手袋，ミトン．

ett va
¯
pen 名⃝ <vapnet, vapen, vapnen> 武器．

va
¯
r 代⃝ <vart, × > それぞれの，毎...．var och

en それぞれ，各自．

va
¯
r 動⃝ → vara

va
¯
r 副⃝ どこに．(英⃝ where)．

va
¯
r 副⃝ 先行詞を静止点として捉える場所の関係

副詞．

en va
¯
ra 名⃝ <varan, varor, varorna> 商品．

va
¯
ra 動⃝ <är, var, varit, var!> ...である，...だ，...

がある，...がいる． (英⃝ be)．Jag har varit i

Paris tv̊a g̊anger. 私はパリに 2度行ったことが

ある．vara emot 反対である．vara ig̊ang 稼

働中である，進行中である．

vara.ndra 代⃝ お互い（に，を）．

vara.nnan 代⃝ <vartannat, × > 一つおきの．om

vartannat ごちゃごちゃに，（互いに）入り乱

れて．

vard. 略⃝ → vardaglig; vardag 日常の；日常．

en va.rdag 名⃝ <vardagen, vardagar, vardagarna>

平日；日常．
�� ��発音 -rd-でそり舌音．

va
¯
rda

¯
glig 形⃝ <vardagligt, vardagliga> 日常の．�� ��発音 -rd-でそり舌音．

(en) va
¯
rdagsma

¯
t 名⃝ <-maten, × , × > 日々の食

事．
�� ��発音 -rd-でそり舌音．

ett va
¯
rdagsru.m 名⃝ <-rummet, -rum, -rummen>

リビングルーム，居間．
�� ��発音 -rd-でそり舌音．

va
¯
re 動⃝ varaの接続法現在．vare sig A eller B

Aであろうと Bであろうと．

vare.nda 代⃝ <vartenda, × > 1つも欠かさず，毎．

va.rför/va¯
rför 副⃝ なぜ (英⃝ why)．Varför inte?

...しなさいよ．（英⃝ why not?）

en va.rg 名⃝ <vargen, vargar, vargarna> オオカミ．�� ��発音 -rgは/rj/

en varia.nt 名⃝ <variaten, varianter, varianterna>

変種．

en variatio
¯
n 名⃝ <variationen, variationer,

variationerna> ヴァリエーション．

varie
¯
ra 動⃝ <varierar, varierade, varierat, variera!>

変わる，変化する；変える．

va
¯
rifr̊an 副⃝ どこから．

va
¯
rifr̊an 副⃝ 先行詞を出発点として捉える場所の
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関係副詞．

va
¯
rit 動⃝ → vara

va.rje 代⃝ それぞれの，毎...．varje dag 毎日．

varje g̊ang ... ...するといつも，...するた

びに．

va.rken 接⃝varken A eller B Aも Bもともに...

ない．

va.rm 形⃝ <varmt, varma> 暖かい，暑い，熱い．

Det är varmt. 暖かいです/暑いです．

en va.rmrä.tt 名⃝ <-rätten, -rätter, -rätterna> メイ

ンディッシュ．

va
¯
rna 動⃝ <varnar, varnade, varnat, varna!> 警告

する．
�� ��発音 -rn-でそり舌音．

va
¯
rs/va.rs 代⃝ 所有格の関係代名詞．(英⃝ whose)�� ��発音 -rsでそり舌．

va
¯
rs̊ago

¯
d 句⃝どうぞ，どういたしまして．

�� ��発音

-rs-でそり舌音．-d は普通発音されない．

va.rt 代⃝
�� ��発音 -rt-でそり舌音．→ var

va.rt/va¯
rt 副⃝ どこへ，どちらへ （方向を示す）．�� ��発音 -rt でそり舌音．Vart ska du åka? どこに

行くの？

varta.nnat 代⃝
�� ��発音 -rt-でそり舌音．→

varannan

varte.nda 代⃝
�� ��発音 -rt-でそり舌音．→ varenda

ett va
¯
ruhu

¯
s 名⃝ <-huset, -hus, -husen> デパート．

en va
¯
ruko.rg 名⃝ <-korgen, -korgar, -korgarna> 買

い物かご．
�� ��発音 -rgは/-rj/

en va
¯
s 名⃝ <vasen, vaser, vaserna> 花瓶．

Va
¯
salo.ppet 固⃝ ヴァ―サ・ロペット（3月最初の

日曜日に行われる世界最長のクロスカントリー

スキー大会）．

Va
¯
samuse

¯
et 固⃝ ヴァーサ号博物館．

(ett) va.tten 名⃝ <vattnet, vatten, vattnen> 水，水

辺．▶ 「水」の意味では不可算名詞，「水辺」の
意味では可算名詞．

(en) va.ttengy.mpa 名⃝ <-gympan, × , × > 水中

エアロビクス．

va.ttna 動⃝ <vattnar, vattnade, vattnat, vattna!>

水をやる．vattna blommor 花に水をやる．

vd 略⃝ → verkställande direktör 社長，専務取

締役．

en ve.cka 名⃝ <veckan, veckor, veckorna> 週．en

g̊ang i veckan 1週間に 1回．en g̊ang per vecka

1週間に 1回．förra veckan 先週．

en ve.ckoda¯
g 名⃝ <-dagen, -dagar, -dagarna> 平

日，曜日．

en ve.ckomo.rgon 名⃝ <-morgonen, -morgnar,

-morgnarna> 平日の朝．

ett ve.ckonu.mmer 名⃝ <-numret, -nummer,

-numren> 週番号．

(en) ve
¯
d 名⃝ <veden, × , × > まき，薪．

en vegetaria
¯
n 名⃝ <vegetarianen, vegetarianer,

vegetarianerna> ヴェジタリアン，菜食主義者．

ve
¯
k 動⃝ → vika

ve
¯
lat 助⃝ → vilja

ve.m 代⃝ 誰が，誰を，誰に (英⃝ who)．Vem är

han? あの人は誰ですか．▶疑問の対象が複数の
場合，vilka を使う．Vilka är de? あの方たちは

誰ですか

ve.ms 代⃝ 誰の，誰のもの．(英⃝ whose)．Vems bil

är det? 誰の車ですか．

Vene
¯
dig 固⃝ ヴェニス．（地名）

ett ve.rb 名⃝ <verbet, verb, verben> 動詞．

en ve.rbfra¯
s 名⃝ <-frasen, -fraser, -fraserna> 句，

フレーズ．

ett ve.rbparti.kel 名⃝ <-partikeln, -partiklar,

-partiklarna>小辞，不変化詞．
�� ��発音 -rt-でそり

舌音．

ett ve.rk 名⃝ <verket, verk, verken> 作品．

en ve.rkstadsprodu.kt 名⃝ <-produkten,

-produkter, -produkterna> 工業製品．

ve.rka 動⃝ <verkar, verkade, verkat, verka!> ...と思

われる，...のように見える．verka som ... ...

のようだ．...みたいだ．

en ve.rkan 名⃝ <verkan, verkningar, verkningarna>

効果．▶単数既知形は単数未知形と同形．複数
形は verkning の複数形を用いる．

ve.rklig 形⃝ <verkligt, verkliga> 現実の，実際の，

本当の．

ve.rkligen 副⃝ 本当に，実際に．
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en ve.rkning 名⃝ <verkningen, verkningar,

verkningarna> 効果．

en ve.rksamhe
¯
t 名⃝ <verksamheten, verksamheter,

verksamheterna> 活動．

ett ve.rkty
¯
g 名⃝ <verktyget, verktyg, verktygen>

道具．

ve
¯
t 動⃝ → veta

ve
¯
ta 動⃝ <vet, visste, vetat, vet!> 知っている．

ve
¯
tat 動⃝ → veta

(ett) ve
¯
temjö

¯
l 名⃝ <vetemjölet, × , × > 小麦粉．

en ve
¯
tenska

¯
p 名⃝ <vetenskapen, vetenskaper,

vetenskaperna> 科学，学問．

en ve
¯
tenskapsma.n 名⃝ <-mannen, -män,

-männen> 学者，科学者，研究者．▶複数形に
注意．

en veterinä
¯
r 名⃝ <veterinären, veterinärer,

veterinärerna> 獣医．

(ett) ve.tt 名⃝ <vettet, × , × > 分別．vett och

etikett 常識と礼儀作法．

ve.tta 動⃝ <vetter, vette, vett, × > ...に面して

いる．

ve.ttig 形⃝ <vettigt, vettiga> まともな．

v.g.v. 略⃝ → var god vänd! 裏面に続く．

vi
¯
代⃝ 私たちは，私たちが． (英⃝ we)

vi
¯
a 前⃝ ...を経由して． (英⃝ via)

vi
¯
d 形⃝ <vitt, vida> 広い．s̊a vitt (som) ... ...

である限りは．

vi
¯
d 前⃝ ...のそばに，...のところで，...の付近

で，...のあたりに．

vi
¯
da 副⃝（比較級を修飾して）さらに．▶堅い文体
で用いられる．

vi
¯
dare 副⃝ さらに続けて，さらに先へ，引き続き．

och s̊a vidare などなど．tills vidare 当分の

間，さしあたり．utan vidare 即刻，その場で

すぐに，これということもなく．

en vi
¯
deokonfere.ns 名⃝ <-konferensen,

-konferenser, -konferenserna> ビデオ会議．

vi
¯
dta

¯
動⃝ <-tar, -tog, -tagit, -ta!> vidta

åtgärder 対策を講じる．

vi
¯
dta

¯
git 動⃝ → vidta

vi
¯
dto

¯
g 動⃝ → vidta

Vietna.m 固⃝ ベトナム．

vi.fta 動⃝ <viftar, viftade, viftat, vifta!> 振る，振り

動かす.

en vi.gsel 名⃝ <vigseln, vigslar, vigslarna> 結婚式．

vi
¯
ka 動⃝ <viker, vek, vikit, vik!> 折る，たたむ．

vi
¯
kit 動⃝ → vika

en vi.kt 名⃝ <vikten, vikter, vikterna> 重さ，重量，

体重．

vi.ktig 形⃝ <viktigt, viktiga> 重要な．

Vikto
¯
ria 固⃝ ヴィクトーリア（女性名）．

vi
¯
la 動⃝ <vilar, vilade, vilat, vila!> 休む，休息す

る．vila sig 休む，休息する．vila upp sig

しっかり休む．

vi.ld 形⃝ <vilt, vilda> 荒々しい，野生の．vilda

djur 野生動物．

en vi.ldma.rk 名⃝ <-marken, -marker, -markerna>

原野，荒野，荒れ地．

vi.lja 助⃝ <vill, ville, velat, × > ...したい．Jag vill

ha en ny bil. 私は新しい車が一台ほしい．Jag

vill studera kemi p̊a universitetet. 私は大学で

化学を勉強したい．

vi.lka 代⃝ → vilken

vi.lken 代⃝ <vilket, vilka> どの，どんな．(英⃝
which)．Vilken bok skulle du vilja ha? 君はど

の本/どんな本がほしいですか．Vilket äpple

vill hon ha? 彼女はどのリンゴ/どんなリンゴが

ほしいのですか．Vilka bilar vill de ha? 彼らは

どの車/どんな車がほしいですか．

vi.lket 代⃝ → vilken

vi.ll 助⃝ → vilja

en vi.lla 名⃝ <villan, villor, villorna> （庭付きの）

一軒家．

vi.lle 助⃝ → vilja

ett vi
¯
n 名⃝ <vinet, viner, vinerna> ワイン．▶複数

形に注意．

en vi.nd 名⃝ <vinden, vindar, vindarna> 風；屋

根裏．

en vi
¯
ndru

¯
va 名⃝ <-druvan, -druvor, -druvorna> ぶ

どう．
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vi.nka 動⃝ <vinkar, vinkade, vinkat, vinka!> 手を

振る．

(en) vi
¯
nkonsumtio

¯
n 名⃝ <-konsumtionen, × , ×

> ワインの消費．

vi.nna 動⃝ <vinner, vann, vunnit, vinn!> 勝つ，勝

ち取る．

en vi.nst 名⃝ <vinsten, vinster, vinsterna> 利益，

収益；（くじの）あたり，賞金．．

en vi.nter 名⃝ <vintern, vintrar, vintrarna> 冬．i

vinter この冬．i vintras この間の冬に．p̊a

vintern 冬に．Är det kallt där p̊a vintern? そ

こは冬は寒いの？

en vi.nterja.cka 名⃝ <-jackan, -jackor, -jackorna>

冬用のアウター．

vi.ntrig 形⃝ <vintrigt, vintriga> 冬の．

(en) vinä
¯
ger 名⃝ <vinägern, × , × > 酢．

viole.tt 形⃝ <violett, violetta> 紫色の，スミレ

色の．

ett vi
¯
rus 名⃝ <viruset, virus, virusen> ウイルス．

ett vi
¯
s 名⃝ <viset, vis, visen> 方法，仕方．

vi
¯
sa 動⃝ <visar, visade, visat, visa!> 見せる．

en vi
¯
sning 名⃝ <visningen, visningar, visningarna>

参観，見学．

Vi
¯
sby 固⃝ ヴィースビ（スウェーデンの都市名）．

(en) vi.spgrä.dde 名⃝ <-grädden, × , × > ホイップ

クリーム．

vi.ss 形⃝ <visst, vissa> ある種の．

vi.sserli¯
gen 副⃝ visserligen ... men ... 確か

に...ではあるが...．

vi.sst 副⃝ visst ... men ... 確かに...ではある

が...．

vi.stas 動⃝ <vistas, vistades, vistats, vistas!> 滞在

する．

vi
¯
t 形⃝ <vitt, vita> 白い．

(en) vi
¯
tk̊a

¯
l 名⃝ <vitk̊alen, × , × > キャベツ．

ett vi.ttne 名⃝ <vittnet, vittnen, vittnena> 目撃者．

(en) vo.dka 名⃝ <vodkan, × , × > ウオッカ．

en voka
¯
l 名⃝ <vokalen, vokaler, vokalerna> 母音．

Vo. lvo 固⃝ ボルボ（自動車メーカー名）．

vo
¯
re 動⃝ varaの接続法過去．

vre
¯
d 動⃝ → vrida

(en) vre
¯
de 名⃝ <vreden, × , × > 怒り．

vri.cka 動⃝ <vrickar, vrickade, vrickat, vricka!> 捻

挫する，ひねる．Jag har vrickat foten. 私は足

を捻挫しました．

vri
¯
da 動⃝ <vrider, vred, vridit, vrid!> ひねる，回

転させる．vrida om ひねる．vrida till

ギュッとひねる．

vri
¯
dit 動⃝ → vrida

en vri.st 名⃝ <vristen, vrister, vristerna> 足首．

en vu.xen 名⃝ <den vuxna (vuxne), vuxna, de

vuxna> 大人．▶変化形に注意．som vuxen

大人として．

vu.xen 形⃝ <vuxet, vuxna> 成長した，成人の．

vu.xet 副⃝ 大人として．

ett vy
¯
ko.rt 名⃝ <-kortet, -kort, -korten> 絵葉書．�� ��発音 -rt でそり舌音．

en v̊a.ffla 名⃝ <v̊afflan, v̊afflor, v̊afflorna> ワッ

フル．

v̊a
¯
ga 動⃝ <v̊agar, v̊agade, v̊agat, v̊aga!> ...する勇

気がある，あえて...する．

(ett) v̊a. ld 名⃝ <v̊aldet, × , × > 暴力．

en v̊a
¯
ning 名⃝ <v̊aningen, v̊aningar, v̊aningarna>

階．i v̊aningen マンションの中に．p̊a

v̊aningen （建物の）階で．

ett v̊a
¯
ningspla

¯
n 名⃝ <-planet, -plan, -planen>

（建物の）階，階層．

en v̊a
¯
r 名⃝ <v̊aren, v̊arar, v̊ararna> 春．i v̊ar こ

の春．i v̊aras この間の春に．p̊a v̊aren 春に．

Skolan börjar p̊a v̊aren i Japan. 日本では春に

学校が始まります．

v̊a
¯
r 代⃝ <v̊art, v̊ara> 我々の，私たちの．▶話し言
葉では，v̊ar/v̊artの代わりに v̊aran/v̊aratが使

われることがある．

v̊a
¯
ra 代⃝ → v̊ar

v̊a
¯
ran 代⃝ → v̊ar

v̊a
¯
rat 代⃝ → v̊ar

en v̊a
¯
rd 名⃝ <v̊arden, v̊ardar, v̊ardarna> ケア，世

話，看護，治療．
�� ��発音 -rd- でそり舌音．

v̊a
¯
rda 動⃝ <v̊ardar, v̊ardade, v̊ardat, v̊arda!> ケア
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する，...に気を使う．
�� ��発音 -rd- でそり舌音．

en v̊a
¯
rdcentra

¯
l 名⃝ <-centralen, -centraler,

-centralerna> 診療所．
�� ��発音 -rdc- でそり舌音．

v̊a
¯
rt 代⃝

�� ��発音 -rt でそり舌音．→ v̊ar

en v̊a
¯
rtermi

¯
n 名⃝ <-terminen, -terminer,

-terminerna> 春学期．
�� ��発音 -rt- でそり舌音．

v̊a
¯
t 形⃝ <v̊att, v̊ata> 濡れた．

vä.cka 動⃝ <väcker, väckte, väckt, väck!> 起こす，

目覚めさせる．

ett vä
¯
der 名⃝ <vädret, väder, vädren> 天気, 天候．

Det är fint väder. 良い天気だ．Vad är det för

väder idag? 今日の天気はどうですか？Kläder

efter väder! 天候に合わせた服装を．

en vä
¯
derprogno

¯
s 名⃝ <-prognosen, -prognoser,

-prognoserna> 天気予報．

en vä
¯
g 名⃝ <vägen, vägar, vägarna> 道．st̊a i

vägen för ... ...の邪魔になる．

ett vä
¯
garbe

¯
te 名⃝ <-arbetet, -arbeten, -arbetena>

道路工事．

en vä.gg 名⃝ <väggen, väggar, väggarna> 壁．

en vä
¯
gle
¯
dare 名⃝ <-ledaren, -ledare, -ledarna> カ

ウンセラー，相談員．

vä
¯
l 副⃝ よく，十分に．

�� ��発音 長母音，強勢あり．

Allt väl? 順調？（挨拶表現）

vä. l 副⃝ ...ですよね？（付加疑問）Han är väl

student? 彼は学生ですよね．
�� ��発音 短母音，強勢

なし．

vä. ldigt 副⃝ とても．

vä
¯
ldo. ftande 形⃝ <-, -> 良い香りのする．

(en) vä
¯
lfä
¯
rd 名⃝ <välfärden, × , × > 福祉．

�� ��発音

-rd でそり舌音．

vä. lja 動⃝ <väljer, valde, valt, välj!> 選ぶ．

vä
¯
lko.mmen 形⃝ <-kommet, -komna> 歓迎され

る．hälsa välkommen 歓迎する，挨拶する．

önska ... välkommen ...を歓迎する．

vä
¯
lla
¯
gad 形⃝ <-lagat, -lagade> よく調理された．

vä
¯
lplane

¯
rad 形⃝ <-planerat, -planerade> よく計

画された，良い間取りの．

vä. lta 動⃝ <välter, välte, vält, vält!> ひっくり返す．

välta omkull 転覆する．

en vä.n 名⃝ <vännen, vänner, vännerna> 友人．�� ��発音 -ä-が短母音であることに注意．

vä.nda 動⃝ <vänder, vände, vänt, vänd!> ひっくり

返す．var god vänd! 裏面に続く．vända

om 振り返る．

Vä
¯
nern 固⃝ ヴェーネン湖．

�� ��発音 -rn でそり舌音．

en väni.nna 名⃝ <väninnan, väninnor,

väninnorna> 女友達．

vä.nja 動⃝ <vänjer, vande, vant, vänj!> 慣らす．

vänja sig (vid ...) （...に）慣れる．

vä.nlig/vä¯
nlig 形⃝ <vänligt, vänliga> 親切な．

Var vänlig och stäng fönstret. どうぞ窓を閉め

てください．

(en) vä.nster 名⃝ <vänstern, × , × > 左．till

vänster 左へ

vä.nster 形⃝ <vänster, vänstra> 左の．

vä.nta 動⃝ <väntar, väntade, väntat, vänta!> (p̊a

...) （...を）待つ．

en vä
¯
rd 名⃝ <värden, värdar, värdarna> ホスト，

（客をもてなす）主人．
�� ��発音 -rd でそり舌音．

vä
¯
rd 形⃝ <värt, värda> ...に値する，価値のある．�� ��発音 -rd でそり舌音．

en vä.rdinna 名⃝ <värdinnan, värdinnor,

värdinnorna> （客をもてなす）女主人．
�� ��発音

-rd でそり舌音．

en vä.rk 名⃝ <värken, värkar, värkarna> 痛み．

vä.rka 動⃝ <värker, värkte, värkt, värk!> 痛む．

Det värker i ... ...が痛む．Det värker i

magen. お腹が痛む．

en vä
¯
rld 名⃝ <världen, världar, världarna> 世界．�� ��発音 -l-は発音されない．その結果，-rdのコン

ビネーションができるため，そり舌音になる．

vä.rma 動⃝ <värmer, värmde, värmt, värm!> 温

める．

Vä.rmland 固⃝ ヴァルムランド（ランドスカー

プ名）．

vä.rre 形⃝ より悪い．d̊aligの比較級．Hans betyg

blir värre. （ただでさえ良くない）成績がさら

に悪くなる．▶悪い前提が増加する場合に使わ
れる．
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vä.rst 形⃝ 最も悪い．d̊aligの最上級．▶悪い前提
が増加する場合に使われる．

�� ��発音 -rst でそり

舌音．

en vä.ska 名⃝ <väskan, väskor, väskorna> バッグ，

カバン．

(en) vä.ster 名⃝ <västern, × , × > 西．i väster

西に．

vä.ster 副⃝ (om ...)（...の）西に．

Vä.sterbo.tten 固⃝ ヴェステルボッテン（ランドス

カープ名）．

Vä.stergö¯
tland 固⃝ ヴェステルユートランド（ラ

ンドスカープ名）．

en vä.stku. st 名⃝ <-kusten, -kuster, -kusterna> 西

海岸．

vä.stku. stsk 形⃝ <västkustskt, västkustska> 西海

岸の．

vä.stlig 形⃝ <västligt, västliga> 西方の，西から．

Vä.stmanla.nd 固⃝ ヴェストマンランド（ランドス

カープ名）．

vä.stra 形⃝ <-, -> 西の．Västra Sverige スウェー

デン西部．

vä
¯
ta 動⃝ <väter, vätte, vätt, vät!> 濡らす．

Vä.ttern 固⃝ ヴェッテン湖．
�� ��発音 -rn でそり舌音．

vä.xa 動⃝ <växer, växte, växt, väx!> 成長する．

växa upp 成長する，一人前になる．växa ur

大きくなって（衣服などが）着れなくなる．

vä.xla 動⃝ <växlar, växlade, växlat, växla!> 交換す

る，変える．

en vä.xt 名⃝ <växten, växter, växterna> 植物．

W

Walla.nder 固⃝ ヴァランデル（苗字）．

ett wc 名⃝ <wc:t, wc:n (wc), wc:na> トイレ．
�� ��発音

/ve
¯
se
¯
/．

(en) we.bb 名⃝ <webben, × , × > ウエッブ，イン

ターネット．
�� ��発音 /ve.b:/あるいは/we.b:/．

en we.bbdesi.gner 名⃝ <-designern, -designer,

designerna> ウエッブデザイナー．
�� ��発音

/ve.b:desa. jner/．

(en) we.bbra¯
dio 名⃝ <-radion, × , × > インター

ネットラジオ．

en we.bb-si¯
da 名⃝ <-sidan, -sidor, -sidorna> ウ

エッブページ．

Wessé
¯
n 固⃝ ヴェセーン（苗字）．

ett wi
¯
enerbrö

¯
d 名⃝ <-brödet, -bröd, -bröden> デ

ニッシュペストリー．

Wika.nder 固⃝ ヴィカンデル（苗字）．

Wikse.ll 固⃝ ヴィクセル（苗字）．

en wra.p 名⃝ <wrapen, wraps, wrapsen> ラップ

（薄いパンで具材を巻いたサンドイッチの一種）．�� ��発音 /rä.p/．▶複数形に注意．

Y

y.ngre 形⃝ より若い．ungの比較級．Farmor är

mycket yngre än farfar. 祖母は祖父よりもはる

かに若い．

y.ngst 形⃝ 最も若い．ungの最上級．Är hon yngst

av syskonen? 彼女は兄弟の中で一番年下なの？

yo
¯
ga 動⃝ <yogar, yogade, yogat, yoga!> ヨガを

する．

(en) yo
¯
ghurt 名⃝ <yoghurten, × , × > ヨーグル

ト．
�� ��発音 -h- は発音しない．-rt でそり舌音．

y.ppersta 形⃝ 最高の．
�� ��発音 -rst- でそり舌音．

y
¯
r 形⃝ <yrt, yra> 目まいがする．

ett y. rke 名⃝ <yrket, yrken, yrkena> 職業．

(ett) y. rkesli¯
v 名⃝ <-livet, × , × > 職業生活．

en y. rkesvägle¯
dare 名⃝ <-ledaren, -ledare,

-ledarna>（学校，大学における）職業カウン

セラー．

Y
¯
stad 固⃝ イースタド（スウェーデン南部の町）．�� ��発音 -dは発音されないこともある．

y. ster 形⃝ <ystert, ystra> 荒れ狂う，激しい．

en y
¯
ta 名⃝ <ytan, ytor, ytorna> 表面．

en y. tterdö. rr 名⃝ <-dörren, -dörrar, -dörrarna> 玄

関のドア．
�� ��発音 -rd- でそり舌音．

y. tterklä¯
der 名⃝ < × , ytterkläder, ytterkläderna>

コート．▶単数形は存在しない．
en y. ttersko¯

名⃝ <-skon, -skor, -skorna> 外で履く

靴．
�� ��発音 -rs- でそり舌音．

y. ttersta 形⃝ 一番外側の，極度の．
�� ��発音 -rst- でそ
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り舌音．

y. ttre 形⃝ 外側の．

Z

en ze
¯
bra 名⃝ <zebran, zebror, zebrorna> シマ

ウマ．

(en) zi.nk 名⃝ <zinken, × , × > 亜鉛．

en zo
¯
n 名⃝ <zonen, zoner, zonerna> 地帯．

ett zoo 名⃝ <zooet, zoon, zoona> 動物園．

Å

en å
¯
名⃝ <̊an, åar, åarna> 川．

en å
¯
der 名⃝ <̊adern, ådror, ådrorna> 血管．▶複数
形に注意．

å
¯
h 間⃝ おお，ああ，えっ，まあ，おや，あら．（驚

きなどの感情を表す）

å
¯
ka 動⃝ <̊aker, åkte, åkt, åk!> （乗物に）乗って行

く．Vart ska du åka? どこに行くの？ åka fast

身柄を拘束される．

en å
¯
ker 名⃝ <̊akern, åkrar, åkrarna> 畑．

en å
¯
kerma.rk 名⃝ <-marken, -marker, -markerna>

農地，耕作地．

Å
¯
la.nd 固⃝ オーランド諸島．

en å. lder 名⃝ <̊aldern, åldrar, åldrarna> 年齢，年

月，時代．

å. ldras 動⃝ <̊aldras, åldrades, åldrats, × > 老化

する．

Å. ngermanla.nd 固⃝ オンゲルマンランド（ランド

スカープ名）．

å.ngra 動⃝ <̊angrar, ångrade, ångrat, ångra!> ...を

後悔する；（コンピューター）直前のコマンドを

取り消す（英⃝ undo）．̊angra sig 後悔する．

ett å
¯
r 名⃝ <̊aret, år, åren> 年．flera g̊anger om

året 1年に何度も．flera g̊anger per år 1年に何

度も．förra året 去年．Gott nytt år! 新年

おめでとう，よいお年を！ varje år 毎年．

Å
¯
re 固⃝ オーレ（イェムトランドにある都市名．ス

キー場で有名）．

ett å
¯
rhu.ndrade 名⃝ <̊arhundradet, århundraden,

århundradena> 世紀．

en å
¯
rsku. rs 名⃝ <-kursen, -kurser, -kurserna> 学

年．
�� ��発音 -rs-, -rs でそり舌音．

en å
¯
rsti

¯
d 名⃝ <-tiden, -tider, -tiderna> 四季．

�� ��発音

-rs- でそり舌音．

Å
¯
sa 固⃝ オーサ（女性名）．

en å
¯
si.kt 名⃝ <̊asikten, åsikter, åsikterna> 意見．

å. ska 動⃝ <̊askar, åskade, åskat, åska!> 雷が鳴る．

Det åskar. 雷が鳴っている．

å
¯
t 動⃝ → äta

å
¯
t 前⃝ ...の方へ．̊at ... till ...の方を目指して．

åt stationen till 駅の方を目指して．

å
¯
t 副⃝ 同じ方向に，締めて，直接的に接触して，取

り締まって，捕まえて，

å
¯
terko.m 動⃝ → återkomma

å
¯
terko.mma 動⃝ <-kommer, -kom, -kommit,

-kom!> 帰って来る，戻ってくる．

å
¯
terko.mmit 動⃝ → återkomma

en å
¯
tgä

¯
rd 名⃝ <̊atgärden, åtgärder, åtgärderna>

対策．
�� ��発音 -rd でそり舌音．vidta åtgärder

対策を講じる．

åtmi.nstone 副⃝ 少なくとも．

en å. tta 名⃝ <̊attan, åttor, åttorna> 8という数字．

8番（順位），8年（学年）．

å. tta 数⃝ 8．

å. ttio 数⃝ 80．
�� ��発音 -oは発音されない．

å. ttionde 数⃝ 第 80番目の．

å. ttonde 数⃝ 第 8番目の．

Ä

ä.cklig 形⃝ <äcligt, äckliga> 不快きわまる，吐き気

を催させるような．

ä
¯
del 形⃝ <ädelt, ädla> 高貴な．

ä
¯
ga 動⃝ <äger, ägde, ägt, äg!> 所有する．äga

rum 開催される，行われる．

en ä
¯
gare 名⃝ <ägaren, ägare, ägarna> 所有者．

ett ä.gg 名⃝ <ägget, ägg, äggen> 卵．

ä.kta 形⃝ <–, –> 本物の．

ä. ldre 形⃝ より年上の，より古い．gammalの比

較級．

ä. ldst 形⃝ 最も年上の，最も古い．gammalの最上
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級．
�� ��発音 -d- は発音されない．

en ä. lg 名⃝ <älgen, älgar, älgarna> ヘラジカ．
�� ��発音

-lgは/-lj/

en ä. lgbu. lle 名⃝ <-bullen, -bullar, -bullarna> ヘラ

ジカのミートボール．
�� ��発音 -lgは/-lj/

en ä. lgbu. rgare 名⃝ <-burgaren, -burgare,

-burgarna> ヘラジカのハンバーガー．
�� ��発音 -lg

は/-lj/. -rg-は/-rj-/．

en ä. lgpa.rk 名⃝ <-parken, -parker, -parkerna> ヘラ

ジカ牧場，ヘラジカ公園．
�� ��発音 -lgは/-lj/

en ä. lgste¯
k 名⃝ <-steken, -stekar, -stekarna> ヘラ

ジカのロースト．
�� ��発音 -lgは/-lj/

ä. lska 動⃝ <älskar, älskade, älskat, älska!> 愛する．

Jag älskar att läsa böcker. 私は読書が大好き

です．

en ä. lskling 名⃝ <älsklingen, älsklingar,

älsklingarna>（夫・妻・恋人・子供などに愛情を

こめて）ねぇあなた，ねぇ君．

en ä. lv 名⃝ <älven, älvar, älvarna> 河，（大き

な）川．

ett ä.mne 名⃝ <ämnet, ämnen, ämnena> 物質；話

題，題材；分野，科目．

ä.n 前⃝接⃝ ...より (英⃝ than)．Erik är längre än

jag. エーリックは私より背が高い．

ä.n 副⃝ ...しようとも．もう，（否定語とともに）ま

だ，（比較級を修飾して）さらに．Har du köpt

biljett än? もうチケットは買ったの？ Nej inte

än. いいえ，まだよ．

ä.nda 副⃝ ずっと...まで．

en ä.ndelse 名⃝ <ändelsen, ändelser, ändelserna>

語尾，接尾辞．

ä.nder 名⃝ → and

ä.ndra 動⃝ <ändrar, älndrade, ändrat, älndra!> 変

える．ändra sig 意見を変える，気が変わる．

ä.nd̊a¯
/änd̊a

¯
副⃝ それにもかかわらず．

ä.nnu/ännu¯
副⃝ （否定辞と共に）まだ（...ない）；

（比較級を修飾して）より一層，更に．

ä.ntligen 副⃝ ついに．

en ä.ppelpa. j 名⃝ <-pajen, -pajer, -pajerna> アップ

ルパイ．

ett ä.ppelträ¯
d 名⃝ <-trädet, -träd, -träden> リン

ゴの木．

ett ä.pple 名⃝ <äpplet, äpplen, äpplena> リンゴ．

ä
¯
r 動⃝ → vara

ä
¯
rlig 形⃝ <ärligt, ärliga> 正直な．

en ä. rta 名⃝ <ärtan, ärtor/ärter, ärtorna/ärterna>

えんどう豆．
�� ��発音 -rt-でそり舌音．

(en) ä. rtso.ppa 名⃝ <ärtsoppan, × , × > えんどう

豆のスープ．
�� ��発音 -rts-でそり舌音．

ä. sch 間⃝ そんなばかな，冗談じゃない．（意味や重

要性が無いことを表す）

ä
¯
ta 動⃝ <äter, åt, ätit, ät!> 食べる．Vad ska vi

äta? 何を食べようか？ g̊a ut och äta 食事に

出かける．

ä
¯
tit 動⃝ → äta

(en) ä. ttika 名⃝ <ärttikan, × , × > 酢．

äv. 略⃝ → även ...さえ．

ä
¯
ven 副⃝ ...さえ．även om ... ...であるにせよ．

ä
¯
venty

¯
rlig 形⃝ <äventyrligt äventyrliga> 冒険好き

な，冒険心のある．
�� ��発音 -rl-でそり舌音．

Ö

en ö
¯
名⃝ <ön, öar, öarna> 島．artificiell ö 人工

島．p̊a ön その島で．

Ö
¯
be.rg 固⃝ ウーバリ（苗字）．

�� ��発音 -rg は /-rj/．

ö
¯
de 形⃝ <–, –> 荒涼とした，荒廃した．

en ö
¯
dla 名⃝ <ödlan, ödlor, ödlorna> トカゲ．

ett ö
¯
ga 名⃝ <ögat, ögon, ögonen> 目．▶複数形に

注意．Det var nära ögat 危機一髪だった．

ö
¯
gon 名⃝ → öga

ett ö
¯
gonbli.ck 名⃝ <-kastet, -kast, -kasten> 一目，

一瞥，ちらっと見ること．kärlek vid första

ögonkastet 一目ぼれ．

ett ö
¯
gonbry

¯
n 名⃝ <-brynet, -bryn, -brynen> 眉毛．

ett ö
¯
gonka.st 名⃝ <-blicket, -blick, -blicken> 瞬間，

機会

en ö
¯
gonsku. gga 名⃝ <-skuggan, -skuggor,

-skugorna> アイシャドー．

ö
¯
ka 動⃝ <ökar, ökade, ökat, öka!> 増加する；増加

させる．
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en ö
¯
ken 名⃝ <öknen, öknar, öknarna> 砂漠．

en ö
¯
kning 名⃝ <ökningen, ökningar, ökningarna>

増加．

ett ö
¯
l (en ö

¯
l) 名⃝ <ölet (ölen), öl (öler), ölen

(ölerna)> ビール．

Ö
¯
land 固⃝ ウーランド島．

ö.m 形⃝ <ömt, ömma> （触ると）痛い；思いやり

のある．
�� ��発音 ö-が短母音であることに注意．

ö.nska 動⃝ <önskar, önskade, önskat, önska!> 望む，

願う．

en ö.nskan 名⃝ <önskan, önskningar,

önskningarna> 願望．▶単数既知形は単数未知
形と同形．複数形は önskning の複数形を用

いる．

en ö.nskeli.sta 名⃝ <-listan, -listor, -listorna> 欲し

いものリスト，願い事リスト．

en ö.nskning 名⃝ <önskningen, önskningar,

önskningarna> 願望．

ö.ppen 形⃝ <öppet, öppna> 開いている．

ö.ppna 動⃝ <öppnar, öppnade, öppnat, öppna!> 開

ける，開く．

ett ö
¯
ra 名⃝ <örat, öron, öronen> 耳．▶複数形に

注意．

ett ö
¯
re 名⃝ <öret, ören (öre), örena> ウーレ（ス

ウェーデンの貨幣の単位）．

Ö
¯
resundsbro

¯
n 固⃝ ウーレスンド橋（デンマーク

とスウェーデンの間のウーレスンド海峡にかか

る橋）．

ett ö
¯
rngo.tt 名⃝ <örngottet, örngott, örgotten> ピ

ローケース．
�� ��発音 -rn-でそり舌音．

ö
¯
ron 名⃝ → öra

ett ö. rtte¯
名⃝ <-teet, -teer, -teerna> ハーブティー．�� ��発音 -rt-でそり舌音．▶複数形に注意．

ett ö
¯
sre.gn 名⃝ <-regnet, -regn, -regnen> 土砂降り

の雨．

(en) ö. ster 名⃝ <östern, × , × > 東．i öster 東に．

ö. ster 副⃝ (om ...)（...の）東に．

Ö. stergö¯
tland 固⃝ ウステルユートランド（ランド

スカープ名）．

Ö. sterri¯
ke 固⃝ オーストリア．

ö. sterri¯
kisk 形⃝ <österrikiskt, österrikiska> オース

トリアの．

Ö. stersu.nd 固⃝ ウステシュンド（スウェーデンの

都市名）．
�� ��発音 -rs-でそり舌音．

Ö. stersjö¯
n 固⃝ バルト海．

ö. stlig 形⃝ <östligt, östliga> 東方の，東から．

ö. stra 形⃝ <-, -> 東の．

ö
¯
va 動⃝ <övar, övade, övat, öva!> 練習する．

ö
¯
ver 前⃝ ...の上に，上方で，...を越えて，以上に

(英⃝ over)

ö
¯
ver 副⃝ 超えて，覆って，隠して，超過して，余っ

て，あふれ出て，飛び越えて，パスして，超えて

向こうへ，終わって．(英⃝ over)．bli över 余る．

övere.ns 副⃝ 合意した．komma överens 合意

する．

en övere.nsko.mmelse 名⃝ <-kommelsen,

-kommelser, -kommelserna> 合意．

ett ö
¯
verg̊angsstä. lle 名⃝ <-stället, -ställen,

-ställena> 横断歩道．

ö
¯
verra.ska 動⃝ <överraskar, överraskade,

överraskat, överraska!> 驚かせる．

en ö
¯
verra.skning 名⃝ <överraskningen,

överraskningar, överraskningarna> 驚き，サプラ

イズ．

ö
¯
verst 副⃝ 一番上に．

�� ��発音 -rst でそり舌音．

ö
¯
versta 形⃝ 一番上の．

�� ��発音 -rst-でそり舌音．

en ö
¯
versvä.mning 名⃝ <översvämningen,

översvämningar, översvämningarna> 洪水．
�� ��発音

-rs-でそり舌音．

ö
¯
versä. tta 動⃝ <översätter, översatte, översatt,

översätt!> 翻訳する．
�� ��発音 -rs- でそり舌音．

en ö
¯
versä. ttare 名⃝ <översättaren, översättare,

översättarna> 翻訳者．
�� ��発音 -rs-でそり舌音．

ö
¯
verta

¯
la 動⃝ <övertalar, övertalade, övertalat,

övertala!> 説得する．
�� ��発音 -rt- でそり舌音．

ö
¯
verty

¯
gad 形⃝ <övertygat, övertygade> 確信を

もった．
�� ��発音 -rt- でそり舌音．

ö
¯
vre 形⃝ より上方の．

ö
¯
vre 副⃝ より上方へ．

ö
¯
vrig 形⃝ <övrigt, överiga> 残りの，その他の，そ
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れ以外の． 第 1.0版 2020年 05月 06日

第 1.1版 2020年 05月 22日 誤植の修正，若干の

見出し語および例文の追加

第 1.2版 2020年 05月 29日 誤植の修正

第 2.0版 2020年 09月 24日 見出し語の追加

第 2.1版 2020年 10月 07日 誤植の修正

第 2.2版 2020年 11月 02日 誤植の修正

第 3.0版 2021年 04月 12日 見出し語の追加

第 3.1版 2021年 05月 16日 誤植の修正

第 4.0版 2022年 01月 22日 見出し語の追加

第 4.1版 2022年 02月 12日 誤植の修正
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