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ドリル式 エスペラント入門 その２ 《Ｂ》 付録   

   主な接頭辞一覧   

No 接尾辞  意味  単語例 課 

1  bo- 婚姻による関係 bo/patro 義父  bo/frato 義理の兄・弟  

2  dis- 分散 dis/doni 配る  dis/iri 散っていく、 散会する  dise ばらばらに 

dis/ĵeti 投げ散らす 

 

3  ek- 動作や状態の開始 ek/lerni 学び始める  ek/plori 泣き出す  ek/sidi 座る 13 

4  eks- 前、元 eks/prezidento 前大統領  eks/moda 流行遅れの  

5  ge- 男女両方 ge/amikoj 男女の友人たち  ge/filoj 息子と娘 

ge/sinjoroj 夫妻、紳士淑女 

13 

6  mal- 正反対 mal/granda 小さい  mal/dekstra 左の  mal/varma 寒い 

mal/bona 悪い  mal/bone 悪く、下手に  mal/dika やせている  

13 

7  mis- 誤 mis/kompreni 誤解する  mis/skribi 書き誤る  

8  pra- 遠い血縁・原始 pra/avo 曾祖父、ひいじいさん  pra/nepo ひ孫（男） 

pra/patroj （集合的に）先祖 

 

9  re- 再び～する、返す re/vidi 再会する  re/doni 返す  re/veni 戻る 13 

10  vic- 副 vic/prezidento 副大統領 vic/ministro 次官  

 
※ 接頭辞がわかりやすいように / を入れています。 実際に書くときには、bopatro のように一語として書きます。 

課の欄には、本文で該当の接辞を扱った課の番号を記入してあります。 

 



 

ドリル式 エスペラント入門 その２ 《Ｂ》 付録  

   主な接尾辞一覧 （１）       

No 接尾辞  意味  単語例 課 

1  -aĉ- 劣悪さ・下品さ・不快さなど skrib/aĉi 書きなぐる 、dom/aĉo あばら家 、veter/aĉo ひどい天気  

2  -ad- 動作・状態の継続や反復 leg/ado 読書、labor/ado 労働、 vizit/adi 通う、  

3  -aĵ- 性質・関係を示す事物 nov/aĵo ニュース、bov/aĵo 牛肉、 manĝ/aĵo 食べ物、 

trink/aĵo 飲み物 vest/aĵo 衣類 

14 

4  -an- 集団の構成員 famili/ano 家族の一員、 kongres/ano 大会参加者、 

list/ano リスト登録者  krist/ano キリスト教徒  klub/ano クラブ員 

14 

5  -ar- 集団、集合体 har/aro 髪（全体）、 hom/aro 人類、 vort/aro 辞書  

6  -ebl- “～可能な”という意味の 

形容詞（-a）や副詞（-e）

を作る 

manĝ/ebla 食用可の  vid/ebla 見ることができる  kompren/ebla 理解可能な  

kompren/eble もちろん ebla 可能な  eble ひょっとしたら、もしかしたら…ありうる 

15 

7  -ec- ～さ、～性 （特性） bel/eco 美しさ、 jun/eco 若さ、hom/eco 人間性、amik/eco 友情 15 

8  -eg- 標準より形が大きい、 

程度が高い 

pluv/egi 大雨が降る、 grand/ega とても大きい、 

bon/ege とても上手に（とても良く）、 river/ego 大河 

15 

9  -ej- 場所を表わす名詞 lern/ejo 学校、 loĝ/ejo 住居、 kongres/ejo 大会会場  lern/eja 学校の 14 

10  -em- ～の傾向がある parol/ema 話好きな  dorm/ema 眠い  toler/ema 寛容な､忍耐強い  

11  -er- 構成要素、断片 akv/ero 水滴、neĝ/ero 雪片、mon/ero 硬貨、コイン  

  ※ 接尾辞がわかりやすいように / を入れています。 実際に書くときには、familiano のように一語として書きます。 



 

ドリル式 エスペラント入門 その２ 《Ｂ》 付録  

   主な接尾辞一覧 （２）       

No 接尾辞  意味  単語例 課 

12  -et- 標準より形が小さい、 

程度が低い 

pluv/eti 小雨が降る 、varm/eta ぬるい、iom/ete ほんの少し、 

rid/eti 微笑む、donac/eto ちょっとした贈り物、infan/eto 赤ん坊 

15 

13  -id- 動植物の幼生期、子ども kat/ido 子猫、kok/ido ひよこ、ran/ido おたまじゃくし、ido 子  

14  -ig- 他動詞を作る ven/igi 来させる nul/igi 取り消す（ゼロにする） nul/igo 取消 33 

15  -iĝ- 自動詞を作る komenc/iĝi 始まる ruĝ/iĝi 赤くなる komenc/iĝo 始まり 32 

16  -il- 道具 skrib/ilo 筆記具  manĝ/ilo （ナイフやフォーク等の）食器、 

lud/ilo おもちゃ、 

 

17  -in- 女性 frat/ino 姉・妹  av/ino 祖母 knab/ino 少女 amik/ino 女友達 14 

18  -ism- ～主義、～教、～派 kapital/ismo 資本主義、real/ismo 現実主義、 

budh/ismo 仏教、krist/an/ismo キリスト教 

 

19  -ist- 職業人、専門家 pentr/isto 画家、vend/isto 販売員、verk/isto 作家、 

labor/isto 労働者  politik/isto 政治家 

15 

20  -uj- 容器、地域 mon/ujo 財布、ujo 容器、入れ物  esperant/ujo エスペラント界  

21  -ul- ～の性質をもった人 jun/ulo 若者、nov/ulo 新人、bel/ulino 美女 14 

22  -um- 特定の意味を持たずに、元

の語と何らかの関連のあ

る派生語を作る 

gust/umi 味わう、butik/umi ショッピングをする、kol/umo えり、カラー 

mal/varm/umi 風邪をひいている  mal/varm/umo 風邪、 

akv/umi 水遣りをする、vent/umi 風を送る、扇ぐ  brak/umi 抱擁する、 

 

  ※ 接尾辞がわかりやすいように / を入れています。 実際に書くときには、katido のように一語として書きます。 

課の欄には、本文で該当の接辞を扱った課の番号を記入してあります 

 


