SANSKRIT - JAPANESE DICTIONARY
anta (m.) 終末，終わり，端，ふち

apa-

antah.karan.a (n.) 内部器官，心，魂
antah.pura (n.) 宮殿の奥の間，女たちの部屋

√

as (4P) 〜を打ち捨てる，（うっかりして）とり

逃がす，〜を捨てる，投げ捨てる

√
apa-ā- vr 【apāvrn.oti】 (5PA) 〜を開く，〜をあらわ
˚
˚

antatas (ind.) ついに

にする

antar (ind.) 内部に，〜の間に，〜の内側に (+loc.gen.)

apa-

antara (adj.) 内部の，異なった，近い

apa-

antarā (ind.) に関して，なしに，の間に (+acc.)

√
√

i (2P) 出発する
ı̄ks. (1A) 期待する，予期する，待つ，必要とす

る，要求する

antare (ind.) 〜の間に (+gen.)

apa-

√

ūh (1PA) 〜を移す，〜を除く
√
apakaroti → apa- kr (8)
√
˚
apakaros.i (2.sg.pres.) apa- kr (8) 〜に危害をくわえ
˚
る (+gen.)

antaren.a (ind.) 間に，なしに，除いては，〜に関して
(+acc.) ［副詞的用法］
√
antar- dhā (3PA) 隠す，〜の内に置く，消す
√
antar- bhid (7P) （反逆を）企む

apakārin (adj.) 悪行を行なう，有害な (m.) 害をなす

antavāsin (m.) 弟子

もの

antika (adj.) の近くの，近い，直前の，最後の (n.) 近

apa-

√

kr 【apakaroti】 (8) 害する，傷つける，に損害
˚
を与える，危害をくわえる (+gen.)
√
apa- kram (1P) 逃げる
√
apa- car 【apacarati】 (1) 去っていく
√
apacarati (3.sg.pres.) apa- car (depart 1P)
√
apa- ci 【apacinoti, apacinute】 (5) を浪費する，消

所，近接

antima (adj.) 最終の，最後の
antya (adj.) 最後の
andha (adj.) 盲目の
andhakāra (m.) 暗闇
anna (n.) 食べ物，食物，飯

耗する

√
apacita (ppp.) apa- ci (5) 浪費された，消耗された
√
apacinute → apa- ci (5)
√
apacinoti → apa- ci (5)
√
apa- jñā (9A) 〜否定する，〜の自分との関係を否認

anya (pron.adj.) 他の，〜とは異なる
anyat (pron.adj.n.) 他の
anyatama (pron.adj.) 多くのうち一つ，若干の中の一つ
anyatara (pron.adj.) 二つのうち一つ，〜の中のいずれ
かひとつ

する

anyatra (ind.) 他の所に，ちがったように，どこかよそ

apatat (3.sg.impf.)

√

pat (1P) 跪いた，落ちた，倒れた

apatya (n.) 子，子孫
√
apa- tras (1P) 逃げる
√
apatrasta (ppp.) apa- tras (1P) 恐れる
√
apa- diś (6P) 口実とする，〜だと言う，〜を装う，〜

で，ここにおいて

anyathā (ind.) 別の方法で，さもないと，異なって，相異
anyā (pron.adj.f.) 他の
anyedyuh. → anyedyus (ind.)
anyedyus (ind.) 次の日に，翌日

のふりをする，示す，報告する，非難する，告発する

anyonya (adj.) 互いの

apa-

anvak (nom.voc.acc.sg.) anvac (adj.n.)

apa-

√
√

dru (1P) 走り去る

nı̄ (1P) 取り去る，脱ぐ，運び去る，解散する
√
apanı̄ya (abs.) apa-nı̄-ya ← apa- nı̄ (1) 取り去り
√
apa- nud (6P) 〜に追いやられた，押し寄せられた
√
apa- bādh (1A) 追い出す，取り去る
√
apa- brū (2PA) 慰める
√
apa- bhās. (1A) 悪用する，口ぎたなくののしる，誤用

anvaks.u (loc.pl.) anvac (adj.m.n.)
anvaṅ (nom.voc.sg.) anvac (adj.m.)
anvac (adj.) 次の，に続く
anvañcah. (nom.pl.) anvac (adj.m.n.)
anvaya (m.) 家柄
√
√
anvi → anu- i (2P)

する

anvita (ppp.) 〜に同行した，〜に授けた，〜に賦与した
√
√
anvis. → anu- is. (6P)
√
anv-is.yat (pres.act.pt.) anu- is. (4P) 捜している
√
√
anvı̄ks. → anu- ı̄ks. (1A)

apa-

√

man (1A,4A) 軽蔑する

apamāna (m.) 失礼，無礼
√
apa- mrj (2P,10P) 拭く，拭う
√
˚
apa-yāta (ppp.) apa- yā (2) はなれる

ap 【āpah.】 (f.* pl.) 水 (cf.3.p.108)

apayāta-patra (n.) （枝から）離れた葉の
apara (adj.) 他の，後の，異なる
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