
受動相 能動相 傍動相 受動相 能動相 傍動相

1人称 vqà kRoS voq

2人称 viq kRov voq

3人称 veG kRoS voq

一般称 viq kRoS voq

聖称 vRaxí vyuRxí vyuRxí

1人称 Diq Duq Dum

2人称 Dum Dem Dum

3人称 DeG Dem Dum

一般称 DeJ Dem Dum

聖称 Dí Dí Dí

1人称 Duf Def Duf

2人称 Diq Duq Duf

3人称 Diq Duq Duf

一般称 Diq Duq Duf

聖称 Dó Dó Dó

1人称 niq nuq num

2人称 num nem num

3人称 neG nem num

一般称 neJ nem num

聖称 niqxí niqxí niqxí

受動相 能動相 傍動相 受動相 能動相 傍動相

1人称 beRK byaS bRum

2人称 bRum byav bRum

3人称 bRuJ byaS bRum

一般称 bRuJ byaS bRum

聖称 buRxí buRxí buRxí

1人称 mwit mut mwav

2人称 mwav muv mwav

3人称 mwaG muG mwav

一般称 mwaJ muJ mwav

聖称 muRxí muRxí muRxí

1人称 muR mwaR muR

2人称 mwiq mwav muR

3人称 mwiq mwaG muR

一般称 mwiq mwaJ muR

聖称 mRaxí mRaxí mRaxí

1人称 wit ut um

2人称 um wem um

3人称 weG wem um

一般称 weJ wem um

聖称 utxí utxí utxí

完了

開始

進行

反復

接続法?
基本前動詞

派生前動詞
直説法 接続法?

完了

開始

進行

反復

直説法



受動相 能動相 傍動相 受動相 能動相 傍動相

1人称 tqeS geFZ geq

2人称 tqov gov geq

3人称 tqeG geFZ geq

一般称 tqeS geFZ geq

聖称 tqàxí gaxí gaxí

1人称 ZqàR Zeq Zaq

2人称 Zaq Zam Zaq

3人称 ZeG Zam Zaq

一般称 ZeJ Zam Zaq

聖称 ZáGí ZáGí ZáGí

1人称 ZiD ZoD ZiD

2人称 Ziq Zev ZiD

3人称 Ziq ZeG ZiD

一般称 Ziq ZeJ ZiD

聖称 ZeDxí ZeDxí ZeDxí

1人称 jiR juR jum

2人称 jum jem jum

3人称 jeG jem jum

一般称 jeJ jem jum

聖称 juRxí juRxí juRxí

反復

直説法 接続法?

完了

開始

進行

対立前動詞



過去 現在 未来 過去 現在 未来

活上 nuNS mwaR kfaR

活下 nuND mwaKt kfaKt

機上 Staq Staq kvyoR

機下 hanD hanD kfaD

活上 cRav cRvyov kvyoR

活下 cRoJd cRaC kfaJd

機上 cRav cRvyov kvyoR

機下 cRoJd cRaC kfaJd

活上 cRav cRvyov kvyoR

活下 cRoD cRavD kfaD

機上 Staq Staq kvyoR

機下 hanD hanD kfaD

活上 cRvaNS cRvyoNS kfaNS

活下 cRvaND cRvyoND kfaND

機上 cRav cRvyov kvyoR

機下 cRoJd cRaC kfaJd

活上 cRvãvS cRvãvS kafxãvS

活下 - - -

機上 cRvãq cRvãq kafxãq

機下 - - -

過去 現在 未来 過去 現在 未来

活上 nER pFaR naR

活下 nEf pFaKt naKt

機上 Sxtiq Sxtiq nyoR

機下 hof hof naf

活上 xoRnt xoRnyot nyoR

活下 xoRKt xoRKt naKt

機上 xoRnt xoRnyot nyoR

機下 xoRKt xoRKt naKt

活上 xoRnt xoRnyot nyoR

活下 xoRf xoRKt naf

機上 Sxtiq Sxtiq nyoR

機下 hof hof naf

活上 xoRnaR xoRnyoR naR

活下 xoRnaf xoRnyof naf

機上 xoRnt xoRnyot nyoR

機下 xoRKt xoRKt naKt

活上 xoRnãvS xoRnãvS naRxãvS

活下 - - -

機上 xoRnãq xoRnãq naRxãq

機下 - - -

創出後動詞
直説法 接続法?

保持後動詞
直説法 接続法?

1人称

2人称

3人称

4人称

聖称

1人称

2人称

3人称

4人称

聖称



過去 現在 未来 過去 現在 未来

活上 Dam bTaf vaS

活下 DaK bTuf vapt

機上 SuC SuC vyoS

機下 KuK KuK vyuK

活上 GiR GaxiR vyoS

活下 Gipt Gaxipt vapt

機上 GiR GaxiR vyoS

機下 Gipt Gaxipt vapt

活上 GiR GaxiR vyoS

活下 GuK GaxuK vyuK

機上 SuC SuC vyoS

機下 KuK KuK vyuK

活上 GRam Gaxim vam

活下 GRaK GaxiK vaK

機上 GiR GaxiR vyoS

機下 Gipt Gaxipt vapt

活上 GiRmãvS GiRmãvS vamxãvS

活下 - - -

機上 GiRmãq GiRmãq vamxãq

機下 - - -

過去 現在 未来 過去 現在 未来

活上 qrq xEst &aNS

活下 qrj xEp &aND

機上 Srq Srq &wot

機下 hMb hMb &ib

活上 pqàt pqwot &wot

活下 pqàk pqwok &wok

機上 pqàt pqwot &wot

機下 pqàk pqwok &wok

活上 pqàt pqwot &wot

活下 pqib pqwib &ib

機上 Srq Srq &wot

機下 hMb hMb &ib

活上 pqàq pqwoq &aq

活下 pqàj pqwoj &aj

機上 pqàt pqwot &wot

機下 pqàk pqwok &wok

活上 paqqãvS paqqãvS &aqxãvS

活下 - - -

機上 paqqãq paqqãq &aqxãq

機下 - - -

直説法 接続法?

1人称

2人称

奪取後動詞

3人称

4人称

聖称

思考後動詞

4人称

聖称

直説法 接続法?

1人称

2人称

3人称


