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幼字 読み キーボード 略記 意味

, axte , (a 笑

. flea . (f 怒

/ alis / (l 不安

¥ xier ¥ (x 悲、哀

I myuxa I (my 不快

O alj O (lj 恥、照

P duurga P (dr 興奮

` tuvan ` (tv 汗

K xante K (xn 喜、♪

L leeve L (lv 泣、涙

+ viine + (vn 沈静

* inje * (nj 謝罪

= myuxet = (mx 愛、恋

( axet ( (xt 感謝

) teems ) (tm 恐怖

< arte < (rt 祈り

> haizen > (hz 弾劾

? alies ? (ls 尊敬

_ selest _ (sl 困惑

備考

selest=avelanti, alies=sart
myuxa:つまらない、不愉快、不機嫌

duurga:テンション高い、ハイテンション、元気

xante:楽、上機嫌、気楽、のんびり、ほのぼの

viine:テンション低い、ローテーション、がっかり、元気ない、しょんぼり、ショボン

teems:畏怖

haizen:叱咤、訴求、追及、叱責

alies:敬意

selest:困る、当惑。?の後ろに付けると混乱、困惑になる

aljとtuvanは昇っていく感じなので、動悸のする照れと汗。

逆にleeveとinjeは下がっていく感じなので、精神的にダウナー系。

tuvanとleeveはどちらも水分が出る行為で対比させてある。体に心の反応が現れるくらい感情の



揺れが大きいため、aljやinjeより大きい月を選んでいる。

myuxetはハートマークに相当。myuxetの月にお祭りがあってカップルが結ばれやすいことから来

ている。絵面も綺麗でよい。ハートマークに当たる幼字はRのような形でtiiaというのもあるが、

arkantisには含まれていない。

axetが感謝を意味するのは、悪魔を倒してくれてありがとうというところから来ている。

ここのteemsはテームスだけでなくlinsも兼ねる。従ってalies, selest, linsと、mirokが全て出てい

る。

その他、無関心はsikaで示す。驚きはtemperaやkilなどで、疑念はkimで表す。



イントネーション 文末 読み 文中 読み

急上昇 ?? mileej ,?? mozmileej

上昇 ? kuuno ,? mozkuuno

平板 _ sika ,_ mozsika

下降 . gain , tsunk

急下降 ! tempera ,! moztempera

中止 | kil ,| mozkil

昇降 ?! kim ,?! mozkim

意外な驚嘆 !? temperakuuno ,!? moztemperakuuno

激しい驚嘆 !! altempera ,!! mozaltempera

余韻 ... viint ... viint

静寂 -- mil -- mil




