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はじめに 
 
本書はアジア・アフリカ言語文化研究所２０１５年度言語研修「アラビア語・

パレスチナ方言」での使用を目的とした入門書です。 
アラビア語と言う言語にはアラブ世界での共通語である「古典アラビア語（文

語アラビア語・正則アラビア語・現代標準アラビア語などとも呼ばれる）」と地

域ごとの「方言」の２つのレベルが存在します。古典アラビア語は学校での教育

を通して学ばれるものなので、これを母語とする者は原則として存在しません。

一方、人々は日常生活では方言を用いています。無論近年では教育の普及も手伝

って、方言の中に古典アラビア語の要素が入り込み、単純に古典アラビア語と方

言の２つのレベル、と言い難い状況も生まれつつあります。 
本書は主にパレスチナ地域で話されている方言を学ぶことを目的とした入門

書です。ここで言う「パレスチナ」とはいわゆる「歴史的パレスチナ」を意味し、

これは具体的にはイスラエルとパレスチナ自治区の領域です。実際にはこの地

域内でも相互に意思の疎通には支障のない程度の差がある様々な方言がありま

す。従って「パレスチナ方言」というのは、例えば日本語で言うと「東北弁」と

か「九州弁」などの、より広域で一定の言語特徴を共有する方言群の総称という

ことができます。本書はそのパレスチナの中でもエルサレム方言をベースとし

ています。 
なお、本書で使用した例文のチェックは、インフォーマントであるアラー・マ

ルジーエ氏、インフォーマントであり同時に今回の言語研修のネイティヴ講師

であるムーサ・シャワールバ氏にお願いしました。両名には篤く感謝申しあげま

す。 
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凡 例 
 
a.p.：現在分詞：複数形は -īn （☛ II-6.1.1.1.） 
adj./n.：形容詞（主に国籍や宗教を表す）だが名詞としても用いられる語（☛ II-

1.2.） 
adj.：形容詞 
adv.：副詞 
C：任意の子音 
CiCi：重子音 
CiCj：異なる子音の連続 
col.：集合名詞 
conj.：接続詞 
E：名詞・形容詞の女性語尾 -e, -a を代表する（☛ 2.3.1.） 
elat.：比較級・最上級 
exp.：表現 
FPN：女性名 
FPN(J)：日本人女性名 
interj.：間投詞 
MPN：男性名 
N：数詞（数詞の使い方は ☛ IV-1.5.） 
n.f.：女性名詞 
n.m.：男性名詞 
n.：人を表す名詞で男性形でも女性形でも用いられるもの 
particle：辞詞 
pron.：代名詞 
PS：接尾人称代名詞 
s.o.：動詞の目的語としての「人」 
s.th.：動詞の目的語としての「物」 
T：t, d, ṭ, ḍ を代表する 
TP：地名 
un.：個別名詞 
V：任意の母音 
V̄：任意の長母音 
v.：動詞 
var.：（自由）変種 
~：又は 

ix



x 
 

☛：～を参照せよ（☛ による参照箇所：I = 発音編、II = 文法編、III = 会話編、

IV = 文法一覧） 
*：説明あり 
♦ 推定形（通常 * を用いるが、本教材ではこの記号を用いる） 
動詞の文法情報の表示について 
fataḥ [v.: I-0 (a)] 開く 
taržam [v.: QI-0] 翻訳する 
qāl [v.: I-2 (u)] 言う 
ローマ数字は基本形（＝I）または派生形（＝II ~ X）を示す 
Q は４根素動詞。Q が無い場合は３根素動詞 
ローマ数字の後の算用数字など：0 = 強動詞、1 = 第１根素弱動詞、2 = 第２根

素弱動詞、3 = 第３根素弱動詞、G = 重子音動詞 
(a) (i) (u)：動詞基本形の現在形語幹母音。第２根素弱動詞で (i/a) (u/a) のような

場合はスラッシュの前が過去形の語幹母音、後は現在形の語幹母音。 
 
 

  

x
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I 発音編 
1.：母音 
パレスチナ方言には３つの短母音（a, i, u）と５つの長母音（ā, ē, ī, ō, ū）が存在

し、それぞれ次のような異音を持つ。 
音素 異音 音素 異音 
a 
i 
u 
 

[a] [ɑ] 
[i] [e] 
[u] [o] 

ā 
ē 
ī 
ō 
ū 

[a:] [ɑ:] 
[ɛ:] 
[i:] 
[ɔ:] 
[u:] 

 
前    後  
[i]     [u] 

[e]   [o] 
 [ɛ]   [ɔ] 

 [a] [ɑ] 

高 
半高 
半低 
低 

 
本教材では音素主義を採用するので異音については以下の説明を参照されたい。 
 
1.1.：短母音 
a 
異音として [a] と [ɑ] がある。 
(1) [ɑ]（後舌低母音）：喉のより奥のほうから出すこもった感じの「ア」。 
主に強勢音（☛ I-2.1.(2)）の周囲で現れる。 
【例】ḍarab [dɣɑ́rɣɑbɣ] 殴る maṭbax [mɣɑ́tɣbɣɑx] 台所 
【練習】caḍme 骨 ᵓā はい・うん ᵓarḍ 地面 baxxar 線香を焚く ġalaṭ 間違い

ḥarām 禁じられた ḥarāmi 泥棒 maḥaṭṭa 駅 nžāṣ 梨 quṣṣa 話 šaᶜir 髪
ṭābiᶜ 切手 taṣwīr 撮影 waḷḷa 本当に？！ xiyāṭa 裁縫 žaras ベル  
 
(2) [a]（中舌低母音）：日本語の「ア」とほぼ同様。 
上記以外の環境で現れる。 
【例】katab [kátab] 書く maskan [máskan] 住居 
【練習】camm 父方のおじ ᵓakal 食べる bahdal 叱る daxal 入る faqīr 貧し

い ġada 昼食 hāda これ ḥaywān 動物 kalb 犬 laḥim 肉 maḥall 店
naššāl 掏摸 nfataḥ 開く qalam ペン raqabe 首 samake 魚 šita 雨 štaġal 
働く tᵓafᵓaf ため息をつく žiha 方向  
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i 
異音として [i] と [e] がある。 
(1) [e]（前舌半高母音）：日本語の「エ」とほぼ同様。 
アクセントのない語末の閉音節で現れる。 
【例】širib [šíreb] 飲む masžid [másʒed] モスク 
【練習】biktib 彼は書く binit 女の子 bisakkir 彼は閉じる bištġil 彼は働く

biwṣil 彼は到着する bōkil 彼は食べる filfil 胡椒 ḥāḍir 出席した lafiẓ 発
音 laḥim 肉 mᶜallim 教師 namil 蟻 šaᶜir 髪 ṣāḥib 友人 šāṭir 賢い širib 
飲む ṭālib 学生 wisix 汚れた xubiz パン zurit 私は訪問した  
 
(2) [i]（前舌高母音）：日本語の「イ」と「エ」の中間。 
上記以外の環境で現れる。 
【例】bikitbu [bíkitbu] 彼らは書く sittīn [sittí:n] ６０ 
【練習】citim 暗い biktib 彼は書く binit 女の子 binni 茶色い btifhami 貴女

は理解する ḍidd ～に反対した ḍiffe 岸 dinya この世 hiyye 彼女は ḥizām 
ベルト kilme 単語 kitif 肩 miᶜyār 基準 min-šān ～ゆえに mislim ムスリ

ム širib 飲む sirr 秘密 tislāy 娯楽 wizāra 省 zibde バター  
 
u 
異音として [o] と [u] がある。 
(1) [o]（前舌半高母音）：日本語の「オ」とほぼ同じ音。 
アクセントのない語末の閉音節で現れる。 
【例】buḍrub [bɣúdɣrɣobɣ], bulbul [búlbol] 
【練習】bākul 私は食べる busruq 彼は盗む furun オーブン l-ᵓurdun ヨルダ

ン quṭun 綿 rubuᶜ ４分の１ ṣubuḥ 朝 šuġul 仕事 ṣuluḥ 和解 suxun 暑
い taḥakkum コントロール tamarrud 反乱 tanaffus 呼吸 taʠāᶜud 定年退職

taṣarruf 振る舞い ᵓuṣbur 我慢せよ ᵓusum 名前 zār-hum 彼は彼らを訪問し

た ẓulum 不正  
 
(2) [u]（後舌円唇低母音）：日本語の「ウ」よりも唇を強く丸めて出す。 
上記以外の環境で現れる。 
【例】buḍurbu [bɣúdɣurɣbɣu] 彼らは殴る mudde [múdde] 期間 
【練習】bušrub 彼は飲む busruq 彼は盗む ᵓuṣbur 我慢せよ ᵓusum 名前

furun オーブン l-quds エルサレム mudīr 経営者 muškile 問題 muslim ム
スリム quṭun 綿 rubuᶜ ４分の１ ṣubuḥ 朝 ṣufra 食卓 sukkar 砂糖 ṣuluḥ 
和解 suxun 暑い tumm 口 ẓulum 不正  
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1.2.：長母音 
表記上の注意 
語末の長母音に限ってアクセントを担わない時、長母音記号（マクロン）を省略

する。 
ráma 彼は投げた kúrsi 椅子 ḍárabu 彼らは殴った（✖ ramā, kursī, ḍarabū） 
アクセントを担う場合は長母音記号を記す。 
lā [lá:] いいえ šū [ʃú:] 何？ ḥayāt* [ħajá:] 人生・生活 
＊☛ I-2.2.1’. 
 
ā 
異音として [ɑ], [ɑ:], [a], [a:] がある。 
(1) [ɑ:]（後舌低長母音）：喉の奥から出すこもった感じの「アー」。 
主に前後の子音が強勢音の周囲でアクセントのある時に現れる。 
【例】ṭālib [tɣɑ́:lɣebɣ] 学生 bṣāṭ [bɣsɣɑ́:tɣ] 絨毯 sayyāra [sajjɑ́:rɣɑ] 自動車 
【練習】ᶜamāra ビル ᵓaġlāṭ 間違い fuxxār 焼き物 ḥarām（宗教的に）禁じら

れた ḥārr 辛い ḥṣān 馬 ᵓifṭār 断食明けの食事 lāḥaẓ 観察する muṣāb 負
傷者 našāṭ 活動 ʠāḍi 裁判官 ʠarār 決定 safāra 大使館 ṣāfi 純粋な

ṣāḥib 友人 ṣarrāf 両替商 sayyārāt 自動車 (pl.) ṣṭidām 衝突 xāṣṣ 特別な  
 
(2) [ɑ]（後舌低（中）短母音）： 
主に前後の子音が強勢音の周囲でアクセントのない時に現れる（長母音で発音

されることもある）。 
【例】bēḍa* [bɛ́:dɣɑ] 玉子 ṭābūn [tɣɑbɣú:nɣ] パン焼き窯 
【練習】farḥānīn うれしい (pl.) ḥarāmiyye 泥棒 (pl.) ᵓisraᵓīli イスラエル人

lāḥaẓū-ha 彼らはそれを観察した muṣābīn 負傷者 (pl.) ʠānūn 法律 ʠarārāt 
決定 (pl.) sayyārāt 自動車 (pl.)  
＊bēḍa の語末の -a は女性形語尾（☛ II-2.3.1.）で、音韻論的には長母音の特徴

を持たないが、-ā の異音として扱う。 
 
(3) [a:]（中舌低長母音）：日本語の「アー」（中舌低母音）とほぼ同様。 
[ɑ:] 以外の環境のアクセントがある時に現れる。 
【例】sākin [sá:ken] 住んでいる ktāb [ktá:b] 本 sāᶜad [sá:ʕad] 彼は助けた

ḥayawān  [ħajawá:n] 動物 
【練習】ᶜāde 習慣 ᶜāyiš 生活している bākul 私は食べる binām 彼は眠る

hāda これ ḥsāb 計算 htimām 関心 lā いいえ mizān 秤 muḥāwale 試み

musāᶜade 援助 nažāḥ 成功 rāžaᶜ 復習する ružžāl 男 saᶜāde 幸福 šamāl 
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北 šāriᶜ 通り talāte ３ žāž 鶏  
 
(4) [a]（中舌低短母音）： 
[ɑ:] 以外の環境のアクセントがない時に現れる（長母音で発音されることもあ

る）。 
【例】sāᶜadkum [saʕádkom] 彼は彼らを助けた ḥayawānāt [ħajawaná:t] 動物 (pl.)
ktāb-na [ktá:bna] 我々の本 
【練習】cādāt 習慣 (pl.) ᶜaṭšānīn 空腹の (pl.) barūde ライフル fallāḥīn 農民 
(pl.) hadōl これら htimāmāt 関心 (pl.) madāris-na 我々の学校 nāmūs 蚊
sāᶜadū-na 彼らは私達を助けた talātīn ３０  
 
ē 
異音として [e], [ɛ], [ɛ:] がある。 
(1) [e]（前舌中低母音）：日本語の「エ」とほぼ同様。 
語末で現れる。 
【例】madrase [mádrase] 学校 qahwe [Ɂáhwe] コーヒー 
【練習】bisse 猫 ṭāwle テーブル 
 
(2) [ɛ]（前舌半高（中）短母音）： 
アクセントのない位置で現れる。 
【例】ᶜēnēn [ʕɛnɛ́:n] 目 (pl.) ōtēlāt [Ɂɔtɛlá:t] ホテル (pl.) 
＊madrase の語末の -e は女性形語尾（☛ II-2.3.1.）で、音韻論的には長母音の

特徴を持たないが、-ē の異音として扱う。 
 
(3) [ɛ:]（前舌半高長母音）：日本語の「エー」よりもっと口を大きく開ける。 
上記以外の環境で現れる。 
【例】bēt [bɛ́:t] 家 ᵓižrēn [ʔiʒrɛ́:n] 足 
【練習】ᶜēn 目 fanēlla 下着のシャツ ġēme 雲 halqēt 今 ḥēfa ハイファ

ḥēlam （人を）丸め込む ᵓīdēn 手 (pl.) lēle 夜 ᵓōtēl ホテル qaddēš いくつ？

quṭṭēn 乾燥イチジク rušēta 処方箋 sēᶜa （１）時間 ṣēf 夏 šēkil シェケル

šēt ～の šufēr 運転手 ṭēr 鳥 žakēt 上着  
 
ī 
異音として [i] と [i:] がある。 
(1) [i]（前舌低短母音）：日本語の「イ」とほぼ同様。 
アクセントのない位置で現れる（長母音で発音されることもある）。 
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【例】mīzān [mizá:n] 秤 ᵓīdēn [ʔidɛ́:n] 手 (pl.) yahūdi [yahú:di] ユダヤ教徒  
【練習】bīr-zēt ビールゼート bīzanṭi ビザンツの falasṭīniyye パレスチナの 
(f.) masīḥiyye キリスト教 ṣīniyye 中国人 (f.)・盆 žīrān 隣人 (pl.)  
 
(2) [i:]（前舌低長母音）：日本語の「イー」とほぼ同様。 
上記以外の環境で現れる。 
【例】mᶜallmīn [mʕallmí:n] 教師達 bīži [bí:ʒi] 彼は来る 
【練習】 ᵓargīle 水タバコ ᵓarnabīṭ カリフラワー bakkīr 早く bīᶜ 売れ！

birmīh 彼はそれを投げる brahīm イブラヒム（男性名） daqīqa 分 ḍarībe 税
金 falasṭīn パレスチナ ᵓīd 手 knīse 教会 laᵓīm 意地の悪い šāṭrīn 賢い 
(pl.) taᵓmīn 保険 tadrīb 訓練 ṭabīᶜa 自然 zanžabīl 生姜 žarīde 新聞 ždīd 
新しい  
 
ō 
異音として [o], [ɔ], [ɔ:] がある。 
(1) [o]（後舌狭短母音）：日本語の「オ」に近い。 
語末で現れる。 
【例】ktāb-o [ktá:bo] 彼の本 kīlo [kí:lo] キログラム 
【練習】ḍarab-o 彼は彼を殴った madrast-o 彼の学校 
 
(2) [ɔ]（後舌半広短母音）：日本語の「オー」よりもっと口を大きくあける。「ア」

と「オ」の中間。 
アクセントのない位置で現れる。 
【例】mōtōr [mɔtɔ́:r] エンジン ᵓōtēlāt [Ɂɔtɛlá:t] ホテル (pl.) 
【練習】bōkil-ha 彼はそれを食べる fōqāni 上部の mōḍāt ファッション (pl.)
mōtōrāt エンジン (pl.) yōmēn ２日  
 
(3) [ɔ:]（後舌半広長母音）：[ɔ] の長母音。 
上記以外の環境で現れる。 
【例】yōm [yɔ́:m] 日 mōtōr [mɔtɔ́:r] エンジン 
【練習】ᶜa-ž-žahžahōn 無意味に bōkil 彼は食べる hōni ここに kōfal おむつ

をつける kōrba カーブ lōn 色 mōḍa 流行 mōqade あんか mōta 死人 
(pl.) mōz バナナ msōgar 書留の mšōrab 口ひげをはやした nōᶜ 種類 ᵓōḍa 
部屋 šaᶜšabōn 蜘蛛 šōb 暑さ yōm 日 žardōn ラット žōhara 宝石 žōz 夫  
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ū 
異音として [u] と [u:] がある。 
(1) [u]（後舌高短母音）：日本語の「ウ」より強く唇を丸める。 
アクセントのない位置で現れる。 
【例】žūᶜān [ʒuʕá:n] 空腹の zūrū-ni [zurú:ni] 私を訪問せよ katabu [kátabu] 彼
らは書いた 
 
【練習】 būfē ビュッフェ・軽食堂 būlīs 警官 ḥukūmiyye 政府の  (f.)
kambyūtarāt コ ン ピ ュ ー タ ー  (pl.) kūfaliyye お む つ masᵓūliyye 責 任

nāmūsiyye 蚊帳 rūḥāni 精神的な xuṣūṣiyye 特別の (f.) 
 
(2) [u:]（後舌高長母音）： 
上記以外の環境で現れる。 
【例】bižūz [biʒú:z] あり得る žūr-ni [zú:rni] 私を訪問せよ katabū-h [katabú:] 彼
らはそれを書いた 
【練習】ᶜažūz 老婆 ᵓanū どの？ ᶜarbūn 前金 babūniž カモミール būẓa ア
イスクリーム fṭūr 朝食 ḥukūme 政府 kumbyūtar コンピューター maᶜqūl 
合理的な masᵓūl 責任者 nāmūs 蚊 ṣuᶜūbe 困難 šū 何？ sūq 市場

tannūra スカート wužūh 顔  (pl.) xarūf 羊 yahūdi ユダヤ教徒 žanūb 南
zatūn オリーブ  
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2.：子音 
パレスチナ方言には次のような子音がある（以下は本書で用いる表記法による）。 

ᵓ, ᶜ, b, ḅ, d, ḍ, f, ġ, h, ḥ, k, l, ḷ, m, ṃ,  

n, ʠ, r, s, ṣ, š, t, ṭ, w, x, y, z, ẓ, ž 
 両 

唇 
音 

歯 
唇 
音 

歯 
茎 
音 

後 
部 
歯 
茎 
音 

硬

口

蓋

音 

軟

口 
蓋 
音 

口 
蓋 
垂 
音 

咽 
頭 
音 

声 
門 
音 

 P E  P E       
破裂音 b ḅ  t , d ṭ , ḍ   k ʠ  ᵓ (q) 
鼻音 m ṃ  n        
ふるえ音    r        
摩擦音   f s , z ṣ , ẓ š , ž  x , ġ  ḥ , ᶜ h 
接近音    l ḷ  y     
同じスロットにコンマを挟んで２つ表音文字がある場合は右が有声音である。

またＥは咽頭化音、Ｐは平音（各子音の説明を参照）。 
なお、w は「有声両唇軟口蓋接近音」と分類される。 
 

2.1.：両唇音：b, ḅ, p, f, v, m, ṃ 
(1) b：有声両唇破裂音（IPA [b]） 
【発音】両唇を合わせて閉じ、次に声帯を振動させながら出す呼気でその閉鎖を

破った時に得られる音。 
【発音のヒント】日本語の「バ」行の子音とほぼ同じ。 
【練習】bāb-ha 彼女のドア baᶜid ～の後に bana 彼は建てた bāt 夜を過す

ḥarb 戦争 kabb こぼす kubbāy コップ ṭabaᶜ 印刷する xayyab 失望させる

yibni 彼は建てる žabbāle コンクリートミキサー žīb 持って来い！  
 
(2) ḅ：有声咽頭化両唇破裂音（IPA [bɣ]） 
【発音】上記の b と同じ発音だが、発音する際に舌全体に力を入れて下あごに

押し付けるようにして、更に舌を少し後ろに引いて出す「バ」行の子音。この要

領で発音する子音を「強勢音」（または「咽頭化音」）と呼ぶ。これらに対し b を
「平音」と呼ぶ。ḥ を除き、下に点が付いた文字は強勢音を表し、ḅ と同じ要領

で発音する。 
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【発音のヒント】ba は日本語の「バ」とほぼ同じであるが、ḅa は「ボ」に近い

音に非常にこもった音なる。 
【練習】ḅāḅa パパ l-yaḅān 日本  
 
(3) p：無声両唇破裂音（IPA [p]） 
【発音】b の無声音。 
【発音のヒント】日本語のパ行の子音とほぼ同じ。 
【練習】žīp ジープ gripp インフルエンザ grupp グループ  
 
(4) f：無声歯唇摩擦音（IPA [f]） 
【発音】上の前歯を下唇に軽く置き、その隙間から摩擦を伴った息を出して得ら

れる音。 
【発音のヒント】英語などの f と同様の音。 
【練習】bifham 彼は理解する fard 拳銃 fāṣle 読点 fāt 過ぎる ḥāfi 裸足の

ḥarf 文字 kaff 手の甲 mufīd 便利な xaffaf 軽くする  
 
(5) v：有声唇歯摩擦音（IPA [v]） 
【発音】f の有声音。 
【練習】vīza クレジットカード 
 
(6) m：有声両唇鼻音（IPA [m]） 
【発音】b と同じような唇の構えで息を鼻から抜いて得られる音。 
【発音のヒント】日本語の「マ」行の音とほぼ同じ。 
【練習】bimāris 彼は実践する ᵓimm-i 私の母 ḥāmi 暑い maddēt 私は伸ばし

た māt 死ぬ mayy（女性名） nām 眠る samma 名付ける ṭamaᶜ 切望する

tumm 口 xayyam テントを張る  
 
(7) ṃ：有声咽頭化両唇鼻音（IPA [mɣ]） 
【発音】ḅ と同じ要領で発音する m。 
【練習】ṃayy 水（vs. mayy（人名）） ṃāṃa ママ 
 
b : ḅ bab-a 彼女のドア : ḅāḅa パパ 
p : b žīp ジープ : žīb 持って来い！ 
m : ṃ mayy（固有名詞）: ṃayy 水 
n : m maṭṭ 伸ばす : naṭṭ 飛び跳ねる 
 ᶜama 見えなくする : ᶜana 意味する 
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2.2.：歯音：t, ṭ, d, ḍ, ṯ, ḏ, n 
(1) t：無声歯茎破裂音（IPA [t]） 
【発音】舌先を上の前歯の裏側につけて息の流れを止める。次に舌先を離して息

を出すと得られる。 
【発音のヒント】日本語の「タ・テ・ト」の子音とほぼ同じ。「チ、ツ」の子音

とは異なるので注意。「チ」の子音は「チャ、チュ、チェ、チョ」の子音と、ツ

の子音は「ツァ、ツィ、ツェ、ツォ」と共通の子音である。 
【練習】bayyat 一晩過ごさせる bitšūf 彼女は見る bāt 夜を過ごす katbat 彼
女は書いた nfataḥ 開く saqat 彼女は水を与えた sitte ６ tall 丘 tammēt 
私は～し続けた tumm 口 tāb 悔やむ tīn イチジク  
 
(1’) t： 
特定の名詞の語尾に現れ、構成位相で（☛ II-1.3.6.）で t となることを示す記号

である。実際には発音されない 
【発音】無音 
【練習】ṣalāt 礼拝 ḥayāt 人生 
 
(2) ṭ：無声咽頭化歯茎破裂音（IPA [tɣ]） 
【発音】強勢音。ḅ と同じ要領で発音する t。 
【練習】biqṭaᶜ 彼は切る ḥaṭṭ 置く qaraṭ 齧る qaṭṭar したたる saqaṭ 落ち

る šaṭab 消す ṭāb（病気が）治る ṭabaᶜ 印刷する ṭabb 落ちる ṭābiᶜ 切手

ṭall 面する ṭīn 泥 ṭūl 長さ waṭṭa 低くする  
 
(3) d：有声歯茎破裂音（IPA [d]） 
【発音】舌先を上の前歯の裏側につけて息の流れを止める。次に舌先を離して息

を出すと得られる。 
【発音のヒント】日本語の「ダ・ディ・ドゥ・デ・ド」の子音とほぼ同じ。 
【練習】biddi 私は欲しい bidūr それは回る dāb 溶ける daᶜam 支える

dāfiᶜ 守っている dall 案内する dān 耳 dīn 宗教 drāᶜa 腕 ḥadd 悼む・境

界 madd 伸ばす mādde 科目 qadd サイズ rudd 返答せよ！ sūd 黒い

wadda 持ってくる  
 
(4) ḍ：無声咽頭化歯茎破裂音（IPA [tɣ]） 
【発音】強勢音。ḅ と同じ要領で発音する d。 
【練習】bayyaḍ 白くする buḍrub 彼は殴る ḍahir 背中 ḍall 居残る ḍār 家
ḍuhur 昼 maraḍ 病気 nfaḍaḥ 名誉を傷つけられる qaraḍ 借りる  
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(5) ṯ：無声歯間摩擦音（IPA [θ]） 
【発音】上の歯の下の部分に舌先を当て、歯と舌の隙間から空気を出すことで得

られる。古典アラビア語からの借用語に現れる。 
【発音のヒント】英語の thank の th の音と同じもの。 
【練習】bāḥiṯ 研究者 ᵓaṯārāt 痕跡 
 
(6) ḏ：有声歯間摩擦音（IPA [ð]） 
【発音】上の歯の下の部分に舌先を当て、歯と舌の隙間から声を伴った空気を出

すことで得られる。古典アラビア語からの借用語に現れる。 
【発音のヒント】英語の that の th の音と同じもの。 
【練習】muḏīᶜ アナウンサー 
 
(7) n：有声歯茎鼻音（IPA [n]） 
【発音】t と同じような口の構えで息を鼻から抜いて得られる音。 
【発音のヒント】日本語の「ナ」行の音とほぼ同じ。日本語の「ン」の音ではな

いことがあるので注意。 
【練習】 ᶜana 意味する banna 建築家 bayyan 明らかにする binšūf 私達は見

る birinn それは鳴る daxxan 喫煙する kān ～だった nabaᶜ 芽吹く

naᶜam はい nādi クラブ nāfiᶜ 効果的な nām 寝る namil 蟻 namma 発展

させる nās 人々 naṭṭ 飛び跳ねる sinn 歯 šanab 口髭 yibni 彼は建てる  
 
t : ṭ tīn イチジク : ṭīn 泥 

tāb 悔やむ : ṭāb（病気が）治る 
saqat 彼女は水を与えた : saqaṭ 落ちる 

t : d tall 丘 : dall 案内する 
tāb 悔やむ : dāb 溶ける 
tīn イチジク : dīn 宗教 

d : ḍ dall 案内する : ḍall 居る 
baᶜid ～の後に : baᶜiḍ いくつか 
ᶜadd 数える : ᶜaḍḍ 噛む 

 
2.3.：歯茎音：s, ṣ, z, ẓ, š, ž 
(1) s：無声歯茎摩擦音（IPA [s]） 
【発音】舌先の面（舌先そのものではない）を上の前歯の裏に接近させ、摩擦を

伴った空気を出すことで得られる。 
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【発音のヒント】日本語の「サ・ス・セ・ソ」の子音とほぼ同じ。「シ」の子音

とは異なるので注意。シの子音は「シャ、シュ、シェ、ショ」と共通の子音であ

る。 
【練習】bās キスする bass しかし biskun 彼は住む biss 猫 ḥass 感じる

ḥassan 改善する nāsi 忘れている nasīb 義兄弟 rassām 画家 sabb 罵る

sābiᶜ 第７の samak 魚 sammēt 私は名付けた saqqa 水をやる sawwa する

sēf 刀 wassaᶜ 広げる  
 
(2) ṣ：無声咽頭化歯茎摩擦音（IPA [sɣ]） 
【発音】強勢音。ḅ と同じ要領で発音する s。 
【練習】biṣīd 彼は狩りをする ᶜaṣa 杖 ġāṣ 潜水する mafṣal 関節 maṣāri お
金 maṣṣ 吸う naṣīb 割合 qaṣṣ 切る qaṣṣar 短くする ṣaḅar 忍耐強い

ṣabb 注ぐ ṣāḥib 友人 ṣaḥra 砂漠 ṣamm 聾 ṣār ～になる ṣēf 夏 
 
(3) z：有声歯茎摩擦音（IPA [z]） 
【発音】舌先の面（舌先そのものではない）を上の前歯の裏に接近させ、声を伴

った空気を出すことで得られる。 
【発音のヒント】日本語の「ザ・ズ・ゼ・ゾ」の子音とほぼ同じ。「ジ」の子音

ではない。これは「ジャ、ジュ、ジェ、ジョ」と共通の子音である。 
【練習】bizīd 彼は加える bizūr 彼は訪れる bizz 乳首 ᶜazīme 招待 ġāz ガ
ス ḥazzan 悲しませる kazzāb 嘘つき kizib 嘘 mōz バナナ ruzz 米 zaᶜᶜal 
怒らせる zāki おいしい zann ぶんぶん言う zār 訪れる zaxx 降り注ぐ

zēt 油 zrāᶜa 農業  
 
(4) ẓ：有声咽頭化歯茎摩擦音（IPA [zɣ]） 
【発音】強勢音。ḅ と同じ要領で発音する z。 
【練習】ᶜaẓīme 偉大な (f.) ḥaẓẓ 運 lafiẓ 発音 maẓbūṭ 正しい ẓahar 現れる

ẓahra カリフラワー ẓann 考える ẓarf 封筒  
 
(5) š：無声後部歯茎摩擦音（IPA [ʃ]） 
【発音】くぼませた舌の中ほどを上あごに接近させ、摩擦を伴った空気を出す時

に出る音。 
【発音のヒント】日本語の「シャ」行の子音とほぼ同じ。 
【練習】ᶜaša 夕食 ḥašar 押す miš ～でない šabb 少年 šaᶜᶜal 点灯する

šaddad 厳格である šamis 太陽 šammēt 私は匂いを嗅いた šanab 口髭

šaqqa アパート šaṭab 消す šēt ～の xašab 木材  
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(6) ž： 
【発音】方言・個人によって２つの変種がある。 
①日本語の「ジャ」行の子音とほぼ同じ。有声後部歯茎破擦音（IPA [ʤ]） 
②またはフランス語の j の子音とほぼ同じ。有声歯茎摩擦音（IPA [ʒ]） 
【練習】 bižīb 彼は持ってくる ḥažar 石 ḥažž 巡礼する mažāri 水路

mitžawwiz 既婚の natāyiž 結果 wažžaᶜ 痛める žabar 強いる žabbāle コン

クリートミキサー žāb 持って来る žaddad 新しくする žamb 脇 žawwāl 携
帯電話 žaxx めかしこむ  
 
s : ṣ sabb 罵る : ṣabb 注ぐ 

sēf 刀 : ṣēf 夏 
nasīb 義兄弟 : naṣīb 割合 

s : š sabb 罵る : šabb 少年 
saqqa 水をやる : šaqqa アパート 

s : z ḥassan 改善する : ḥazzan 悲しませる 
biss 猫 : bizz 乳首 

ṣ : ẓ ṣār ～になる : ẓār 訪れる 
ṣaḥra 砂漠 : ẓahra カリフラワー 

z : ẓ zann ぶんぶん言う : ẓann 考える 
ᶜazīme 招待 : ᶜaẓīme 偉大な (f.) 

z : ž zaxx 降り注ぐ : žaxx めかしこむ 
š : ž šaddad 厳格である : žaddad 新 しくする 

ḥašar 押す : ḥažar 石 
 
2.4.：震え音・側音：r, l, ḷ 
(1) r：有声歯茎ふるえ音（IPA [r]） 
【発音】舌先を上の前歯の付け根の部分に軽く触れて、舌先をはじくようにして

息を出すと得られる。 
【発音のヒント】日本語の「ラ」行の子音とほぼ同じ。巻き舌にしてもよい。 
【練習】karim ブドウ畑 ramil 砂 sirr 秘密 žāri 流れている šāṭir 賢い 
 
＊ r は前後に i がなければ通常「有声咽頭化歯茎ふるえ音（IPA [rɣ]）」となる。

本教材では両者を表記し分けない。 
【練習】ġarb 西 rann 鳴る rawwaḥ 帰宅する dār 回る ḍarab 殴る 
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(2) l：有声歯茎側面音（IPA [l]） 
【発音】①舌先を上の歯の裏に付ける。②肺から声を伴った空気を出す。③舌先

を歯の裏から離すと同時に「ア」という。これが la の音である。 
【発音のヒント】l は前歯の付け根に接触した舌の両側（または片側）の隙間か

ら息がもれる音である。 
【練習】bāl 気持ち ball 濡らす daxxal 入れる kilme 単語 lamma ～する時

lawwaḥ 振る lōn 色 mallaḥ 塩漬けにする qalla 揚げる qallal 減らす

salle 籠  
 
(3) ḷ：有声咽頭化歯茎側面音（IPA [lɣ]） 
【発音】強勢音。ḅ と同じ要領で発音する l。 
【練習】ᵓaḷḷā 神 
 
r : l rawwaḥ 帰宅する : lawwaḥ 振る 
l : ḷ qalla 揚げる : ᵓaḷḷa 神 
 
2.5.：口蓋音・口蓋垂音：k, g, x, ġ, ʠ 
(1) k：無声軟口蓋破裂音（IPA [k]） 
【発音】舌の付け根に近い部分を軟口蓋に接触させ息の流れを閉鎖する。その閉

鎖を開放して一気に息を出して得られる音。 
【発音のヒント】日本語の「カ」行の音とほぼ同じ。 
【練習】buktub 彼は書く fakk 解く kabba 前のめりになる kābil ケーブル

kāfye 十分な (f.) karr 解く ktāb 本 kull 全て šakle 花飾り zakkar 思い

出す  
 
(2) g：声軟口蓋破裂音（IPA [g]） 
【発音】k の有声音。 
【発音のヒント】日本語のガ行の子音とほぼ同じ。 
外来語にのみ用いられる。 
【練習】gīr ギア gōl（サッカー）ゴール gripp インフルエンザ grupp グル

ープ gull ビー玉 
 
(3) x：無声軟口蓋摩擦音（IPA [x]） 
【発音】舌の中ほどより後ろの部分を軟口蓋に接近させ、その隙間から摩擦を伴

った息を出して得られる。 
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【発音のヒント】痰を吐く時に出す音、または魚の骨が喉に刺さった時の解決の

ために出す音。 
【練習】baxx 噴霧する faxx 罠 kūx 小屋 tārīx 歴史 taxt ベッド xabba 隠
す xadd 頬 xāle 父方のおば xalla 放っておく xāl 父方のおじ xaṭṭ 線
xažal 恥 xēme テント  
 
(4) ġ：有声軟口蓋摩擦（IPA [ɣ]） 
【発音】舌の中ほどより後ろの部分を軟口蓋に接近させ、その隙間から声を伴っ

た息をこすらせて出すと得られる。 
【発音のヒント】うがいをするときのようなガラガラいう音。 
【練習】biġanni 彼は歌う ġabbar ほこりまみれにする ġāb 不在である ġala 
沸く ġalla 値上げする ġarb 西 ġaṭṭ 浸す ġēme 雲 raġwe 泡 šaġle 事
tafrīġ 回収 zaġġar 小さくする  
 
(5) ʠ：無声口蓋垂破裂音（IPA [q]） 
【発音】口蓋垂に舌の付け根から近い部分を接触させると空気の流れが止まる。

接触部を開放して一気に息が流れ出るときの音。 
【発音のヒント】日本語の「カ」行の子音をもっと喉の奥の方から出す音。 
【練習】l-ʠāhira カイロ（都市名） ʠāfye 脚韻 ʠarn 世紀 twaʠʠaᶜ 期待する  

主に古典アラビア語からの借用語に含まれる。q の異音として、より高位のレ

ジスターにおいて ʠ で発音される場合も多い（qīme ~ ʠīme 価値）。 
 
k : g kull 全て : gull ビー玉 
k : x kabba 前のめりになる : xabba 隠す 

fakk 解く : faxx 罠 
k : ʠ kābil ケーブル : ʠābil 面接せよ！ 

kāfye 十分な (f.) : ʠāfye 脚韻 
x : ġ ġēme 雲 : xēme テント 

xalla 放っておく : ġalla 値上げする 
ʠ : q ʠarn 世紀 : qarn 角 
 
2.6.：咽頭音：ḥ, ᶜ, ᵓ (q), h 
(1) ḥ：無声咽頭摩擦音（IPA [ħ]） 
【発音】喉仏の辺りを緊張させ、空気の通り道を狭めて息を出すと得られる音。 
【発音のヒント】かじかんだ手を温めるとき吐く「ハーッ」という音、または４

００メートルを全速力で走った直後の呼気がこの音に近い。 
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【練習】baḥḥ ゆすぐ biḥiss  彼は感じる fāḥ 匂いが広がる ḥabb 好きであ

る ḥadd 限界 ḥāfi 裸足の ḥāl-i 私の状態 ḥalla 甘くする ḥāmi 暑い

ḥaṭṭ 置く ḥēn 破滅 rāḥ 行く raḥḥab 歓迎する ṣḥāb 友人達  
 
(2) ᶜ：有声咽頭摩擦音（IPA [ʕ]） 
【発音】ḥ と同じ要領で声を出して得られる音。 
【発音のヒント】「アー」と言いながら喉仏の辺りに自分の手を強く押しつける

と「アー」が大変苦しそうな音色になる。これが ᶜ の音である。ᶜ の音が出たと

思ったら声を出し続けながら手を喉から離すと ᶜā が得られる。「イー」「ウー」

で同様の手続きを踏むとそれぞれ ᶜī, c ū が得られる。この時の音色を良く覚えて

一々手を使わなくても発音できるよう十分練習されたい。 
【練習】bāᶜ 売る bisāᶜid 彼は助ける ᶜaḅḅar 表現する ᶜala ～の上に ᶜāli 
高い ᶜallaq 吊るす ᶜalla 上げる ᶜaṣir 午後 ᶜažal タイヤ ᶜažžal 急ぐ ᶜēn 
目 ᶜtazz 誇る iqᶜūd 座ること kūᶜ ひじ taᶜᶜab 疲れさせる wažžaᶜ 痛める

žurᶜa がぶ飲み  
 
(3) ᵓ, q：声門破裂音（IPA [Ɂ]） 
本書では語源的な理由のため、[Ɂ] の表記に ᵓ と q という２つの文字を用い

られる。エルサレム、ハイファ、ナブルスなどの都市では q で表記される音は

声門破裂音 [Ɂ] だが、これらの都市周辺の農村ではこれを [k] で発音する（qalb
「心臓」は都市部では [Ɂalb] だが、農村部では [kalb]）ので、そのような違い

も q を用いることで区別しやすい。一方 ᵓ で表記される音はどの方言でも常に 
[Ɂ] である。 
【発音】声門を閉鎖し、次のその閉鎖を一気に解放して息を出すと得られる音。 
【発音のヒント】「ア・イ・ウ・エ・オ」とそれぞれの音をはっきり区切り、で

きるだけ早く発音する。その時の区切れの音が声門破裂音である。saᵓalu は「サ・

アル」のように読まれる。 
【練習】bisᵓal 彼は尋ねる ᵓāb ８月 ᵓāle 機械 ᵓana 私は ᵓažžal 延期する

dqīqa 分 fāq 目覚める qabil ～の前に qadd サイズ qalla 揚げる qāl 言
う qarn 角 qaṣir 宮殿 qul-l-i 私に言え saᵓal 尋ねる  
 
(4) h：無声声門摩擦音（IPA [h]） 
【発音】声門を狭めた所に息を通して得られる音。 
【発音のヒント】日本語の「ハ・ヘ・ホ」の子音。ヒの子音は「ヒャ、ヒュ、ヒ

ェ、ヒョ」と共通の子音（IPA [ç]）、フの子音は「ファ、フィ、フェ、フォ」と

共通の子音（IPA [ɸ]）であり h とは全く別の音であるので注意せよ。 
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【練習】ɔabūha 彼女の父 hāda これ hadd 破壊する hallaq 今 hindi インド

人 htazz ショックを受ける humme 彼らは nhār 日 sahle 簡単な wažžah 
向ける yuhrub 彼は逃げる ywažžhu 彼らは向ける ywažžih 彼は向ける  
 
ḥ : ᶜ ḥēn 破滅 : ᶜēn 目 

ḥāl-i 私の状態 : ᶜāli 高い 
ḥ : h ḥadd 限界 : had 破壊する 
ḥ : x ḥadd 限界 : xadd 頬 

ḥalla 甘くする : xalla 放っておく 
baḥḥ ゆすぐ : baxx 噴霧する 

ᶜ : ᵓ (q) ᶜažžal 急ぐ : ᵓažžal 延期する 
žurᶜa がぶ飲み : žurᵓa 勇気 
ᶜaṣir 午後 : qaṣir 宮殿 

 
(4’) h： 
３人称男性単数形の接尾代名詞（☛ II-8.1.1.(2)）を示す。実際には発音されない 
【発音】無音 
【練習】ᵓabū-h 彼の父 ḍarabū-h 彼らは彼を殴った fīh ある 
 
2.7.：接近音（w, y） 
(1) w：有声両唇軟口蓋接近音（IPA [w]） 
【発音】両唇が接近すると同時に、舌の付け根も上あごに接近する。この２つの

狭まりに声を伴った空気を通して得られる音。 
【発音のヒント】日本語の「ワ」の子音とほぼ同じだがもっと唇を突き出して発

音する。 
【練習】ḥilw 甘い rawwaḥ 帰る waᶜid 約束 walad 男の子 wāžib 宿題

ward バラ xawwaf 怖がらせる biwṣal 彼は到着する žawwāl 携帯電話  
 
(2) y：有声硬口蓋接近音（IPA [j]） 
【発音】舌の中ほどよりやや前の部分を上あごに接近させ、声を伴った息を通し

て得られる音。 
【発音のヒント】日本語の「ヤ」行の子音とほぼ同じ。 
【練習】ᵓiyyām 日々 kanabāy ソファ nāyim 眠っている xayyab 失望させる

yaḷḷa さあ！ biktib 彼は書く 
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3.：音節 
パレスチナ方言では次のような音節が認められる。 
Cv mus-ta-qil-le, ka-tab 
Cv̄ kā-tib, mu-sā-ᶜa-de 
CvC mus-ta-qil-le, ka-tab 
Cv̄C kāt-be, rad-dēt 
CvCC burt-qān, ya-ġurt 
CCvC mrat-tab 
CCv̄ mḥā-mi 
CCv̄C ktāb 
 
これらの音節のうち母音で終わる音節（Cv, Cv̄, CCv̄）を「開音節」、子音で終わ

る音節（CvC, Cv̄C, CvCC, CCvC, CCv̄C）を「閉音節」と呼ぶ。 
 
4.：アクセント規則 
(1) アクセントは語末に最も近い VCC または V̄C の音形（音節ではない）の母

音に来る。以下の例では下線部が該当する音形である。 
sayyā́rtak 貴男の自動車 
mádrase 学校 
kā́tib 作家 
mᶜallmīn 教師達 
ḍarabhúmš (ḍarabhúmmiš) 彼は彼らを殴らなかった 
madrasítha 彼女の自動車 
ḍarabū́k 彼らは貴男を殴った 
 
(2) 上記の音形が無い場合は第１音節目にアクセントが来る。 
zálame 男 
fúqara 貧者達 
kátabu 彼らは書いた 
štáġal 彼は働いた 
ḍárab-o 彼は彼を殴った 
 
(3) 補助母音（☛ I-5.2.(2)）は上記の規則の適用外である。 
ḍarabná-k-iš「私達は貴男を殴らなかった」では i は補助母音なので ḍarabnakš 
でアクセント規則を適用させ ḍarabnákš > ḍarabnákiš とする。 
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5.：音韻規則 
5.1.：音韻規則１：語中のアクセントのない開音節に短母音 i, u は現れない。 
(1) ṭā́lib「学生」と言う語に女性を表わす語尾 -e（☛ II-2.3.1.）を付けると ♦ṭā́libe 
という形が得られる。しかし第２音節の母音 i はアクセントの無い開音節（ṭā́-
li-be）にあるので音韻規則１に違反する。この場合は問題の i を取り去ること

で解決する：♦ṭā́libe > ṭā́lbe（音節：ṭā́l-be）女子学生。 
(2) なお、ráma「彼は捨てた」、kúrsi「椅子」、ḍárabu「彼らは殴った」のように

語末（＝開音節）に現れる短母音が存在するが、これらは音韻論的に長母音なの

でこの音韻規則は適用されない（☛ I-1.2. I-5.3.(3)）。 
 
5.2.：音韻規則２：子音連続の回避・補助母音の挿入 
パレスチナ方言では語頭や語末の連続子音（語末の重子音を除く）を（補助）母

音 i, u を用いて回避する傾向がある。補助母音はアクセント規則（☛ I-4.）を

適用する際母音として扱われない。 
 
(1) 語頭には２連続子音が生起することができる（補助母音を挿入してもよい）。 
tqīl (~ itqīl) 重い ktāb (~ iktāb) 本 štaġal (ištaġal) 働く 

但し同一の子音で始まる場合は通常補助母音が挿入される。 
ž-žāmᶜa > iž-žāmᶜa その大学 ttafar > ittafaq 合意する 
本教材では語頭の補助母音は特に必要な場合（直前に別の語がある場合など）

を除いて表記しない。 
 
(2) 語末には２連続子音が生起することができるが、子音の組み合わせによって

補助母音 i（時に u）が挿入され連続子音が回避される。 
šúġul 仕事 katábt-iš 私は書かなかった ḍarábit (< ḍarábt) 私は殴った 
語尾が付くなどして語末の位置でなくなると補助母音は脱落する。 

šúġul 仕事＋ -o 彼の > šúġl-o (♦šuġul-o) 彼の仕事 
ḍarábit 私は殴った＋ -ha 彼女を > ḍarábt-ha (♦ḍarabit-ha) 私は彼女を殴った 
ḍarabū́-k 彼らは貴男を殴った＋ -š（否定辞）> ḍarabū́-k-iš 彼らは貴男を殴らな

かった 
 
(3) 語中の３連続子音・４連続子音の回避 
(a) míslim「ムスリム」（＝ mís-lim）に女性語尾 -e を付けると ♦míslime（♦mis-li-
me）> ♦míslme（☛ I-5.1.）が得られる。この語形には -slm- という３連続子音が

現れるが、後ろから数えて２番目と３番目の子音の間（＝ s と l の間）に補助

母音 i を挿入することで回避される：♦míslme > mísilme「女性ムスリム」（但し
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実際には mislime という形も可能である）。この時アクセント位置が ♦misílme
（アクセント規則を最終段階の misilme に適応）ではなく mísilme（mislim に語

尾を付けた段階の ♦mislime に適応）である点に注意せよ。 
 
(b) ただし、動詞派生形第 VIII 型の現在形（☛ II-23.2）では３連続子音が許容

される：bíštġil 彼は働く。 
 
(c) ４連続子音が生じた場合は後ろから２番目と３番目の子音の間に母音が挿

入される。なお、この母音はアクセントを担うので補助母音とは考えない。 
bištġil 彼は働く＋ -u（3.pl. 活用語尾）> ♦bištġilu > ♦bištġlu > bištíġlu 彼らは働く 
 
(4) 語境界に３連続子音が生じた場合、補助母音 i が後ろから２番目と３番目

の子音の間に挿入される 
žuzdān 財布＋ tqīl 重い > žuzdān itqīl 重い財布 
 
5.3.：音韻規則３：長母音はアクセントを失うと短め又は短く発音される。 
(1) 原則として長母音はアクセントを担うので、接尾辞などを加えることでアク

セントの位置がずれると短母音化する。 
sā́ᶜad [sá:ʕad] 彼は助けた＋ -ha 彼女を > sāᶜád-ha [saʕád-ha] 彼は彼女を助けた 
yaḅā́ni [yɑbɣɑ́:ni] 日本人＋ -yyī́n（複数形語尾）> yaḅāniyyī́n [yɑbɣɑniyyí:n]日本人

達 
 
(2) 但し、閉音節にある長母音はアクセントを失っても短母音化しない。 
msāfir [msá:fer] 旅している＋ -īn（複数形語尾）> msāfrī́n [msa:frí:n] 旅している 

(pl.) 
 
(3) ráma「彼は投げた」、kúrsi「椅子」、ḍárabu「彼らは殴った」などの語末の a, 
i, u は音韻論的には長母音だが表記上は長母音記号を省略したものである（☛ I-
1.2.）。従って、接尾辞などが付いてアクセントを担う位置に来ると長母音で実現

する。 
ráma [ráma] 彼は投げた＋ -ha それを > ramā́-ha [ramá:ha] 彼はそれを投げた 
kúrsi 椅子＋ -k 貴男の > kursī́-k 貴男の椅子 
ḍárabu 彼らは殴った＋ -k 貴男を > ḍarabū́-k 彼らは貴男を殴った 
ḍárabu 彼らは殴った＋ -š（否定辞）> ḍarabū́-š 彼らは貴男を殴らなかった 
 
(4) 語末の h は３人称男性単数形の接尾代名詞（☛ II-8.1.1.）を示す記号で、実
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際には発音されない。 
kúrsi 椅子＋ -h 彼の > kursī́- h [kursí:] 彼の椅子 
ḍárabu 彼らは殴った＋ -h 彼を > ḍarabū́-h [dɣɑrɣɑbɣú:] 彼らは貴男を殴った 
 
5.4.：音韻規則４：語中に強勢音があると他の全ての子音が強勢音化する。 
ḍarab という語には強勢音 ḍ が含まれる。この時他の子音 r, b には強勢音を意

味する下点がつかないが実際には [dɣɑ́rɣɑbɣ] と発音される。 
 
5.5.：音韻規則５：ᵓVᵓ という音の連なりは hVᵓ となることがある。 
ᵓuqᶜud「座れ」の q は実際には [Ɂ] で発音されるので [ɁuɁʕud] である。これは

話者によっては [huɁʕud] と発音される。 
ᵓaqrab [ɁaɁrab ~ haɁrab] より近い 
ᵓiqbāl [ɁiɁba:l ~ hiɁba:l] ～の正面に 
 
5.6.：音韻規則６：長母音 ē, ō はアクセントを失うと i, u となる場合がある。 
ᶜēn 目＋ -ēn（複数語尾）> ᶜinḗn ~ ᶜēnēn 目 (pl.) 
ṣḗfi 夏の＋ -e（女性語尾）> ṣifíyye ~ ṣēfíyye 夏の (f.) 
yōm 日＋ ēn（双数語尾）> yumḗn ~ yōmḗn 二日 
xōxa 桃＋ -āt（複数語尾）> xuxā́t ~ xōxā́t 桃 (pl.) 
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II 文法編 
1.：等位文１ 
1.1.：等位文 
「吾輩は猫である。」「あいつは病気だ。」のように述語が主語の動作ではなく性

質や状態を表すような文－これを「等位文」と呼ぶ－は動詞を介さずに主語と述

語を並べる。 
==単 語=======================================================
ᵓana [pron.] 私は  
falasṭīni [adj./n.] パレスチナの／～人  
huwwe [pron.] 彼は  
ᵓism-i [exp.] 私の名  

mᶜallim [n.] 教師  
mabsūṭ [adj.] 元気な  
hāda [pron.] この人・こちら  

============================================================== 
ᵓism-i mūsaMPN. 私の名はムーサです。 
ᵓana falasṭīni. 私はパレスチナ人です。 
mūsa mᶜallim. ムーサは教師です。 
huwwe mabsūṭ. 彼は元気です。 
hāda brahīmMPN. こちらはイブラヒムです。 
 
【練習 1-1A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
ᶜaṭšān [adj.] 喉が渇いた  
ᶜazzābi [adj./n.] 未婚の／未婚者  
ᵓisraᵓīli [adj./n.] イスラエルの／～人  
bass [conj.] しかし  
fāḍi [adj.] 暇な・くだらない  
hallaq [adv.] 今  
kamān [adv.] ～も  
kaslān [adj.] 怠惰な  
ktīr [adv.] とても  
kull yōm [adv.] 毎日  
mašġūl [adj.] 忙しい  
masīḥi [adj./n.] キリスト教の／～教徒  
mislim [n.] ムスリム  
mitzawwiž [adj./n.] 既婚の／既婚者  
mižthid [adj.] 勤勉な  

muḥāmi 弁護士  
mumtāz [adj.] 優秀な  
mriḍ [adj./n.] 病気の／病人 
naᶜsān [a.p.] 眠い  
nāyim [a.p.] 寝ている  
šāṭir [adj.] 賢い  
šwayye [adv.] 少し  
taᶜbān [adj.] 疲れている  
ṭālib [n.] 学生  
ya [interj.]（呼びかけに用いる）  
yaḅāni [adj./n.] 日本の／～人  
l-yōm [adv.] 今日  
zaᶜlān [adj.] 腹を立てた  
žuᶜān [adj.] 空腹な

============================================================== 
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1. ᵓana mūsa.  ᵓana falasṭīni.  ᵓana mᶜallim. 
2. ᵓana brahīm.  ᵓana ᵓisraᵓīli  ᵓana muḥāmi. 
3. ᵓism-i takeru.  ᵓana yaḅāni.  ᵓana ṭālib. 
4. mūsa falasṭīni.  huwwe mᶜallim.  w-huwwe mislim. 
5. hāda ᵓism-o brahīm.*  huwwe ᵓisraᵓīli  huwwe muḥāmi.  huwwe masīḥi. 
6. hāda mūsa.  huwwe ktīr šāṭir w-mižthid. 
7. w-hadāk ibrahīm.  huwwe kaslān išwayye. 
8. brahīm ᶜaṭšān išwayye.  w-kamān ᵓana ᶜaṭšān. 
9. mūsa mašġūl kull yōm. 
10. l-yōm huwwe fāḍi, bass ᵓana mašġūl. 
11. takeru zaᶜlān iktīr. 
12. mūsa mitzawwiž bass ibrahīm ᶜazzābi. 
13. ya mūsa, ᵓana žuᶜān. - ᵓana kamān žuᶜān. 
14. mūsa mašġūl bass mabsūṭ. 
15. l-yōm ibrahīm mrīḍ w-huwwe nāyim hallaq. 
16. hallaq ᵓana taᶜbān iktīr. 
17. l-yōm ᵓana taᶜbān w-kamān naᶜsān. 
18. brahīm mrīḍ w-huwwe nāyim. 
19. bass mūsa mabsūṭ iktīr. 
20. takeru kamān mabsūṭ, bass išwayye mašġūl. 
＊この文は「hāda この人＋ ᵓism-o 彼の名＋ brahīm イブラヒム」という組み合

わせで、「この人は名前がイブラヒムです」を意味する。 
 
【練習 1-1B】パレスチナ方言で言え。 
1. 私はムーサです。私はパレスチナ人です。私は教師です。 2. 私はイブラヒ

ムです。私はイスラエル人です。私は弁護士です。 3. 私の名はタケルです。

私は日本人です。私は学生です。 4. ムーサはパレスチナ人です。彼は教師で

す。そして彼はムスリムです。 5. こちらはブラヒムと言います。彼はイスラ

エル人です。彼は弁護士です。彼はキリスト教徒です。 6. こちらはムーサで

す。彼はとても賢い。 7. そしてあちらはイブラヒムです。彼は少し怠け者で

す。 8. イブラヒムは少し喉が渇いています。そして私も喉が渇いています。

9. ムーサは毎日忙しい。 10. 今日彼は暇ですが、私は忙しい。 11. タケルは

とても腹を立てています。 12. ムーサは既婚者だがイブラヒムは独身です。

13. ムーサ、僕はお腹がすいたよ。－俺も腹が減った。 14. ムーサは忙しいが

元気です。 15. 今日イブラヒムは病気で今は寝ています。 16. 今私はとても

疲れています。 17. 今日私は疲れているし、また眠い。 18. イブラヒムは病
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気で寝ています。 19. しかしムーサはとても元気です。 20. タケルも元気だ

が少し忙しい。 
 
1.2.：形容詞の位置 
名詞を修飾する形容詞は名詞の後に置かれる。 
==単 語=======================================================
ᵓaswad [adj.] 黒い  
hadāk [pron.] あれ  

kumbyūtar [n.] パソコン  
ždīd [adj.] 新しい  

============================================================== 
mūsa ṭālib mižthid. ムーサは勤勉な学生だ。 
brahīm muḥāmi kaslān. イブラヒムは怠惰な弁護士だ。 
hāda kumbyūtar iždīd. これは新しいパソコンです。 
hadāk biss ᵓaswad. あれは黒猫です。 
 
なお、[adj./n.] の表示がある語は、本来形容詞だが、名詞としても用いられるも

のである。 
名詞として：huwwe falasṭīni. 彼はパレスチナ人です。 
形容詞として：huwwe ṭālib falasṭīni. 彼はパレスチナの学生です。 
 
【練習 1-2A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
dīr bāl-ak [exp.] 気をつけろ！  
maṭᶜam [n.] レストラン 
širrīr [adj.] 悪徳の  

zāki [adj.] おいしい  
zalame [n.] 男  

============================================================== 
1. brahīm muḥāmi mumtāz. 
2. takeru ṭālib yaḅāni. 
3. mūsa mᶜallim mašġūl iktīr. 
4. dīr bāl-ak, hadāk tāžir širrīr. 
5. brahīm zalame mižthid. 
6. brahīm ṭālib iždīd. 
7. hāda kumbyūtar yaḅāni. 
8. hadāk maṭᶜam zāki. 
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【練習 1-2B】パレスチナ方言で言え。 
1. イブラヒムは優れた弁護士です。 2. タケルは日本人学生です。 3. ムーサ

はとても忙しい教師です。 4. 気をつけろ、あいつは悪徳商人だ。 5. イブラ

ヒムは勤勉な男だ。 6. イブラヒムは新入生だ。 7. これは日本製のパソコン

だ。 8. あれはうまいレストランだ。 
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2.：女性形 
2.1.：男性形と女性形 
国籍、職業、宗教など人を表す名詞はその人物が男性か女性かで形が変わる。男

性を表す形を「男性形（= m.）」、女性を表す形を「女性形（= f.）」と呼ぶ。女性

形は男性形に特定の語尾（＝女性語尾）をつける。また、形容詞も関係する人物

の性に応じて女性形になる（＝文法性の一致）。 
m. f.  

mᶜallim 
falasṭīni 
mabsūṭ 

mᶜallme 
falasṭīniyye 
mabsūṭa 

教師 
パレスチナ人 
元気な 

ᵓism-i ᵓamīneFPN. 私の名はアミーネです。 
ᵓana falasṭīniyye. 私（女）はパレスチナ人です。 
ᵓamīne mᶜallme. アミーネは教師です。 
hiyye mabsūṭa. 彼女は元気です。 
hādi ẓarīfeFPN. こちらはザリーフェです。 
 
なお、男性を表す形と女性を表す形が別の語による場合もある。 

m. f. 
ᵓabb 父 
sīd 祖父 
ᵓaxx 兄・弟 
ᵓibin 息子 

ᵓimm 母 
sitt 祖母 
ᵓuxt 姉・妹 
bint 娘 

 
2.2.：人称代名詞と指示代名詞 
(1) 独立人称代名詞 

 m. f. 
3. huwwe hiyye 
2. ᵓinte ᵓinti 
1. ᵓana 

 
(2) 指示代名詞 

 m. f. 
近称 hāda hādi 
遠称 hadāk hadīk 
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2.3.：女性形の作り方 
2.3.1.：女性語尾による女性形 
(1) 男性形の語末の子音に応じて女性語尾 -e または -a を付ける。 
(a) -a ＝男性形の語尾の子音が ᶜ, ᵓ, ḍ, ġ, h, q, ʠ, r*, ṣ, ṭ, x, ẓ の時 

m. f.  
mrīḍ 
mabsūṭ 
xayyāṭ 

mrīḍa 
mabsūṭa 
xayyāṭa 

病気の 
元気な 
仕立屋 

＊男性形の語尾が -ir, -īr の時は -e が付けられる。 
 
(b) -e ＝男性形の語尾の子音が上記以外の時 

m. f.  
mašġūl 
naᶜsān 
mwaẓẓaf 

mašġūle 
naᶜsāne 
mwaẓẓafe 

忙しい 
眠い 
事務系職員 

これ以降の説明では女性語尾 -e, -a は -E で代表させる。 
 
(2) 男性形の語尾の形によって女性語尾を付ける時に注意を要する。 
(a) 男性形が -CV̄C, -CaC, -CC で終わる語 
そのまま女性語尾 -E を付ける。 

m. f.  
-CV̄C ᶜaṭšān -CV̄CE ᶜaṭšāne 喉が渇いた 
-CaC mᶜaqqad -CaCE mᶜaqqade 複雑な 
-CC ḥilw -CCE ḥilwe すてきな 

 
【練習 2-1】次の語を女性形にせよ。

ḍᶜīf [adj.] 痩せた  
fahmān [adj.] 理解の早い  
ġalṭān [adj.] 間違っている  
kaslān [adj.] 怠惰な  
laḥūḥ [adj.] 頑固な  
mabsūṭ [adj.] うれしい・幸せな・元気

な  
mrīḍ [adj./n.] 病気の／病人  
mašġūl [adj.] 忙しい  

mudīr [n.] 経営者  
mumtāz [adj.] 優秀な  
mwaẓẓaf [n.] 事務系職員  
naᶜsān [adj.] 眠い  
qaṣīr [adj.] 背が低い  
taᶜbān [adj.] 疲れた  
ṭawīl [adj.] 背が高い  
zaᶜlān [adj.] 怒っている  
žuᶜān [adj.] 空腹の  
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【解答】 
ḍᶜīfe, fannāne, ġalṭāne, kaslāne, laḥūḥa, mabsūṭa, mrīḍa, mašġūle, mudīre, mumtāze, 
mwaẓẓafe, naᶜsāne, qaṣīre, taᶜbāne, ṭawīle, zaᶜlāne, žuᶜāne 
 
【練習 2-2A】日本語に訳せ。 
1. ᵓamīne zaᶜlāne min-šān-ha* žuᶜāne. 
2. ẓarīfe laḥūḥa ktīr w-imᶜaqqade iktīr. 
3. hiyye mašġūle bass mabsūṭa. 
4. ᵓinte ṭawīl w-ᵓana qaṣīre. 
5. ᵓana taᶜbāne w-naᶜsāne. 
6. ᵓinte ġalṭāne! 
7. ᵓamīne fahmāne ktīr. 
8. ẓarīfe ḍᶜīf w-ṭawīl. 
9. šīrīn mudīre mumtāze. 
10. ẓarīfe mwaẓẓafe kaslāne. 
＊ min-šān-ha …「なぜなら彼女は・・・であるから」：min-šān は、その節の主

語を表す代名詞を付けることができる。但しこの代名詞はこれまで主語を表

す時に用いた ᵓana, ɔ inte huwwe などとは別の「接尾代名詞」とよばれるもので

ある（☛ II-8.1.）。 
 
min-šān- ＋接尾人称代名詞 

 m. f. 
3. min-šān-o なぜなら彼は min-šān-ha 
2. min-šān-ak min-šān-ik 
1. min-šān-i 

 
【練習 2-2B】パレスチナ方言で言え。 
1. アミーネは腹を立てています、というのも彼女はお腹がすいているからです。

2. ザリーフェはとても頑固でとても面倒くさい人です。 3. 彼女は忙しいが元

気です。 4. 貴男は背が高く、私（女）は背が低い。 5. 私（女）は疲れてい

て眠い。 6. 貴女は間違っている！ 7. アミーネはとても呑み込みが早い。 8. 
ザリーフェは痩せていて背が高い。 9. シリーンは優秀な経営者だ。 10. ザリ

ーフェは怠惰な職員だ。 
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(b) 男性形が -Ci で終わる語 
① -Ciyye（大部分の語）。 

m. f.  
-Ci falasṭīni -Ciyye falasṭīniyye パレスチナの／パレスチナ人 

 
② -Cye（少数の語のみ）。 

m. f.  
-Ci fāḍi -Cye fāḍye 暇な 
このようにして女性形を作る語は次のように表示する。 
fāḍi [adj.: f. fāḍye] 暇な 
 
【練習 2-3】次の語を女性形にせよ。

ᵓanāni [adj./n.] 自己中心的な／エゴイ

スト  
ᵓarmani [adj./n.] アルメニアの／～人  
brōṭisṭanti [adj./n.] プロテスタントの  
diblumāsi [adj./n.] 外交的な／外交官  

falasṭīni [adj./n.] パレスチナの／～人  
ᵓisraᵓīli [adj./n.] イスラエルの／～人  
katōlīki [adj./n.] カトリックの／～教

徒  
masīḥi [adj./n.] キリスト教の／～教徒  

maṣlaḥži [n.] 身勝手な  
muḥāmi [n.] 弁護士  
ᵓōrtōdōksi [adj./n.] 正教の／正教徒  
siyāsi [adj./n.] 政治的な／政治家  
sufarži [n.] ウエイター  
ᵓurdni [adj./n.] ヨルダンの／～人  
yaḅāni [adj./n.] 日本の／～人  
yahūdi [adj./n.] ユダヤ教の／ユダヤ教

徒 

 
【解答】 
ᵓanāniyye, ᵓarmaniyye, brōṭisṭantiyye, diblumāsiyye, fāḍye, falasṭīniyye, ᵓisraᵓīliyye, 
katōlīkiyye, masīḥiyye, maṣlaḥžiyye, muḥāmiyye, ᵓōrtōdōksiyye, siyāsiyye, sufaržiyye, 
ᵓurdniyye, yaḅāniyye 
 
【練習 2-4A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
hēk [adv.] そのように・こんな風に  
============================================================== 
1. ᵓamīne falasṭīniyye w-ẓarīfe ᵓisraᵓīliyye. 
2. ᵓamīne fāḍye l-yōm. 
3. hiyye maṣlaḥžiyye ktīr!  hiyye dāyman ᵓanāniyye hēk. 
4. ᵓelizabet bagdasarianFPN hiyye diblumāsiyye ᵓarmaniyye. 
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5. šīrīnFPN masīḥiyye.  hiyye brōṭisṭantiyye. 
6. ẓarīfe muḥāmiyye ᵓisraᵓīliyye. 
7. sāraFPN siyāsiyye ᵓurdniyye. 
8. hiyye sufaržiyye fāḍye. 
9. maryamFPN katōlīkiyye w-sāra ᵓōrtōduksiyye. 
10. ᵓasanaFPN(J) diblumāsiyye yaḅāniyye. 
 
【練習 2-4B】パレスチナ方言で言え。 
1. アミーネはパレスチナ人で、ザリーフェはイスラエル人です。 2. アミーネ

は今日暇です。 3. 彼女はとても身勝手。彼女はいつもそんなふうに自己中心

的です。 4. エリザベト・バグダサリアンはアルメニア人外交官です。 5. シ
リーンはキリスト教徒です。彼女はプロテスタントです。 6. アミーネはパレ

スチナ人学生です。 7. ザリーフェは腕の良い弁護士です。 7. サラはヨルダ

ンの政治家です。 8. 彼女は暇なウェイトレスです。 9. マルヤムはカトリッ

クでサラは正教徒です。 10. アサナは日本人外交官です。 
 
(c) 男性形が -CiC で終わる語 
i を除去して-E を付ける（-CCE） 

m. f.  
 
-CiC 

mᶜallim 
miṭṭawwiᶜ 
kātib 

 
-CCE 

mᶜallme 
miṭṭawwᶜa 
kātbe 

教師 
ボランティア（する人） 
作家 

 
【練習 2-5】次の語を女性形にせよ。

fāyiq [a.p.] 目が覚めた  
māhir [adj.] 腕のいい・器用な  
mrawwiḥ [a.p.] 帰るところだ  
mumassil [n.] 俳優  
nāyim [a.p.] 寝ている  

rāyiḥ [a.p.] 行くところだ（～に ᶜa-）  
sākin [a.p.] 住んでいる  
sāmiᶜ [a.p.] 聞いている  
ṣāḥi [a.p.] 起きている  
šāṭir [adj.] 賢い・出来の良い  

 
【解答】 
fāyqa, māhre, mrawwḥa, mumassle, nāyme, rāyḥa, sākne, sāmᶜa, šāṭre 
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【練習 2-6A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
ᶜa- [prep.] ～の上に・～に（方向）  
ḥēfa [n.f.] ハイファ  
fi [prep.] ～に（場所）  

mnīḥ [adv.] 良く  
l-xalīl [n.f.] ヘブロン  

============================================================== 
1. ᵓamīne ṭālbe šāṭre. 
2. ᵓamīne nāyme bass ẓarīfe fāyqa.   
3. šīrīn sākne fi ḥēfa. 
4. ᵓana sāmᶜa imnīḥ. 
5. hallaq ẓarīfe mrawwḥa. 
6. nisrīn ṭāfišFPN hiyye mumassle falasṭīniyye maᶜrūfe. 
7. yūriFPN(J) sākne fi ṭōkyo. 
8. ᵓamīne nāyme min-šān-ha mrīḍa. 
9. ᵓana rāyḥa ᶜa-l-xalīl. 
10. ᵓamīne mṣawwre māhre. 
 
【練習 2-6B】パレスチナ方言で言え。 
1. アミーネは賢い学生です。 2. アミーネは寝ていますがザリーフェは起きて

います。 3. シリーンはハイファに住んでいます。 4. 私は良く聞こえます。

5. 今ザリーフェは帰るところです。 6. ネスリーン・ターフェシュは有名なパ

レスチナ人女優です。 7. ユリは東京に住んでいます。 8. アミーネは病気な

ので寝ています。 9. 私（女）はヘブロンへ行くところです。 10. アミーネは

腕の良い写真家です。 
 
(d) 男性形が -VCiCjiC で終わる語 
-VCiiCjCE 

m. f.  

-VCiCjiC 
mislim 
mtaržim 

-VCiiCjCE 
misilme 
mtarižme 

ムスリム 
通訳 

このようにして女性形を作る語は次のように表示する。 
mtaržim [n.: f. mtarižme] 通訳・翻訳家 
＊mhandis [n.] 技師 の女性形は mhandse。 
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【練習 2-7】次の語を女性形にせよ。

mbarmiž [n.] プログラマー  
mislim [n.] ムスリム  

mtaržim [n.] 通訳  
mižthid [adj.] 勤勉な

 
【解答】 
mbarimže, mhanidse, misilme, mtarižme, muršide, mižtihde 
 
(e) 男性形が -a で終わる形容詞（＝受動分詞（☛ II-22.1.(2)）） 

m. f.  
-a muᶜṭa -āye muᶜṭāye 与えられた 

 
2.3.2.：語形を変えるもの 

m. f.  
ᵓaswad 
ᵓaᶜma 

sōda 
ᶜamya 

黒い 
盲目の／盲人 

このようにして女性形を作る語は次のように表示する。 
ᵓaswad [adj.: f. sōda] 黒い 
ᵓaᶜma [adj./n.: f. ᶜamya] 盲目の／盲人 
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3.：等位文の疑問文・否定文 
3.1.：全体疑問文（＝Yes-No 疑問文） 
語尾を上げる。 
ᵓinte ṭālib?↗  貴男は学生ですか？ 
ᵓinti ᶜaṭšāne?↗  喉が渇いていますか？ 
 
肯定の答え「はい」は ᵓaywa または naᶜam、否定の答え「いいえ」は la または 
laᵓ と言う。 
ᵓinte ṭālib? - naᶜam, ᵓana ṭālib. 貴男は学生ですか？－はい、私は学生です。 
ᵓinti ᶜaṭšāne? - laᵓ, bass ᵓana žuᶜāne. 喉が渇いていますか？－いいえ、でもお腹が

すいています。 
 
【練習 3-1A】パレスチナ方言で言え。 
==単 語=======================================================
bēt-laḥim [n.f.] ベツレヘム  
bukra [adv.] 明日  
ᵓism-ak [exp.] 貴男の名前  
lissa [adv.] まだ  
law samaḥit [ext.] すみません  
l-quds [n.f.] エルサレム  

maẓbūṭ [interj.] その通り  
nšāḷḷa [exp.] 神が望めば（未来の事・過

去の事でもそうあってほしいと思

うことを言う時に言う）  
ramaḷḷa [n.] ラマッラ  
yāfa [n.f.] ヤファ  

============================================================== 
1. hāda mūsa? - naᶜam.   
2. mūsa falasṭīni? - ᵓaywa, huwwe falasṭīni.   
3. law samaḥit, ᵓism-ak takeru? - mazbūṭ, ᵓism-i takeru. 
4. ᵓinte sākin fi l-quds? - maẓbūṭ, ᵓana sākin fi l-quds.. 
5. l-yōm ᵓana mašġūl iktīr. - w-bukra? - kamān bukra ᵓana mašġūl.  ᵓana mašġūl kull 

yōm. 
6. ᵓinte fāyiq? - laᵓ, ᵓana nāyim. - kazzāb! 
7. takeru mᶜallim? - laᵓ, huwwe miṭṭawwiᶜ.   
8. ᵓinte mitzawwiž? - laᵓ, ᵓana ᶜazzābi.  
9. ᵓinte fāḍi hallaq? - ᵓāsif, hallaq ᵓana rāyiḥ ᶜa-l-quds. 
10. ya brahīm, ᵓinte rāyiḥ ᶜa-bēt-laḥim? - laᵓ, ᵓana rāyiḥ ᶜa-ramaḷḷa. 
11. ya ᵓamīne, ᵓinti žuᶜāne? - ᵓaywa, ᵓana žuᶜāne w-kamān ᶜaṭšāne šwayy. 
12. ya ᵓamīne, ᵓinti fāḍye l-yōm? - ᵓaywa, ᵓana fāḍye.   
13. takeru ṭālib? - naᶜam. - huwwe ṣīni? - laᵓ, huwwe ṭālib yaḅāni.   
14. mūsa mašġūl? - naᶜam, huwwe mᶜallim ktīr mašġūl.   
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15. ᵓinti sākne fi yāfa willa fi ḥēfa? - ᵓana sākne fi yāfa. 
 
【練習 3-1B】パレスチナ方言で言え。 
1. こちらはムーサですか？－はい。 2. ムーサはパレスチナ人ですか？－はい、

彼はパレスチナ人です。 3. すみません、お名前はタケルさんですか？－その

通り、私の名はタケルです。 4. 貴男はエルサレムに住んでいるのですか？－

その通り、私はエルサレムに住んでいます。 5. 今日私はとても忙しい。－明

日は？－明日も忙しい。私は毎日忙しい。 6. 起きていますか？－いいえ、寝

ています。－嘘つき！ 7. タケルは教師ですか？－いいえ、彼はボランティア

です。 8. 貴男は結婚していますか？－いいえ、独身です。 9. 今暇ですか？

－申し訳ない、今エルサレムへ行く所なんです。 10. イブラヒム、ベツレヘム

へ行くんですか？－いえ、ラマッラへ行くところです。 11. アミーネ、お腹す

いていますか？－はいお腹がすいているし少し喉も渇いています。 12. アミー

ネ、今日暇ですか？－はい、暇です。 13. タケルは学生ですか？－はい。－彼

は中国人ですか？－いいえ、彼は日本人学生です。 14. ムーサは忙しいです

か？－はい、彼はとても忙しい教師です。 15. 貴男はヤファに住んでいますか、

ハイファに住んでいますか？－私はヤファに住んでいます。 
 
3.2.：等位文の否定 
述語の前に miš を置く。 
ᵓism-i miš takeru. 私の名はタケルではない。 
brahīm miš mižthid. イブラヒムは勤勉ではない。 
ᵓinte ṭālib? - laᵓ, ᵓana miš ṭālib. 貴男は学生ですか？－いいえ、私は学生ではあり

ません。 
ᵓinti ᶜaṭšāne? - laᵓ, miš ᶜaṭšāne bass ɔ ana žuᶜāne. 喉が渇いていますか？－いいえ、喉

は乾いていません、でもお腹がすいています。 
 
名詞を修飾する形容詞の前に miš を挿入することができる（☛ IV-2.2.1.(1c)）。 
brahīm ṭālib miš šāṭir bass mižthid. イブラヒムは賢いわけではないが勤勉な学生

だ。 
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【練習 3-2A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
ᶜalli ṣōt-ak [exp.] 大きな声で！  
kwayyis [adv.] 良く  

law samaḥti [exp.] すみません（女性に） 

============================================================== 
1. hadāk mūsa? - laᵓ, miš mūsa, hadāk ibrahīm. 
2. w-ibrahīm falasṭīni? - laᵓ, miš falasṭīni, huwwe ᵓisraᵓīli. 
3. ᵓinte sāmiᶜ? - laᵓ miš sāmiᶜ ikwayyis, ᶜalli ṣōt-ak! 
4. l-yōm ᵓana miš mabsūṭa min-šān-i mašġūle ktīr. 
5. mūsa žuᶜān? - miš ᶜārif. 
6. l-yōm ᵓinti rāyḥa ᶜa-l-quds? - laᵓ, miš il-yōm, bass bukra, nšāḷḷa. 
7. mūsa sākin fi yāfa? - laᵓ, huwwe sākin fi l-quds, miš fi yāfa. 
8. law samaḥti, ᵓinti yūri? - laᵓ, miš yūri, ᵓasana. 
9. ᵓamīne šāṭre bass miš mižtihde. 
10. ya takeru, takeru, ᵓinte nāyim? - lā, ᵓana miš nāyim. 
11. ya, ᵓisanaFPN(J)! - ᵓism-i miš ᵓisana bass ᵓasana FPN(J)! 
12. mūsa sākin fi yāfa? - laᵓ, miš fi yāfa, sākin fi l-quds. 
 
【練習 3-2B】パレスチナ方言で言え。 
1. あの人はムーサですか？－いいえ、ムーサではありません。あの人はイブラ

ヒムです。 2. それでイブラヒムはパレスチナ人ですか？－いいえ、パレスチ

ナ人ではありません、彼はイスラエル人です。 4. 聞こえますか？－いえ、良

く聞こえません。声を大きくしてください。 5. ムーサはお腹すいていますか？

－さあね。 6. 今日貴女はエルサレムへ行きますか？－いいえ、今日ではなく

明日です。 7. ムーサはヤファに住んでいますか？－いいえ、彼はエルサレム

に住んでいます、ヤファではありません。 8. すみません、ユリさんですか？

－いえ、ユリではなくアサナです。 9. アミーネは賢いが勤勉ではない。 10. 
おいタケル、タケル、寝ているのか？－いや、寝ていない。 11. イサナ！－私

の名はイサナではなくアサナです！ 12. ムーサはヤファに住んでいますか？

－いや、ヤファではなくエルサレムに住んでいます。 
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3.3：選択疑問（ＡかＢか？） 
willa を用いる。 
ᵓinte ṭālib willa mᶜallim? - ᵓana ṭālib. 貴男は学生ですか、教師ですか？－私は学生

です。 
ᵓinti ᶜaṭšāne willa žuᶜāne? - ᵓana žuᶜāne. 貴女は喉が渇いていますか、お腹がすいて

いますか？－お腹がすいています。 
 
【練習 3-3A】パレスチナ方言で言え。 
==単 語=======================================================
binit [n.f.] 女の子・娘  
dār [n.f.] 一戸建ての家 
fahmān [adj.] 呑み込みの早い  
šaqqa [n.f.] アパート（集合住宅の一区

分）  
šukran [exp.] 有難う  
ṭūl in-nhār [adv.] 一日中  

============================================================== 
1. hāda mūsa willa brahīm? - hāda mūsa. 
2. ẓarīfe binit laṭīfe willa laᵓīme? - hiyye binit laṭīfe ktīr.   
3. mūsa falasṭīni willa ᵓisraᵓīli? - huwwe falasṭīni.   
4. law samaḥit, ᵓism-ak takeru willa masao? - ᵓism-i takeru. 
5. ᵓamīne nāyme willa fāyqa? - hiyye lissa nāyme. 
6. ᵓinte sākin fi l-quds willa fi yāfa? - ᵓana sākin fi l-quds. 
7. ᵓinti mašġūl bukra willa l-yōm? ᵓana mašġūl kull yōm. 
8. ᵓinte mašġūl willa fāḍi bukra? - bukra?  bukra ᵓana fāḍi ṭūl in-nhār. 
9. ᵓinte fāyiq willa nāyim? - ᵓana nāyim. - kazzāb! 
10. takeru mᶜallim willa ṭālib? - huwwe ṭālib. 
11. ᵓinte mitzawwiž willa ᶜazzābi? - ᵓana ᶜazzābi. 
12. ᵓinti žuᶜāne willa šabᶜāne? - ᵓana šabᶜāne, šukran. 
13. ᵓamīne falasṭīniyye willa ᵓisraᵓīliyye? - hiyye falasṭīniyye. 
14. ᵓinte sākin fi šaqqa willa fi dār? - ᵓana sākin fi šaqqa. 
15. šīrīn masīḥiyye? - naᶜam. - katōlīkiyye willa brōṭisṭantiyye? - hiyye brōṭisṭantiyye. 
16. ᵓana ġalṭān willa ṣādiq? - ᵓinte ṣādiq.   
17. brahīm kaslān willa mižthid? - huwwe zalame mižthid.  kamān huwwe šāṭir w-

fahmān. 
 
【練習 3-3B】パレスチナ方言で言え。 
1. こちらはムーサですか、それともイブラヒムですか？－この方はムーサです。

2. ザリーフェは優しい娘ですか、意地悪な娘ですか？－彼女はとても優しい娘
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です。 3. ムーサはパレスチナ人ですか、それともイスラエル人ですか？－彼

はパレスチナ人です。 4. すみません、お名前はタケルさんですか、マサオさ

んですか？－私の名はタケルです。 5. アミーネは寝ていますか、起きていま

すか？－彼女はまだ寝ています。 6. 貴男はエルサレムに住んでいるのですか、

それともヤファに住んでいますか？－私はエルサレムに住んでいます。 7. 貴
男が忙しいのは今日ですか、それとも明日ですか？－私は毎日忙しい。 8. 貴
男は明日忙しいですか、暇ですか？－明日？明日は一日中暇です。 9. 起きて

いますか、寝ていますか？－寝ています。－嘘つき！ 10. タケルは教師ですか、

それとも学生ですか？－彼は学生です。 11. 貴男は既婚者ですか、独身です

か？－私は独身です。 12. 貴女は空腹ですか、それとも満腹ですか？－満腹で

す、有難う。 13. アミーネはパレスチナ人ですか、イスラエル人ですか？－彼

女はパレスチナ人です。 14. 貴男はアパートに住んでいるのですか、それとも

一戸建てに住んでいるのですか？－アパートに住んでいます。 15. シリーンは

キリスト教徒ですか？－はい。－カトリックですか、プロテスタントですか？－

プロテスタントです。 16. 私は間違っていますか、正しいですか？－貴男は正

しい。 17. イブラヒムは怠け者ですか、勤勉ですか？－彼は勤勉な男です。彼

はまた賢く呑み込みも早い。 
 
3.4.：否定疑問 
否定疑問（ＡはＢではないのですか？）は否定文の語尾を上げる。 
ᵓinte miš ṭālib?↗  貴男は学生ではないのですか？ 
 
なお、否定疑問とは基本的に肯定の答えを想定し、その確認を意識することから

生じるものなので、話者の意識としては 3.5. で見る付加疑問と同様、「～ですよ

ね？」を表現するものである。 
 
答えの文が肯定の時は mbala を、否定の時には lā, laᵓ を用いる。 
ᵓinte miš ṭālib?↗  貴男は学生ではないのですか（学生ですよね）？ 
- mbala, ᵓana ṭālib. その通り、私は学生です 
- laᵓ, ᵓana miš ṭālib. いいえ、学生ではありません。 
 
【練習 3-4A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
hunāk [adv.] あちらに・そこに  
li-ᵓann-i [exp.] なぜなら私は～  

sakan iṭ-ṭullāb [n.m.] 学生寮  
nāblis [n.f.] ナブルス  

============================================================== 
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1. ᵓinte miš mūsa? - mbala, ᵓana mūsa. 
2. ᵓinti miš ᵓamīne? - laᵓ, ᵓana ẓarīfe. 
3. ya mūsa, ᵓinte miš ᶜaṭšān? - mbala, ᵓana ᶜaṭšān iktīr. 
4. ᵓinti miš mašġūle l-yōm? - mbala, ᵓana mašġūle. 
5. miš ᵓinte mašġūl il-yōm? - laᵓ, ᵓana fāḍi l-yōm. 
6. mis ᵓinte sākin fi maskan iṭ-ṭalabe? - laᵓ, ᵓana sākin fi šaqqa. 
7. ᵓamīne miš mižtihde? - mbala, hiyye mižtihde ktīr. 
8. mūsa miš kaslān? - laᵓ, huwwe miš kaslān, hiyye mižthid. 
9. ẓarīfe miš sākne fi nāblis? - mbala, hiyye sākne hunāk. 
10. mūsa miš ṭālib? - mbala, huwwe ṭālib. 
11. ᵓamīne miš mižtihde? - mbala, hiyye mižtihde ktīr. 
12. brahīm miš zaᶜlān? - laᵓ, miš zaᶜlān.  huwwe mabsūṭ. 
13. ᵓinti miš yaḅāniyye? - laᵓ, ᵓana miš yaḅāniyye.  w-ᵓinte kamān miš yaḅāni? - mbala, 

ᵓana yaḅāni. 
14. ᵓism-ak miš takeru? - mbala, ᵓism-i takeru. 
15. lēš ᵓinte miš rāyiḥ ᶜa-l-quds il-yōm? - li-ᵓann-i mrīḍ il-yōm. 
 
【練習 3-4B】パレスチナ方言で言え。 
1. 貴男はムーサではありませんか？－いや、私はムーサですよ。 2. 貴女はア

ミーネではありませんか？－はい、私はザリーフェです。 3. ムーサ、喉が渇

いていませんか？－はい、とても渇いています。 4. 貴女今日忙しくありませ

んか？－いや、忙しいです。 5. 貴男は今日忙しくありませんか？－はい、今

日は暇です。 6. 貴男は学生寮に住んでいるのではないですか？－いいえ、ア

パートに住んでいます。 7. アミーネは勤勉ではないのですか？－いいえ、彼

女はとても勤勉です。 8. ムーサは怠け者ではないのですか？－はい、彼は怠

け者ではなく勤勉です。 9. ザリーフェはナブルスに住んでいないのですか？

－いいえ、そこに住んでいます。 10. ムーサは学生ではないのですか？－いい

え、彼は学生です。 11. アミーネは勤勉ではないのですか？－いいえ、彼女は

とても勤勉です。 12. イブラヒムは機嫌が悪くありませんか？－はい、機嫌悪

くありません。彼は機嫌が良いです。 13. 貴女は日本人ではないのですか？－

はい、私は日本人ではありません。－貴男は？貴男も日本人ではないのですか？

－いいえ、私は日本人です。 14. 貴男の名はタケルではないのですか？－はい、

私の名はタケルです。 15. なぜ貴男は今日エルサレムへ行かないのですか？－

病気なんです。 
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3.5.：付加疑問（～ですよね？） 
(1) 文末に miš hēk? を付ける。 
hāda mūsa, miš hēk? - naᶜam, hāda mūsa. こちらはムーサですね？－はい、ムーサ

です。 
ᵓinte ᶜaṭšān iktīr, miš hēk? - laᵓ, miš iktīr. 貴男とても喉が渇いますね？－いえ、それ

ほどでもありません。 
ᵓamīne miš zaᶜlāne, miš hēk? - mbala, hiyye zaᶜlāne ktīr. アミーネは怒っていません

よね？－いや、ものすごく怒っていますよ。 
(2) 多少ぞんざいだが willa ɔ ēš「それとも何？」が付加疑問詞として用いられる

ことがある。 
hāda kumbyūtar willa ᵓēš これはコンピュータだよな？ 
 
【練習 3-5A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
baᶜd iḍ-ḍuhur [adv.] 午後  
l-balad il-qadīme [n.f.] 旧市街  

rīḥa [n.f.] エリコ  

============================================================== 
1. ᵓinte falasṭīni, miš hēk? - ᵓaywa, ᵓana falasṭīni.  
2. ᵓinte mašġūl il-yōm, miš hēk? - naᶜam, il-yōm ᵓana mašġūl iktīr.   
3. ᵓinti žuᶜane, miš hēk? - laᵓ, ᵓana miš žuᶜāne.   
4. ᵓinte sākin fi l-quds, miš hēk? - naᶜam, fi l-balad il-qadīme.   
5. ya ᵓamīne, ᵓinti rāyḥa ᶜa-rīḥa l-yōm, miš hēk? - naᶜam, baᶜd iḍ-ḍuhur.   
6. ya mūsa, ᵓinte miš ᶜaṭšān, miš hēk? - mbala, ktīr ᶜaṭšān! 
7. ya takeru, ᵓinte ᶜaṭšān, miš hēk? - ᵓaywa, ᵓana ᶜaṭšān.   
8. mūsa ṭālib, miš hēk? - ᵓaywa, huwwe ṭālib.   
9. ya ᵓamīne, il-yōm ᵓinti miš fāḍye, miš hēk? - mbala, il-yōm ᵓana fāḍye.   
10. ᵓinte miš taᶜbān, miš hēk? - laᵓ, hallaq ᵓana miš taᶜbān. 
11. ᵓism-ak takoru, miš hēk? - lā laᵓ miš takoru, takeru! 
 
【練習 3-5B】パレスチナ方言で言え。 
1. 貴男はパレスチナ人ですよね？－はい、そうです。 2. 貴男は今日忙しいで

すよね？－はい、今日はとても忙しいです。 3. 貴女はお腹すいているでしょ

う？－いいえ、お腹はすいていません。 4. 貴男はエルサレムに住んでいます

ね？－はい、旧市街に住んでいます。 5. アミーネ、今日エリコに行くんです

よね？－はい、午後に。 6. ムーサ、喉は渇いていませんよね？－いや、とて

も渇いています。 7. タケル、喉が渇いていますよね？－はい、渇いています。

38



39 
 
 

8. ムーサは学生ですよね？－はい、彼は学生です。 9. アミーネ、今日は暇じ

ゃないよね？－いいえ、暇よ。 10. 疲れてないだろ？－うん、今は疲れてない。

11. 君の名前はタコルだろ？－ちがう、タコルじゃなくてタケルだ！ 
 
3.6.：全部否定（ＡはＢでもＣでもない） 
A miš ~ la B wa-la C 
ᵓana miš ᵓurdni wa-la ᵓisraᵓīli. 私はヨルダン人でもイスラエル人でもありません。 
ẓarīfe ṭālbe willa mᶜallme? - miš ṭālbe wa-la mᶜallme. - ᵓizan ᵓēš? - hiyye muḥāmiyye. ザ
リーフェは学生ですか教師ですか？－学生でも教師でもありません。－それ

では何ですか？－彼女は弁護士です。 
 
【練習 3-6A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
ᵓizan [adv.] それでは  
min wēn ᵓinti? [exp.] 貴女はどちらの出

身ですか？（☛ II-7.2.(2)）  

============================================================== 
1. ᵓana miš falasṭīni wa-la ᵓisraᵓīli  
2. ᵓana miš ṭālbe wa-la mᶜallme. 
3. takeru ṣīni willa kūri? - huwwe la ṣīni wa-la kūri. - ᵓizan min wēn huwwe? - huwwe 

yaḅāni. 
4. ᵓinti ᶜaṭšāne willa žuᶜāne? - ᵓana miš ᶜaṭšāne wa-la žuᶜāne, bass taᶜbāne.  
5. ya mūsa, ᵓinte ᵓisraᵓīli willa ᵓurdni? - ᵓana miš ᵓisraᵓīli wa-la ᵓurdni. - ᵓizan min wēn 

ᵓinte? - ᵓana falasṭīni. 
6. ya ɔ amalFPN, ɔ inti ɔ israᵓīliyye willa falasṭīniyye? - ɔ ana miš ɔ israᵓīliyye wa-la falasṭīniyye.  

ᵓana ᵓurdniyye. 
7. sāmiMPN yahūdi willa masīḥi? - la yahūdi wa-la masīḥi, huwwe mislim. 
8. ᵓamīne la taᶜbāne wa-la mrīḍa.  hiyye mabsūṭa ktīr. 
9. ᵓism-ak takoru willa tekaru? - ᵓism-i miš takoru wa-la tekaru, bass takeru. 
10. hadīk ᵓamīne willa ẓarīfe? - miš ᵓamīne willa ẓarīfe. - ᵓizan mīn? - ᵓamal. 
 
【練習 3-6B】パレスチナ方言で言え。 
1. 私はパレスチナ人でもイスラエル人でもありません。 2. 私（女）は学生で

も教師でもありません。 3. タケルは中国人ですか、韓国人ですか？－彼は中

国人でも韓国人でもありません。－それではどちらの方ですか？－彼は日本人

です。 4. 貴女は空腹ですか、喉が渇いていますか？－空腹でもないし喉も渇

いていませんが、とても疲れています。 5. ムーサ、貴男はイスラエル人です
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かヨルダン人ですか？－イスラエル人でもヨルダン人でもありません。－それ

ではどちらの方ですか？－私はパレスチナ人です。 6. アマル、貴女はイスラ

エル人ですかパレスチナ人ですか？－私はイスラエル人でもパレスチナ人でも

ありません。私はヨルダン人です。 7. サーミはユダヤ教徒ですかキリスト教

徒ですか？－ユダヤ教徒でもキリスト教徒でもなく、ムスリムです。 8. アミ

ーネは疲れてもいないし病気でもありません。彼女はとても元気です。 9. 貴
男の名前はタコルですかテカルですか？－私の名はタコルでもテカルでもなく

タケルです。 10. あの人はアミーネですかザリーフェですか？－アミーネでも

ザリーフェでもありません。－それでは誰ですか？－アマルです。 
 
3.7.：疑問詞 
疑問詞を含む疑問文では疑問詞は文頭に来る。 
疑問詞：ᵓakam いくつ？ ᵓanū どの？ ᵓēmta いつ？ ᵓēš 何？ kīf どのよう

に？ lēš なぜ？ mīn 誰？ šū 何？ wēn どこ？ 
mīn hadāk? - hadāk mūsa. あちらはどなたですか？－あちらはムーサです。 
šū ᵓism-ak? - ᵓism-i brahīm. お名前は何ですか？－私の名はイブラヒムです。 
 
【練習 3-7A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
baᶜid bukra [adv.] 明後日  
bēt-o [exp.] 彼の家  
ᵓisim-ha [exp.] 彼女の名前  
ha-l-qadde [adv.] こんなに・あんなに  

hōn [adv.] ここに  
la- [prep.] ～へ  
la-ᵓinn- [conj.] なぜなら*  
msāfir [a.p.]（遠方へ）行く 

============================================================== 
＊min-šān-（☛ II-2.3.1.【練習 2-2A】）と同様、節の主語として接尾代名詞を付け

ることができる。 
 m. f. 

3. la-ᵓinn-o, li-ᵓann-o なぜなら彼は～だから la-ᵓinn-ha, li-ᵓann-ha 
2. la-ᵓinn-ak, li-ᵓann-ak la-ᵓinn-ik, li-ᵓann-ik 
1. la-ᵓinn-i, li-ᵓann-i 

1. wēn ᵓinte rāyiḥ? - ᵓana rāyiḥ ᶜa-yāfa. 
2. mīn hadāk? - ᵓanū? - hadāk! - ᵓā, hadāk ibrahīm. 
3. mīn huwwe brahīm? - brahīm huwwe muḥāmi ᵓisraᵓīli. 
4. mīn hiyye ᵓamīne? - ᵓamīne hiyye mᶜallme mumtāze. 
5. lēš mūsa nāyim? - li-ᵓann-o mrīḍ. 
6. lēš ᵓamīne zaᶜlāne? - la-ᵓinn-ha žuᶜāne. 
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7. šū ᵓism-ak? - ᵓism-i mūsa. 
8. hadāk šū ᵓism-o? - huwwe ᵓism-o brahīm. 
9. w-hadīk?  šū ᵓisim-ha? - hiyye ᵓamīne. 
10. wēn mūsa nāyim? - huwwe nāyim fi bēt-o. 
11. wēn ᵓinti sākne? - ᵓana sākne fi l-quds. 
12. ᵓēmta ᵓinte msāfir la-l-yaḅān? - baᶜid bukra, nšāḷḷa. 
13. mīn sākin hōn? - mūsa sākin hōn. 
14. lēš ᵓinti naᶜsāne hēk? - li-ᵓann-i taᶜbāne ktīr. 
15. wēn rāyḥa ᵓinti, ya ẓarīfe? - l-yōm ᵓana mrawwḥa. 
16. lēš mūsa ġāyib? - min-šān-o mrīḍ. 
17. lēš hiyye maṣlaḥžiyye ha-l-qadde? - hiyye dāyman ᵓanāniyye hēk. 
18. šīrīn wēn hiyye sākne*? - hiyye sākne fi l-quds. 
19. ᵓēmta ᵓinte rāyiḥ ᶜa-bēt-laḥim? - nšāḷḷa bukra. 
20. šū ᵓism-ak? - ᵓism-i takeru. - šū?  takoru? - laᵓ, miš takoru, takeru! 
＊標準的な語順は wēn šīrīn sākne? 又は wēn sākne šīrīn? だが、ここでは šīrīn 

を強調する場合文頭に来てこのような語順になる。 
 
【練習 3-7B】パレスチナ方言で言え。 
1. どちらへ？－ヤファへ行くところです。 2. こちらはどなた？－誰のことで

すか？－あの人ですよ！－ああ、あれはイブラヒムです。 3. イブラヒムとは

誰ですか？－イブラヒムはイスラエル人弁護士です。 4. アミーネとは誰です

か？－アミーネは優秀な教師です。 5. なぜムーサは寝ているんですか？－病

気なんです。 6. なぜアミーネは腹を立てているんですか？－お腹がすいてい

るからですよ。 7. お名前は？－私の名はムーサです。 8. あの人は何ていう

名前ですか？－彼はイブラヒムと言います。 9. それではあの女の人は？何て

言う名前ですか？－彼女はアミーネです。 10. ムーサはどこで寝ていますか？

－自分の部屋で寝ています。 11. 貴女はどちらにお住まいですか？－エルサレ

ムに住んでいます。 12. いつ貴男は日本に行くのですか？－明後日です。 13. 
ここには誰が住んでいますか？－ここにはムーサが住んでいます。 14. なぜ貴

女はそんなに眠いのですか？－とても疲れているからです。 15. ザリーフェ、

どこへ行くの？－今日は帰らせていただきます。 16. なぜムーサは欠席してい

るのですか？－病気なんです。 17. なぜ彼女はこんなに身勝手なの？－彼女は

いつもそんな風に自己中心的なんです。 18. シリーンはどこに住んでいます

か？－エルサレムに住んでいます。 19. 貴男はいつベツレヘムへ行くのです

か？－明日です。 20. お名前は？－タケルです。－なんですって？タコル？－

いいえ、タコルではなくタケルです！ 
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3.8.：前置詞＋疑問詞 
前置詞（☛ II-7.1.(2)）と組み合わせることができる疑問詞もある。 
maᶜ mīn ᵓinte sākin? - ᵓana sākin maᶜ mūsa. 誰と住んでいますか？－ムーサと住ん

でいます（maᶜ ～と一緒に）。 
min wēn? どこから？（min ～から） 
 
【練習 3-8A】日本語に訳せ。 
1. wēn ᵓinte rāyiḥ w-maᶜ mīn? - ᵓana rāyiḥ ᶜa-yāfa maᶜ ibrahīm. 
2. maᶜ mīn ᵓinti rāyḥa ᶜa-l-quds? - maᶜ ᵓamīne. 
3. wēn sākne ᵓinti maᶜ mīn? - ᵓana sākne fi ḥēfa maᶜ ẓarīfe. 
4. ya mūsa, ᵓinte min wēn žāy il-yōm? - il-yōm žāy min bēt-laḥim. 
 
【練習 3-8B】パレスチナ方言で言え。 
1. 貴男は誰とどこへ行くんですか？－イブラヒムとヤファへ行きます。 2. 貴
女は誰とエルサレムへ行きますか？－アミーネと行きます。 3. 貴女は誰とど

こに住んでいるのですか？－私はザリーフェとアッカに住んでいます。 4. ム
ーサ、今日はどこから来たんですか？－今日はベツレヘムから来ました。  
 
【追加単語】 
主な地名（）内は首都・都市 
briṭānya 英国（london ロンドン）  
falasṭīn パレスチナ（bēt-laḥim ベツレヘム nāblis ナブルス ramaḷḷa ラマッラ

rīḥa エリコ il-xalīl ヘブロン）  
fransa フランス（barīs パリ）  
l-ᵓurdun ヨルダン（ᶜammān アンマン）  
l-yaḅān 日本  
israᵓīl イスラエル（ᶜakka アッコ ḥēfa ハイファ in-nāṣre ナザレ tall avīv テ

ルアビブ yāfa ヤファ）  
libnān レバノン（berūt ベイルート）  
maṣir エジプト（l-ʠāhra カイロ）  
sūrya シリア（dimašq ダマスカス） 
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4.：文法性 
第２節では、人を表す名詞が指し示す人物の性別に応じて男性形と女性形を使

い分けることを学んだ。一方、アラビア語の名詞には「男性名詞 (= n.m.)」「女

性名詞 (= n.f.)」という２つの範疇があり、人を表さない名詞全ての名詞はこの

いずれかに属する（人を表す名詞の場合（例：ṭālib）、「男性形（ṭālib）」と「女性

形（ṭālbe）」を区別したが、表のような名詞は性別が固定しているのでそれぞれ

「男性名詞」「女性名詞」と呼ぶ）。この性別を「文法性」と言う。 
n.m. n.f. 

ktāb 本 
bēt 家 
qalam ペン 
rāṣ 頭 

žarīde 新聞 
ōḍa 部屋 
maḥḥāy 消しゴム 
īd 手 

 
4.1.：女性名詞の特徴 
次のような特徴を持つ名詞は大部分女性名詞 (= n.f.) である。 
 
4.1.1.：-a, -e, -āy で終わる語 
žāmᶜa 大学、knīse 教会、maḥḥāy 消しゴム 
 
4.1.2.：語尾が -e, -a で終わらないが次の特徴を持つもの 
(1) 地名、国名の大部分 
l-quds エルサレム falasṭīn パレスチナ l-yaḅān 日本 ṭōkyo 東京 
(2) 身体語で対をなす物のいくつか 
ᵓīd 手 dān 耳 ᵓižir 足 ᶜēn 目 
(3) その他習慣的に女性名詞 
ḥarb 戦争 rīḥ 風  
これら以外は男性名詞 (= n.m.) と考えてよい。 
 
4.2.：文法性の表示 
本教材では名詞の文法性を次のように示す。 
masžid [n.m.] モスク 
knīse [n.f.] 教会 
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【練習 4-1A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
ᶜala kull ḥāl [exp.] いずれにせよ  
ᵓāle ḥāsbe [n.f.] 電卓  
ᵓanīq [adj.] おしゃれな  
ᵓay-pād [n.m.] iPad  
bélefon [n.m.] 携帯電話  
brintir [n.m.] プリンター  
dawa [n.m.] 薬  
fi l-ḥaqīqa [adv.] 実際には・実際の所  
ᵓiši [n.m.] 物・事  
kabāb [n.m.] カバブ（羊の挽肉を香辛

料と混ぜて串に刺して火で炙った

もの）  
kalb [n.m.] 犬  
knīs [n.m.] シナゴーグ  
knīse [n.f.] キリスト教会  
ktāb [n.m.] 本  
madīne [n.f.] 都市・街  
masžid [n.m.] モスク  
mažalle [n.f.] 雑誌  
mufīd [adj.] 便利な・役に立つ  
mustašfa [n.m.] 病院  

qahwe [n.f.] コーヒー・喫茶店  
qalam [n.m.] ペン  
qalam irṣāṣ [n.m.] 鉛筆  
ʠāmūs ᵓiliktrōni [n.m.] 電子辞書  
šahri [adj.] 月刊の  
šalāt ~ rimōt [n.m.] リモコン  
samm [n.m.] 毒  
šarike [n.f.] 会社  
šāy [n.m.] 茶  
sayyāra [n.f.] 自動車  
šišlik [n.m.] シシリク（鳥の胸肉を串に

刺して火に炙ったの）  
ṭayyāra [n.f.] 飛行機  
ṭēr [n.m.] 鳥  
ᵓusbūᶜi [adj.] 週刊の  
wāḍiḥ [adj.] 明らかな  
ya … ya … [conj.] ～か～か  
zāki [adj.] おいしい  
žāmᶜa [n.f.] 大学  
žāmiᶜ [n.m.] モスク  

============================================================== 
1. hāda belefon willa šalāt? - hāda belefon. 
2. hāda samm willa dawa? - hāda miš samm wa-la dawa. 
3. hāda kabāb willa šišlik? - hāda kabāb. 
4. hāda kumbyūtar w-hāda brintir. 
5. hāda kumbyūtar willa ᵓēš - hāda ay-pād. 
6. hāda la ᵓāle ḥāsbe wa-la šalāt. - izan šū hāda? - hāda belefon. 
7. hāda žāmiᶜ w-hādi knīse. 
8. hāda masžid willa knīse? - hāda la masžid wa-la knīse, hāda knīs. 
9. hāda mustašfa w-hadīk žāmᶜa. 
10. hāda qalam, miš hēk? - laᵓ, hāda qalam irṣāṣ. 
11. hadāk ṭēr! - laᵓ, hadīk ṭayyāra!! - hadāk sūbirman!!!   
12. hādi miš iknīse, miš hēk? - mbala, hādi knīse. 
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13. šū hāda?  hāda ay-pād? - laᵓ, hāda ʠāmūs ᵓiliktrōni. 
14. šū hāda? - hāda šāy. - w-hāda?  šū? - hādi qahwe. 
15. šū hāda?  hādi qahwe willa šāy? - hādi qahwe. 
16. šū hadāk? - ā… hadāk?  hadāk... miš ᶜārif.   
17. ᵓinte ᶜārif šū hāda? - ... hāda ya āle ḥāsbe ya šalāt. 
18. hādi knīse ḥilwe.  
19. hāda ktāb mufīd.   
20. hāda kabāb zāki ktīr. 
21. hadāk maṭᶜam ḥilw iktīr.   
22. hādi qahwe ᵓanīqa. 
23. hādi mažalle ᵓusbūᶜiyye? - laᵓ, hādi šahriyye. 
24. hādi sayyāra ᵓaḷmāniyye? - laᵓ, hādi sayyāra yaḅāniyye. 
25. šū hadāk? - hādi knīse katōlīkiyye.  
26. šū hāda? - hādi qahwe ᶜarabiyye w-hāda šāy inglīzi. 
27. lēš ᵓinte sākin fi l-quds? - ᶜa-šān il-quds madīne ḥilwe.   
28. subāro šarike yaḅāniyye? - mmm… fi l-ḥaqīqa subaru, miš subāro!  ᶜala kull ḥāl, 

subaru šarike yaḅāniyye. 
29. hāda miš bisse, hāda kalb.  hāda ᵓiši wāḍiḥ. 
30. hādi knīse katōlīkiyye willa ᵓōrtōdōksiyye? - ᵓōrtōdōksiyye.   
 
【練習 4-1B】パレスチナ方言で言え。 
1. これは携帯電話ですか、それともリモコンですか？－これは携帯電話です。

2. これは薬ですか、毒ですか？－これは毒でも薬でもありません。 3. これは

カバブですか、シシリクですか？－これはカバブです。 4. これはパソコンで、

こちらはプリンターです。 5. これはコンピュータじゃないんですか？－これ

はアイパッドです。 6. これは電卓でもリモコンでもありません。－それでは

何ですか？－携帯電話です。 7. これはモスクであれは教会です。 8. これは

モスクですか、教会ですか？－これはモスクでも教会でもなくシナゴーグです。

9. これは病院であれは大学です。 10. これはペンですか？－いいえ、これは鉛

筆です。 11. 鳥だ！飛行機だ！！スーパーマンだ！！！ 12. これは教会では

ありませんよね？－いや、教会ですよ。 13. これは何ですか？アイパッドです

か？－いいえ、これは電子辞書です。 14. これは何ですか？－お茶です。－こ

れは？何？－これはコーヒーです。 15. これは何？コーヒーそれとも紅茶？－

コーヒーです。 16. あれは何ですか？－ああ、あれね、あれは・・・知らない。

17. これが何か知っていますか？－これは電卓かリモコンだな。 18. これは素

敵な教会だ。 19. これは便利な本です。 20. これはとてもおいしいカバブで
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す。 21. あれはとても素敵なレストランです。 22. これはおしゃれなカフェ

です。 23. これは週刊誌ですか？－いいえ、月刊誌です。 24. これはドイツ

製の車ですか？－いいえ、これは日本車です。 25. あれは何ですか？－あれは

カトリック教会です。 26. これは何ですか？－これはアラブコーヒーです。

27. なぜエルサレムに住んでいるのですか？－エルサレムは素敵な街だからで

す。 28. 「スバーロ」は日本の会社ですか？－ええと、本当は「スバーロ」じ

ゃなくて「スバル」ですが、まあいずれにせよスバルは日本の会社です。 29. 
これは猫ではなく犬です。明らかなことです。 30. これはカトリック教会です

か、正教会ですか？－正教会です。 
 
【表現】bidd- 
==単 語=======================================================
mbayyin ᵓinn-o [exp.] ～のようだ  
stirāḥa [n.f.] 休憩  

wa-la ᵓiši [exp.] 何も（～しない）  

============================================================== 
「ＡはＢが欲しい」は、「bidd- ＋接尾代名詞（＝Ａ）＋名詞（＝Ｂ）」で表現す

る。 
 肯定 否定* 

 sg. pl. sg. pl. 
3.m. bidd-o 

bidd-hum 
ma-bidd-ō-š 

ma-bidd-hum(m)-iš 
3.f. bidd-ha ma-bidd-hā-š 
2.m. bidd-ak 

bidd-kum 
ma-bidd-ak-iš 

ma-bidd-kum(m)-iš 
2.f. bidd-ik ma-bidd-ik-iš 
1. bidd-i bidd-na ma-bidd-ī-š ma-bidd-nā-š 
＊否定では ma-bidd-ō-š 等の様に、否定辞 ma-…-š が用いられる。この否定辞は

本来動詞に用いられることから、bidd- を「疑似動詞」と呼ぶ。 
 
bidd-i qahwe. 私はコーヒーが欲しい。 
šū bidd-ak? - bidd-i qahwe. 何が欲しいですか？－コーヒーが欲しい。 
bidd-na qahwe. 私達はコーヒーが欲しいです。 
bidd-ak qahwe? 貴男はコーヒーが欲しい。 
bidd-kum qahwe? あなた達はコーヒーが欲しいですか？ 
ma-bidd-ō-š qahwe. 彼はコーヒーが欲しくない。 
ma-bidd-nā-š wa-la ᵓiši 私達は何も欲しくない。 
šū bidd-ak? - bidd-i stirāḥa. 何が欲しい？－休憩したい。 
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欲しい対象が代名詞の時は「yya ＋接尾代名詞」を用いる。 
 sg. pl. 
3.m. yyā-h 

yyā-hum 
3.f. yyā-ha 
2.m. yyā-k 

yyā-kum 
2.f. yyā-ki 
1. yyā-ni yyā-na 

 
bidd-i yyā-ha. 私はそれが欲しい。 
ma-bidd-ī-š iyyā-ha. 私はそれが欲しくない。 
bidd-i yyā-h. 私には彼が必要だ。 
mbayyin ᵓinn-o ma-bidd-hum-iš iyyā-ni. 彼らには私は必要無いようだ。 
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5.：定冠詞 
パレスチナ方言には定冠詞 l- があり、名詞・形容詞*の前に置かれる。この時次

の点に注意せよ。 
＊形容詞に定冠詞をつけることについては後述（☛ II-5.5.）。 

5.1.：CV- で始まる語の前 
il-CV-（il- の i は補助母音） 
l- + qahwe > il-qahwe そのコーヒー 
l- bāṣ > il-bāṣ そのバス 
 
【練習 5-1】次の語に定冠詞を付けよ。

ᶜaša [n.m.] 夕食  
ᵓalīf [adj.] 飼いならされた  
ᵓay-pād [n.m.] i-Pad  
belefon [n.m.] 携帯電話  
brintir [n.m.] プリンター  
fann [n.m.] 芸術  
finžān [n.m.] カップ  
ġada [n.m.] 昼食  
hadiyye [n.f.] プレゼント  
ḥabīb [n.] 恋人・大事な人  
ḥaywān [n.m.] 動物  
ᵓīmēl [n.m.] 電子メール（アドレス） 

madrase [n.f.] 学校  
maḥaṭṭa [n.f.] 駅  
mtiḥān [n.m.] 試験  
nfižār [n.m.] 爆発  
ᵓōḍa [n.m.] 部屋  
qahwe [n.f.] コーヒー  
ʠāḍi [n.] 裁判官  
ᵓustāz [n.] 教授  
waraqa [n.f.] 紙  
xayyāṭ [n.] 仕立屋  
yōm [n.m.] 日  
žarīde [n.f.] 新聞

 
5.2.：CC- で始まる語の前 
l-iCC-（iCC- の i は補助母音） 
l- + ktāb > l-iktāb その本 
l- + mᶜallim > l-imᶜallim その教師 
 
【練習 5-2】次の語に定冠詞を付けよ。

bsās (pl. < n.f. bisse) 猫 
ḥsāb [n.m.] 計算  
knīse [n.f.] 教会  
mhandis [n.] 技師  

mwaẓẓaf [n.] 事務系職員  
qṣūr (pl. < n.m. qaṣir) 宮殿（複数形）  
wlād (pl. < n.m. walad) 子供たち
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5.3.：太陽文字 
次の音（古典アラビア語ではこれらの音を表す文字を「太陽文字」と呼ぶので本

教材ではその音自体も「太陽文字」と呼ぶことにする）で始まる語に定冠詞が付

く時は l はこれらの音に同化する。また補助母音 i が定冠詞の前に挿入される。 
d, ḍ, l, n, r, s, ṣ, š, t, ṭ, z, ẓ, (ž) 
l- + ṣaff > iṣ-ṣaff その教室（✖ il-ṣaff） 
l- + dukkān > id-dukkān その店（✖ il-dukkān） 
l- + žāmᶜa > iž-žāmᶜa ~ il-žāmᶜa* その大学 
＊ž で始まる語については話者によって同化する話者としない話者がいる。 
 
【練習 5-3】次の語に定冠詞を付けよ。

daftar [n.m.] ノート  
damm [n.m.] 血  
dān [n.f.] 耳  
dār [n.f.] 家  
dawa [n.m.] 薬  
ḍēf [n.] 客  
diblumāsi [adj./n.] 外交の／外交官  
dinya [n.f.] 世の中  
dōktōr [n.] 医師  
lōn [n.m.] 色  
luġa [n.f.] 言語  
nār [n.f.] 火  
naṣīḥa [n.f.] アドバイス  
naẓẓarāt [n.pl.] 眼鏡  
numra [n.f.] 番号  
rabīᶜ [n.m.] 春  
rāṣ [n.m.] 頭  
rīḥa [n.f.] 臭い・匂い  
riyāḍa [n.f.] スポーツ  

rukbe [n.f.] 膝  
ruzz [n.m.] 米  
salām [n.m.] 平和  
samm [n.m.] 毒  
sāyiḥ [n.] 旅行者  
sēᶜa [n.f.] 時計  
ṣaff [n.m.] 教室  
ṣīni [n.] 中国人  
šalāt [n.m.] リモコン  
šanta [n.f.] カバン  
šāše [n.f.] ディスプレイ  
tārīx [n.m.] 歴史  
tilmīz [n.m.] 生徒  
ṭālib [n.] 学生  
ṭēr [n.m.] 鳥  
zalame [n.] 男  
zamīl [n.] 同僚・同級生  
ẓarf [n.m.] 封筒

 
5.4.：太陽文字＋ C で始まる語 
上の d, ḍ, l, n, r, s, ṣ, š, t, ṭ, z, ẓ, (ž) + C で始まる語の場合は同化しないことがある。 
il- + nhār > l-inhār ~ in-nhār その日 
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【練習 5-4】次の語に定冠詞を付けよ。

drūs (pl. < dars) レッスン（複数形*）  
rġīf [n.m.]（パン）一切れ  
ṣyāḥ [n.m.] 叫び  

ṭrūd (pl. < n.m. ṭard) 小包（複数形）  
zġīr [adj.] 小さい  
ždīd [adj.] 新しい  

＊複数形については ☛ II-6.1. 
 
5.5.：定冠詞＋形容詞 
(1) 定冠詞の付いた名詞を修飾する形容詞にも定冠詞を付ける（＝定性の一致）。 
is-sayyāra l-iždīde その新車 
iṭ-ṭālib il-mumtāz その優秀な学生 
il-quds il-imqaddase 聖なるエルサレム 
 
(2) 定冠詞の付かない固有名詞を修飾する形容詞にも定冠詞を付ける。 
ḥēfa l-ḥilwe 素敵なハイファ 
mūsa l-mižthid 勤勉なムーサ 
 
【練習 5-5A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
ᶜāṭil [adj.] 悪い  
ᶜažal [n.m.] タイヤ  
ᵓaxīr [adj.] 最後の  
bᶜīd [adj.] 遠い（～から ᶜan）  
bōṣṭa [n.f.] 郵便局  
dqīqtēn mašy 歩いて２分（＝すぐそこ）  
dars [n.m.] 授業  
ġāli [adj.] 高価な  
ḥāmil [a.p.] 身に着けている  
maᶜqūl [adj.] 合理的な  
maᶜrūf [adj.] 有名な  
malān [adj.] 満ちた・一杯の  
mamnūᶜ [adj.] 禁じられた  
maxzūq [adj.] パンクした  
mitġayyir [a.p.] 変化している  
mudawwar [adj.] 丸い  
mudde [n.f.] 期間  

mumill [adj.] 退屈な  
qaddēš [interrog.] いくつ？  
qamar [n.m.] 月  
quddāmi [adj.] 前の・前方の  
rxīṣ [adj.] 安価な  
sawwāq [n.] 運転手  
sēᶜa [n.f.] １時間（＝６０分）・時計  
siᶜir [n.m.] 価格  
šikil [n.m.] 種類・側面  
sīre [n.f.] 事・話  
tadxīn [n.m.] 喫煙  
ṭaqs [n.m.] 天気  
taxit [n.m.] ベッド  
trēn [n.m.] 列車  
warrāni [adj.] 後の・後方の  
xarbān [adj.] 壊れた  
žihāz [n.m.] 装置・機械  

============================================================== 
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1. fi l-mudde l-ᵓaxīre, iṭ-ṭaqs mitġayyir, kull yōm šikil. 
2. id-dars mumill iktīr. 
3. il-ᵓaypād mufīd iktīr. 
4. il-bōṣṭa bᶜīde ᶜan il-žāmᶜa? - la, miš ibᶜīde iktīr. 
5. il-bōṣṭa qarībe min hōn? - naᶜam, dqīqtēn mašy. 
6. il-ᶜažal il-quddāmi maxzūq. 
7. il-ᶜažal il-warrāni ždīd. 
8. il-kumbyūtar žihāz ᵓiliktrōni. 
9. il-qamar imdawwar. 
10. is-sawwāq nāyim. 
11. is-sayyāra xarbāne. 
12. is-siᶜir maᶜqūl, la ġāli wa-la rxīṣ. 
13. šū s-sīre?* 
14. it-tadxīn mamnūᶜ hōn. 
15. it-trēn malān. 
16. kīf iṭ-ṭaqs il-yōm? - iṭ-ṭaqs il-yōm ᶜāṭil ktīr. 
17. qaddēš is-sēᶜa? - miš ᶜārif.  ᵓana miš ḥāmil sēᶜa. 
18. šūf, hāda huwwe ṭ-ṭālib l-iždīd. 
19. hādi hiyye l-iknīse l-maᶜrūfe. 
20. wēn nāyim mūsa? - ᶜa-t-taxit. 
＊直訳は「その話は何か？」だが、「何があった？」を表す。 
 
【練習 5-5B】パレスチナ方言で言え。 
1. 最近は天気が変わりやすくて毎日いろいろだ。 2. 授業がとても退屈だ。 3. 
アイパッドはとても便利だ。 4. 郵便局は大学から遠いですか？－いいえ、そ

れほど遠くありません。 5. 郵便局はこの近くですか？－はい、歩いて２分で

す。 6. 前輪がパンクしている。 7. 後輪は新しい。 8. コンピューターは電

子機器だ。 9. 月は丸い。 10. その運転手は寝ている。 11. その車は壊れて

いる。 12. その値段は適当だ、高くも安くもない。 13. 何があった？ 14. 喫
煙はここでは禁じられています。 15. その列車は満員だ。 16. 今日天気はど

うですか？－今日はとても天気が悪い。 17. 何時ですか？－わかりません。時

計を持っていないんです。 18. 見ろ、あれがその新入生だ。 19. これがその

有名な教会だ。 20. ムーサはどこで寝ている？－ベッドの上だ。  
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5.6.：指示形容詞 
指示代名詞は、定冠詞の付いた名詞を組み合わせると指示形容詞として機能す

る。指示代名詞は名詞の性に一致する。 
(1) 指示代名詞＋定冠詞付名詞 
hāda l-bēt この家 
hādi s-sayyāra この車 
hādi l-quds このエルサレム 
 
(2) ha- ＋定冠詞付名詞 
ha-l-bēt この家 
ha-s-sayyāra この車 
ha-l-quds このエルサレム 
 
(3) 定冠詞付名詞＋指示代名詞 
l-bēt hāda この家 
is-sayyāra hādi この車 
il-quds hādi このエルサレム 
 
(4) 定冠詞の付かない名詞（固有名詞・接尾代名詞（☛ II-8.1.）の付いた名詞）

に対してはその後に指示代名詞を置く。 
mūsa hāda このムーサ 
ḥēfa hādi このハイファ 
ktāb-i hāda この私の本（ktāb-i 私の本） 
 
(5) 形容詞が付いた名詞に対しては次のような組み合わせがある。 
「この新しい家」①指示代名詞＋名詞＋形容詞：hāda l-bēt l-iždīd ~ ha-l-bēt l-iždīd 

②名詞＋形容詞＋指示代名詞：il-bēt l-iždīd hāda 
③名詞＋指示代名詞＋形容詞：il-bēt hāda l-iždīd 

 
【練習 5-6A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
maᶜhad [n.m.] 学院  
mašhūr [adj.] 有名な  
muḥāḍara [n.f.] 講義  
qadīm [adj.] 古い  

ṣaᶜib [adj.] 難しい  
šanta [n.f.] カバン  
šāriᶜ [n.m.] 通り  
šuġul [n.m.] 仕事  

============================================================== 
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1. ha-l-qahwe zākye! 
2. ha-s-sayyāra xarbāne. 
3. ha-ṭ-ṭālib kaslān. 
4. ha-l-iktāb mufīd. 
5. hāda l-kumbyūtar iždīd. 
6. hādi iš-šanta ġālye ktīr. 
7. il-bēt hāda qadīm. 
8. il-maᶜhad hāda mašhūr iktīr. 
9. il-muḥāḍara hādi mufīde.   
10. kamān ᵓinti sākne fi hāda š-šāriᶜ? - ᵓaywa, kamān ᵓana. 
11. iš-šuġul hāda ṣaᶜb iktīr. 
12. mīn ha-ṭ-ṭālib iš-šāṭir? - hāda mūsa. 
 
【練習 5-6B】パレスチナ方言で言え。 
1. このコーヒーはうまい！ 2. この車は壊れている。 3. この学生は怠け者だ。

4. この本は便利だ。 5. このパソコンは新しい。 6. このかばんはとても高い。

7. この家は古い。 8. この学院はとても有名です。 9. この講義は役に立つ。

10. 貴女もこの通りに住んでいるのですか？－はい、私もです。 11. この仕事

はとても難しい。 12. この賢い学生は誰だ？－ムーサです。 
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6.：数 
パレスチナ方言には数の概念として単数 (= sg.)、複数 (= pl.)、双数 (= du.) があ

る。単数は「１」を、双数（☛ II-6.2.）は「２」を、複数は「２または３以上」

を表す。 
 
6.1.：複数形 
名詞・形容詞の多くに複数形の区別があり、複数形は単数形をもとにして次のよ

うにして作る。 
6.1.1.：複数語尾による複数形 
6.1.1.1.：語尾 -īn 

sg. pl.  
mwaẓẓaf 
mašġūl 

mwaẓẓafīn 
mašġulīn 

事務系職員 
忙しい 

この語尾は主に人を表す名詞に付けられ「男性複数」を表す。人を表す名詞の

「男性複数」はその集団の構成員に男性が一人以上含まれる場合に用いられる。 
この語尾を付けるとき単数形の語幹の形によって次の点に注意。 

 
(1) 単数形が -CV̄C, -CaC, -CVCC で終わる語 
そのまま複数語尾 -īn を付ける。 

sg. pl.  
mašġūl 
mwaẓẓaf 
mistqill 
ḥilw 

mašġulīn 
mwaẓẓafīn 
mistqillīn 
ḥilwīn 

忙しい 
事務系職員 
自営業者 
素敵な 

このようにして複数形を作る語は次のように表示する。 
mwaẓẓaf [n.: pl. -īn] 事務系職員 
 
【練習 6-1】次の語を複数形にせよ。

ᶜaṭšān [adj.: pl. -īn] 喉が渇いた  
fannān [n.: pl. -īn] 芸術家・芸[能]人  
ḥilw [adj.: pl. -īn] 男前な・別嬪な・すて

きな  
kaslān [adj.: pl. -īn] 怠惰な  
mabsūṭ [adj.: pl. -īn] うれしい・元気な  
mašġūl [adj.: pl. -īn] 忙しい  

mistᶜidd [adj.: pl. -īn] 準備ができた  
muḏīᶜ [n.: pl. -īn] アナウンサー  
mwaẓẓaf [n.: pl. -īn] 事務系職員  
naᶜsān [adj.: pl. -īn] 眠い  
taᶜbān [adj.: pl. -īn] 疲れた  
zaᶜlān [adj.: pl. -īn] 怒っている  
žuᶜān [adj.: pl. -īn] 空腹の
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(2) 単数形が -CiC で終わる語 
i が脱落し -CCīn となる。 

sg. pl.  
šāṭir 
mᶜallim 

šāṭrīn 
mᶜallmīn 

賢い 
教師 

このようにして複数形を作る語は次のように表示する。 
šāṭir [adj.: pl. -īn] 賢い 
 
【練習 6-2】次の語を複数形にせよ。

mᶜallim [n.: pl. -īn] 教師  
mitʠāᶜid [n.: pl. -īn] 年金生活者  
mitzawwiž [adj./n.: pl. -īn] 既婚の／既婚

者  
miṭṭawwiᶜ [n.: pl. -īn] ボランティア（す

る人）  
mrawwiḥ [a.p.: pl. -īn] 帰るところだ  

mṣawwir [n.: pl. -īn] カメラマン  
nāyim [a.p.: pl. -īn] 寝ている  
qāᶜid [a.p.: pl. -īn] 座っている・いる  
rāyiḥ [a.p.: pl. -īn] 行くところだ  
sākin [a.p.: pl. -īn] 住んでいる  
sāmiᶜ [a.p.: pl. -īn] 聞いている  
šāṭir [adj.: pl. -īn] 賢い・出来の良い  

 
(3) 単数形が -VCiCjiC で終わる語（V の後の二つの子音が異なる場合） 
音節の構造が変化し -VCiCCīn となる。 

sg. pl.  
mislim 
mtaržim 

misilmīn 
mtarižmīn 

ムスリム 
通訳 

このようにして複数形を作る語は次のように表示する。 
mislim [n.: pl. misilmīn] ムスリム 
なお、mhandis [n.] 技師 の複数形は ♦mhanidsīn ではなく mhandsīn となる 
 
【練習 6-3】次の語を複数形にせよ。

mbarmiž [n.: pl. -īn] プログラマー  
mislim [n.: pl. -īn ~ islām] ムスリム  

mtaržim [n.: pl. -īn] 通訳  
muršid [n.: pl. -īn] ガイド

 
6.1.1.2.：語尾 -yyīn または -yye 
単数形が -Ci で終わる語（-ži で終わるもの（☛ II-6.1.1.3.）を除く）の多く。 

sg. pl.  
libnāni libnāniyyīn ~ libnāniyye レバノンの／レバノン人 
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このようにして複数形を作る語は次のように表示する。 
libnāni [adj./n.: pl. -yyīn ~ -yye] レバノンの／レバノン人 
 
【練習 6-4】次の語を複数形にせよ。

ᶜazzābi [adj./n.: pl. -yyīn ~ -yye] 未婚の

／未婚者  
briṭāni [adj./n.: pl. -yyīn ~ -yye] 英国の

／～人  
būḏi [adj./n.: pl. -yyīn ~ -yye] 仏教の／

仏教徒  
diblumāsi [n.: pl. -yyīn ~ -yye] 外交官  
falasṭīni [adj./n.: pl. -yyīn ~ -yye] パレス

チナの／パレスチナ人  
fransāwi [adj./n.: pl. -yyīn ~ -yye] フラン

スの／フランス人  
ᵓisraᵓīli [adj./n.: pl. -yyīn ~ -yye] イスラ

エルの／イスラエル人  

kūri [adj./n.: pl. -yyīn ~ -yye] 韓国の／韓

国人  
masīḥi [adj./n.: pl. -yyīn ~ -yye] キリスト

教の／キリスト教徒  
ṣīni [adj./n.: pl. -yyīn ~ -yye] 中国の／中

国人  
šintāwi [adj./n.: pl. -yyīn ~ -yye] 神道の

／神道（信者）  
ᵓurdni [adj./n.: pl. -yyīn ~ -yye] ヨルダン

の／ヨルダン人  
yaḅāni [adj./n.: pl. -yyīn ~ -yye] 日本の

／～人

 
6.1.1.3.：語尾 -iyye 
単数形が -ži で終わる語およびそれ以外の -Ci で終わる語の少数。 

sg. pl.  
kundarži 
baḥri 

kundaržiyye 
baḥriyye 

靴屋 
水夫 

このようにして複数形を作る語は次のように表示する。 
kundarži [n.: pl. -yye] 靴屋 
 
【練習 6-5】次の語を複数形にせよ。

ᵓawanṭaži [n.: pl. -yye] 詐欺師  
baḥri [n.: pl. -yye] 水夫  
bōyāži [n.: pl. -yye] 靴磨き／ペンキ屋  
bustanži [n.: pl. -yye] 庭師  
dukkanži [n.: pl. -yye] 商店主  
kahrabži [n.: pl. -yye] 電気工事人  
ḥarāmi [n.: pl. -yye] 泥棒  
ᵓiṭfāᵓi [n.: pl. -yye] 消防士  
kundarži [n.: pl. -yye] 靴屋・靴職人  

madani [n.: pl. -yye] 都市民  
maškalži [n.: pl. -yye] トラブルメーカ

ー  
qumarži [n.: pl. -yye] 博徒  
saᶜāti [n.: pl. -yye] 時計職人  
sufarži [n.: pl. -yye] ウエイター  
sukarži [n.: pl. -yye] 呑兵衛  
xuḍarži [n.: pl. -yye] 八百屋
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6.1.1.4.：語尾 -e 
単数形が CaCCāC, CaCCīC の語形パターンによる語の一部。CaCCāC の語形を

持つ語は -īn の語尾による複数形も可。 
sg. pl.  

šaġġīl šaġġīle 肉体労働者 
このようにして複数形を作る語は次のように表示する。 
šaġġīl [n.: pl. -E] 肉体労働者 
 
【練習 6-6】次の語を複数形にせよ。

dahhīn [n.: pl. -E] ペンキ屋  
farrān [n.: pl. -E ~ -īn] パン職人  
šaġġīl [n.: pl. -E] 肉体労働者  
laᶜᶜīb [n.: pl. -E] スポーツ選手  

ṭarrīš [n.: pl. -E] 漆喰職人  
xabbāz [n.: pl. -E ~ -īn] パン職人  
zabbāl [n.: pl. -E ~ -īn] 清掃人

 
6.1.1.5.：語尾 -āt 
(1) 人を表す名詞 
人を表す名詞の女性形（-E で終わるもの）から -E を除去して -āt を付けると

「女性複数」を表す。人を表す名詞の「女性複数」はその集団の構成員が全員女

性の場合にのみ用いられる。 
f.sg. f.pl.  

mwaẓẓafe 
ṭālbe 
falasṭīniyye 

mwaẓẓafāt 
ṭālbāt 
falasṭīniyyāt 

事務系女子職員 
女子学生 
パレスチナ人女性 

 
【練習 6-7】次の名詞を女性単数形・女性複数形に変えよ。

ᶜazzābi [adj./n.: pl. -yyīn ~ -yye] 未婚の

／未婚者  
briṭāni [adj./n.: pl. -yyīn ~ -yye] 英国の

／～人  
diblumāsi [n.: pl. -yyīn ~ -yye] 外交官  
falasṭīni [adj./n.: pl. -yyīn ~ -yye] パレス

チナの／パレスチナ人  
fannān [n.: pl. -īn] 芸術家・芸[能]人  
fransāwi [adj./n.: pl. -yyīn ~ -yye] フラン

スの／フランス人  
ᵓisraᵓīli [adj./n.: pl. -yyīn ~ -yye] イスラ

エルの／イスラエル人  
kundarži [n.: pl. -yye] 靴屋・靴職人  
kūri [adj./n.: pl. -yyīn ~ -yye] 韓国の／韓

国人  
masīḥi [adj./n.: pl. -yyīn ~ -yye] キリスト

教の／キリスト教徒  
miṭṭawwiᶜ [n.: pl. -īn] ボランティア（す

る人）  
mṣawwir [n.: pl. -īn] カメラマン  
muḥāmi [n.: pl. -īn ~ yyīn] 弁護士  
mwaẓẓaf [n.: pl. -īn] 事務系職員  
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ṣaḥafi [n.: pl. -yyīn] ジャーナリスト  
ṭabbāx [n.: pl. -īn] 調理師  

yaḅāni [adj./n.: pl. -yyīn ~ -yye] 日本の

／～人

 
(2) 人以外を表す名詞 

sg. pl.  
maḥall 
sayyāra* 

maḥallāt 
sayyarāt 

場所・店 
自動車 

＊単数形が -E で終わるものはこれを除去して -āt を付ける。 
 
このようにして複数形を作る語は次のように表示する。 
maḥall [n.m.: pl. -āt] 場所・店・席 
sayyāra [n.f.: pl. -āt] 自動車 
 
【練習 6-8】次の語を複数形にせよ。

belefon [n.m.: pl. -āt] 携帯電話  
bāṣ [n.m.: pl. -āt] バス  
brintir [n.m.: pl. -āt] プリンター  
kasēt [n.m.: pl. -āt] カセット  
kubbāy [n.f.: pl. -āt] コップ  
kumbyūtar [n.m.: pl. -āt] コンピュータ  
maḥaṭṭa [n.f.: pl. -āt] 駅  
maḥḥāy [n.f.: pl. -āt] 消しゴム  
maktabe [n.f.: pl. -āt] 図書館  

mažalle [n.f.: pl. -āt] 雑誌  
msažžil [n.m.: pl. -āt] 録音機  
mtakke [n.f.: pl. -āt] 灰皿  
sayyāra [n.f.: pl. -āt] 自動車  
sēᶜa [n.f.: pl. -āt] 時計  
šāše [n.f.: pl. -āt] ディスプレイ  
ṭāwle [n.f.: pl. -āt] テーブル  
waraqa [n.f.: pl. -āt] 紙

 
6.1.1.6.：語尾 -ēn 

sg. pl.  
īd ᵓidēn 手 
以下の４語（語幹の形が変わるものもあるので注意）。複数形は次のように表示

する。 
ᵓīd [n.f.: pl. ᵓidēn] 手  
ᵓižir [n.f.: pl. ᵓižrēn] 足  
ᶜēn [n.f.: pl. ᶜinēn] 目  
dān [n.f.: pl. dinēn] 耳  
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6.1.1.7.：不規則なもの 
sg. pl.  

fāḍi 
muḥāmi 

fāḍyīn 
muḥāmīn ~ muḥāmiyyīn 

暇な 
弁護士 

このようにして複数形を作る語は次のように表示する。 
fāḍi [adj.: pl. -yīn] 暇な  
muḥāmi [n.: pl. -īn ~ yyīn] 弁護士 
 
6.1.2.：語形を変えるもの 
本教材では語形を変えて作る複数形を「語幹複数形」と呼ぶ。 

sg. pl.  
ṭālib 
bēt 

ṭullāb 
byūt 

学生 
家 

このようにして複数形を作る語は次のように表示する。 
ᶜarabi [adj./n.: pl. ᶜarab] アラブの／アラブ人  
madrase [n.f.: pl. madāris] 学校  
 
【練習 6-9】次の語の複数形を確認せよ。

ᶜāmil [n.: pl. ᶜummāl]（肉体）労働者  
ᶜarabi [adj./n.: pl. ᶜarab] アラブの／ア

ラブ人  
ᵓaᶜma [adj.: f. ᶜamya, pl. ᶜumyān] 盲目の  
ᵓabyaḍ [adj.: f. bēḍa, pl. buyuḍ] 白い  
ᵓahbal [adj.: f. habla, pl. hubul] 愚かな  
ᵓaḥmar [adj.: f. ḥamra, pl. ḥumur] 赤い  
ᵓamērkāni [adj./n.: pl. ᵓamērkān] アメリ

カの／アメリカ人  
ᵓaswad [adj.: f. sōda, pl. sūd] 黒い  
ḍēf [n.: pl. ḍyūf] 客  
ᵓinglīzi [n.: pl. ᵓinglīz] 英国人  
ktāb [n.m.: pl. kutub] 本  
kursi [n.m.: pl. karāsi] 椅子  
madrase [n.f.: pl. madāris] 学校  
maktab [n.m.: pl. makātib] 事務机  
mislim [n.: pl. -īn ~ ᵓislām] ムスリム  

mudīr [n.: pl. mudara] 社長  
ᵓōḍa [n.f.: pl. uwaḍ] 部屋  
ʠāḍi [n.: pl. ʠuḍā] 裁判官  
rukbe [n.f.: pl. rukab] 膝  
sāyiḥ [n.: pl. suwwāḥ] 観光客  
sbanyōli [n.: pl. sbanyōl] ~ ᵓisbāni [pl. 

ᵓisbān] スペイン人  
ṣaff [n.m.: pl. ṣufūf] 教室  
šanta [n.f.: pl. -āt, šunat] カバン  
šubbāk [n.m.: pl. šabābīk] 窓  
tilmīz [n.: pl. talāmīz] 生徒  
ṭālib [n.: pl. ṭullāb] 学生  
yahūdi [n.: pl. yahūd] ユダヤ教徒  
zamīl [n.: pl. zumala] 同僚・同級生  
ẓarf [n.m.: pl. ẓurūf] 封筒  
žarīde [n.f.: pl. žarāyid] 新聞  
žuzdān [n.m.: pl. žazādīn] 財布
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6.1.3.：代名詞の複数形 
(1) 人称代名詞 

 sg. pl. 
3.m. huwwe 

humme 
3.f. hiyye 
2.m. ᵓinte 

ᵓintu 
2.f. ᵓinti 
1. ᵓana ᵓiḥna 

 
(2) 指示代名詞 

 m.sg. f.sg. pl. 
近称 hāda hādi hadōl 
遠称 hadāk hadīk hadōlāk 

 
6.1.4.：複数形名詞と形容詞・代名詞の数の一致 
複数形名詞に対して形容詞は次の要領で数を一致させる 
 
6.1.4.1.：人を表す名詞 

 sg. pl. 
 
m. 

hāda ṭālib šāṭir 
ṭālib iždīd 
ṭālib ᵓurdni 

hadōl ṭullāb šāṭrīn 
ṭullāb iždād 
ṭullāb ᵓurdniyyīn ~ ᵓurdniyye 

 
f. 

hādi ṭālbe šāṭre 
ṭālbe ždīde 
ṭālbe ᵓurdniyye 

hadōl ṭālbāt šāṭrīn ~ hadōl ṭālbāt šāṭrāt* 
ṭālbāt iždād* 
ṭālbāt ᵓurdniyyāt 

＊男性複数形が -īn となる形容詞は -āt を付けて女性複数形を作ることができ

るが、語幹複数形の形容詞は複数形で男女の区別はない。 
 
6.1.4.2.：人以外を表す名詞 
人以外の名詞の複数形に対しては、複数形が -īn となる形容詞は女性単数形で、

複数形が語幹複数形の場合は複数形または女性単数形で一致する。 
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 sg. pl. 
 
m. 

hāda ktāb maᶜrūf 
ktāb iždīd 
ktāb ᵓurdni 

hādi kutub maᶜrūfe ~ maᶜrufīn 
kutub iždād ~ iždīde 
kutub ᵓurdniyye 

 
f. 

hādi mažalle maᶜrūfe 
mažalle ždīde 
mažalle ᵓurdniyye 

hādi mažallāt maᶜrūfe ~ maᶜrufīn 
mažallāt iždād ~ iždīde 
mažallāt ᵓurdniyye 

 
【練習 6-10A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
ḥāra [n.f.: pl. -āt] 地区  
malān [adj.: pl. -īn] 一杯の・満ちた  
maṭᶜam [n.m.: pl. maṭāᶜim] レストラン  

maxzan [n.f.: pl. maxāzin] 倉庫  
ždīd [adj.: pl. ždād] 新しい  

============================================================== 
1. hadōl ṭullāb iždād.  humme falasṭīniyyīn (falasṭīniyye).  humme ṭullāb mumtazīn. 
2. hadōl ṭālbāt iždād.  humme falasṭiniyyāt.  humme ṭālbāt mumtazāt. 
3. humme yaḅāniyyīn, miš hēk? - mbala, humme yaḅāniyye. 
4. humme banāt ᶜarabiyyāt willa yahūdiyyāt? - humme yahūdiyyāt. 
5. ᵓintu mašġulīn il-yōm, miš hēk? - mbala, l-yōm ᵓiḥna mašġulīn iktīr. 
6. wēn il-kumbyutarāt il-xarbāne? - humme fi l-maxzan. 
7. ᵓintu žuᶜānīn? - ᵓaywa, ᵓiḥna žuᶜānīn w-kamān ᶜaṭšanīn. 
8. miš ᵓintu faḍyīn l-yōm? - laᵓ, l-yōm ᵓiḥna mašġulīn iktīr. 
9. mīn hadōl? - humme ṭālbāt falasṭīniyyāt. 
10. w-mīn hadulāk? - hadulāk mūsa w-muna w-sāmi.  humme ṭullāb falasṭīniyyīn. 
11. wēn humme rāyḥīn? - humme rāyḥīn ᶜa-l-quds. 
12. šū hadulāk? - hadulāk…. hadīk iknīse w-hadāk masžid. 
13. šū hadōl? - hadōl kumbyūtarāt xarbāne. 
14. wēn mūsa w-ibrahīm? - humme nāymīn min-šān-hum ᶜayyanīn. 
15. šū hadōl? - hādi qahwe ᶜarabiyye w-hāda šāy inglīzi. 
16. hadōl iṭ-ṭullāb šāṭrīn iktīr. 
17. hadulāk is-sayyarāt xarbāne. 
18. hādi l-ḥāra malāne maṭāᶜim. 
 
【練習 6-10B】パレスチナ方言で言え。 
1. この人たちは新入生です。彼らはパレスチナ人です。彼らは優秀な学生です。

2. この女の人たちは新入生です。彼女らはパレスチナ人です。彼女らは優秀な
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学生です。 3. 彼らは日本人ですよね？－はい、彼らは日本人です。 4. 彼女

らはアラブ人の女の子ですか、ユダヤ教徒の女の子ですか？－彼らはユダヤ教

徒です。 5. あなた達は今日忙しいですよね？－はい、とても忙しいです。 6. 
あの壊れたコンピュータ (pl.) はどこですか？－倉庫にあります。 7. あなた

達はお腹がすいていますか？－はい、お腹がすいていますし喉も渇いています。

8. あなた達今日暇ではないのですか？－いいえ、今日はとても忙しいです。 9. 
これらは誰ですか？－彼女らはパレスチナ人学生です。 10. それではこの人た

ちは誰ですか？－あれはムーサとムナとカリームです。彼らはパレスチナ人学

生です。 11. 彼らはどこに行くのですか？－エルサレムに行きます。 12. あ
れらは何ですか？－あれらは・・・あれは教会であれはモスクです。 13. これ

らは何ですか？－壊れたパソコンです。 14. ムーサとイブラヒムはどこです

か？－病気で寝ています。 15. これらは何ですか？－これはアラブコーヒーで

これは紅茶です。 16. この学生たちはとても賢い。 17. あれらの車は壊れて

いる。 18. この地区はレストランだらけだ。 
 
6.2.：双数形 
名詞には「２つの・・・」を表す特別な形があり、これを「双数形（＝ du.）」と

呼ぶ。 
sg. du. 

ṭālib 
sayyāra 

ṭālbēn 二人の学生 
sayyārtēn ２台の自動車 

双数形は以下の要領で単数形に語尾 -ēn を付けて作る。 
 
6.2.1.：双数形の作り方 
(1) -C で終わる語 
-ēn を付ける際に語末の音節構造により短母音の脱落などが生じることがある。 

sg. du.  
-CV̄C 
-CaC 
-CVCC 

xayyāṭ 
mwaẓẓaf 
mistqill 
kalb 

xayyāṭēn 
mwaẓẓafēn 
mistqillēn 
kalbēn 

仕立屋 
事務系職員 
自営業者 
犬 

-CiC mᶜallim mᶜallmēn 教師 
-VCiCjiC mtaržim mtarižmēn 通訳 

 
【練習 6-11】次の名詞を双数形にせよ。

ḍēf [n.: pl. ḍyūf] 客  ktāb [n.m.: pl. kutub] 本  
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kumbyūtar [n.m.: pl. -āt] コンピュータ  
mᶜallim [n.: pl. -īn] 教師  
mislim [n.: pl. -īn] ムスリム  
qalam [n.m.: pl. qlām] ペン  

ṣaff [n.m.: pl. ṣufūf] 教室  
šahir [n.: pl. šhūr] 月（間）  
ṭālib [n.: pl. ṭullāb] 学生  
žuzdān [n.m.: pl. žazādīn] 財布

 
(2) 単数形が -i で終わる名詞 
語尾 -yyēn を付ける 

sg. du.  
kuntarži kundaržiyyēn 靴屋 

-i で終わる語でも国籍や宗教を表す語（falasṭīni, masīḥi 等）では双数形を作るこ

とができず、6.2.2. の要領で「二人の～」を表す。 
 
【練習 6-12】次の名詞を双数形にせよ。

dukkanži [n.: pl. -yye] 商店主  
kursi [n.m.: pl. karāsi] 椅子  
muḥāmi [n.: pl. -īn ~ yyīn] 弁護士  

ʠāḍi [n.: pl. ʠuḍa] 裁判官  
ṣaḥafi [n.: pl. -yyīn] ジャーナリスト  
sukarži [n.: pl. -yye] 呑兵衛

 
(3) 単数形が -CE, -āy で終わる名詞 
-CE で終わる語はこれを -Ctēn に変える。この時 -CE の直前の音節の構造に

よって語幹が変化することがある。 
sg. du.  

 
CVCE 

madrase 
muškile 
munāsabe 

 
CVCtēn 

madrastēn 
muškiltēn 
munāsabtēn 

学校 
問題 
機会 

CaCaCE waraqa CaCiCtēn wariqtēn 紙 

CV̄CE 
sēᶜa 
ṭarīqa 

CV̄Ctēn 
sēᶜtēn 
ṭarīqtēn 

時間 
方法 

CVCiCiE 
mažalle 
šaqqa 

CVCiCiCtēn 
mažalltēn 
šaqqtēn 

雑誌 
アパート 

CVTTE 
maḥaṭṭa 
mādde 

CVTTitēn 
maḥaṭṭitēn 
mādditēn 

駅 
要素 

CVCiCjE 
žāmᶜa 
ᶜulbe 

CVCiCjtēn 
žāmiᶜtēn 
ᶜulibtēn 

大学 
箱 

CVCTE 
šanta 
nuqṭa 

CVCiCtēn ~  
CVCCitēn 

šantitēn ~ šanittēn 
nuqṭitēn ~ nuqiṭtēn 

かばん 
点 

Cāy kubbāy Cāytēn kubbāytēn コップ 
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以上は原則だが、不規則なものもあるのでその場合は特に双数形の形を示した。 
fākiha [n.f.: du. fākihtēn, pl. fawākih] 果物  
yōm [n.m.: du. yumēn, pl. ᵓiyyām] 日  
 
【練習 6-13】次の名詞を双数形にせよ。

ᶜēn [n.f.: du. ᶜēntēn, pl. ᶜinēn] 目  
dān [n.f.: du. dāntēn, pl. dinēn] 耳  
fākiha [n.f.: du. fākihtēn, pl. fawākih] 果

物  
kalbe [n.f.: pl. -āt] 雌犬  
ᵓīd [n.f.: du. īdtēn, pl. idēn] 手  
ᵓižir [n.f.: du. ᵓižirtēn, pl. ᵓižrēn] 足  
kīlo [n.: du. kilōwēn ~ kiltēn, pl. -] キロ  
kubbāy [n.f.: pl. -āt] コップ  
maᶜna [n.m.: du. maᶜnayēn, pl. maᶜāni] 意
味  

madrase [n.f.: pl. madāris] 学校  
maḥaṭṭa [n.f.: pl. -āt] 駅  
maḥḥāy [n.f.: pl. -āt] 消しゴム  
maktabe [n.f.: pl. -āt] 図書館  
marra [n.f.: pl. -āt] 回  
ṭābiᶜa [n.f.: pl. -āt] プリンター  

mažalle [n.f.: pl. -āt] 雑誌  
mtakke [n.f.: pl. -āt] 灰皿  
mustašfa [n.m.: du. mustašfayēn, pl. -āt] 
病院  

mustawa [n.m.: du. mustawayēn, pl. -āt] 
レベル  

ᵓōḍa [n.f.: pl. uwaḍ] 部屋  
rukbe [n.f.: pl. rukab] 膝  
sayyāra [n.f.: pl. -āt] 自動車  
sēᶜa [n.f.: pl. -āt] 時計  
ṣūra [n.f.: pl. ṣuwar] 写真  
šanta [n.f.: pl. -āt, šunat] カバン  
šāše [n.f.: pl. -āt] ディスプレイ  
ṭāwle [n.f.: pl. -āt] テーブル  
waraqa [n.f.: pl. -āt] 紙  
žāmᶜa [n.f.: pl. -āt] 大学  
žarīde [n.f.: pl. žarāyid] 新聞

 
6.2.2.：双数形を用いない「２」の表現 
双数名詞の代わりに数詞の「２」＋複数形で「２つの～」を表現することができ

る。数詞の「２」は複数形名詞の後に置かれ、性の区別がある：m. tnēn, f. tintēn 
ṭullāb itnēn 二人の学生 
sayyarāt tintēn 二台の自動車 
 
なお、双数名詞も後に数詞の「２」を従えることができる（あくまでも「２つの

～」を意味する－「双数＋２＝４」ではない）。 
ṭālbēn itnēn 二人の学生 
sayyartēn tintēn 二台の自動車 
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6.2.3.：双数形名詞と形容詞・代名詞の数の一致 
名詞と形容詞は次の要領で性・数を一致させる。 
 
6.2.3.1.：人を表す名詞 

 sg. du. 
 
m. 

hāda ṭālib šāṭir 
ṭālib iždīd 
ṭālib ᵓurdni 

hadōl ṭālbēn šāṭrīn* 
ṭālbēn iždād 
ṭālbēn ᵓurdniyyīn ~ ṭālbēn ᵓurdniyye 

 
f. 

hādi ṭālbe šāṭre 
ṭālbe ždīde 
ṭālbe ᵓurdniyye 

hadōl ṭālibtēn šāṭrāt 
ṭālibtēn iždād 
ṭālibtēn ᵓurdniyyīn ~ ᵓurdniyye ~ ᵓurdniyyāt 

＊双数名詞は複数形として扱われるので、関係する形容詞や代名詞は複数形と

なる。 
 
6.2.3.2.：人以外を表す名詞 

 sg. du. 
 
m. 

hāda ktāb maᶜrūf 
ktāb iždīd 
ktāb ᵓurdni 

hadōl ktabēn maᶜrūfīn 
ktābēn iždād 
ktābēn ᵓurdniyyīn または ᵓurdniyye 

 
f. 

hādi mažalle maᶜrūfe 
mažalle ždīde 
mažalle ᵓurdniyye 

hadōl mažalltēn maᶜrufāt 
mažalltēn iždād 
mažalltēn ᵓurdniyyīn ~ ᵓurdniyye 

 
【練習 6-14A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
ᵓawwal [adj.] 第１の  
ᵓaxx [n.m.: pl. ᵓixwe] 兄・弟  
banḍōra [n.f.coll.] トマト  
hayyin [adj.: pl. -īn] 簡単な  
kbīr [adj.: pl. kbār] 大きい  
kīlo [n.m.: du. kīlōwēn ~ kiltēn, pl. -] キ
ロ  

kūsa [n.f.coll.] ズッキーニ  
tāni [adj.] 第２の  
ᵓuxt [n.f.: pl. xawāt] 姉・妹  
xyār [n.m.coll.] キューリ  
yaᶜni [interj.] まあ、何というか・つま

り  
zġīr [adj.: pl. zġār] 小さい  

============================================================== 
1. ᵓaxxēn ikbār w-ᵓuxt izġīre. 
2. hāda mūsa w-hadāk karīmMPN.  humme falasṭīniyyēn.  humme ṭālbēn mumtāzīn. 
3. hādi ᵓamīne w-hadīk muna.  humme falasṭiniyyāt.  humme ṭālibtēn šāṭrāt. 
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4. hādōl mažalltēn? - ᵓaywa. - mažalltēn ᵓusbūᶜiyye willa šahriyye? - hadōl mažalltēn 
šahriyye. 

5. hāt itnēn N kīlo banḍōra w-kīlo kūsa w-kilōwēn ixyār. 
6. lēš ᵓamīne w-ẓarīfe nāymāt? - min šān-hum muraḍa. 
7. mīn hadulāk? - hadulāk ᵓamīne w-ẓarīfe.  humme mᶜallimtēn šātrāt. 
8. mīn hadōl? - hadōl takeru w-ᵓasana  humme ṭālbēn yaḅāniyyīn. 
9. mīn hadōl? - hadōl ṭālbēn iždād. 
10. šū hadulāk? - hadulāk žāmᶜēn w-iknīstēn. 
11. šū hadōl? - hadōl kumbyutarēn xarbanāt. 
12. id-darsēn hadōl hayynīn willa ṣᶜāb? - yaᶜni…, id-dars il-ᵓawwal hayyin, bass id-dars 

it-tāni ṣaᶜb iktīr. 
 
【練習 6-14B】パレスチナ方言で言え。 
1. 二人の兄と一人の妹 2. こちらはムーサであちらはカリームです。彼らはパ

レスチナ人です。彼らは優秀な学生です。 3. こちらはアミーネであちらはム

ナです。彼女らはパレスチナ人です。彼女らは優秀な学生です。 4. これらは

（２冊の）雑誌ですか？－はい。－週刊誌ですか月刊誌ですか？－これらは月刊

誌です。 5. トマト２キロ、ズッキーニ１キロ、キューリ２キロください。 6. 
なぜアミーネとザリーフェは寝ているんですか？－彼女らは病気なんです。 7. 
あの人たちは誰ですか？－あれはアミーネとザリーフェです。彼女らは気の利

いた教師です。 8. あの人たちは誰ですか？－あれはタケルとアサナです。彼

らは日本人学生です。 9. この人たちは誰ですか？－この二人は新入生です。

10. あれらは何ですか？－あれは２つのモスクと２つの教会です。 11. あれら

は何ですか？－あれらは２台の壊れたパソコンです。 12. この２つの授業は難

しいですか優しいですか？－そうですね、一つ目は簡単ですが２つ目はとても

難しいです。 
 
6.3.：人を表す名詞の６つの形 
国籍・職業のように人を表す名詞には「男性単数形・女性単数形・男性複数形・

女性複数形・男性双数形・女性双数形」の６つの形がある。男性複数形は単語毎

に記憶する必要があるが、それ以外は男性単数形に特定の語尾を付ける。男性単

数形が ᵓaCCaC の語形パターンの語は女性複数形を持たず、この場合は男性複

数形で代用する（人に関わる形容詞も同様だが双数形はない）。 
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m.sg. f.sg. m.pl. f.pl. m.du. f.du.  
ṭālib ṭālbe ṭullāb ṭālbāt ṭālbēn ṭālibtēn 学生 
mašġūl mašġūle mašġulīn mašġulāt   忙しい 
ᵓahbal habla hubul   愚かな 
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7.：等位文２ 
ここでは述語が副詞句や前置詞句の等位文を学ぶ。 
 
7.1.：場所を表す副詞句・前置詞句 
等位文の述語が場所を表す前置詞句や副詞句の場合は「ＡはＢにいる・ある。」

を表現する。 
(1) 場所を表す副詞

hōn ここに  
hunāk あそこに  
ġād あそこに  
taḥit 下に  

fōq 上に  
quddām 前に  
wara 後に  
wēn? どこ？ 等

 
mūsa hōn. ムーサはここにいます。 
wēn ᵓinte?  ᵓinte taḥit willa fōq? - ᵓana hōn, taḥit. どこだ？上？それとも下？－ここ

だ、下だ。 
 
(2) 場所を表す前置詞

ᶜind ～の所に・～宅に  
fi ～に  
ᶜa-, ᶜala ～の上に  
taḥit ～の下に  

quddām ～の前に  
wara ～の後に  
hiqbāl ～の正面に  
b-žamb ～の隣に 等

 
ᵓamīne miš fi l-bēt. アミーネは家にいません。 
il-kumbyūtar ᶜa-ṭ-ṭāwle. そのコンピューターはテーブルの上にある。 
 
(3) 疑問詞は前置詞と組み合わせることができる（☛ II-3.8.）。 
mūsa quddām il-maṭᶜam. - quddām ᵓēš? - quddām il-maṭᶜam! ムーサはそのレストラ

ンの前にいる。－何の前ですって？－レストランの前です！ 
ᶜind mīn mūsa? - huwwe ᶜind ᵓamīne. ムーサは誰の所にいますか？－アミーネの所

です。 
 
(4) 前置詞を代名詞と共に用いつ時、例えば「彼の所でパーティーをした（ᶜind
～ の所で）。」などと言う場合、これまで見た ᵓana, ɔ inte, huwwe などの代名詞で

はなく、前置詞の後に付ける別の形態の代名詞を用いる。これを「接尾代名詞」

と呼ぶ。 
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 子音で終わる前置詞 母音で終わる前置詞* 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. ᶜind-o 
ᶜind-hum 

warā-h 
warā-hum 

3.f. ᶜind-ha warā-ha 
2.m. ᶜind-ak 

ᶜimd-kum 
warā-k 

warā-kum 
2.f. ᶜind-ik warā-ki 
1. ᶜind-i ᶜind-na warā-y warā-na 
＊fi, ᶜala については ☛ IV-1.4.。 
 
【練習 7-1】次の前置詞に接尾代名詞を付けよ。 
taḥit ～の下に quddām ～の前に hiqbāl ～の向かい側に b-žamb ～の隣に  
 
【練習 7-2A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
ᵓahil [n.m.: pl. ᵓahāli] 家族・一族  
ᵓahla [interj.] やあ  
ᵓalō [interj.] もしもし  
bāb [n.m.: pl. bībān] ドア・門  
bāb il-ᶜamūd [n.m.] ダマスカス門（エル

サレム旧市街）  
baladiyye [n.f.: pl. -āt] 市役所  
bēt-ḥanīnaTP [n.f.] ベート・ハニーナ 
… biḥki（電話で）～です  
ḥaky [n.m.] 話  
ḥammām [n.m.] トイレ  

ḥārt in-naṣāra [n.f.] キリスト教地区

（エルサレム旧市街）  
knīst il-iʠyāme [n.f.] 聖墳墓教会  
muftāḥ [n.m.: pl. mafātīḥ] 鍵  
nār [n.f.] 火  
raᵓīsi [adj.] 主な・主要な  
sinama [n.f.: pl. sinamawāt] 映画館  
ṭanžara [n.f.: ṭanāžir] 鍋  
ṭāwle [n.f.: pl. -āt] テーブル  
wasaṭ il-balad [n.m.] 街中  
wēn-o? 彼はどこですか？  

============================================================== 
1. il-bisse s-sōda taḥt iṭ-ṭāwle? 
2. il-kumbyūtar ᶜala ṭ-ṭāwle. 
3. fēn il-muftāḥ, miš ᶜind-ak? - mbala, ᶜind-i. 
4. ᵓamīne ᶜind mūsa? - laᵓ, miš ᶜind-o, ᶜind ẓarīfe.   
5. wēn bēt-ḥanīna? - bēt-ḥanīna bēn il-quds w-ramaḷḷa. 
6. wēn il-bōṣṭa r-raᵓīsiyye? - b-žamb il-maṭᶜam iṣ-ṣīni. - w-wēn il-maṭᶜam iṣ-ṣīni? - qarīb 

min is-sīnama ž-ždīde. 
7. wēn ᵓamīne? - hiyye b-žamb ẓarīfe. 
8. ᵓālō mūsa, wēn ᵓinte?  ᵓana fi l-balad il-qadīme. 
9. ᵓālō, takeru biḥki. - mīn? - takeru! - ᵓahla ya takeru. - mūsa hunāk? - laᵓ, huwwe miš 
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hōn. 
10. ᵓamīne fi l-bēt willa fi l-žāmᶜa? - hiyye miš fi l-bēt wa-la fi l-žāmᶜa, hiyye fi wasaṭ il-

balad. 
11. wēn knīst il-iʠiyāme? - hiyye fi ḥārt in-naṣāra fi l-balad il-qadīme. 
12. wēn mūsa? - fi l-maṭᶜam. - fi ᵓēš - fi l-maṭᶜam! 
13. wēn-ha ᵓamīne? - hiyye fi l-quds. 
14. mūsa miš fi l-žāmᶜa? - laᵓ. - wēn-o* ᵓizan? - lissa fi l-bēt. 
15. iṭ-ṭanžara fōq in-nār. 
16. ᵓālō ᵓamīne, wēn ᵓinti hallaq? - ᵓana quddām bāb il-ᶜamūd. - ᵓēš?  miš sāmiᶜ imnīḥ.  

quddām ᵓēš? - quddām bāb il-ᶜamūd! 
17. wēn il-bōṣṭa - quddām il-baladiyye. 
18. wēn mūsa? - huwwe nāyim fi t-taxit min-šān-o ᶜayyān. 
19. w-wēn il-maṭᶜam iz-zāki? - hayy-o hunāk. 
20. wēn ᵓana?  w-mīn ᵓana? 
21. wēn-ak?** 
22. law samaḥit, w… wēn il-ḥammām? - hunāk. 
23. ᶜind mīn mūsa? - huwwe ᶜind ᵓamīne. 
＊wēn「どこ？」に接尾代名詞を付けて「（人）はどこ？」を表現できる。 
＊＊wēn-ak? wēn-ik? wēn-kum? は「久しぶり！どうしてた？」を意味することが

ある。 
 
【練習 7-2B】パレスチナ方言で言え。 
1. 黒猫がテーブルの下にいる。 2. そのパソコンはテーブルの上にある。 3. 
鍵はどこ？君の所にない？－ああ、私の所にあります。 4. アミーネはムーサ

の所？－いや、ムーサではなくザリーフェの所にいます。 5. ベートハニーナ

はどこですか？－エルサレムとラマッラの間です。 6. 郵便局の本局はどこで

すか？－中華料理屋の隣です。－その中華料理屋はどこですか？－新しい映画

館の近くです。 7. アミーネはどこですか？－ザリーフェの隣にいます。 8. 
もしもしムーサ、今どこ？－旧市街にいる。 9. もしもし、タケルです。－ど

なた？－タケルです！－ああタケルか。－ムーサは在宅ですか？－いえ、ここに

はいないよ。 10. アミーネは家にいますか、大学にいますか？－家でも大学で

もなく街中にいます。 11. 聖墳墓教会はどこですか？－旧市街のクリスチャン

地区にあります。 12. ムーサはどこ？－レストランにいるよ。－どこに？－レ

ストラン！ 13. アミーネはどこ？－エルサレムにいる。 14. ムーサは大学じ

ゃないの？－いや。－それじゃどこ？－まだ家にいる。 15. 鍋が火にかかって

いる。 16. もしもしアミーネ、今どこ？－ダマスカス門の前にいるの。－何？
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よく聞こえない。何の前？－ダマスカス門の前！ 17. 郵便局はどこですか？－

市役所の向いです。 18. ムーサはどこですか？－病気なのでベッドに寝ていま

す。 19. そのおいしいレストランっていうのはどこだ？－ほら、あそこだ。 20. 
ここはどこ？私は誰？ 21. このところどうしてましたか？ 22. すみません、

ト・・・トイレはどこですか？－あそこです。 23. ムーサは誰の所にいますか？

－彼はアミーネの所にいます。 
 
7.2.：述語が場所以外を表す前置詞句による等位文 
(1) Ａ maᶜ Ｂ：ＡはＢと一緒にいる。 
maᶜ mīn mūsa? - mūsa maᶜ takeru. ムーサは誰と一緒にいる？－タケルと一緒にい

ます。 
 
maᶜ ＋接尾代名詞：接尾代名詞が付く場合２つの変種がある。 

 maᶜ- maᶜa- 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. maᶜ-o 
maᶜ-hum* 

maᶜā-h 
maᶜā-hum 

3.f. maᶜ-ha* maᶜā-ha 
2.m. maᶜ-ak 

maᶜ-kum 
maᶜā-k 

maᶜā-kum 
2.f. maᶜ-ik maᶜā-ki 
1. maᶜ-i maᶜ-na maᶜā-y maᶜā-na 
＊maᶜ-ha は maḥḥa、maᶜ-hum は maḥḥum のように発音されることもある。 
ᵓana miš maᶜ-ak fi ha-l-mawḍūᶜ. この話については貴男に与しない。 
maᶜ mīn mūsa? -huwwe maᶜā-y. ムーサは誰と一緒にいる？－私と一緒にいます。 
 
【練習 7-3A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
wa-la ḥada [exp.] 誰も（～でない）  ḥaqq [n.m.] 正しさ  
============================================================== 
1. maᶜ mīn mūsa? - huwwe maᶜ ᵓamīne. 
2. ᵓamīne maᶜ mīn? - hiyye maᶜ mūsa. 
3. mūsa mīn maᶜ-o fi s-sayyāra? - maᶜ-o brahīm. 
4. maᶜ mīn il-ḥaqq? - il-ḥaqq maᶜ-i. 
5. mīn maᶜ ᵓamīne fi s-sayyāra? - maᶜ-ha ḥada. 
6. mīn maᶜ ibrahīm? - mūsa maᶜ-o. 
7. mūsa maᶜ ᵓamīne, miš hēk? - laᵓ, miš maᶜ-ha, huwwe maᶜ ẓarīfe. 
8. mūsa maᶜ sāmi? - naᶜam, huwwe maᶜ-o. 
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9. wēn ᵓamīne? - hōn, hiyye maᶜ-na. 
10. wēn ᵓasana - hiyye maᶜ takeru. - maᶜ mīn? - maᶜ takeru! 
 
【練習 7-3B】パレスチナ方言で言え。 
1. ムーサは誰といますか？－アミーネと一緒にいます。 2. アミーネは誰と一

緒にいますか？－ムーサといます。 3. ムーサは誰と一緒に車にいますか？－

イブラヒムといます。 4. 誰が正しい？－俺が正しい！ 5. 誰がアミーネと一

緒に車の中にいますか？－誰もいませんよ。 6. 誰がイブラヒムと一緒です

か？－ムーサが一緒にいます。 7. ムーサはアミーネと一緒ですよね？－いい

え、彼女ではなくザリーフェと一緒にいます。 8. ムーサはサーミと一緒です

か？－はい、サーミと一緒にいます。 9. アミーネはどこですか？－ここ、私

達と一緒にいます。 10. アサナはどこですか？－タケルと一緒にいます。－誰

と一緒？－タケルと一緒です。 
 
(2) Ａ min Ｂ：ＡはＢ出身です。 
min wēn ᵓinte? どちらのご出身ですか？ 
mūsa min il-quds. ムーサはエルサレム出身です。 
 
min ＋接尾代名詞 
母音で始まる代名詞の前（網掛け部）で n が重子音になる点に注意 

 sg. pl. 
3.m. minn-o 

min-hum 
3.f. min-ha 
2.m. minn-ak 

min-kum 
2.f. minn-ik 
1. minn-i min-na 

 
【練習 7-4A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
ᶜažale [n.f.] 急ぎ  
ᵓanū [interrog.] どの？  
balad [n.f.: pl. blād] 国・町・故郷  

kufur yasīf [n.f.] クフル・ヤシーフ  
šīṭān [n.m.] 悪魔  

============================================================== 
1. ᵓana ᵓism-i ᵓamīne, min bēt-ḥanīna. 
2. brahīm min il-quds? - laᵓ, min kufur yasīf.   
3. ᵓasana min il-yaḅān? - ᵓaywa, hiyye min ᵓōsaka.   
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4. ya mūsa, min wēn ᵓinte? - ᵓana min il-quds.   
5. ya ᵓasana min wēn ᵓinti - ᵓana min il-yaḅān.  min wēn fi l-yaḅān? - ᵓana min ōsaka. 
6. min ᵓanū balad ᵓintu - ᵓiḥna min il-yaḅān.  
7. min ᵓanū balad sāmi?  huwwe min nāblis? - laᵓ, huwwe min ḥēfa.   
8. ᵓinte ᵓisraᵓīli? - laᵓ, ᵓana min falasṭīn. 
9. ᵓintu miš min il-quds? - laᵓ, ᵓiḥna min ḥēfa.   
10. ᵓinte miš min il-quds? - mbala, ᵓana min il-quds.   
11. il-ᶜažale min iš-šīṭān. 
 
【練習 7-4B】パレスチナ方言で言え。 
1. 私はアミーネと言います、ベートハニーナ出身です。 2. イブラヒムはエル

サレム出身ですか？－いいえ、クフルヤシーフ出身です。 3. アサナは日本出

身ですか？－はい、彼女は大阪出身です。 4. ムーサ、貴男はどこの出身です

か？－エルサレム出身です。 5. アサナ、君はどこ出身？－日本です。－日本

のどこ？－大阪です。 6. あなた達はどの国の出身ですか？－日本です。 7. 
サーミはどの町の出身ですか？ナブルスですか？－いえ、ハイファです。 8. 貴
男はイスラエル人ですか？－いいえ、私はパレスチナ出身です。 9. あなた達

はエルサレム出身ではないのですか？－いいえ、ハイファ出身です。 10. 貴男

はエルサレム出身ではないのですか？－はい、エルサレム出身です。 11. 急ぎ

は悪魔から（≒慌てる乞食は貰いが少ない）。 
 
(3) Ａ la-Ｂ：ＡはＢのものだ。 
hāda l-kumbyūtar la-ᵓamīne. このコンピューターはアミーネのものだ。 
bass hāda miš ᵓil-i. でもこれは私のではない。 
la-mīn hāda l-kumbyūtar? このコンピューターは誰のですか？ 
 
la- は名詞の前でのみ用いられる。接尾代名詞を付ける時は ᵓil- または la-ᵓil- 
という形になる。 
(la-)ᵓil- ＋接尾代名詞 

 sg. pl. 
3.m. (la-)ᵓil-o 

(la-)ᵓil-hum 
3.f. (la-)ᵓil-ha 
2.m. (la-)ᵓil-ak 

(la-)ᵓil-kum 
2.f. (la-)ᵓil-ik 
1. (la-)ᵓil-i (la-)ᵓil-na 
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hāda la-ᵓamīne? - naᶜam, hāda (la-)ᵓil-ha. これはアミーネのですか？－はい、これ

は彼女のです。 
 
【練習 7-5A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
balki [adv.] 多分  maktūb [n.m.: pl. makātīb] 手紙  
============================================================== 
1. la-mīn hāda? - hāda la-mūsa. 
2. la-mīn ha-š-šanta? - hādi la-ᵓamīne. 
3. la-mīn is-sayyāra hādi? - hādi ᵓil-i. 
4. la-mīn il-kutub hadōl? - la-zamīl-kum ibrahīm. 
5. la-mīn hādi s-sēᶜa, la-mūsa? - ᵓaywa, hādi la-mūsa. 
6. la-mīn ha-l-ġurfe? - hādi l-ġurfe la-mūsa. 
7. ya mūsa, hāda l-iktāb ᵓil-ak? - laᵓ, miš ᵓil-i.  izan la-mīn? - balki la-brahīm?  willa 

la-ᵓamīne? - lā, hāda miš ᵓil-o wa-la ᵓil-ha.  hāda la-ẓarīfe. 
8. hadāk iž-žuzdān ᵓil-ak? - ᵓaywa, ᵓil-i. 
9. tfaḍḍal, hāda ᵓil-ak. 
10. ha-l-maktūb ᵓil-ak willa ᵓil-ik? - hāda ᵓil-i. 
 
【練習 7-5B】パレスチナ方言で言え。 
1. これは誰のですか？－これはムーサのです。 2. このカバンは誰のですか？

－これはアミーネのです。3. この車は誰のですか？－これは私のです。 4. こ
れらの本は誰のですか？－貴男たちの同僚のイブラヒムのです。 5. この時計

は誰のですか？ムーサのですか？－はい、これはムーサのです。 6. この部屋

は誰のですか？－この部屋はムーサのです。 7. ムーサ、この本は貴男の？－

いいえ、私のではありません。－それでは誰の－多分イブラヒムのでは？それと

もアミーネの？－いや、これは彼のでも彼女のでもありません。これはザリーフ

ェのです。 8. あの財布は貴男のですか？－私のです。 9. どうぞ、これは貴

男のです。 10. この手紙は貴男のですか、それとも貴女のですか？－これは私

のです。 
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7.3.：存在文１ 
不定名詞を主語、場所を表す語句を述語とした文を「存在文」と呼ぶ。英語の 
there is …, there are … という構造の文と類似のものである。パレスチナ方言で

は there に相当するものとして fīh を用いる。 
 
(1) 肯定 fīh A B：ＢにＡがある。 
fīh bisse taḥt iṭ-ṭāwle. テーブルの下に猫がいる。 
šū fīh hōn? - hōn fīh maṭᶜam zāki. ここには何があるのですか？－ここにはおいしい

レストランがあります。 
 
(2) 否定 (ma-)fišš A B：ＢにＡがない。 
fišš maṭᶜam fi hāda š-šāriᶜ. この通りにはレストランがない。 
ma-fišš ḥada hōn. ここには誰もいない。 
なお、fīh は否定辞 (ma-)…-š で否定される「疑似動詞」である。 
 
【練習 7-6A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
ᵓaktar min ～以上  
bank [n.m.: pl. bnūke] 銀行  
daraže [n.f.: -āt] 度  
kaᶜke [n.f.: pl. -āt] ケーキ  
kamān išwayy [exp.] もう少し  
karāž [n.m.: pl. -āt] 車庫・ガレージ・自

動車整備工場  
lēle [n.f.: pl. layāli] 夜  
maṣāri [n.pl.] お金  
mizān [n.m.: pl. mawāzīn] 秤  

qadīm [adj.: pl. qudama] 古い  
sayyid [n.m.] ～氏  
ṣabi [n.m.: pl. ṣibyān] 男の子 
šams [n.m.] 太陽  
ṭābiq [n.m.: pl. ṭawābiq] 階  
tallāže [n.f.: pl. -āt] 冷蔵庫  
ᵓuṣbur 我慢せよ（☛ II-18.）  
waqt [n.m.] 時間  
žamb [n.m.] 側  

============================================================== 
1. fīh kaᶜke fi t-tallāže. 
2. fīh sayyarāt fi l-karāž. 
3. fīh ktāb ᶜa-ṭ-ṭāwle. 
4. il-yōm fišš waqt. 
5. fi hāda š-šāriᶜ fīh bnūke kbār w-zġār. 
6. fi l-ibnūke fīh maṣāri ktīr. 
7. fi hāda š-šāriᶜ fīh byūt ᶜala žambēn. 
8. fīh byūt ib-ṭābqēn ᵓaw talatN ṭawābiq. 
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9. fi ḥēfa fīh yahūd w-fīh ᶜarab. 
10. fišš ᵓōḍa fāḍye la-lēltēn? - mbala, fīh. 
11. fīh ᵓaktar min talatīnN daraže. 
12. ma-fišš iždīd taḥt iš-šams. 
13. šū fīh fi t-tallāže? - fīh kaᶜke. 
14. šū fīh hōn? - hōn fīh masžid qadīm. 
15. šū fīh fi ha-š-šāriᶜ? - fīh maṭᶜam zāki hōn. 
16. ma-fišš hōn ḥammām? - ma-fišš.  ᵓuṣbur kamān išwayy. 
 
【練習 7-6B】パレスチナ方言で言え。 
1. 冷蔵庫にケーキがある。 2. 車庫に車 (pl.) がある。 3. テーブルの上に本

がいる。 4. 今日は時間がない。 5. この通りには大小の銀行 (pl.) がある。

6. その銀行 (pl.) には多くの金がある。 7. この通りには両側に家 (pl.) がある。

8. ２階の家と３階の家がある。 9. ハイファにはユダヤ教徒とアラブ人がいる。

10. ２日分の部屋の空きはありますか？－はい、あります。 11. 今日は３０度

以上ある。 12. 日の下に新しき物なし。 13. 冷蔵庫に何がありますか？－ケ

ーキがあります。 14. ここに何がありますか？－ここには古いモスクがありま

す。 15. この通りには何がありますか？－ここにはおいしいレストランがあり

ます。 16. ここにはトイレはありませんか？－ありません。もう少し我慢して

ください。 
 
7.4.：存在文２ 
(1) 日本語で「私には兄がいる。」「今日パソコンある？」という表現があるが、

アラビア語では存在文を用いて同様の表現をする。この時特に ᶜind-, ɔ il-, maᶜ- と
いう前置詞が用いられる。この時主語は非限定名詞である。 
ᶜind mūsa talatN ᵓixwe. ムーサには３人兄弟がいる。 
ᵓil-o maṣāri ktīre. 彼には金がたくさんある。 
maᶜ-ik kumbyūtar il-yōm? 今日パソコンある？ 
 
この表現は「～は～を持っている。」という意味にも解釈できる。 
ᶜind ha-t-tāžir dukkān ikbīr. その商人には大きな店がある＝その商人は大きな店を

持っている。 
ᶜind-ak maṣāri? - naᶜam, ᶜind-i. お金持っていますか？－はい、持っています。 
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(2) 以下では上記の３つの前置詞を用いて「～には～がある。」「～は～を持って

いる。」と言う表現を学ぶ。なお、この表現においてこれらの前置詞は否定辞 
(ma-)…-š で否定されるので bidd-（☛ II-4.【表現】）と同様「疑似動詞」と呼ば

れる。 
 
(a) ᶜind 
ᶜind mūsa sayyāra. ムーサには車がある。 
ᶜind is-sikirtēra maktūb. 秘書は手紙を持っている。* 
＊il-maktūb ᶜind is-sikirtēra とすると「その手紙は秘書の所にある。」という意味

になる。 
ᶜind ＋接尾代名詞 

 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. ᶜind-o 
ᶜind-hum 

(ma-)ᶜind-ō-š 
(ma-)ᶜind-hum(m)-iš 

3.f. ᶜind-ha (ma-)ᶜind-hā-š 
2.m. ᶜind-ak 

ᶜind-kum 
(ma-)ᶜind-ak-iš 

(ma-)ᶜind-kum(m)-iš 
2.f. ᶜind-ik (ma-)ᶜind-ik-iš 
1. ᶜind-i ᶜind-na (ma-)ᶜind-ī-š (ma-)ᶜind-nā-š 

ᶜind-i waqit, yaᶜni ᵓana fāḍi. 私には時間があります。つまり暇です。 
ᵓakam* ᵓaxx ᶜind-ak? - ᶜind-i talatt ᵓixwe. ご兄弟は何人いますか？－３人います。 
＊ᵓakam の後には単数非限定形の名詞を置く。 
 
否定は接尾代名詞が付いた形でのみ用いられる。 
ᶜind-ak sayyāra l-yōm? - laᵓ, l-yōm ma-ᶜind-ī-š. 今日車ある？－いえ、今日はありま

せん。 
 
「ムーサには兄弟はいない。」と言う時にはまず「ムーサ」という固有名詞を言

った後で前置詞＋「ムーサ」に対応する接尾代名詞が付いた形を否定形にする。 
mūsa ma-ᶜind-ō-š ᵓaxx. ムーサには兄弟はいません（✖ ma-ᶜind-iš mūsa ᵓaxx.）。 
 
fīh（☛ II-7.3.）と組み合わせることができる（否定は (ma-)fišš ᶜind-）。 
fīh ᶜind-ak sayyāra? - ᵓaywa, fīh ᶜind-i sayyāra. 車をお持ちですか？－はい、持って

います。 
ᵓakam madrase fīh ᶜind-kum fi l-ʠarye? あなた方の村にはいくつ学校があります

か？ 
mūsa fišš ᶜind-o sayyāra. ムーサは車を持っていない。 
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【練習 7-7A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
ᶜtirāḍ [n.m.: pl. -āt] 反論  
ᵓakam + n.sg. いくつの・・・？  
binᶜaddū-š 数えきれない  
ḥarāra [n.f.] 熱  
hwāye [n.f.] 趣味  
kāfi [adj.] 十分な  
kull ᵓiši 全てのこと・もの  
laḥim [n.m.col.] 肉  
mašwi [p.p.] 炙られた  

mitᵓassif [adj.] 申し訳ない  
ʠarye [n.f.: pl. ʠura] 村  
suᵓāl [n.m.: pl. ᵓasᵓile] 質問  
ṣāḥib [n.: pl. ṣḥāb] 友人  
ṭḥīne [n.f.] タヒーナ（ゴマペースト）  
wāḥad (m.) / waḥade (f.) １  
walad [n.m.: pl. wlād ~ ᵓawlād] 男の子  
žamiᶜ ṭawābiᶜ 切手収集  

============================================================== 
1. bint-i ᶜind-ha ḥarāra l-yōm. 
2. fīh ᶜindᶜ-ak hiwāye? - ᵓaywa, hiwāyt-i žamiᶜ ṭawābiᶜ. 
3. ᶜind-i ṣāḥib ᵓisraᵓīli 
4. fīh ᶜind-kum waqit? - ᵓaywa, ᵓana ᶜind-i waqit kāfi. - mitᵓassif, ᵓana hallaq ma fišš ᶜind-

ī waqit. 
5. ᵓakam ᵓaxx ᶜind mūsa? / ᵓakam ᵓaxx ᶜind-o mūsa? / ᵓakam ᵓaxx mūsa ᶜind-o? / mūsa 

ᵓakam ᵓaxx ᶜind-o? - ᶜind-o ᵓaxxēn w-ᵓuxtēn. 
6. ᵓakam ᵓaxx ᶜind-ak? - ᶜind-i tnēn N, ᵓaxx ikbīr w-ᵓuxt izġīre. 
7. ᵓakam sayyāra fīh ᶜind-ak? - bass sayyāra waḥade. 
8. ᵓakam walad ᶜind-ak? - ma-ᶜind-ī-š wa-la walad. 
9. ᵓakam madrase fīh ᶜind-kum fi l-ʠarye? 
10. ᵓakam žāmᶜa fīh ᶜind-kum fi ṭōkyo? - binᶜaddū-š! 
11. ᵓayy fawākih ᶜind-ak? 
12. mīn ᶜind-o sayyāra? - ᵓamīne ᶜind-ha sayyāra ždīde.  w-kamān mūsa. 
13. šū fīh ᶜind-kum il-yōm? - fīh kull ᵓiši, ḥummuṣ, ṭḥīne, laḥim mašwi… 
14. šū fīh ᶜind-ak iᶜtirāḍ? - ma-ᶜind-ī-š wa-la ᶜtirāḍ. 
15. ᶜind-kum ᵓasᵓile? - naᶜam ya ᵓustāz, ᶜind-i suᵓāl. 
16. ᵓakam wāḥad ᵓintu fi l-ᶜēle? - ᶜind-i abb w-imm w-ᵓaxx wāḥad ᵓakbar minn-i b-santēn 

w-arbaᶜN xawāt. 
17. fīh ᶜind-ik sayyāra? - ᵓaywa, ᶜind-i.  bass hallaq xarbāne. 
18. šū ᶜind-ak wlād? - ma-ᶜand-ī-š iwlād.  w-inte? - ᶜind-i waladēn. 
19. ᵓakam min ᵓaxx w-ᵓakam min ᵓuxt ᶜind mūsa? - ᶜind-o talāteN, ᵓaxx kbīr w-ᵓuxtēn izġār. 

- w-ᵓamīne? - ᶜind-ha ᵓarbaᶜaN. - w-takeru? - huwwe walad waḥīd. 
 

78



79 
 
 

【練習 7-7B】パレスチナ方言で言え。 
1. 私の娘は熱がある。 2. ご趣味がおありですか？－はい、趣味は切手収集で

す。 3. 私にはイスラエル人の友人がいる。 4. 時間ありますか？－はい、た

っぷりあります。－申し訳ない、私はいま時間がありません。 5. ムーサには

何人兄弟がいますか？－兄弟二人と姉妹が二人います。 6. ご兄弟は何人いま

すか？－二人います。兄と妹です。 7. 車を何台持っていますか？－１台だけ

です。 8. お子さんは何人ですか？－一人もいません。 9. 村にはいくつの学

校がありますか？ 10. 東京にはいくつ大学がありますか？－数えきれません。

11. どんな果物がありますか？ 12. 誰が車持っている？－アミーネが新しい

車を持っている。ムーサもだ。 13. 今日は何がありますか？－何でもあります、

ホムス、タヒーナ、焼肉・・・ 14. 何か反論はありますか？－何も反論はあり

ません。 15. 質問は？－はい、先生、質問があります。 16. ご家族は何人で

すか？－父と母と２つ年上の兄と４人の姉妹がいます。 17. 車持っています

か？－はい、あります。でも壊れています。 18. お子さんはいますか？－私は

いません。貴男は？－二人います。 19. ムーサには兄弟姉妹は何人いますか？

－３人います。兄が一人と妹が二人です。－アミーネは？－４人います。－タケ

ルは？－彼は一人っ子です。 
 
(b) ᵓil- 
ᵓil- ＋接尾代名詞 

 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. ᵓil-o 
ᵓil-hum 

(ma-)l-ō-š 
(ma-)l-hum-iš 

3.f. ᵓil-ha (ma-)l-hā-š 
2.m. ᵓil-ak 

ᵓil-kum 
(ma-)l-ak-iš 

(ma-)l-kum-iš 
2.f. ᵓil-ik (ma-)l-ik-iš 
1. ᵓil-i ᵓil-na (ma-)l-ī-š (ma-)l-nā-š 

tfaḍḍal, ɔ il-ak makātīb. はいどうぞ、貴男宛てに手紙があります（来ています）よ。 
 
名詞と組み合わせて用いる時は 7.1.2.3. で見たように la- を用い、例えば「ムー

サ宛に手紙がある。」と言う場合は la-mūsa maktūb. 又は fīh maktūb la-mūsa. の
ような表現になる。 
 
fīh と組み合わせることができる。 
fīh ᵓil-ak ᵓixwe? ご兄弟はいらっしゃいますか？ 
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【練習 7-8A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
ᶜalāʠa [n.f.: pl. -āt] 関係  
ᶜanze [n.f.: pl. -āt] 山羊  
ᶜāqil [adj.: pl. -īn, ᶜuqqāl] 頭が良い  
ᵓamal [n.m.: pl. ᵓāmāl] 希望  
ᵓamma [conj.] しかし  
fāyde [n.f.] 利益・利息・役に立つこと  
ḥayāt [n.f.] 人生・生活  
ḥaẓẓ [n.m.] 運・チャンス  
ᵓilla [conj.] ～以外～でない  
lākin [conj.] しかし  
lōn [n.m.: pl. alwān] 色  
mara [n.f.: pl. niswān] 女性  
masᵓale [n.f.: pl. masāᵓil] 問題・件  

musāᶜid [n.: pl. -īn] 助手  
ṃayye [n.f.] 水  
nadāme [n.f.] 後悔  
nafs [n.f.] 意欲  
qīme [n.f.: pl. qiyam] 価値 
šahiyye [n.f.] 食欲  
šēkil [n.m.: pl. šawākil] シェケル  
šīṭān [n.m.: pl. šayāṭīn] 悪ガキ・悪魔  
talž [n.m.] 雪・氷  
wišš ~ wižh [n.m.: du. wužhēn, pl. wžūh] 
顔・側面  

xarūf [n.m.: pl. xirfān] 羊  
žār [n.: pl. žīrān] 隣人  

============================================================== 
1. ma-l-ī-š ᵓayya ᶜalāʠa fi ha-l-masᵓale. 
2. brahīm mrīḍ w-ma-l-ō-š šahiyye. 
3. hiyye mara faqīre, ma-l-hā-š ᵓilla xarūf w-talatN ᶜanzāt. 
4. ᵓil-ak ᵓixwe? - laᵓ, (ma-)il-ī-š. 
5. il-ṃayye ma-l-hā-š lōn, ᵓamma t-talž ᵓabyaḍ. 
6. il-mudīr ᵓil-o musāᶜid. 
7. in-nadāme ma-l-hā-š fāyde. 
8. mᶜallim-na ma-l-ō-š kumbyūtar. 
9. žār-na ᵓil-o waladēn, l-ikbīr ᶜāqil, lākin ᵓaxū-h šīṭān. 
10. ma-l-hā-š ᵓamal fi l-ḥayāt. 
11.kull šī ġāli l-yōm; iš-šēkil ma-l-ō-š qīme. 
12. kull ᵓiši ᵓil-o wužhēn. 
13. ma-l-ī-š nafs. 
14. žārt-i maskīne, ma-l-hā-š ḥaẓẓ. 
15. fīh ᵓil-i makātīb? - fīh talāteN ᵓil-ak. 
 
【練習 7-8B】パレスチナ方言で言え。 
1. 私はこの問題に何のかかわりもない。 2. イブラヒムは病気で食欲がありま

せん。 3. 彼女は貧しい女で、羊１頭と山羊３匹しか持っていない。 4. ご兄

弟はおありですか？－いいえ、ありません。 5. 水には色がありませんが、雪
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は白い。 6. 所長には助手がいる。 7. 後悔しても仕方ない。 8. 私達の先生

はパソコンを持っていません。 9. 我々の隣人には二人子供がいます。上の子

はおとなしいが下の子はやんちゃです。 10. 彼女には生きる望みがない。 11. 
今時はなんでも高い。シェケルには何の価値もない。 12. どんなものにも２面

（＝裏表）がある。 13. 私はやる気がありません。 14. お隣さんはかわいそ

う、彼女には運がない。 15. 私宛に手紙 (pl.) がありますか？－３通あります。 
 
(c) maᶜ 
maᶜ ＋接尾代名詞 

 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. maᶜ-o 
maᶜ-hum 

(ma-)maᶜ-ō-š 
(ma-)maᶜ-hum-iš 

3.f. maᶜ-ha (ma-)maᶜ-hā-š 
2.m. maᶜ-ak 

maᶜ-kum 
(ma-)maᶜ-ak-iš 

(ma-)maᶜ-kum-iš 
2.f. maᶜ-ik (ma-)maᶜ-ik-iš 
1. maᶜ-i maᶜ-na (ma-)maᶜ-ī-š (ma-)maᶜ-nā-š 

maᶜ-ak qalam? - maᶜ-i bass qalam irṣāṣ ペン持っていますか（ペンがありますか）？

－鉛筆しかありません。 
 
fīh と組み合わせることができる。 
fīh maᶜ-ak qalam? ペンを持っていますか？ 
 
【練習 7-9A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
bawwāb [n.: pl. -īn] 門番  
kamān ḥada 他に誰か  
maḥramit waraq [n.f.: pl. maḥārim 

waraq] ティッシュペーパー  

sīd-i 御主人！  
tasrīḥ [n.m.: pl. tasārīḥ] 許可証  
waḷḷāhi [interj.] 本当に  

============================================================== 
1. ᵓakam iktāb maᶜ-ak? - maᶜ-i talatN kutub. 
2. l-imwaẓẓaf ma-maᶜ-ō-š maṣāri. 
3. fīh maᶜ-ak belefon? - ᵓaywa, hayy-o. 
4. mīn maᶜ-o mafātīḥ? - il-bawwāb maᶜ-o mafātīḥ. 
5. qaddēš maᶜ-ak maṣāri? - maᶜ-i bass mīt N šēkil. 
6. qaddēš maᶜ-ak? - ma-fišš maᶜ-i wa-la šēkil. 
7. šī wāḥad maᶜ-ak? - laᵓ, wa-la ḥada maᶜ-i 
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8. maᶜ-ak maḥārim waraq? - laᵓ, ma-maᶜ-ī-š ᵓilla maḥrame. 
9. fīh maᶜ-ak maṣāri? - laᵓ, ma-maᶜ-ī-š. 
10. fīh maᶜ-hum kamān ḥada fi hadīk is-sayyāra? - la, bass humme t-tinēn. 
11. wēn mūsa? - žamb il-bōṣṭa - mīn kamān fīh maᶜ-o? - brahīm. 
12. fišš maᶜ-ak xamsīnN šēkil? - waḷḷāhi, ya sīd-i, ma-maᶜ-ī-š. 
13. šū fīh maᶜ-ak fōq? - wa-la ᵓiši. 
14. šū maᶜ-ak fi l-žuzdān? - fīh maᶜ-i ṣūrtēn, waḥade la-marat-i w-waḥade la-bint-i. 
15. lēš ma-fišš maᶜ-ak tasrīḥ? 
16. šū maᶜ-ik fi š-šanta? - maᶜ-i žuddān w-muftāḥ. - maᶜ-ik qalam? - laᵓ, ma-maᶜ-ī-š. 
 
【練習 7-9B】パレスチナ方言で言え。 
1. 本を何冊持っていますか？－３冊あります。 2. その職員は金がない。 3. 
ケータイ持っていますか？－はい、どうぞ。 4. 誰が鍵を持っているのですか？

－門番が持っています。 5. どのくらいお金ある？－１００シェケルしかない。

6. いくらある？－１シェケルもない。 7. 誰か一緒にいますか？－いえ、誰も

いません。 8. ティッシュ持っていますか？－いや、ハンカチしかない。 9. お
金持っていますか？－いや、持っていません。 10. 彼らと一緒に車の中に他に

誰かいるか？－いや、彼ら二人だけです。 11. ムーサはどこ？－郵便局の脇に

いる。－他に誰か一緒にいる？－イブラヒムがいる。 12. ５０シェケル持って

いませんか？－いやあ、ご主人、ありません。 13. 貴男は上に何をお持ちです

か？－何もありません。 14. 財布の中に何を持っているのですか？－写真が２

枚、１枚は妻の、１枚は娘のです。 15. なぜ許可証を持っていないのですか？

16. カバンに何がありますか？－財布と鍵があります。－ペンはありますか？－

いいえ、ありません。 
 
【表現】 
==単 語=======================================================
ᵓayya ... いかなる～も  
bēn [prep.] ～の間に  
ḥall [n.m.: pl. ḥlūl] 解決  
muškile [n.f.: pl. mašākil] 問題  
nāfiᶜ [adj.] 効く・効果的な  

rāy [n.m.: pl. ārāᵓ] 意見  
sāḥa [n.f.: pl. -āt] 広場・校庭  
taᵓsīr [n.m.: pl. -āt] 影響・効果  
xtilāf [n.m.: pl. -āt] 差異・違い  

============================================================== 
(1) ma-ᶜind-A wa-la B. ＡにはひとつもＢがない。 
ma-ᶜind-ī-š wa-la šēkil. 私は１シェケルも持っていない。 
mūsa ma-ᶜind-ō-š wa-la ᵓaxx. ムーサには兄弟がいない。 

82



83 
 
 

(2) ma-B ᵓilla A ＡしかＢしない 
ma-ᶜind-i ᵓilla kumbyūtar wāḥad. 私には１台しかパソコンがない。 
ᵓamīne ma-maᶜ-hā-š ᵓilla xamsīnN šēkil. アミーネは５０シェケルしか持っていない。 
 
(3) ḥada ~ šī wāḥad 誰か／ma- … ḥada 誰も～でない 
maᶜ-ha ḥada. 彼女と一緒に誰かいます。 
fīh ḥada hunāk? - laᵓ, ma-fišš ḥada. あそこに誰かいますか？－いいえ、誰もいませ

ん。 
ma-fišš wa-la ḥada. 誰も（誰一人）いません。 
 
(4) ma-B ᵓayya ~ wa-la A どんなＡもＢしない 
ma-fīh ᵓayya xtilāf bēn ᵓārāᵓ-hum. 彼らの意見の間には何の違いもない。 
ha-d-dawa miš nāfiᶜ, ma-l-ō-š ᵓayy taᵓsīr. この薬は効かない、何の効果もないんだ。 
ma-fišš ᵓayy ḥall la-ha-l-muškile. この問題には何の解決策も無い。 
 
(5) kamān ... 他に・・・、他の・・・、更なる 
fīh kamān ḥada hunāk? そこに他に誰かいますか？ 
fišš kamān maṭᶜam fi ha-š-šāriᶜ? この通りに他にレストランはないのか？ 
fīh bisstēn fi ha-s-sāḥa…  hayy-ha kamān waḥade hunāk. この広場には猫が２匹い

る。ほら、あそこにもう一匹！ 
kamān ᵓiši 他に何か  
kamān ḥada 他に誰か  
kamān išwayy もう少し  
kamān marra もう一度  
kamān sēᶜa あと１時間（で）  
kamān suᵓāl もう一つ質問  
kamān wāḥad もう一つ  
kamān yumēn あと２日（で）  
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8.：所有表現 
8.1.：接尾代名詞 
これまで見てきた代名詞 ᵓana ᵓinte, huwwe などは主に主語を示すために用いら

れるが、「私の～」「彼の～」のように所有を表す時は、名詞の後に直接付ける別

の形の代名詞－これを「接尾代名詞」と呼ぶ－が用いられる。 
 
8.1.1.：接尾代名詞の形 
接尾代名詞は名詞が子音で終わるか母音で終わるかによって形が異なることが

ある。 
(1) 子音で終わる名詞に付くとき 
 ktāb 本 

 sg. pl. 
3.m. ktāb-o 彼の本 

ktāb-hum 
3.f. ktāb-ha 彼女の本 
2.m. ktāb-ak 

ktāb-kum 
2.f. ktāb-ik 
1. ktāb-i ktāb-na 

 
(2) 母音で終わる名詞に付くとき 
 ᵓaxu 兄・弟 

 sg. pl. 
3.m. ᵓaxū-h 

ᵓaxū-hum 
3.f. ᵓaxū-ha 
2.m. ᵓaxū-k 

ᵓaxū-kum 
2.f. ᵓaxū-ki 
1. ᵓaxū-y ᵓaxū-na 

 
【練習 8-1】次の語に接尾代名詞を付けよ（複数形も。但し ▴ が付いている語を

除く）。 
ᶜamm [n.: pl. ᶜmām] 父方のおじ  
ᵓabu ~ ᵓabb [n.m.: pl. ᵓabbahāt] 父  
ᵓaxu ~ ᵓaxx [n.m.: pl. ▴ᵓixwe] 兄弟  
balad [n.f.: pl. blād] 町・（生まれた）町 
bēt [n.m.: pl. byūt] 家  
ḍēf [n.: pl. ḍyūf] 客  
ᶜēn [n.f.: pl. ▴ᶜinēn] 目  

ᵓīd [n.f.: pl. ▴ᵓidēn] 手  
ᵓimm [n.f.: pl. ᵓimmayāt] 母  
ᶜinwān ~ ᶜunwān [n.m.: pl. ᶜanāwīn] 住所  
ktāb [n.m.: pl. kutub] 本  
kumbyūtar [n.m.: pl. -āt] コンピュータ  
kursi [n.m.: pl. karāsi] 椅子  
maktab [n.m.: pl. makātib] 事務机  
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mawḍūᶜ [n.m.: pl. mawāḍīᶜ] 話題・テー

マ  
naḍḍarāt [n.pl.] 眼鏡  
sīd [n.m.] 祖父  
sitt [n.f.] 祖母  

ṣaff [n.m.: pl. ṣfūf] 教室  
ᵓuxt [n.f.: pl. xawāt] 姉妹  
zamīl [n.: pl. ▴zumala] 同僚・同級生  
žuzdān [n.m.: pl. žazādīn] 財布

 
8.1.2.：名詞語幹の変化 
以下のような音形で終わる名詞に接尾代名詞を付ける時、名詞の語幹が変化す

るので注意を要する。 
(1) -CiC, -CuC で終わる名詞 
母音で始まる接尾代名詞（-o, -ak, -ik, -i）が付く時、i, u が脱落する。 

 ṣāḥib 友人／šuġul 仕事 
 sg. pl. 

3.m. ṣā́ḥb-o / šúġl-o 
ṣāḥib-hum / šuġul-hum 

3.f. ṣāḥíb-ha / šúġul-ha 
2.m. ṣāḥb-ak / šūġl-ak 

ṣāḥib-kum / šuġul-kum 
2.f. ṣāḥb-ik / šuġl-ik 
1. ṣāḥb-i / šuġl-i ṣāḥib-na / šuġul-na 

 
【練習 8-2】次の語に接尾代名詞を付けよ（複数形も。但し ▴ が付いている語を

除く）。

ᵓahil [n.m.: pl. ᵓahāli] 家族・両親  
ᵓisim [n.m.: pl. ᵓasāmi] 名前  
ᵓižir [n.f.: pl. ▴ižrēn] 足  
msažžil [n.m.: pl. -āt] 録音機  

šuġul [n.m.:pl. ᵓašġāl] 仕事  
ṣāḥib [n.: pl. ṣḥāb] 友人  
ṭālib [n.: pl. ṭullāb] 学生

 
【練習 8-3A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
ᵓarḍ [n.f.: pl. ᵓarāḍi] 土地・地面 
binni [adj.] 茶色い  

qamīṣ [n.m.: pl. qumṣān] シャツ  

============================================================== 
1. hāda ktāb-ak? - laᵓ, hāda miš iktāb-i. 
2. hāda miš muftāḥ-ak? - mbala, hāda muftāḥ-i. 
3. hadāk kumbyūtar-ak? - naᶜam, hadāk kumbyūtar-i. 
4. hāda miš qamīṣ-i.  qamīṣ-i ᵓaswad, bass hāda binni.   
5. il-bēt bēt-ak. 
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6. ᵓimm-ik wēn rāyḥa? - hi rāyḥa ᶜa-s-sūq. 
7. šū ᵓism-ak? - ᵓism-i mūsa. 
8. w-šū ᵓīmēl-ak? - ᵓīmēl-i …   
9. šū ᶜinwān-ak? - ᶜinwān-i …   
10. mīn hadāk? - hadāk ᵓaxū-y. 
11. mīn hādi? - hādi ᵓuxt-i. 
12. mīn hadōl? - hāda ᵓabū-y w-hāda ᵓaxū-y w-hādi ᵓimm-i w-hādi ᵓuxt-i w-hadāk sīd-i w-

hadīk sitt-i. 
13. mīn hāda? - hāda ṣāḥb-i mūsa. 
14. mīn hadāk? - hadāk imᶜallim-hum. 
15. wēn ᵓaraḍī-k? - ᵓana sākin fi l-quds. 
16. kīf? - msažžl-ak xarbān? 
 
【練習 8-3B】パレスチナ方言で言え。 
1. これは貴男の本ですか？－いいえ、これは私の本ではありません。 2. これ

は貴男の鍵ではないのですか？－いや、これは私の鍵です。 3. あれは貴男の

パソコンですか？－はい、あれは私のパソコンです。 4. これは私のシャツで

はありません。－私のシャツは黒ですがこれは茶色です。 5. どうぞおくつろ

ぎください（＝この家は貴男の家です）。 6. 貴女のお母さんはどちらへ行くの

ですか？－市場へ行くところです。 7. お名前は？－ムーサです。 8. メール

アドレスは何ですか？－私のアドレスは・・・です。 9. ご住所は？－私の住

所は・・・です。 10. あれは誰ですか？－あれは私の兄（弟）です。 11. こ
の女性はどなたですか？－これは私の姉（妹）です。 12. この人たちはどなた

ですか？－これは私の父、こちらは私の兄、こちらは母、こちらは妹、あちらは

祖父、あちらは祖母です。 13. こちらはどなたですか？－これは私の友人のム

ーサです。 14. あちらはどなたですか？－あれは彼らの先生です。 15. どち

らにお住まいですか？－エルサレムに住んでいます。 16. どうしました？録音

機が壊れているのですか？ 
 
(2) -E, -āy, -āh で終わる語 
これらの語尾をそれぞれ -t, -āyt, -āt に変えて接尾代名詞を付ける。更に接尾代

名詞の種類（①母音で始まる代名詞（-o, -ak, -ik, -i）か②子音で始まる代名詞（-
ha, -hum,-kum, -na）か）によって以下の様に語形が変化する。 
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(a) -VCE で終わる名詞 
 -CCaCE -CāCE CaCaCE 
 madrase 学校 sayyāra 自動車 waraqa 紙 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. madrást-o 
madrasit-hum 

sayyā́rt-o 
sayyārit-hum 

wárqit-o 
warqít-hum 

3.f. madrasít-ha sayyārít-ha warqít-ha 

2.m. madrast-ak 
madrasit-kum 

sayyārt-ak 
sayyārit-kum 

warqit-ak 
warqít-kum 

2.f. madrast-ik sayyārt-ik warqit-ik 

1. madrast-i madrasit-na sayyārt-i sayyārit-na warqit-i warqít-na 

 
(b) -āy, -āt で終わる語 

 -āy -āt 
 kubbāy カップ ḥayāt 生活 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. kubbā́yt-o 
kubbāyit-hum 

ḥayā́t-o 
ḥayā́t-hum 

3.f. kubbāyít-ha ḥayā́t-ha 

2.m. kubbāyt-ak 
kubbāyit-kum 

ḥayā́t-ak 
ḥayā́t-kum 

2.f. kubbāyt-ik ḥayā́t-ik 

1. kubbāyt-i kubbāyit-na ḥayā́t-i ḥayā́t-na 

 
【練習 8-4】次の語に接尾代名詞を付けよ（複数形も）。

daffāy [n.f.: -āt] 暖炉・ストーブ  
ḥarake [n.f.: pl. -āt] 運動・動き  
kanabāy [n.f.: -āt] ソファー  
maḥḥāy [n.f.: -āt] 消しゴム  
maktabe [n.f.: pl. -āt] 図書館  
miškile [n.f.: mašākil] 問題  
mrāy [n.f.: pl. muri] 鏡  
ṣalāt [n.f.: pl. ṣalawāt] 礼拝  

šāše [n.f.: pl. -āt] ディスプレイ  
sayyāra [n.f.: pl. -āt] 自動車  
sēᶜa [n.f.: pl. -āt] 時計  
ṭābiᶜa [n.f.: pl. -āt] プリンター  
tanake [n.f.: pl. -āt, tankāt] 缶  
tirbāy [n.f.] 教育  
žarīde [n.f.: pl. žarāyid] 新聞

 
 
 
 
 
 
 

87



88 
 
 

(c) -VCCjE で終わる名詞 
Cj が d, ḍ, t, ḍ（＝ T）か否かで語幹に変化が見られる。 
(c’) Cj が T 以外 

 -V̄CCE -VCCE 
 ṭāwle テーブル mišikle 問題 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. ṭāwílt-o 
ṭāwlit-hum 

miškílt-o 
mišiklit-hum 

3.f. ṭāwlít-ha mišiklít-ha 
2.m. ṭāwilt-ak 

ṭāwlit-kum 
miškilt-ak 

mišiklit-kum 
2.f. ṭāwilt-ik miškilt-ik 
1. ṭāwilt-i ṭāwilit-na miškilt-i mišiklit-na 

 
 -VCCE -VCiCiE 
 rukbe ひざ šaqqa アパート 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. rúkibt-o 
rukbít-hum 

šáqqt-o 
šaqqit-hum 

3.f. rukbít-ha šaqqít-ha 
2.m. rúkibt-ak 

rukbít-kum 
šáqqt-ak 

šaqqit-kum 
2.f. rúkibt-ik šáqqt-ik 
1. rúkibt-i rukbít-na šáqqt-i šaqqit-na 

 
【練習 8-5】次の語に接尾代名詞を付けよ（複数形も。但し ▴ が付いている語を

除く）。

ᶜāfye [n.f.] 健康  
ᶜuṭle [n.f.] 休暇  
mušikle [n.m.: pl. ▴mašākil] 問題  
mažalle [n.f.: -āt] 雑誌  
matakke [n.f.: pl. -āt] 灰皿  
rukbe [n.f.: pl. rukab] 膝  

ruxṣa [n.f.] 許可・免許  
šaqqa [n.f.: pl. šuqaq ~ šaqqāt] アパート

（集合住宅の一区分）  
ṭāwle [n.f.: pl. -āt] テーブル  
ṭāyfe [n.f.: pl. -āt] 宗教コミュニティー  
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(c’’) Cj が T 
 šanta かばん 
 sg. pl. 

3.m. šántit-o 
šantit-hum 

3.f. šantít-ha 
2.m. šantit-ak 

šantit-kum 
2.f. šantit-ik 
1. šantit-i šantit-na 

 
【練習 8-6】次の語に接尾代名詞を付けよ（複数形も）。

faxde [n.f.: pl. fxād] 太もも  
maḥaṭṭa [n.f.: pl. -āt] 駅  
miᶜde [n.f.] 胃  

mudde [n.f.] 期間  
nukte [n.f.: pl. nukat] ジョーク・小話  
ᵓōḍa [n.f.: pl. uwaḍ] 部屋  

 
【練習 8-7A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
mxarbaṭ [adj.] 散らかった   
============================================================== 
1. hādi sayyārt-ik? - laᵓ, miš sayyārt-i, hādi sayyārt-ak. 
2. hadīk sayyārit-ha? - laᵓ, hadīk miš sayyārit-ha. 
3. ᶜēlt-ak wēn sākne? - humme sāknīn fi ᵓōsaka. 
4. maᶜ mīn ᵓinte sākin? - ᵓana sākin maᶜ ᶜēlt-i.   
5. bēt-ak qarīb min dukkānt-i? - naᶜam, qarīb.   
6. dukkānt-ak muš bᶜīde ᶜan bēt-i? - mbala, bᶜīde ktīr. 
7. ᵓōḍt-ak wsīᶜa? - laᵓ, ḍayyqa ktīr. 
8. hādi šanitt-ak? - laᵓ, miš šantit-i, balki šantit-ha? 
9. hādi maḥḥāyt-o, min-šān-ha zġīre. 
10. lēš ᵓōḍt-ak mxarbaṭa ha-l-qadde? 
 
【練習 8-7B】パレスチナ方言で言え。 
1. これは貴女の車ですか？－いいえ、これは私の車ではありません。貴男の車

です。 2. あれは彼女の車ですか？－いいえ、あれは彼女の車ではありません。

3. 貴男の家族はどこに住んでいますか？－大阪に住んでいます。 4. 貴男は誰

と住んでいますか？－私は家族と住んでいます。 5. 貴男の家は私の家から近

いですか？－はい、近いです。 6. 貴男の店は私の家から遠くないのですか？

－いいえ、とても遠いです。 7. 貴男の部屋は広いですか？－いいえ、とても
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狭いです。 8. これは貴男のカバンですか？－いいえ、私のカバンではありま

せん、多分彼女のカバンでは？ 9. これは彼の消しゴムです、小さいから。 10. 
なぜ貴男の部屋はこんなに散らかっているのですか？ 
 
(d) 複数語尾 -ēn につく場合。 
語末の -n を取り去った後で接尾代名詞を付ける。 

 ᵓidēn 手／ᶜinēn 目 
 sg. pl. 

3.m. ᵓidē-h / ᶜenē-h 
idē-hum / ᶜenē-hum 

3.f. ᵓidē-ha / ᶜenē-ha 
2.m. ᵓidē-k / ᶜenē-k 

idē-kum / ᶜenē-kum 
2.f. ᵓidē-ki / ᶜenē-ki 
1. ᵓiday-y(e) / ᶜenay-y idē-na / ᶜenē-na 

ᶜenēn「目」はᶜenē-h, ᶜenē-ha… と並んで ᶜinē-h, ᶜinē-ha… という形もある。 
 
【練習 8-8】次の語に接尾代名詞を付けよ。 
dinēn 耳 ᵓižrēn 足  
 
なお、双数形の名詞には接尾代名詞を付けることはできない。 
 
8.1.3.：限定性 
接尾代名詞が付いた名詞は限定扱いなので、修飾する形容詞には定冠詞が付く。 
hāda ktāb-o l-iždīd. これは彼の新しい本です。 
wēn maṭbaᶜt-ak il-xarbāne? お前の壊れたプリンターはどこだ？ 
 
8.1.4.：指示形容詞の位置 
指示形容詞は次の位置に置かれる。 
「この彼の新しい本」 
(1) ktāb-o l-iždīd hāda  
(2) ktāb-o hāda l-iždīd 
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【練習 8-9A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
ᵓawāᶜi [n.pl.] 服  
ᵓaxrāni [adj.] 最後の・最近の  
hadaf [n.m.: pl. ᵓahdāf] 目的  
ḥaqīqi [adj.] 本当の  
ᵓižtimāᶜi [adj.] 社会的な  
mālis [adj.] しなやかな・なめらかな  
maṣriyyāt [n.pl.] お金  

muhimm [adj.] 重要な  
šaᶜir [n.m.col.] 髪  
wisix [adj.] 汚い・汚れた  
xāṣṣ [adj.] 個人的な  
xibra [n.f.] 経験  
zyāra [n.f.: pl. -āt] 訪問  

============================================================== 
1. ᶜalāqt-o l-ižtimāᶜiyye 
2. ᵓawaᶜī-ha l-iždād 
3. ᵓaxū-k l-izġīr 
4. bēt-ik l-iždīd 
5. bint-i l-izġīre 
6. sayyārit-hum il-qadīme 
7. hadaf-o l-ḥaqīqi 
8. ḥaky-o l-wisix 
9. ktāb-kum il-qadīm 
10. kumbyūtar-na l-xarbān 
11. maṣriyyāt-o l-xāṣṣa 
12. šaᶜir-ha l-mālis iṭ-ṭawīl 
13. xibrit-na l-muhimme 
14. ᵓuxt-ha l-ikbīre 
15. zyārt-i l-ᵓaxrāniyye la-ᶜammān 
 
【練習 8-9B】パレスチナ方言で言え。 
1. 彼の社会的関係 2. 彼女の新しい服 3. 貴男の弟 4. 貴女の新しい家 5. 
私の小さい娘 6. 彼らの古い車 7. その本当の目的 8. 彼の下品な話 9. あ
なた達の古い本 10. 私達の壊れたパソコン 11. 彼の個人的な金 12. 彼女の

なめらかで長い髪 13. 我々の重要な経験 14. 彼女の姉 15. 私のアンマンへ

の最後の訪問 
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【練習 8-10A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
ᶜala [prep.] ～の上に・～に依って  
ᶜamal [n.m.: pl. aᶜmāl] 活動  
ᶜāyiš [a.p.] 生きている・生活している  
ᶜazīz [adj.: pl. -īn] 愛しい・親愛なる  
faqīr [adj.: pl. fuqara] 貧しい  
fāšil [a.p.] 失敗した  
ġarīb [adj./n.: pl. ġuraba] 変な・奇妙な

／よそ者・外国人  
hadiyye [n.f.: hadaya] プレゼント  

ḥusun [n.m.] 善  
ᵓibin [n.m.] 息子  
ᵓinsāni [adj.] 人間的な・人道的な  
kāmil [adj.] 完全な  
māli [adj.] 金銭的な  
niyye [n.f.: pl. -āt] 意思・意図  
ʠtiṣādi [adj.] 経済的な  
šabb [n.m.: pl. šabāb] 青年・男の子  
siyāse [n.f.: pl. -āt] 政策  

============================================================== 
1. ᵓabū-y ᵓism-o ᵓabu sāmi ᶜala ᵓism-i, li-ᵓann-o ᵓana ᵓibn-o l-ikbīr. 
2. šū ᵓism-o l-kāmil? - ᵓism-o l-kāmil huwwe mūsa brahīm il-xāldi. 
3. hiyye mašhūra b-ᵓaᶜmāl-ha l-ᵓinsāniyye. 
4. huwwe sākin maᶜ iwlād-o l-ikbār. 
5. ᵓibin ᶜamm-i mabsūṭ min šuġl-o l-iždīd 
6. ᵓibn-o l-ikbīr mitžawwiz. 
7. iš-šabb ᶜāyiš maᶜ ᵓimm-o l-faqīre. 
8. l-hadiyye min ḥusn in-niyye w-miš fi qīmit-ha l-maliyye. 
9. siyāst-o l-iʠtiṣādiyye fāšle. 
10. ᵓuxt-i l-ikbīre kamān mitžawwze.  
11. žār-ak il-qarīb wa-la ᵓaxū-k il-ibᶜīd.   
12. ya mūsa, mīn hadāk iz-zalame l-ġarīb? - šū!?  huwwe ṣāḥib-na l-ᶜazīz takeru! 
 
【練習 8-10B】パレスチナ方言で言え。 
1. 私の父は私の名前を取ってアブ・サーミです、私は彼の長男なので。 2. 彼
のフルネームは何ですか？－彼のフルネームはムーサ・イブラヒム・ハーリディ

ーです。 3. 彼女はその人道的活動で知られている。 4. 彼は大きな子供たち

と住んでいる。 5. 私のいとこは自分の新しい仕事に満足している。 6. 彼の

長男は結婚している。 7. その青年は貧しい母と暮らしている。 8. プレゼン

トは好意からのものであり、その金銭的な価値にあるものではない。 9. 彼の

経済政策は失敗している。 10. 私の姉も結婚している。 11. 遠くの兄弟より

も近くの隣人 12. ムーサ、あの変な男は誰だ？－何だって？あれは我々の大事

な友人タケルだよ。 
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8.2.：イダーファ句 
イダーファ句（☛ IV-2.3.6.）とは、「ムーサの本」「家の鍵」のように所有者に当

たる部分が名詞からなる句を言う。イダーファ句では「車の点検（＝車を点検す

ること）、春の到来（＝春が来ること）」のように実際の所有ではなく主客の関係

を表すこともある。 
 
(1) 所有者が代名詞の場合は 8.1. で見たように被所有者を表す名詞の後に所有

者を表す代名詞を置いたが、イダーファ句でも同様に被所有者を表す名詞の後

に所有者を表す名詞を置く。 
ktāb mūsa ムーサの本 
miftāh bēt 家の鍵 
 
以下では被所有者を表す名詞を「名詞Ａ」（または「ムダーフ・イライヒ」）、所

有者を表す名詞を「名詞Ｂ」（または「ムダーフ」）と呼ぶ。 
ktāb mūsa ムーサの本：ktab = 名詞Ａ（ムダーフ・イライヒ） 

mūsa = 名詞Ｂ（ムダーフ） 
 
(2) 名詞Ａが -E で終わる場合、これを -it に変える。 
このように名詞が「名詞Ａ」の位置で変化した形を「構成位相（☛ IV-1.3.6.）」
と呼ぶ。 
maḥaṭṭit bāṣ バスの駅（＝バス停） 
hādi sayyārit mīn? - sayyārit ᵓamīne. これは誰の車ですか？－アミーネの車です。 
 
(3) 名詞Ｂには定冠詞または接尾代名詞を付けることができる。 
muftāḥ il-bēt その家の鍵 
muftāḥ bēt-o 彼の家の鍵 
 
(4) ２つ以上の名詞を組み合わせることもできる。定冠詞や接尾代名詞は一番最

後の名詞にのみ付けることができる。 
muftāḥ bēt mūsa ムーサの家の鍵 
muftāḥ bāb bēt mūsa ムーサの家のドアの鍵 
muftāḥ bāb bēt-o 彼の家のドアの鍵 
muftāḥ bāb il-bēt その家のドアの鍵 
 
(5) イダーファ句を構成する語を修飾する形容詞はイダーファ句の後に置き、修

飾する形容詞の性・数に一致する。 
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muftāḥ sayyāra ždīd 車の新しい鍵 
muftāḥ sayyāra ždīde 新しい車の鍵 
多くの場合、形容詞は名詞Ｂを修飾する 
 
(6) イダーファ句が全体として限定の時は形容詞に定冠詞を付ける 
muftāḥ is-sayyāra l-iždīde その新しい車の鍵 
bēt ᵓamīne l-iždīd アミーネの新しい家 
muftāḥ sayyārt-o l-iždīde 彼の新車の鍵 
 
【練習 8-11A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
ᶜamāra [n.f.: pl. -āt] ビル  
banzīn [n.m.] ガソリン  
bināye [n.f.] 建設  
mġayyim [adj.] 曇った  
raʠam [n.m.: pl. ᵓarʠām] 番号  

samak [n.m.] 魚  
ṭayyib [adv.] よしよし  
xarbān [adj.] 腐った・傷んだ  
zyāra [n.f.: pl. -āt] 訪問 

============================================================== 
1. bināyt il-ᶜamāra 
2. zyārt iḍ-ḍēf 
3. ᵓaxū-h tāžir ᵓawāᶜi. 
4. hāy bint il-imᶜallim? - naᶜam, hiyye bint-o. 
5. kīf ṭaqs il-quds? - lissa mġayyim. 
6. law samaḥit, wēn maktab il-imᶜallim? - hōn. 
7. maḥaṭṭit il-banzīn qarībe min bēt-na 
8. šū raʠam bēt-ak? - raʠam bēt-i sitteN. 
9. wēn bēt ᵓamīne? - bēt-ha fi l-quds. 
10. wēn bēt ha-ṭ-ṭālib? - bēt-o hōn. 
11. mūsa fīh maᶜ-o muftāḥ is-sayyāra? - laᵓ, ma-maᶜ-ō-š. 
12. hāda kumbyūtar mīn? - hāda kumbyūtar ᵓamīne. 
13. šū hāda? - hādi žāmᶜit ᵓōsaka. 
14. hādi ġurfe raʠam talāteN... yaᶜni ġurfit mūsa, w-hādi raʠam ɔ arbaᶜaN… ā, ṭayyib, hādi 

ġurift-i. 
15. brahīm ṣāḥib mīn?  ṣāḥib mūsa willa sāmi? - huwwe la ṣāḥib mūsa wa-la ṣāḥib sāmi.  

huwwe ṣāḥib ᵓaxū-y. 
16: šū ha-r-rīḥa?! - hāy rīḥt is-samak il-xarbān hāda. 
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【練習 8-11B】パレスチナ方言で言え。 
1. ビルの建設 2. 客の訪問 3. 彼の兄は衣料品販売業だ。 4. こちらは先生

の娘さん？－そう、先生の娘さんです。 5. エルサレムの天気はどうですか？

－まだ曇っている。 6. すみません、職員室はどこですか？－ここです。 7. ガ
ソリンスタンドはここから近い。 8. 貴男の家の番号は何ですか？－私の家の

番号は６番です。 9. アミーネの家はどこですか？－彼女の家はエルサレムに

あります。 10. その学生の家はどこですか？－彼の家はここです。 11. ムー

サは車の鍵を持っていますか？－いいえ、持っていません。 12. これは誰のコ

ンピューターですか？－これはアミーネのコンピューターです。 13. これは何

ですか？－これは大阪大学です。 14. これは３号室・・・つまりムーサの部屋

ね。それでこれは４号室・・・ああこれが私の部屋ね。 15. イブラヒムは誰の

友達？ムーサの友達、それともサーミの友達？－彼はムーサの友達でもサーミ

の友達でもありません。彼は私の兄の友人です。 16. この匂いは何？－これは

この腐った魚の臭いです。 
 
(7) 様々な名詞句の結合 
(a) ＡのＢとＣ：B w-C A 

mᶜallmīn w-ṭullāb iž-žāmᶜa 大学の教員と学生 
(b) ＡとＢのＣ：C A w-B 

bēt mūsa w-ᵓaxū-h ムーサとその弟の家 
ṣāḥib il-maṭᶜam w-il-qahwa そのレストランとカフェのオーナー 

 
(8) 「『本』という単語」、「ハイファという都市」。 
kilmit iktāb 「本」という単語 
madīnit ḥēfa 「ハイファ」という都市 
 
8.3.：名詞＋接尾代名詞＋ la- 名詞（接尾代名詞＝名詞） 
hāda ktāb-o la-mūsa. これはムーサの本です。 
hādi sayyārit-ha la-ᵓamīne. これはアミーネの車です。 
 
【練習 8-12A】日本語に訳せ。 
1. ᵓaxū-ha la-ᵓamīne 
2. maṭᶜam-o la-z-zalame hāda 
3. mīn hāda? - hāda ᵓabū-ha la-ᵓamīne. 
4. šū hāda? - hāda daftar-o la-l-imᶜallim. 
5. wēn ᵓixiwt-o la-mūsa? 
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【練習 8-12B】パレスチナ方言で言え。 
1. アミーネの兄（弟） 2. この男の食堂 3. こちらはどなたですか？－こちら

はアミーネのお父さんです。 4. これは何ですか？－これは先生のノートです。

5. ムーサの兄弟はどこですか？ 
 
8.4.：前置詞 tabaᶜ 
==単 語=======================================================
raff [n.m.: pl. rfūf] 棚  
l-ᵓaᶜla 一番上の  
yōm il-ᵓaḥad [n.m.] 日曜日  

nādi [n.m.: pl. nawādi] クラブ（スポー

ツなどの）  
ḥafle [n.f.: pl. -āt] パーティー  

============================================================== 
(1) 前置詞 tabaᶜ を用いて所有関係を表現できる。tabaᶜ は英語の of のように

その前に被所有者を表す名詞、後の所有者を表す名詞を置く。通常被所有者を表

す名詞は定冠詞によって限定される。 
il-kumbyūtar tabaᶜ mūsa ムーサのパソコン 
ir-raff il-ᵓaᶜla tabaᶜ it-tallāže 冷蔵庫の一番上の棚 
 
tabaᶜ には接尾代名詞を付けることができる（☛ IV-1.4.）。 

 tabaᶜ 
 sg. pl. 

3.m. tabaᶜ-o 彼の 
tabaᶜ-hum 

3.f. tabaᶜ-ha 彼女の 
2.m. tabaᶜ-ak 

tabaᶜ-kum 
2.f. tabaᶜ-ik 
1. tabaᶜ-i tabaᶜ-na 
＊tāᶜ という短縮形も用いられることがある：tāᶜ-o, tāᶜ-ha, tāᶜ-ak… 
 
kull yōm ḥadd fīh ḥafle fi n-nādi tabaᶜ-na. 毎日曜日私達のクラブで宴会がある。 
il-žuzdān tabaᶜ-i ᵓaswad. 私の財布は黒だ。 
 
tabaᶜ の前の名詞が女性名詞の時には tabaᶜit (~ tāᶜt)、複数形名詞の時は tabaᶜūn 
(~ taᶜūn) という形が用いられることがある。 
l-miᶜde tabᶜt-ak 貴男の胃袋 
it-tallāže l-qadīme tabᶜit-na 私達の古い冷蔵庫 
iž-žārāt tabaᶜūn-ha 彼女のお隣さんたち 
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【練習 8-13A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
ᶜāli [adj.] 高い  
ḍaġṭ [n.m.] 圧力  
damm [n.m.] 血  
lissāt- [adv.] 未だ  
masrūq [adj.] 盗られた  
mawžūd [adj.] 存在している  
mitzakkir [a.p.] 覚えている  

numra [n.f.] 番号  
sīġa [n.f.] 宝石  
tilfizyōn [n.m.: pl. -āt] テレビ  
ṭayyib [adj.: pl. -īn] 良い  
žawāz (safar) [n.m.: pl. žawazāt -] パス

ポート  

============================================================== 
1. iš-šaqqa tabaᶜ-na fī-ha talat ġuraf w-maṭbax w-ḥammām. 
2. ḍaġṭ id-damm tabaᶜ-ak ᶜāli šwayy. 
3. hayy žawāz is-safar tabaᶜ-i w-hayy žawāz bint-i. 
4. wēn in-naḍḍarāt tabaᶜ-i? 
5. ᵓakam ġurfe fī ha-š-šaqqa tabaᶜ ibrahīm? 
6. ᵓakam taxit fīh fi ġurfit in-nōm tabaᶜ-ik? 
7. wēn il-maktab tabaᶜ-kum? 
8. il-maṣāri tabaᶜ-i w-is-sīġa tabaᶜ mart žār-na masrūqīn. 
9. huwwe qāᶜid lissāt-o fi l-quds. 
10. fi š-šāriᶜ tabaᶜ-na nās ṭayybīn.  
11. wen ir-ruxṣa tabaᶜt-ak? - hayy ir-ruxṣa tabaᶜt-i. 
12. wēn huwwe mawžūd? - fi-s-sayyāra tabaᶜ-o. 
13. ᵓana miš mitzakkir numrit t-talifōn tabaᶜ-ak. 
14. it-tilfizyōn tabaᶜ-na xarbān. 
 
【練習 8-13B】パレスチナ方言で言え。 
1. 私達のアパートには部屋が３つと台所とトイレがある。 2. 貴男の血圧は少

し高い。 3. はい、これが私のパスポートでこれが娘のパスポートです。 4. 俺
の眼鏡はどこだ？ 5. このイブラヒムのアパートには何部屋ありますか？ 6. 
貴女の寝室にはいくつベッドがありますか？ 7. あなた達の事務所はどこです

か？ 8. 私のお金とお隣の奥さんの宝石が盗られている。 9. 彼はまだエルサ

レムに留まっている。 10. 私達の通りには良い人たちがいる。 11. 貴男の免

許証はどこですか？－はい、これが私の免許証です。 12. 彼はどこにいます

か？－彼の車の中にいます。 13. 貴男の電話番号を覚えていません。 14. 私
達のテレビは壊れている。 
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(2) tabaᶜ の他にも šēt (šēt-o, šēt-ha, šēt-ak…) も用いられる。 
l-iknīse šēt-na 私達の教会 
 
(3) 等位文で tabaᶜ, šēt による前置詞句を述語として「ＡはＢのものである。」を

表現する。 
hāda tabaᶜ mīn? - hāda tabaᶜ-i. これは誰の？－私のです。 
 
【表現】 
(1) 天気 
kīf iṭ-ṭaqs? 天気はどうですか？ 
id-dinya šōb. 暑い。 
id-dinya bard. 寒い。 
ᵓana mšawwib / bardān（私は）暑い／寒い 
daražit il-ḥarāra ᶜālye / wāṭye. 気温が高い／低い 
ᵓaštat 雨が降った。 
btišti 雨が降っている。 
imbēriḥ baᶜd iḍ-ḍuhur ṣār fīh šita. 昨日の午後雨が降り始めた 
baṭṭalat tišti 雨が止んだ。 
btitliž ~ btinzil tlūž 雪が降っている。 
mġayyim 曇っている。 
id-dinya ṣaḥiw 晴れている。 
ṣāḥi 晴れている。 
iṭ-ṭaqs ḥilw / ᶜāṭil. 天気が良い／悪い。 
iṭ-ṭaqs tḥassan / tᶜaṭṭal. 天気が良くなった／悪くなった。 
iṭ-ṭaqs mitġayyir. 天気が変わりやすい。 
 
(2) 名前 
šū ᵓism-ak? - ᵓism-i takeru. お名前は？－タケルです。 
šū ᵓism-ik? - ᵓism-i ᵓamīne. お名前は？－アミーネです。  
šū ᵓism-o? - ᵓism-o mūsa. 彼はなんという名前ですか？－ムーサです。  
uxt-ak šū ᵓisim-ha? - ᵓisim-ha ẓarīfe. 貴男の妹はなんという名前ですか？－ザリー

フェです。 
 
(3) 年齢 
qaddēš ᶜumr-ak? - ᶜumr-i ᶜišrīn sane. おいくつですか？－２０歳です。 
qaddēš ᶜumr-o mūsa? - mūsa ᶜumr-o ᵓarbaᶜīn sane. ムーサは何歳ですか？－４０歳
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です。 
sīd-i ᶜumr-o tamanīn sane. 祖父は８０歳です。 
sitt-i ᶜumur-ha xamse w-sabᶜīn sane. 祖父は７５歳です。 
il-bēbi tabaᶜ-i* ᶜumr-o taman tušhur**. 私の赤ちゃんは８か月です。 
qaddēš ᶜumr-ak il-barake? - miš imnīḥ tisᵓal il-mara ᶜan ᶜumur-ha. おいくつですか？

－女性に年齢を尋ねるのは失礼ですよ。 
＊tabaᶜ-i ☛ II-8.4., IV-1.4. 
＊＊tušhur ☛ II-1.3.2.2.2.(4) 
 
１歳 sane １１歳 ḥdaᶜšar sane ２１歳 wāḥad w-ᶜišrīn  sane 
２歳 santēn １２歳 ṭnaᶜšar sane ２２歳 tnēn w-ᶜišrīn sane 
３歳 talat snīn １３歳 talaṭṭaᶜšar sane ２３歳 talāte w-ᶜišrīn sane 
４歳 arbaᶜ snīn １４歳 arbaᶜṭaᶜšar sane ２４歳 arbaᶜa w-ᶜišrīn sane 
５歳 xamas snīn １５歳 xamasṭaᶜšar sane ２５歳 xamse w-ᶜišrīn sane 
６歳 sitt isnīn １６歳 sittaᶜšar sane ２６歳 sitte w-ᶜišrīn sane 
７歳 sabᶜ isnīn  １７歳 sabᶜaṭaᶜšar sane ２７歳 sabᶜa w-ᶜišrīn sane 
８歳 taman isnīn １８歳 tamanṭaᶜšar sane ２８歳 tamanye w-ᶜišrīn sane 
９歳 tisᶜ isnīn １９歳 tisᶜaṭaᶜšar sane ２９歳 tisᶜa w-ᶜišrīn sane 
１０歳 ᶜašr isnīn ２０歳 ᶜišrīn sane   

 
３０歳 talatīn ７０歳 sabᶜīn 
４０歳 arbaᶜīn ８０歳 tamanīn 
５０歳 xamsīn ９０歳 tisᶜīn 
６０歳 sittīn １００歳 miyye 

 
１か月 šahir ７か月 sabaᶜt-ušhur 
２か月 šahrēn ８か月 tamant-ušhur 
３か月 talatt-ušhur ９か月 tisᶜat-ušhur 
４か月 arbaᶜt-ušhur １０か月 ᶜašrat-ušhur 
５か月 xamast-ušhur １１か月 ḥdaᶜšar šahr 
６か月 sitt-ušhur   
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(4) その他 
(4.1.) 運がいい！ 
ḥaẓẓ-ak ḥilw! / ḥaẓẓ-ak mnīḥ! 貴男は運がいい！ 
ma-l-ō-š ḥaẓẓ. 彼には運がない 
ma-sāᶜad-hum il-ḥaẓẓ. 彼には運がない 
 
(4.2.) maᶜna 意味 
šū maᶜnā-h? どういう意味？ 
ᵓiza qāl hēk, maᶜnā-h ma-bidd-ō-š. 彼がそう言った時はつまり「嫌だ」、ということ

だ。 
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9.：比較級・最上級 
9.1.：比較級・最上級の語形パターン 
==単 語=======================================================
ᶜālim [n.: pl. ᶜulama] 学者  
mažmūᶜa [n.f.: pl. -āt] コレクション  

muṭrib [n.: pl. -īn] 歌手  
rassām [n.: pl. -īn] 画家  

============================================================== 
形容詞・副詞を ᵓaCCaC の語形パターンにすると比較級・最上級を表現する。 

原級 
比較級・最上級 

例 特徴 
ḥilw 甘い 
ᶜāli 高い 

語末が w または i で終わる形容詞 
ᵓaḥla 
ᵓaᶜla 

qalīl 少ない 
xafīf 軽い 

CiīCi で終わる形容詞 
ᵓaqall 
ᵓaxaff 

kbīr 大きい 
šāṭir 賢い 
qaṣīr 短い 
wāsiᶜ 広い 
yābis 乾いた 
ṭawīl 長い 

 
 

上記以外 

ᵓakbar 
ᵓašṭar 
ᵓaqṣar 
ᵓawsaᶜ 
ᵓaybas 
ᵓaṭwal 

（注）ただし ždīd「新しい」の比較級・最上級は通常 ᵓaždad（ᵓažadd も可） 
 
第１根素が q の場合接頭辞の ᵓa- が ha- となることもある（☛ I-5.5.） 

原級 比較級・最上級 
qarīb 近い 
qawi 強い 

ᵓaqrab ~ haqrab 
ᵓaqwa ~ haqwa 

 
【練習 9-1】次の語を比較級・最上級の形にせよ。 
ᶜālim [adj.] 知っている ᶜazīm [adj.] 偉大な ᶜazīz [adj.: pl. -īn] 愛しい・大事な

bᶜīd [adj.: pl. -īn ~ bᶜād] 遠い ḍᶜīf [adj.: pl. ḍᶜāf] 弱い・痩せた faqīr [adj.: pl. fuqara] 
貧しい ġani [adj.: pl. ġunaya] 金持ちの laṭīf [adj.: pl. luṭafa] 優しい mufaḍḍal 
[adj.: elat. ᵓafḍal] 好ましい nḍīf [adj.: pl. nḍāf] 清潔な raḥīm [adj.] 慈悲深い

saᶜīd [adj.: pl. -īn] 幸せな tqīl [adj.: pl. tqāl] 重い wisix [adj.] 汚い wsīᶜ [adj.] 広
い  
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不規則なもの 
原級 比較級・最上級 

mnīḥ 良い 
hayyin 簡単な 
mašhūr 有名な 
mufaḍḍal 好ましい 

ᵓaḥsan*（✖ ᵓamnaḥ） 
ᵓahwan（✖ ᵓahyan） 
ᵓašhar** 
ᵓafḍar** 

＊ mnīḥ は比較級・最上級で異なる語根の語が用いられる。 
＊＊ ᵓašhar, mufaḍḍal は、原級が C(a)CīC, CāCiC, CVCC の語でないが、比較級・

最上級で ᵓaCCaC となる。 
 
このような形容詞には比較級・最上級の形（品詞表記では elat.）を併記する。 
mnīḥ [adj.: elat. ᵓahsan] 良い 
hayyin [adj.: elat. ᵓahwan] 簡単な 
mufaḍḍal [adj.: elat. ᵓafḍal] 好ましい 
 
ᵓaCCaC の語形で比較級・最上級を作れない語は「形容詞原級＋ ᵓaktar」という

表現を用いる。 
huwwe ᶜaṭšān ᵓaktar. 彼はよりのどが渇いている。 
ha-l-qamīs ᵓabyaḍ ᵓaktar. このシャツはより白い。 
 
9.2.：比較級 
ᵓaCCaC が非限定で用いられる場合は比較級。 
hāda l-banṭalōn kbīr iktīr, fišš ɔ azġar? このズボンは大きすぎる。もっと小さいのは

ありませんか？ 
walad ᵓaṭwal より背の高い男の子 
 
比較の対象は前置詞 min で表現する。 
mūsa ᵓaṭwal min ibrahīm. ムーサはイブラヒムより背が高い。 
ma-ᶜind-ī-š ᵓaḥsan min hēk. それ以上良いものを持っていません。 
huwwe ᶜaṭšān ᵓaktar minn-i. 彼は私よりのどが渇いている。 
ha-l-qamīs ᵓabyaḍ ᵓaktar min hadāk. このシャツはあれより白い。 
 
非限定で単独でも最上級または形容詞の意味の強調を表すことがある。 
ᵓinte ᵓaᶜlam w-ᵓaᶜẓam w-ᵓarḥam! 貴男は良く知っているし偉大だし寛大だ！ 
ᵓaḷḷāhu ᵓakbar. 神は偉大なり。 
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9.3.：最上級 
ᵓaCCaC が何らかの形で（イダーファ、定冠詞、接尾代名詞の付加など）限定さ

れると最上級の意味を持つ。 
(1) 定冠詞 
huwwe l-ᵓaṭwal bināt-hum. 彼は彼らの内で一番背が高い。 
 
限定名詞を修飾する場合もこれにあたる。 
l-walad il-ᵓaṭwal 最も背の高い男の子（cf. walad aṭwal より背の高い男の子） 
hadōl il-iḥžār il-ᵓakbar. これらは最も大きい石である。 
r-ržāl il-mašhūrīn il-ᵓaktar その最も有名な男たち 
 
(2) 接尾代名詞 
ᵓaṭwal-hum ᵓazġar waḥade. 一番背が高いのが一番年下の女の子だ。 
 
(3) イダーファ句 
後続の名詞が「非限定単数」 
mūsa ᵓaṭwal wāḥad. ムーサは一番背が高い。 
huwwe ᵓaṭwal wāḥad (~ ṭālib) ib-ṣaff-i. 彼は私のクラスで一番背が高い（学生だ）。 
hiyye ɔ aṭwal waḥade (~ ṭālbe) b-ṣaff-i. 彼女は私のクラスで一番背が高い（学生だ）。 
huwwe ᵓaktar wāḥad (~ ṭālib) kaslān ib-ṣaff-i. 彼は私のクラスで最も怠惰（な学生）

だ。 
hiyye ᵓaktar waḥade (~ ṭālbe) kaslāne b-ṣaff-i. 彼女は私のクラスで最も怠惰（な学

生）だ。 
la-ᵓinn-o ᵓasᶜad yōm fi ḥayāt-ha. なぜならそれは彼女の人生で最も幸せな日だから。 
ᵓana kunt ᵓazġar wāḥad fi ᶜēlit-na 私は家族で一番年下だった 
hiyye ᵓafḍal muṭirbe ᶜind-i. 彼女は一番好きな歌手だ。 
hādi ᵓaḥsan ġurfe fi l-ᵓotēl. これはホテルで最も良い部屋です。 
 
最上級の物が複数ある時には「非限定複数形」も可 
humme ᵓaṭwal ṭullāb b-ṣaff-i. 彼らは私のクラスで一番背が高い（学生だ）。 
humme ᵓaktar ṭullāb kaslanīn ib-ṣaff-i. 彼らは私のクラスで最も怠惰（な学生）だ。 
ᶜind-i mažmūᶜit ṣuwar la-ᵓašhar ir-rassamīn. 私は最も有名な画家達の画集を持って

いる。 
kān min ᵓakbar il-ᶜulama fi l-ʠarn il-ᶜišrīn. 彼は２０世紀の最も偉大な学者達の一人

である。 
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9.4.：感嘆文 
==単 語=======================================================
xafīf id-damm [exp.] 陽気な  tqīl id-damm [exp.] 暗い（性格が）  
============================================================== 
「ma- + ᵓaCCaC ＋接尾代名詞または名詞」の組み合わせで感嘆文を作る。この

時 ᵓaCCaC は ma と複合し、ma-CCaC となる。 
ma-ṭwal-o (< ma-ᵓaṭwal-o)! 彼は何と背が高いことか！ 
ha-l-maqlūbe ma-zkā-ha! このマクルーベは何とおいしいことか！ 
ma-xaff damm-ak! 君って何て陽気なんだ！ 
ma-tqal damm-o ha-l-walad! この子供はなんて暗いのだ！ 
 
【練習 9-2A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
ᶜīše [n.f.] 生活  
ᵓaktar in-nās [exp.] 多くの人  
masāḥa [n.f.] 面積  
ᶜubrāni [n.m.] ヘブライ語  

mitir [n.m.: pl. mtār ~ mtūra] メートル  
mitir imrabbaᶜ [n.m.] 平方メートル  
ṣalōn [n.m.: pl. -āt] 居間  

============================================================== 
1. wēn ᵓaḥla, l-ᶜīše fi l-quds willa fi ṭōkyo? 
2. šū bidd-ik ᵓaktar min hēk? 
3. ma-ᵓašṭar-o! 
4. šū ᵓashal, l-ᶜarabi willa l-ᶜubrāni? 
5. šū (~ mīn) ᵓabᶜad, ž-žāmiᶜ willa l-iknīse? 
6. ᵓana taᶜbān ᵓaktar minn-ak. 
 
【練習 9-2B】パレスチナ方言で言え。 
1. エルサレムの生活と東京の生活とどちらがいい？ 2. この上何が欲しい？

3. 彼は何と賢いことか！ 4. アラビア語とヘブライ語とどちらが簡単です

か？ 5. モスクと教会とどちらが遠いですか？ 6. 私は貴男より疲れている。 
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10.：語根と語形パターン 
アラビア語の動詞と多くの名詞は「語根」と呼ばれる３つまたは４つの核となる

子音を備えている。その語根を特定の「語形パターン」に当てはめることによっ

て具体的な意味を表現する。 
 
10.1.：語根と根素 
次の単語を観察しよう。 
katab 書く 
ktāb 本 
maktab 事務所・机 
maktabe 書店・図書館 
kātib 作家 
maktūb 手紙 
これらの語には K-T-B という子音が（その順番で）含まれている。この子音

の連なりを「語根」と呼ぶ。そしてこの K-T-B という語根は「書」という抽象

概念を表わし、そこに一定の語形パターンに従って母音や他の要素を加えると

「書」にかかわる語を作ることができる。上の例で「本」は「書かれたもの」、

「事務所・机」は「書く所」、「作家」は「書く人」、「書店・図書館」は「本があ

る場所」、「手紙」も「書かれたもの」である。アラビア語の単語の多くはこのよ

うな語根を含み、同一の語根を持つ語は何かしら共通する概念を含んでいる。但

し、実際にはそのような概念を抽出することが困難なほど意味が広がっている

ことが多い。 
今後「語根」はルート記号を用いて √ k-t-b のように示す。また、語根を構成

するそれぞれの子音を「根素」と呼ぶ。上の語根 K-T-B を例にとると、K を第

１根素、T を第２根素、B を第３根素と呼ぶことにする。√ k-t-b は３つの根素

で構成されているので「３根素」であるが、４つの根素で構成される「４根素」

も存在する。 
 
10.2.：語形パターン 
次の単語を観察しよう。 
ṭawīl 長い 
baᶜīd 遠い 
qarīb 近い 
qaṣīr 短い 
これらの語には共通して -a-ī- という要素が含まれており、a は第１根素と第

２根素の間、ī は第２根素と第３根素の間に位置する。これを図式的に表わすと 
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□a□ī□ という枠に語根がはめ込まれている、ということになる（□に根素が

入る）。このような枠を「語形パターン」と呼ぶ。ちなみに □a□ī□ は「形容詞

のパターン」の一つである。 
アラビア語には「場所を表すパターン」「道具を表すパターン」「自動詞を作る

パターン」「ある種の形容詞のパターン」など多数の語形パターンがある（ただ

し、特に名詞は特定の語形パターンに当てはまらないものも多数存在する）。あ

る語のパターンを表現するとき、本書では第１根素を F、同様に第２根素を ᶜ 、
第３根素を L で代表させることにする。このやり方で行くと上に挙げた形容詞

は「FaᶜīL」という語形パターンである、と言うことができる。 
語根 概念 パターン 語 

√ ṭ-w-l 
√ b-ᶜ-d 
√ q-r-b 
√ q-ṣ-r 

長 
遠 
近 
短 

 

FaᶜīL 

ṭawīl 長い 
baᶜīd 遠い 
qarīb 近い 
qaṣīr 短い 
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11.：動詞１ 
動詞組織（☛ IV-1.2.1.） 
(1) 動詞には３根素からなる「３根素動詞」と４根素からなる「４根素動詞」と

がある。 
(a) ３根素動詞：katab 書く（√k-t-b） wiṣil 到着する（√w-ṣ-l） qāl 言う（√

q-w-l） ṣār なる（√ṣ-y-r） ḥaka 語る（√ḥ-k-y） ḥaṭṭ 置く（√ḥ-ṭ-ṭ） 
(b) ４根素動詞：taržam 翻訳する（√t-r-ž-m） farža 見せる（√f-r-ž-y） 
 
(2) 語根を構成する子音によって強動詞・弱動詞・重子音動詞の３種類がある。 
(a) 弱動詞：語根のいずれかに w, y（これらを「弱子音」と呼ぶ）を含む動詞。

第１根素に w を含む動詞を「頭弱動詞」（例：wiṣil 到着する（√w-ṣ-l））、第

２根素に w, y のいずれかを含む動詞を「間弱動詞」（例：qāl 言う（√q-w-l）・
ṣār なる（√ṣ-y-r））、第３根素に y のいずれかを含む動詞を「末弱動詞」（例：

ḥaka 語る（√ḥ-k-y）と呼ぶ。 
(b) 第２根素と第３根素が同一のものを「重子音動詞」（例：ḥaṭṭ 置く（√ḥ-ṭ-ṭ））
と呼ぶ。 

(c) 上記以外を「強動詞」と呼ぶ。 
 
(3) パレスチナ方言では動詞の語形が定まっており、次の１０種類がある（それ

ぞれ第 I 型～第 X 型という名称がついている。また表の例の形は「過去形の

3.m.sg.」である）。第 I 型を「基本形」、第 II 型～第 X 型を「派生形」と呼ぶ。

以下では（ここでは３根素強動詞を例とする）それぞれの形の特徴を示す。 
 例 語形 

第 I 型 katab 書く širib 飲む CaCaC または CiCiC 
第 II 型 ᶜallam 教える CaCiCiaC 
第 III 型 sāᶜad 助ける CāCaC 
第 IV 型 ᵓafṭar 朝食を取る ᵓaCCaC 
第 V 型 tᶜallam 習う tCaCiCiaC 
第 VI 型 tqābal 会う tCāCaC 
第 VII 型 nžaraḥ 怪我する nCaCaC 
第 VIII 型 štaġal 働く CtaCaC 
第 IX 型 ḥmarr 赤くなる CCaCiCi 
第 X 型 staᶜmal 使う staCCaC 
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(4) 活用 
(a) パレスチナ方言の動詞は主語の人称・性・数によって活用する。 
(b) パレスチナ方言の動詞は活用の仕方によって「過去形」「現在形Ｂ型」「現在

形Ｙ型」「命令形」の４つを区別する。 
【例】動詞 katab 書く 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. katab 
katabu 

biktib 
bikitbu 

yiktib 
yikitbu 

 
3.f. katbat btiktib tiktib 
2.m. katabt 

katabtu 
btiktib 

btikitbu 
tiktib 

tikitbu 
ᵓiktib 

ᵓikitbu 
2.f. katabti btikitbi tikitbi ᵓikitbi 
1. katabt katabna baktib mniktib ᵓaktib niktib  
＊パレスチナ方言の動詞は過去形の３人称男性単数形（= 3.m.sg.）が最も基本的

な形（これを「代表形」と呼ぶ）なので、これを基準に活用表ができているの

で、１行目が３人称となっている。 
 
(5) 過去語幹と現在語幹 
(3) で見た第 I 型～第 X 型にはそれぞれ「過去語幹」と「現在語幹」があり、過

去形は「過去語幹」に、現在形は「現在語幹」に活用接辞を付けて活用する。 
 過去語幹 現在語幹  
 語形 例 語形 例  

第 I 型* CVCVC- katab- -CCVC- -ktib- 書く 
第 II 型 CaCiCiaC- ᶜallam- -CaCiCiiC- -ᶜallim- 教える 
第 III 型 CāCaC- sāᶜad- -CāCiC- -sāᶜid- 助ける 
第 IV 型 ᵓaCCaC- ᵓafṭar- -CCiC- -fṭir- 朝食をとる 
第 V 型 tCaCiCiaC- tᶜallam- -tCaCiCiaC- -tᶜallam- 習う 
第 VI 型 tCāCaC- tqābal- -tCāCaC- -tqābal- 会う 
第 VII 型 nCaCaC- nžaraḥ- -niCCiC- -nižriḥ- 怪我する 
第 VIII 型 CtaCaC- štaġal- -CtCiC- -štġil- 働く 
第 IX 型 CCaCiCi- ḥmarr- -CCaCiCi- -ḥmarr- 赤くなる 
第 X 型 staCCaC- staᶜmal- -staCCiC- -staᶜmil- 使う 
＊第 I 型の過去語幹には CaCaC-, CiCiC- の２種類が、現在語幹には -CCaC-,  

-CCiC-, -CCuC- の３種類がある。 
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12.：動詞２（過去形） 
アラビア語の動詞は本来時制ではなく完了相を表現するので古典アラビア語文

法では「完了形」「未完了形」の区別があるが、現代方言では時制も表現しうる

ので本教材では「過去形」「現在形」という名称を便宜的に用いる。おおざっぱ

に言って「過去形」は過去の事、行為が完了したことを示す。 
 
12.1.：活用 
動詞の過去形は「動詞過去語幹」に主語の性・数・人称に応じて次のような接尾

辞を付けて活用する。 
 sg. pl. 

3.m. - 
-u 

3.f. -at 
2.m. -t 

-tu 
2.f. -ti 
1. -t -na 
あらゆる動詞の過去形はこの語尾によって活用するが、代表形の語形によって

活用時に動詞語幹が変化するものがある。以下ではこの点に留意しながら活用

の練習をする。 
 
12.2.：第 I 型動詞 
第 I 型動詞の過去語幹は上記 (5) の表では CVCVC となっているが、実際には 
CaCaC（Ａ語幹）と CiCiC（Ｉ語幹）の２種類がある。 
(1) 過去語幹－Ａ語幹：CaCaC 
動詞 katab 書く 

 sg. pl. 
3.m. katab 

katabu 
3.f. katbat* 
2.m. katabt** 

katabtu 
2.f. katabti 
1. katabt** katabna 
＊katabat ではなく katbat である。 
＊＊語末では語末の t の前に補助母音 i が挿入され、katabit となる。 
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【練習 12-1】次の動詞は katab と同じ活用をする動詞である。上の表を参考に

して活用の練習をせよ。 
ᶜazam 招く・奢る ᵓakal 食べる ᵓaxad 取る baᶜat 送る dafaᶜ 支払う daras 
勉強する・学ぶ daxal 入る fataḥ 開ける ġasal 洗う katab 書く qaᶜad 座
る qaṭaᶜ 切る・さえぎる saᵓal 尋ねる ṭabax 料理する 
 
(2) 過去語幹－Ｉ語幹：CiCiC 
動詞 širib 飲む 

 sg. pl. 
3.m. šírib 

šírbu 
3.f. šírbat* 
2.m. šríbt** 

šríbtu 
2.f. šríbti 
1. šríbt** šríbna 
＊širibat ではなく širbat である。 
＊＊širibt ではなく šribt である。また語末では語末の t の前に補助母音 i が
挿入され、šribit となる。 

 
【練習 12-2】次の動詞は širib と同じ活用をする動詞である。上の表を参考にし

て活用の練習をせよ。 
ᶜimil する ᶜirif 知る ḍiḥik 笑う fihim 理解する liḥiq 付いて行く・追いつく

misik 捕まえる・掴む rikib 乗る rižiᶜ 帰る saraq 盗む simiᶜ 聞く ṭiliᶜ 出
てくる・上がる wiṣil 到着する wiqiᶜ 転ぶ xiliṣ 終わる 
 
12.3.：用法 
過去に起きたこと、既に行為が終わっていること 
mūsa katab maktūb. ムーサは手紙を書いた。 
ᵓamīne katbat maʠāle ṭwīle. アミーネは長い論文を書いた。 
 
12.4.：語順 
原則として動詞は２番目に来る。 
(1) 無標の肯定文：主語＋動詞＋その他の要素 
ᵓamīne katbat maʠāle ṭwīle. アミーネは長い論文を書いた。 
takeru daras sēᶜtēn imbēriḥ. タケルは昨日二時間勉強した。 
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(2) 疑問詞を含む文：疑問詞＋動詞（＋主語＋その他の要素） 
šū katbat ᵓamīne? - ᵓamīne katbat maʠāle ṭwīle. アミーネは何を書きましたか？－ア

ミーネは長い論文を書きました。 
mīn katab ha-l-maʠāle? - ɔ amīne katbat ha-l-maʠāle. 誰がこの論文を書きましたか？

－アミーネがこの論文を書きました。 
mīn ṭiliᶜ? 誰が出て行った？ 
 
(3) 副詞句が文頭に来る時：副詞句＋動詞＋主語＋その他の要素 
mbēriḥ katbat ᵓamīne maʠāle ṭwīle. 昨日アミーネは長い論文を書いた。 
 
12.5.：主語の標示 
活用によって主語の人称・性・数が明らかなので、主語の代名詞は強調する場合

を除いていちいち言う必要はない。 
šū katabit? - katabt maʠāle. 貴男は何を書きましたか？－論文を一本書きました。 
šū katbat ᵓamīne? - katbat maʠāle ṭwīle. アミーネは何を書きましたか？－長い論文

を書きました。 
 
【練習 12-3A】日本語に訳せ。 
==単 語====================================================== 
bass [conj.] ～するやいなや  maqlūbe [n.f.] マクルーベ（料理）  
============================================================== 
1. mūsa ᶜazam ᵓamīne? - ᵓaywa, huwwe ᶜazam ᵓamīne. 
2. ᶜazamit ᵓamīne ᶜala finžān qahwe. 
3. bass xiliṣ id-dars, ṭliᶜna min iṣ-ṣaff. 
4. wēn ᵓakaltu l-ᶜaša lēlt imbēriḥ? - ᵓakalna ᶜind ᵓabu šanabTP. 
5. šū ᵓakaltu fi l-maṭᶜam? - ᵓakalna maqlūbe. 
6. ᵓakalit fi l-maṭᶜam imbēriḥ? - laᵓ, ṭabaxit fi l-bēt w-ᵓakalit la-ḥāl-i. 
7. šū ᶜmilt imbēriḥ? - ṭliᶜna la-wasaṭ il-madīne. 
8. qaddēš dafaᶜit la-mūsa? - dafaᶜt mīt šēkil. 
9. šū māl-ha-l-žarḥa? - lamma ṭliᶜit min il-bēt wqiᶜit ᶜa-l-ᵓarḍ.* 
10. lamma daxalt il-ġurfe, fataḥt iš-šibbāk. 
11. lamma fataḥt iš-šibbāk, daxlat rīḥ bārde. 
12. kīf rižᶜat ᵓamīne min ḥēfa? - rižᶜat b-il-bāṣ. 
13. min wēn rikbu l-bāṣ? - rikbu min il-maḥaṭṭa l-markaziyye. 
14. šū šribtu ṣ-ṣubiḥ? - ᵓana šribit qahwe. - ᵓana šāy. 
15. mīn kasar ha-l-finžān?  ᵓinte kasart? - ᵓaywa, ᵓana kasart ha-l-finžān. 
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16. fhimtu d-dars? - naᵓam, fhimt. 
17. mīn qatal hadāk iz-zalame? ᵓinte? - m… miš ᵓana…  ᵓana miš ᶜārif! 
18. saᵓalt mūsa ᶜan hāda l-mawḍūᶜ fi l-ᵓīmēl. 
19. šū saᵓalu mūsa? -saᵓalū suᵓāl fāḍi. 
20. saᵓalt ᵓamīne lēš hiyye darsat turki. 
21. mūsa qaṭaᶜ xadd-o w-ᵓisbaᶜ-o b-il-mūs. 
22. ᵓamīne qaṭᶜat ᵓisbaᶜ-ha lamma fatḥat il-qannīne. 
＊wiqiᶜ ᶜa-l-ᵓarḍ 転ぶ 
 
【練習 12-3B】パレスチナ方言で言え。 
1. ムーサはアミーネを招きましたか？－はい、彼はアミーネを招きました。 2. 
私はアミーネにコーヒーを奢りました。 3. 授業が終わった途端教室を出た。

4. 昨晩はどこで夕食を食べましたか？－アブー・シャナブで食べました。 5. 
レストランで何を食べましたか？－マクルーベを食べました。 6. 昨日はレス

トランで食べましたか？－いいえ、家で料理して一人で食べました。 7. 昨日

何をしました？－街に出かけました。 8. ムーサにいくら払いましたか？－１

００シェケル払いました。 9. その怪我は一体どうしたんですか？－家から出

たところで転びました。 10. 部屋に入った時私は窓を開けました。 11. 窓を

開けると冷たい空気が入ってきた。 12. アミーネはどうやってハイファから帰

ってきましたか？－バスで帰りました。 13. 彼らはどこからバスに乗りました

か？－中央バスステーションから乗りました。 14. あなた達は今朝何を飲みま

したか？－私はコーヒーを飲みました。－私はお茶です。 15. 誰がこのコーヒ

ーカップを割ったんだ？お前が割ったのか？－はい、私がこのカップを割りま

した。 16. あなた達は授業がわかりましたか？－はい、わかりました。 17. 誰
があの男を殺したんだ？お前か？－お、俺じゃない。知らないよ。 18. 私はこ

の問題についてムーサにメールで尋ねた。 19. 彼らはムーサに何を尋ねました

か？－くだらない質問をしました。 20. 私はアミーネになぜトルコ語を学んだ

のか尋ねた。 21. ムーサはカミソリで頬と指を切った。 22. アミーネはビン

を開けたとき指を切った。 
 
 
 
 
 
 
 

112



113 
 
 

12.6.：否定 
動詞は次の方法で否定する。 
(1) ma-….-(i)š で動詞を挟む：mūsa ma-katab-iš maktūb. ムーサは手紙を書かなか

った。 
(2) 動詞の前に ma-… を置く：mūsa ma-katab maktūb.（同上） 

 sg. pl. 
3.m. ma-katáb-iš 

ma-katabū́-š 
3.f. ma-katbát-iš 
2.m. ma-katábt-iš 

ma-katabtū́-š 
2.f. ma-katabtī-š 
1. ma-katábt-iš ma-katabnā́-š 

 
【練習 12-4A】日本語に訳せ。 
1. mūsa ᶜazam ᵓamīne? - laᵓ, ma-ᶜazam-iš ᵓamīne. 
2. fhimtu d-dars? - naᵓam, fhimt. - laᵓ, ᵓana ma-fhimt-iš. 
3. šū ᵓakaltu l-ᶜaša lēlt imbēriḥ? - ma-ᵓakalnā-š wa-la ᵓiši. 
4. ᵓakaltu fi l-maṭᶜam imbēriḥ? - laᵓ, ma-ᵓakalnā-š fi l-maṭᶜam, bass fi l-bēt. 
5. šū šribtu ṣ-ṣubiḥ? - ᵓana šribit qahwe. - ᵓana šāy.  bass mūsa ma-šrib-iš wa-la ᵓiši. 
6. qaddēš dafaᶜit la-mūsa? - ma-dafaᶜt-iš wa-la šēkil. 
7. min šān-i ma-fataḥt-iš iš-šibbāk, ma-daxlat-iš rīḥ bārde. 
8. saᵓalt mūsa ᶜan hāda l-mawḍūᶜ fi l-ᵓīmēl? - laᵓ, ma-saᵓalit. 
9. lēlt imbēriḥ lḥiqtu ᵓāxir trēn? - ᵓaxīran ma-lḥiqnā-š, w-ᵓaxadna tāksi. 
10. šū saᵓalu mūsa? - ma-saᵓalū-š wa-la ᵓiši. 
11. mīn kasar ha-l-finžān?  ᵓinte kasart? - laᵓ, ᵓana ma-kasart-iš ha-l-finžān. 
12. wa-la ḥada ma-qatal-iš wa-la ḥada. 
13. smiᶜtu l-ᵓaxbār? - laᵓ, ma-smiᶜnā-š. 
14. saᵓalt ᵓamīne lēš hiyye ma-darsat-iš turki. 
 
【練習 12-4B】パレスチナ方言で言え。 
1. ムーサはアミーネを招きましたか？－いいえ、彼はアミーネを招きませんで

した。 2. あなた達は授業がわかりましたか？－はい、わかりました。－私は

わかりませんでした。 3. 昨晩夕食に何を食べましたか？－何も食べませんで

した。 4. 昨日レストランで食べましたか？－いいえ、レストランでは食べま

せんでした。家で食べました。 5. あなた達は今朝何を飲みましたか？－私は

コーヒーを飲みました。－私はお茶です。でもムーサは何も飲んでいません。 6. 
ムーサにいくら払いましたか？－１銭も払いませんでした。 7. 私は窓を開け
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なかったので冷たい空気が入ってこなかった。 8. この問題についてムーサに

メールで尋ねましたか？－いいえ、尋ねていません。 9. 昨晩は終電に間に合

いましたか？－結局間に合わなくてタクシーを使いました。 10. 彼らはムーサ

に何を尋ねましたか？－何も尋ねていません。 11. 誰がこのコーヒーカップを

割ったんだ？お前が割ったのか？－いいえ、私はこのカップを割っていません。

12. 誰も誰をも殺さなかった。 13. あなた達ニュースを聞きましたか？－いい

え、聞いていません。 14. 私はアミーネになぜトルコ語を学ばなかったのか尋

ねた。 
 
12.7.：特殊な動詞 
「行く」「来る」「持ってくる」は活用の点からいうと「不規則動詞（☛ II-30.2.）」
や「弱動詞」に属するが、良く用いる動詞なので、先立ってここで紹介する。 
(1) 来る 

 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. ᵓáža 
ᵓážu 

ma-ᵓažā́-š 
ma-ᵓažū́-š 

3.f. ᵓážat ma-ᵓážat-iš 
2.m. žīt 

žī́tu 
ma-žī́t-iš 

ma-žītū́-š 
2.f. žī́ti ma-žītī́-š 
1. žīt žī́na ma-žī́t-iš ma-žīnā́-š 

ᵓaža la-, ᶜala ～へ・～の所へ来る 
 
【練習 12-5A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
ᶜan ṭarīq [prep.] ～経由で  
l-ᶜirāʠ [n.f.] イラク  
ᵓakam … [exp.] いくつかの  
dawle ~ dōle [n.f.: pl. duwal] 国家  

duġri [adv.] まっすぐ・直に  
lamman [conj.] ～した時  
qabil-ma [conj.] ～する前に  
ʠiyām [n.m.] 設立・成立

============================================================== 
1. maᶜ mīn žīti la-hōn? - žīt la-ḥāl-i.  
2. l-imwaẓẓaf ᵓaža mitᵓaxxir ᶜa-š-šuġul. 
3. b-ᵓēš ᵓažu? 
4. ᵓēmta žīt? - ᵓana žīt halqēt. 
5. min wēn žītu? - žīna min il-bēt duġri la-hōn. 
6. w-kīf žīt? - žīt b-il-bāṣ. 
7. w-lēš ma-žīt-iš ib-sayyārt-ak? - sayyārt-i l-yōm xarbāne. 
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8. lamman žīna ᶜa-l-quds, sakanna fi l-ᶜīsāwiyyeTP ᵓakam sane. 
9. šribit qahwe qabil-ma žīt ᶜalē-k. 
10. ᶜan ṭarīq mīn žīt? 
 
【練習 12-5B】パレスチナ方言で言え。 
1. ここに誰と来たのですか？－１人で来ました。 2. その職員は仕事に遅刻し

てきた。 3. 彼らは何（なに）で来たのですか？ 4. いつ来ましたか？－今来

ました。 5. どこから来たのですか？－家から直接ここに来ました。 6. どう

やって来たのですか？－バスで来ました。 7. なぜ車で来なかったのですか？

－今日車は故障しているのです。 8. エルサレムに来た時、何年かイーサウィ

ーヤに住みました。 9. 貴男の所に来る前にコーヒーを飲みました。 10. 誰の

つてで来たのですか？ 
 
(2) 行く 

 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. rāḥ 
rā́ḥu 

ma-rā́ḥ-iš 
ma-rāḥū́-š 

3.f. rā́ḥat ma-rāḥát-iš 
2.m. ruḥt 

rúḥtu 
ma-rúḥt-iš 

ma-ruḥū́-š 
2.f. rúḥti ma-ruḥtī́-š 
1. ruḥt rúḥna ma-rúḥt-iš ma-ruḥnā́-š 

 
【練習 12-6A】日本語に訳せ。 
1. wēn rāḥu sāmi w-žīrān-o fi l-ᶜuṭle? 
2. wēn rāḥat ᵓimm-ik? - ᵓimm-i rāḥat ᶜind xālt-i. 
3. wāḥad rāḥ ᶜind ṣāḥb-o. 
4. mḥammad rāḥ ᶜa-d-dār. 
5. w-rāḥ min id-dār zaᶜlān*. 
＊この zaᶜlān は副詞的に「怒って・腹を立てて」を意味する（☛ II-31.2.）。 
 
【練習 12-6B】パレスチナ方言で言え。 
1. サーミはお隣さんと休暇にどこへ行きましたか？ 2. お母さんはどこへ行

きましたか？－おばの所へ行きました。 3. ある人が友人の所へ行きました。

4. ムハンマドは家に行きました。 5. 彼は怒って家から（出て）行きました。 
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【表現】～したことがある・ない 
==単 語=======================================================
ḍarāyib [n.pl.] 税金  waḷḷa [interj.] 本当に  
============================================================== 
ᶜumur-PS. ＋過去形：～したことがある 
否定（～したことがない）：ᶜumur-PSuf. + ma- 過去形＋ (-iš) 
ᶜumr-ak ᵓakalit iknāfe? - laᵓ, ᶜumr-i ma ᵓakalit iknāfe. - ya-xsāra! クナーフェを食べた

ことがありますか？－いいえ、食べたことありません。－そりゃ残念。 
 
【練習 12-7A】日本語に訳せ。 
1. ᶜumr-ak ma-ᵓakalt iknāfe? - mbala, ᵓakalit.  ᵓakalit ᵓawwal marra fi nāblis. 
2. ᶜumr-i ma-ᶜazamit ᵓamīne la-bēt-i. 
3. ᶜumr-i ma-ᶜmilt la-ᵓamīne ᵓiši ᶜāṭil. 
4. ᶜumr-i ma-katabt-iš ᵓayy maktūb tahdīd. 
5. smiᶜtu kalām-o? - ᵓaywa, ᶜumr-i ma-smiᶜt kalām zayy hāda fāḍi. 
6. waḷḷa ᶜumr-i ma-smiᶜit hēk kalām min bint-i. 
7. ᶜumr-o ma-dafaᶜ ḍarāyib. 
 
【練習 12-7B】パレスチナ方言で言え。 
1. クナーフェを食べたことないのですか？－いや、食べましたよ。ナブルスで

初めて食べました。 2. 私はアミーネを家に呼んだことはない。 3. 私はアミ

ーネに対して悪いことは何もしてない。 4. 私は脅迫状なんか書いたことない。

5. 彼の言うことを聞いたか？－はあ、あんなくだらない話は今まで聞いたこと

ありませんな。 6. いやまったく今まで娘からこんな台詞を聞いたことがない。

7. 彼は税金を払ったことがない。 
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13.：動詞３（等位文の過去） 
等位文（存在文を含む）の過去は動詞 kān の過去形を用いる。 
動詞 kān（過去形） 

 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. kān 
kānu 

ma-kān-iš 
ma-kānū-š 

3.f kānat ma-kānat-iš 
2.m. kunit 

kuntu 
ma-kunt-iš 

ma-kuntū-š 
2.f. kunti ma-kuntī-š 
1. kunit kunna ma-kunt-iš ma-kunnā-š 

 
(1) 述語が名詞・形容詞・分詞の等位文。 
kunit mašġūl imbēriḥ. 私は昨日忙しかった。 
ᵓamīne kānat sākne fi l-quds. アミーネはエルサレムに住んでいた。 
brahīm kān imᶜallim bass halqēt huwwe muḥāmi. イブラヒムは教師だったが今は弁

護士だ。 
 
否定は kān を ma-…-š で挟む。 
ma-kunt-iš mašġūl imbēriḥ. 私は昨日忙しくなかった。 
ᵓamīne ma-kānat-iš sākne fi l-quds. アミーネはエルサレムに住んでいなかった。 
 
【練習 13-1A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
ᶜitim [adj.] 暗い  
b-il-ᵓawwal [adv.] 最初は・当初は  
ḥāḍir [a.p.] 出席している・準備できた  
ḥaṣīre [n.f.: pl. ḥaṣāyir] ござ  
ḥiss [n.m.] 騒音  
knīst il-mahid [n.f.] 生誕教会  

kull … [n.m.] ～の全て・～の全員 
ma-kān-iš ḥiss wa-la niss [exp.] 物音一

つなかった  
mafrūš [adj.] 家具付きの・（家具が）備

わった  
xāṣṣatan [adv.] 特に  

============================================================== 
1. kīf kānat il-ḥafle? - ma-kānat-iš imnīḥa. 
2. id-dinya kānat ᶜitme (mᶜattme), ma-kān ḥiss wa-la niss. 
3. it-trēn ma-kān-iš malān. 
4. il-ᵓarḍ kānat mafrūše ḥaṣāyir. 
5. kīf kānat ᶜalāʠāt-o maᶜ-ha? - b-il-ᵓawwal kānat il-ᶜalaʠāt imnīḥa ktīr. 
6. kull-hum kānu ḥāḍrīn ᵓilla ᵓinte. 
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7. kīf kānat id-dinya? - imbēriḥ kānat id-dinya šōb ikīr w-kānat daražit il-ḥarāra ᵓaktar 
min talātīnN. 

8. lamma kunit fi d-dars, kunit naᶜsān iktīr. 
9. šū ᶜmilit imbēriḥ? - wa-la ᵓiši  kunt nāyim kull il-yōm. - ma-ᵓakalt-iš? - ᵓā, ᵓakalt 

išwayye. - šū ᵓakalit? - ᵓakalit xubiz w-išribit qahwe. 
10. wēn kunti sākne lamma kunti fi l-quds? - kunt sākne fi l-balad il-qadīme. - fi l-balad 

il-qadīme?  wāw, ma-ḥlā-h! 
11. wēn kunit imbēriḥ? - kunt fi bēt-laḥim.  kamān yūri kānat maᶜā-y. - kīf kānat bēt-

laḥim? - ḥilwe ktīr.  kān iṭ-ṭaqs ḥiliw w-xāṣṣatan knīst il-mahid kānat mumtāze. 
 
【練習 13-1B】パレスチナ方言で言え。 
1. パーティーはどうでしたか？－良くなかった。 2. 周りは暗くてしんとして

いた。 3. 列車は満員ではなかった。 4. 地面にはござが敷かれていた。 5. 
彼女との関係はどうでしたか？－最初関係はとても良かった。 6. 貴男以外彼

らはみな準備できていた。 7. 気候はどうでしたか？－昨日は暑くて気温は４

０度以上あった。 8. 授業にいたとき眠かった。 9. 昨日何をしましたか？－

何もしませんでした。一日中寝ていました。－食べなかったのですか？－いや、

少し食べました。－何を食べたのですか？－パンを食べてコーヒーを飲みまし

た。 10. エルサレムにいた時どこに住んでいましたか？－旧市街に住んでいま

した。－旧市街に？なんと素晴らしい！ 11. 昨日どこにいました？－ベツレヘ

ムにいました。ユリも一緒にいました。－ベツレヘムはどうでした？－とても素

晴らしかったです。天気も良かったし、特に生誕教会は最高でした。 
 
(2) 述語が副詞句や前置詞句の等位文 
wēn kān mūsa? - kān hōn. ムーサはどこにいましたか？－ここにいました。 
il-kumbyūtar ma-kānat-iš ᶜa-ṭ-ṭāwle. そのコンピューターはテーブルの上になかっ

た。 
maᶜ mīn kān mūsa? - kān maᶜ takeru. ムーサは誰と一緒にいましたか？－タケルと

一緒にいました。 
 
【練習 13-2A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
ᶜažūz [n.f.: pl. ᶜažāyiz] 老婆  
bōṣṭa [n.f.] 郵便局  
mbayyin [adj.] ～のようだ  

sākit [a.p. < sakat] 黙っている  
xāyif [a.p. < xāf] 怖がっている  

============================================================== 
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1. ᵓamīne ma-kānat-iš maᶜ-ak? - mbala, kānat maᶜ-i. 
2. brahīm kān fi ṭōkyo hādi ž-žumᶜa. 
3. mbēriḥ kunna fi l-maṭᶜam. 
4. is-sayyāra kānat fi l-karāž. 
5. kān maᶜ-ak mūsa willa ᵓamīne? - ᵓamīne kānat maᶜ-i. 
6. kunt imbēriḥ fi l-quds willa fi bēt-laḥim? - ma-kunt-iš la fi l-quds wa-la fi bēt-laḥim, 

kunt fi ḥēfa. 
7. mīn kān ᶜind-kum imbēriḥ? - kānu ᶜind-na mūsa w-takeru. 
8. mūsa kān maᶜ-ak willa ma-kān-iš? - huwwe kān maᶜ-i. 
9. mūsa kān maᶜ-ik? - la mūsa wa-la brahīm kān maᶜ-i, bass ᵓasana kānat maᶜ-i. 
10. waḷḷa hādi mbayyin bōṣṭa ždīde.  qabil sintēn hōn ma-kānat bōṣṭa b-il-marra. 
11. wēn kunit kull ha-l-mudde? - kunt fi l-yaḅān. 
12. kunna xāyfīn iktīr. 
13. ᵓamīne kānat nāyme waqit-ha? - la, kānat fāyqa. 
14. kunti sākne fi hāda š-šāriᶜ? - laᵓ, ma-kunt-iš sākne hōn. 
15. kānu sāktīn lamma kānu fi ṣ-ṣaff. 
16. lēš kān nāyim ibrahīm? - min šān-o kān mrīḍ. 
17. lēš kuntu sāknīn fi l-quds? - ᶜa-šān il-quds madīne ḥilwe. 
18. ma kunt-iš qāᶜid fi ha-l-balad. 
19. qabil il-ḥarb kunit sākin fi l-xalīl. 
20. waḥade ᶜažūz kānat māšye fi s-sūq. 
 
【練習 13-2B】パレスチナ方言で言え。 
1. アミーネは貴男と一緒にいなかったのですか？－いや、一緒にいました。 2. 
イブラヒムは今週東京にいました。 3. 私達は昨日レストランにいました。 4. 
車は車庫にありました。 5. 貴男と一緒にムーサがいたのですか、アミーネが

いたのですか？－アミーネがいました。 6. 昨日はエルサレムにいたのですか、

ベツレヘムにいたんですか？－エルサレムでもベツレヘムでもなくハイファに

いました。 7. 昨日誰があなた達の所にいましたか？－ムーサとタケルがいま

した。 8. ムーサは貴男と一緒にいたのですか、いなかったのですか？－一緒

にいました。 9. ムーサは貴女と一緒にいましたか？－ムーサもイブラヒムも

一緒にいませんでしたがアサナが一緒にいました。 10. おっと、どうもこれは

新しい郵便局の様だ。２年前にここには郵便局など全然なかった。 11. 最近ど

こにいたのですか？－日本にいました。 12. 私達はとても恐れていた。 13. 
アミーネはその時に寝ていましたか？－いえ、起きていました。 14. 貴女もこ

の通りに住んでいたのですか？ 15. 教室にいたとき彼らは黙っていた。 16. 
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なぜイブラヒムは寝ていたのですか？－病気だったからです。 17. なぜエルサ

レムに住んでいたのですか？－エルサレムは美しい街だからです。 18. 私はこ

の国にはいたことがありません。 19. 戦前はヘブロンに住んでいました。 20. 
ある老女が市場を歩いていた。 
 
(3) 存在文１（☛ II-7.3.） 
主語の名詞が表示される時には性・数に関わらず kān が用いられることが多い。 
kān fīh bisse taḥt iṭ-ṭāwle. テーブルの下に猫がいた。 
kān fīh maṭᶜam zāki hōn, bass hallaq ma-fišš. ここにおいしいレストランがあったが

今はない。 
fi ṣ-ṣaff kān fīh ṭullāb. 教室に学生がいた。 
 
否定には ma-kān-iš fīh を用いる。 
fi ṣ-ṣaff ma-kān-iš fīh ṭullāb. 教室に学生はいなかった。 
 
【練習 13-3A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
sbiṭāl [n.m.: pl. -āt] 病院  
šakk [n.m.: pl. škūke] 疑い  

waraq twalēt [n.m.] トイレットペーパ

ー  
============================================================== 
1. fi baġdādTP kān fīh yahūd w-ᵓislām w-masīḥiyye. 
2. fi hāda š-šāriᶜ kān fīh byūt ᶜala žambēn. 
3. kān fīh kaᶜke fi t-tallāže? - laᵓ, ma-kānat-iš fīh. 
4. ma-kān-iš fīh ᵓōḍa fāḍye lēlt imbēriḥ. 
5. ma-kān-iš fīh waraq twalēt fi l-ḥammām.  bass kān fīh maḥārim waraq fi š-šanta. 
6. mīn kān fīh fi hadāk il-maṭᶜam? - wa-la ḥada (ma-kān-iš fīh ḥada). 
7. miš ibᶜīd min hōn kān fīh sbiṭār. 
8. šū kān fīh hōn? - hōn kān fīh knīse qadīme. 
9. w-ᵓakam ṭālib fīh kān fi ṣ-ṣaff? - fi ṣ-ṣaff kān fīh xamse w-ᶜišrīnN ṭālib. 
10. la, ma-fišš šakk ᵓinn-o l-muftāḥ kān fi šantit-i, w-ᵓinn-i ma-fataḥt-hā-š ġēr fi bēt-i. 
 
【練習 13-3B】パレスチナ方言で言え。 
1. バグダードにはユダヤ教徒、ムスリム、キリスト教徒がいた。 2. この通り

には両側に家があった。 3. 冷蔵庫にケーキがありました？－いいえ、ありま

せんでした。 4. 昨日の晩、空き部屋はなかった。 5. トイレにトイレットペ

ーパがなかったが、カバンにティッシュがあった。 6. あのレストランに誰が
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いましたか？－誰もいませんでした。 7. ここから遠くない所に病院がある。

8. ここには何がありましたか？－ここには古い教会がありました。 9. 教室に

何人学生がいましたか？－教室には２５人いました。 10. いや、間違いなくそ

の鍵は私のカバンの中にあったし、そのかばんは自分の家以外では開けません

でした。 
 
(4) 存在文２ 
==単 語======================================================= 
mᶜayyan [adj.] 特定の・何らかの  
============================================================== 
主語の性・数に関わらず kān が用いられることが多い。 
kānat ᶜind-i sayyāra ~ kān fīh ᶜind-i sayyāra. 私は車を持っていた。 
lēš rafaḍit?  kān ᶜind-ak ᵓiši sabab imᶜayyan? なぜ拒否した？何か特別なわけがあ

ったのか？ 
 
【練習 13-4A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
quṣṣa [n.f.: quṣaṣ] 話・語り  
sirr [n.m.: pl. ᵓasrār] 秘密  

ttiṣāl [n.m.: pl. -āt] 連絡・コンタクト  

============================================================== 
1. (fīh) ᶜind-ak sayyāra? - laᵓ, bass qabil kān (fīh) ᶜind-i sayyāra. 
2. kān maᶜ-ak maṣāri? - ᵓaywa, kān maᶜi šwayye. 
3. ᵓakam madrase kān fīh ᶜind-kum fi l-ʠarye? - kān ᶜind-na ᵓarbaᶜaN. 
4. b-hadāk il-waqit ᵓakam šēkil kān (fīh) maᶜ-ak? - kān maᶜ-i bass mīt N šēkil. 
5. ᵓakam iktāb kān (fīh) maᶜ-ak? - kān (fīh) maᶜ-i talatN kutub. 
6. kān (fīh) ᶜind ᵓamīne šuġl il-yōm? - naᶜam, kān ᶜind-ha šuġl iktīr. 
7. kān (fīh) ᶜind-i suᵓāl. 
8. lēš ma-kān-iš (fīh) maᶜ-ak tasrīḥ? 
9. kān fīh ᶜind-i (kānu ᶜind-i) ṣḥāb iktīr fi ha-l-balad. 
10. ma-kānat-š (ma-kān-iš) ᶜind-i ġēr ha-l-quṣaṣ. 
11. mīn kān (fīh) maᶜ-o mafātīḥ? - il-bawwāb kān maᶜ-o mafātīḥ. 
12. ma-kān-iš (fīh) ᶜind-na maṣāri. 
13. mīn kān maᶜ-o fi s-sayyāra? - kān maᶜ-o brahīm. 
14. mūsa kān (fīh) ᶜind-o sirr mxabba fi qalb-o. 
15. šū kān maᶜ-ak fi ž-žuzdān? - kānu (kān) fīh maᶜ-i ṣūrtēn. 
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【練習 13-4B】パレスチナ方言で言え。 
1. 車をお持ちですか？－いいえ、でも前は持っていました。 2. お金を持って

いましたか？－はい、少し持っていました。 3. あなた達の村にはいくつ学校

がありましたか？－４つありました。 4. その時何シェケル持っていました

か？－１００シェケルだけです。 5. 何冊本を持っていましたか？－３冊あり

ました。 6. その翌日アミーネに仕事があったのですか？－はい、沢山仕事が

ありました。 7. 私には質問がありました。 8. なぜ許可証を持っていなかっ

たのですか？ 9. 私にはこの国に多くの友人がいた。 10. 私にはこれらの話

以外ありません。 11. 誰が鍵 (pl.) を持っているのですか？－門番が持ってい

ます。 12. 私達にはお金がありませんでした。 13. 誰が彼と車の中にいる？

－イブラヒムです。 14. ムーサには心に隠されれた秘密があった。 15. 財布

に何を持っていましたか？－写真が２枚ありました。 
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14.：接尾代名詞 
接尾代名詞は動詞に付いて目的語を表す。基本的には名詞に付く接尾代名詞（☛ 
II-8.1.）と同じだが、1.sg. の代名詞は -ni となる。 

 sg. pl. 
3.m. -o, -h 

-hum 
3.f. -ha 
2.m. -ak, -k 

-kum 
2.f. -ik, -ki 
1. -ni -na 

3.m.sg., 2.m.sg., 2.f.sg. の代名詞は名詞＋接尾代名詞の場合と同様、動詞が母音で

終わる場合と子音で終わる場合とで形が異なる。 
 
(1) 子音で終わる活用形＋接尾代名詞 
以下では過去形の 3.m.sg. の動詞＋接尾代名詞の例を示す（上段はＡ語幹（ḍarab 
彼は殴った）、下段はＩ語幹（fihim 彼は理解した）） 

 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. 
ḍárab-o 
fíhm-o* 

 
ḍaráb-hum 
fhím-hum 

ma-ḍarab-ṓ-š 
ma-fihm-ṓ-š 

 
ma-ḍarab-húm(m)-iš 
ma-fhim-húm(m)-iš 

3.f. 
ḍaráb-ha 
fhím-ha 

ma-ḍarab-hā́-š 
ma-fhim-hā́-š 

2.m. 
ḍárab-ak 
fíhm-ak 

 
ḍaráb-kum 
fhím-kum 

ma-ḍarab-ák-iš 
ma-fihm-ák-iš 

 
ma-ḍarab-kúm(m)-iš 
ma-fhim-kúm(m)-iš 

2.f. 
ḍárab-ak 
fíhm-ik 

ma-ḍarab-ík-iš 
ma-fihm-ík-iš 

1. 
ḍaráb-ni 
fíhm-ik 

ḍaráb-na 
fhím-na 

ma-ḍarab-nī́-š 
ma-fhim-nī́-š 

ma-ḍarab-nā́-š 
ma-fhim-nā́-š 

＊母音で始まる接尾代名詞が付いたため、音節構造が変化している点に注意：

fihm-o（✖ fihim-o） 
 
他の人称でも同様である。 
Ａ語幹： 
(a) ḍarbat (3.f.sg.) + PS：ḍárbat-o, ḍarbát-ha…; ma-ḍarbat-ṓ-š, ma-ḍarbat-hā́-š… 
(b) ḍrabt (2.m.sg./1.sg.) + PS：ḍarábt-o, ḍarábt-ha…; ma-ḍarabt-ṓ-š, ma-ḍarabt-hā́-

š… 
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Ｉ語幹： 
(a) fihmat (3.f.sg.) + PS：fíhmat-o, fihmát-ha…; ma-fihmat-ṓ-š, ma-fihmat-hā́-š… 
(b) fhimit (2.m.sg./1.sg.) + PS：fhímt-o, fhímt-ha…; ma-fhimt-ṓ-š, ma-fhimt-hā́-š… 
 
(2) 母音で終わる活用形＋接尾代名詞 
以下では過去形の 3.pl. の動詞＋接尾代名詞の例を示す（上段はＡ語幹（ḍarabu 
彼らは殴った）、下段はＩ語幹（fihmu 彼らは理解した）） 

 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. 
ḍarabū́-h 

fihmū́-h 
 
ḍarabū́-hum 
fihmū́-hum 

ma-ḍarabū-hṓ-š 
ma-fihmū-hṓ-š 

 
ma-ḍarabū-húm(m)-iš 
ma-fihmū-húm(m)-iš 

3.f. 
ḍarabū́-ha 
fihmū́-ha 

ma-ḍarabū-hā́-š 
ma-fihmū-hā́-š 

2.m. 
ḍarabū́-k 
fihmū́-k 

 
ḍarabū́-kum 
fihmū́-kum 

ma-ḍarabū́-k-iš 
ma-fihmū́-k-iš 

 
ma-ḍarabū-kúm(m)-iš 
ma-fihmū-kúm(m)-iš 

2.f. 
ḍarabū́-ki 
fihmū́-ki 

ma-ḍarabū-kī́-š 
ma-fihmū-kī́-š 

1. 
ḍarabū́-ni 
fihmū́-ni 

ḍarabū́-na 
fihmū́-na 

ma-ḍarabū-nī́-š 
ma-fihmū-nī́-š 

ma-ḍarabū-nā́-š 
ma-fihmū-nā́-š 

他の人称でも同様である。 
Ａ語幹：(a) ḍarabtī́-h (b) ḍarabtū́-h (c) ḍarabnā́-h 
Ｉ語幹：(a) ḍarabtī́-h (b) ḍarabtū́-h (c) ḍarabnā́-h 
 
【練習 14-1】次の動詞の活用形に接尾代名詞を付ける練習をせよ。 
ᶜirif 知る ᵓaxad 取る ᶜazam 招く・奢る baᶜat 送る fihim 理解する ġasal 
洗う liḥiq 付いて行く・追いつく misik 捕まえる・掴む saᵓal 尋ねる simiᶜ 
聞く xiliṣ 終わる  
 
【練習 14-2A】日本語に訳せ。 
1. ᵓamīne ᶜazmat-ak? - laᵓ, ma-ᶜazmat-nī-š. 
2. wēn il-maqlūbe?  ᵓakal-ha ḥada? - ᵓana ᵓakalit-ha. - ᵓinti ᵓakaltī-ha?  ya ḥarām! 
3. mīn širib ha-l-qahwe? - širbat-ha ᵓamīne. 
4. ᶜumr-ak ma-ᵓakalt iknāfe? - mbala, ᵓakalt-ha ᵓawwal marra fi nāblis. 
5. šū ᵓakaltu mbēriḥ?  ᵓakaltu maqlūbe? - laᵓ, ma-ᵓakalā-hā-š, bass ᵓakalna manṣaf. 
6. smiᶜt kalām-o? - ᵓaywa, smiᶜt-o mnīḥ. 
7. lēš ᵓaxad iš-šufēr is-sayyāra ᶜa-l-karāž? - ᵓaxad-ha la-t-taṣlīḥ! 
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8. katabit maktūb w-baᶜatt-o b-il-barīd. 
9. fhimt-ni? - naᶜam, fhimt-ak. - w-ᵓinte fhimt-ni? - lā laᵓ, ᵓana ma-fhimt-ak! 
10. lamma daxalt il-ġurfe, fataḥt iš-šibbāk. - kīf? lamma daxalt-ha šū fataḥit? 
11. saᵓalit ᵓamīne lēš hiyye ḍarab-ni. 
12. lēš ḍarabti takeru? - laᵓ, ma-ḍarabt-ō-š! 
13. lamma faḥaṣ-ni d-dōktōr, fataḥit tumm-i. 
14. mīn fataḥ iš-šibbāk? - ᵓana fataḥt-o. 
15. lḥiqtu t-trēn imbēriḥ? - laᵓ, ma-lḥiqnā-hō-š. 
16. fataḥit iš-šabābīk? - lissa ma-fataḥit-humm-iš. 
17. baᶜid-ma ġasalna l-ġasīl, našarnā-h. 
18. mīn kasar ha-l-fanāžīn?  ᵓinte kasart-hum? - laᵓ, ma-kasart-humm-iš. 
19. mīn misik il-ḥarāmiyye? - ᵓiḥna msiknā-hum. 
20. mīn qatal hadāk iz-zalame? - qatal-o ha-l-ḥarāmiyye. 
21. žār-na saᵓal-ni wēn ᵓabū-k? 
22. saᵓalit mūsa ᶜan hāda l-mawḍūᶜ? - naᶜam, saᵓalt-o. 
23. šū saᵓalit mūsa? - ma-saᵓalt-ō-š wa-la ᵓiši. 
24. ᶜmiltu d-drūs? - ᵓaywa, ᶜmilnā-ha w-baᶜdēn iᶜmilna ḥafle. 
25. ᵓaxīran liḥqu l-bisse l-hārbe w-miskū-ha. 
 
【練習 14-2B】パレスチナ方言で言え。 
1. アミーネは貴男を招きましたか？－いいえ、招きませんでした。 2. マクル

ーベはどこだ？誰か食べたのか？－私が食べた。－君が食べたのか。だめだよ！

3. 誰がこのコーヒーを飲んだ？－アミーネが飲みました。 4. クナーフェを食

べたことがないのですか？―いや、ナブルスで初めて食べました。 5. 昨日何

を食べましたか？マクルーベを食べたんですか？－いいえ、食べていません。マ

ンサフを食べました。 6. 彼の言う事を聞いたか？－はい、良く聞きました。

7. なぜその運転手は車を整備工場に持って行ったのですか？－修理のためです。

8. 私は手紙を書いて郵便で送りました。 9. 私の事を理解してくれましたか？

－はい、わかりました。貴男は？－私はわかりません。 10. 部屋に入った時、

窓を開けました。－なんですって？入った時何を開けたんですって？ 11. 私は

アミーネになぜ私を殴ったのか尋ねた。 12. なぜ貴女はタケルを殴ったのです

か？－いえ、殴っていませんよ。 13. 医者が私を診察した時私は口を開けた。

14. 誰が窓を開けたんですか？－私が開けました。 15. 昨日列車に間に合いま

したか？－いや、間に合いませんでした。 16. 窓を開けましたか？－まだ開け

ていません。 17. 洗濯物を洗った後、それを干しました。 18. 誰がこのコー

ヒーカップを割ったんだ？お前が割ったのか？－いや俺は割ってない。 19. 誰
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が泥棒を捕まえたのですか？－私達が捕まえました。 20. 誰があの男を殺した

のだ？－この泥棒が殺した。 21. 私達のお隣さんが貴男のお父さんがどこか訊

いてきたぞ。 22. ムーサにこの問題について尋ねましたか？－はい、尋ねまし

た。 23. 何をムーサに尋ねたのですか？－何も尋ねていません。 24. 宿題や

りましたか？－はい、やりました。そしてその後でパーティーをしました。 25. 
とうとう彼らは逃げる猫に追いつき捕まえた。 
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15.：動詞４（現在形Ｂ型） 
15.1.：現在形Ｂ型 
動詞の現在形Ｂ型は動詞現在形語幹に主語の性・数・人称に応じて次のような接

尾辞を付けて活用する。 
 sg. pl. 
 + CV + CCV + CV + CCV 

3.m. bi-… 
bi-…-u 

3.f. bit- bti-… 
2.m. bit- bti-… 

bit-…-u bti-… -u 
2.f. bit-…-i bti-… -i 
1. ba-… min-… mni-… 

 
15.2.：現在形語幹 
過去形語幹が CVCVC の動詞の現在形語幹は CCVC となる。この時 V は a, i, 
u のいずれかで、CCaC のようになるものを「Ａ語幹」、CCiC を「Ｉ語幹」、CCuC 
を「Ｕ語幹」と呼ぶ。 
過去形語幹 現在形語幹  

katab- 
ḍarab- 
fihim- 

-ktib- 
-ḍrub- 
-fham- 

書く 
殴る 
理解する 

 
(1) Ａ語幹：-fham-（fihim 理解する）の活用 

 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. bifham 
bifhamu 

ma-bifham-iš 
ma-bifhamū-š 

3.f. btifham ma-btifham-iš 
2.m. btifham 

btifhamu 
ma-btifham-iš 

ma-btifhamū-š 
2.f. btifhami ma-btifhamī-š 
1. bafham mnifham ma-bafham-iš ma-mnifham-iš 

 
現在形動詞の否定は次の３つの方法がある。 
(a) ma- と -(i)š で動詞を挟む：ᵓana ma-bafham-iš ᶜarabi. 私はアラビア語がわか

らない。 
(b) 動詞の前に ma- を置く：ᵓana ma-bafham ᶜarabi.（同上） 
(c) 動詞の後に -(i)š を置く：ᵓana bafham-iš ᶜarabi.（同上） 
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(2) Ｉ語幹：-ktib-（katab 書く）の活用 
 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. biktib 
bikitbu 

ma-biktib-iš 
ma-bikitbū-š 

3.f. btiktib ma-btiktib-iš 
2.m. btiktib 

btikitbu 
ma-btiktib-iš 

ma-btikitbū-š 
2.f. btikitbi ma-btikitbī-š 
1. baktib mniktib ma-baktib-iš ma-mniktib-iš 

 
(3) Ｕ語幹：-ḍrub-（ḍarab 殴る）の活用* 

 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. buḍrub 
buḍurbu 

ma-buḍrub-iš 
ma-buḍurbū-š 

3.f. btuḍrub ma-btuḍrub-iš 
2.m. btuḍrub 

btuḍurbu 
ma-btuḍrub-iš 

ma-btuḍurbū-š 
2.f. btuḍurbi ma-btuḍurbī-š 
1. baḍrub mnuḍrub ma-baḍrub-iš ma-mnuḍrub-iš 
＊Ｉ語幹とＵ語幹の動詞は接尾辞が付く活用形（2.f.sg., 3.pl., 2.pl.）で語幹の音節

構造が変わる点に注意（例 2.f.sg. btuḍurbi（✖ btuḍrubi））。 
＊＊現在形Ｕ語幹では接頭辞の母音も u となる（buḍrub（✖ biḍrub））。 
 
過去形の語幹母音と現在形の語幹母音には必ずしも相関性があるわけではな

いので、動詞毎に語幹母音を記憶する必要がある。 
本教材では今後動詞に関しては次のようにして現在形の語幹母音を表示する。 

katab [v.: I-0 (i)] 書く（過去形Ａ語幹＋現在形Ｉ語幹：-ktib-） 
fihim [v.: I-0 (a)] 飲む（過去形Ｉ語幹＋現在形Ａ語幹：-fham-） 
harab [v.: I-0 (u)] 殴る（過去形Ａ語幹＋現在形Ｕ語幹：-hrub-） 
丸括弧内の (a) (i) (u) が現在形の語幹母音を示す。I-0 については後述する。 

 
【練習 15-1】下の動詞で活用の練習をせよ（否定も）。 
現在形Ａ語幹：ᶜirif [v.: I-0 (a)] 知る ᶜimil [v.: I-0 (a)] する baᶜat [v.: I-0 (a)] 送る

dabaḥ [v.: I-0 (a)] 屠る dafaᶜ [v.: I-0 (a)] 支払う ḍiḥik [v.: I-0 (a)] 笑う faḥaṣ 
[v.: I-0 (a)] 検査する fataḥ [v.: I-0 (a)] 開ける fihim [v.: I-0 (a)] 理解する

liḥiq [v.: I-0 (a)] 付いて行く・追いつく nidim [v.: I-0 (a)] 後悔する qaṭaᶜ [v.: 
I-0 (a)] 切る・さえぎる rikib [v.: I-0 (a)] 乗る rižiᶜ [v.: I-0 (a)] 帰る saᵓal [v.: 
I-0 (a)] 尋ねる saḥab [v.: I-0 (a)] 引く simiᶜ [v.: I-0 (a)] 聞く šalaḥ [v.: I-0 (a)] 
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脱ぐ širib [v.] I-0 (a)] 飲む ṭiliᶜ [v.: I-0 (a)] 上がる xiliṣ [v.: I-0 (a)] 終わる

žaraḥ [v.: I-0 (a)] 怪我させる・傷つける 

現在形Ｉ語幹：ᶜazam [v.: I-0 (i)] 招く ġasal [v.: I-0 (i)] 洗う ḥamal [v.: I-0 (i)] 運
ぶ kasar [v.: I-0 (i)] 壊す katab [v.: I-0 (i)] 書く kazab [v.: I-0 (i)] 嘘をつく

misik [v.: I-0 (i)] 捕まえる・掴む nizil [v.: I-0 (i)] 降りる 
現在形Ｕ語幹：daras [v.: I-0 (u)] 勉強する・学ぶ daxal [v.: I-0 (u)] 入る ḍarab 

[v.: I-0 (u)] 殴る harab [v.: I-0 (u)] 逃げる ḥafar [v.: I-0 (u)] 掘る maraq [v.: 
I-0 (u)] 通り過ぎる naqal [v.: I-0 (u)] 引っ越す našar [v.: I-0 (i)] 広げる・（洗

濯物を）乾す qaᶜad [v.: I-0 (u)] 座る qatal [v.: I-0 (u)] 殺す rabaṭ [v.: I-0 (u)] 
結ぶ rafaḍ [v.: I-0 (u)] 拒否する sakan [v.: I-0 (u)] 住む saraq [v.: I-0 (u)] 盗
む ṣabar [v.: I-0 (u)] 耐える tarak [v.: I-0 (u)] 放置する・離れる・去る  

 
15.3.：用法 
(1) 習慣的な行為 
bašrab qahwe kull ṣubuḥ. 私は毎朝コーヒーを飲みます。 
šū btudrus fi l-quds? - badrus ᶜarabi. エルサレムでは何を学んでいますか？－アラ

ビア語を学んでいます。 
ma-bašrab-iš šāy. 私はお茶は飲みません。 
šū btišrab kull ṣubuḥ? - bašrab qahwe. 毎朝何を飲みますか？－コーヒーを飲みま

す（習慣）。 
 
(2) 今まさに行われている行為 
šū btiᶜmal hōn? - baktib dars-i. ここで何をしているんだ？－宿題をやっているん

だよ。 
šū btišrab? - bašrab qahwe. 何を飲んでいるんですか？－コーヒーを飲んでいま

す（現在進行）。 
特に現在進行性を強調する場合は ᶜam または ᶜammāl（ᶜammāl-o, ᶜammāl-ha の
ように主語を表す接尾代名詞を付けてもよい）を動詞の前に置く。 
lēš ᶜammāl ibtibki. なぜ彼女は泣いているんだ？ 
wēn ibrahīm? - ᶜam buḥfur ḥufra fī bustān-o. イブラヒムはどこだ？－庭で穴を掘っ

ている。 
ha-l-ġūle ᶜammāl-ha btiṭlaᶜ min ḥōḍ il-ᶜēn. 彼女はそのグールが泉から出てくるのを

見た。 
 
否定は「miš ᶜam ＋現在形」とする。 
miš ᶜam baktib maktūb. 私は手紙を書いているのではない。 
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(3) 話者が行為の実行を確実であると考えること。 
fišš ᶜind-i maṣāri l-yōm, badfaᶜ bukra. きょうはお金がないので明日払います。 
 
15.4.：現在形＋接尾代名詞 
接尾代名詞は過去形と同じ要領で付けられる。 
 
(1) 子音終わる活用形＋接尾代名詞 
以下では現在形の 3.m.sg. の動詞＋接尾代名詞の例を示す（上段はＡ語幹（ビ

bifham 彼は理解する）、下段はＩ語幹（buḍrub 彼は殴る）） 
 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. 
bífham-o 
buḍurb-o* 

 
bifhám-hum 
buḍrúb-hum 

ma-bifham-ṓ-š 
ma-buḍurb-ṓ-š 

 
ma-bifham-húm(m)-iš 
ma-buḍrub-húm(m)-iš 

3.f. 
bifhám-ha 
buḍrúb-ha 

ma-bifham-hā́-š 
ma-buḍrub-hā́-š 

2.m. 
bífham-ak 
buḍurb-ak 

 
bifhám-kum 
buḍrúb-kum 

ma-bifham-ák-iš 
ma-buḍurb-ák-iš 

 
ma-bifham-kúm(m)-iš 
ma-buḍrub-kúm(m)-iš 

2.f. 
bífham-ik 
buḍurb-ik 

ma-bifham-ík-iš 
ma-buḍurb-íkš 

1. 
bifhám-ni 
buḍrúb-ni 

bifhám-na 
buḍrúb-na 

ma-bifham-nī́-š 
ma-buḍrub-nī́-š 

ma-bifham-nā́-š 
ma-buḍrub-nā́-š 

＊母音で始まる接尾代名詞が付いたため、音節構造が変化している点に注意：

buḍurb-o（✖ buḍrub-o） 
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(2) 母音で終わる活用形＋接尾代名詞 
以下では現在形の 3.pl. の動詞＋接尾代名詞の例を示す（上段はＡ語幹（bifhamu 
彼らは理解する）、下段はＩ語幹（buḍurbu 彼らは殴る）） 

 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. 
bifhamū́-h 

buḍurbū́-h 
 
bifhamū́-hum 
buḍurbū́-hum 

ma-bifhamū-hṓ-š 
ma-buḍurbū-hṓ-š 

 
ma-bifhamū-húmm-iš 
ma-buḍurbū-húmm-iš 

3.f. 
bifhamū́-ha 
buḍurbū́-ha 

ma-bifhamū-hā́-š 
ma-buḍurbū-hā́-š 

2.m. 
bifhamū́-k 
buḍurbū́-k 

 
bifhamū́-kum 
buḍurbū́-kum 

ma-bifhamū-k-iš 
ma-buḍurbū́-k-iš 

 
ma-bifhamū-kúmm-iš 
ma-buḍurbū-kúmm-iš 

2.f. 
bifhamū́-ki 
buḍurbū́-ki 

ma-bifhamū-kī́-š 
ma-buḍurbū-kī́-š 

1. 
bifhamū́-ni 
buḍurbū́-ni 

bifhamū́-na 
buḍurbū́-na 

ma-bifhamū-nī́-š 
ma-buḍurbū-nī́-š 

ma-bifhamū-nā́-š 
ma-buḍurbū-nā́-š 

 
【練習 15-2A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
baẓinni [exp.] 私は思う（＝ baẓinn + -

ni（接尾代名詞）（cf. bitẓinn-ak 貴男

は思う etc.） 
bitrūḥ [exp.] 貴男は行く（☛ II-15.5.(2)） 

============================================================== 
1. yaḷḷa, hallaq ᵓana baṭlaᶜ. - wēn ᵓinte rāyiḥ? - ᵓana rāyiḥ ᶜa-l-žāmᶜa. - ᵓinte btirkab il-

bāṣ? - naᶜam. 
2. hāda ḥarāmi kbīr, busruq w-bižriḥ nās w-buqtul w-biᶜmal kull ᵓiši ᶜātil. 
3. šū btiᶜmali lamma btismaᶜi l-infižār? - ṭabᶜan bahrub. - kīf ibtuhurbi?  mašy? - laᵓ, 

barkab bisiklēt. 
4. mīn mūsa biᶜzim? - biᶜzim ᵓamīne. ᶜa-ᵓēš biᶜzim-ha? - biᶜzim-ha ᶜala l-ᶜaša. - w-ᵓamīne 

btiᶜzim ḥada? - naᶜam, btiᶜzim-ni kull nihāyit ᵓusbūᶜ, w-bēn-i w-bēn-ak, bass mūsa ma-
btiᶜizm-ō-š.* 

5. lēš ma-btuhurbī-š mitil kull in-nās? - min šān-i ᵓana šužāᶜa! 
6. fi ᵓayy sēᶜa btiržaᶜ min iš-šuġul ᶜādatan? - baržaᶜ is-sēᶜa sitteN fi l-masa. - w-ᵓabū-k? - 

ᵓabū-y biržaᶜ mitᵓaxxir il-yōm min šān iš-šuġul. 
7. šū btiᶜmal lamma bixlaṣ id-dars? - baržaᶜ ᶜa-l-bēt.  lamma baṭlaᶜ fi s-sēᶜa ᵓarbaᶜ 

balḥaq it-trēn tabaᶜ is-sēᶜa ᵓarbaᶜ w-rubiᶜ. 
8. takeru nižiḥ b-il-imtiḥān? - xsāra ᵓinn-o saqaṭ fī-h, bass ma-bindam-iš. - ᵓiza hēk, 

baẓinni ᵓinn-o ma-btinžaḥ-iš kamān fi l-marra ž-žāye. 
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9. kīf ibtrūḥ ᶜa-l-žāmᶜa? - barkab il-bāṣ raʠam ᵓarbaᶜa min wasaṭ il-madīne w-banzil 
quddām il-žāmᶜa.  bass iž-žāmᶜa mawžūd b-žiha tānye min iš-šāriᶜ fa-baqṭaᶜ-o. - kīf 
ibtirkab il-bāṣ?  b-l-ᵓawwal btidfaᶜ la-šufēr ḥaqq it-tazkara? - naᶜam, bass ma-fišš 
tazkara.  bass ibtidfaᶜ il-ḥaqq la-š-šufēr. 

10. hallaq ᵓana ᶜam buqᶜud maᶜ mūsa fi maṭᶜam šarqi. 
11. ᶜa-ᵓayy sēᶜa bturbuṭ l-imnabbih? - ᶜa-s-sēᶜa sabᶜaN. - lēš ma-bturubṭ-ō-š ᶜa-s-sāᶜa 

sitteN? - ktīr bakkīr. 
12. ᵓinte btišrabi qahwe? - naᶜam. - kīf ibtišrabi?  b-is-sukkar willa bi-dūn sukkar? - b-

is-sukkar bass bi-dūn ḥalīb. 
＊bass 以下は ma-btiᶜizm-ō-š の主語はアミーネで、mūsa は文のテーマとなって

おり、「ムーサについて言えば、アミーネは彼を招いていない。」を意味する。 
 
【練習 15-2B】パレスチナ方言で言え。 
1. さて、それじゃあ行きます。－どこへ行くんですか？－大学へ行きます。－

バスに乗りますか？－はい。 2. こいつは大変な泥棒だ、盗む、人を傷つける、

殺す、悪いことは何でもやる。 3. 爆発を聴いたら何をしますか？－勿論逃げ

ますよ。－どうやって逃げますか？歩いて？－いいえ、自転車に乗ります。 4. 
ムーサは誰を招きますか？－アミーネを招きます。－何に招きますか？－夕食

に招きます。－それでアミーネは誰かを招きますか？－はい、毎週末私を招いて

くれます、で、ここだけの話、彼女ムーサは招きませんよ。 5. 貴女はなぜ皆

みたいに逃げないのですか？－私は勇気があるからよ。 6. 普段何時に仕事か

ら帰りますか？－夕方６時に帰ります。－それで貴男のお父さんは？－今日父

は仕事で遅く帰ります。 7. 授業が終わったら何をしますか？－家に帰ります。

４時に出れば４時１５分の電車に間に合います。 8. タケルは試験に受かりま

したか？－残念ながら落ちました。でも後悔していません。－もしそうなら次回

も受からないと思うよ。 9. どうやって大学へ行きますか？－４番のバスに街

中から乗って、大学の前で降ります。でも大学は通りの反対側にあるので通りを

横切ります。－バスにはどうやって乗るのですか？まず運転手に切符代を払い

ますか？－はい、でも切符はありません。運賃を運転手に払うだけです。 10. 
今中東料理屋にムーサといます。 11. 何時に目覚ましをセットしますか？－７

時です。－なぜ６時にセットしないのですか？－早すぎます。 12. コーヒーを

飲みますか？－はい、飲みます。－どうやって飲みますか？砂糖入りですかそれ

とも砂糖抜きで？－砂糖入りで、でもミルク抜きで。 
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【練習 15-3A】日本語に訳せ。 
==表 現=======================================================
b-it-tawfīq [interj.] 頑張って！  
faraḍ [v.: I-0 (i)] 課す  
maᶜlūm [exp.] 勿論  
maṭbūx [adj.] 煮た・調理された  
maqli [adj.] 揚げた・（フライパンで）

焼いた  
qāsi [adj.] 厳しい  
iš-šarq il-ᵓawsaṭ [n.m.] 中東  
šū btuᵓmur? ご注文は？  

============================================================== 
1. šū btiᶜmalu l-yōm? - mniᶜmal ḥafle ᶜaẓīme. - ᵓēmta? - mniᶜmal il-masa, min is-sēᶜa 

tamanye. - w-ᵓuxt-ak kamān žāye? - laᵓ, l-yōm hiyye mašġūle ktīr min-šān-ha ᶜind-ha 
wāžbāt iktīre. - hallaq btiᶜmal il-wāžbāt?  maskīne!  bass qālat ᵓinn-ha fāḍye l-yōm? 
- hiyye btiᶜmal ḥāl-ha fāḍye, bass fi l-ḥaqīqa hiyye mašġūle ktīr. 

2. šū btiᶜmal fi l-quds? - badrus ᶜarabi. - wēn ibtudurs-o? - badurs-o fi l-žāmᶜa. - fi ᵓanū 
žāmᶜa? - fi žāmᶜit bīrzēt. - ᵓakam sane btudrus hōn? - badrus santēn. - qaddēš sēᶜa 
btudrus kull yōm? - bandrus sēᶜtēn. - w-lēš ibtudrus ᶜarabi? - min ġēr lēš. - ᵓismaḥ-l-i, 
ᵓiza baqṭaᶜ kalām-ak, ġēr ᶜarabi, šū btudrus kamān? - badrus ᶜan ḥayāt il-ᶜarab. 

3. ya mūsa, šū ᶜam btiᶜmal hōn? - ᶜam baktib maktūb. - la-mīn ᶜam btiktib? - ᶜam baktib 
la-ᵓimm-i. - kull qaddēš btiktib la-ᵓimm-ak?  kull yōm? - laᵓ, miš kull yōm, bass kull 
ᵓusbūᶜ taqrīban. - w-ᵓinte btiktib makātīb ib-ᵓīd-ak? - naᶜam. - lēš miš b-il-kumbyūtar? 
- hiyye btifraḥ hēk ᵓaktar.  bass baktib maʠālāt w-kutub b-il-kumbyūtar. 

4. šū btiᶜmal kull yōm iṣ-ṣubuḥ? - b-il-ᵓawwal baġsil wišš-i w-ᵓiday-y w-baᶜdēn bašrab 
qahwe.  baᶜden baġsil il-ġasīl. - ᵓinte btiġsil il-ġasīl? - naᶜam. - ᵓimm-ik ma-btiġsil-iš? 
- mbala, kamān hiyye btiġsil, bass ᶜādatan ᵓana baġsil il-ġasīl.  w-ᵓabū-y bunušr-o. - 
kīf ibtiġsil?  b-il-ᵓīd? - laᵓ, b-il-ġassāle.  bass qamīṣ-i hāda, baġisl-o b-ᵓīd-i fi l-
ṃayye s-suxne. 

5. taᶜāl maᶜ-i, l-yōm baᶜizm-ak ᶜa-l-ᶜaša. - lā šukran. - lēš inte btuhrub minn-i? - mīn 
buhrub? ɔ ana ma-buhrub-iš, bass il-yōm ɔ ana miš žuᶜān. - yaᶜni ɔ inte mrawwiḥ? - naᶜam.  
ᵓana baržaᶜ la-l-bēt b-ha-s-sēᶜa kull yōm. - w-šū btiᶜmal fi l-bēt? - basmaᶜ ir-rādyo. - 
ᵓakam sēᶜa btismaᶜ-o kull yōm? - basmaᶜ talatN siᶜāt kull yōm. - ɔ anū barnāmiž ibtismaᶜ? 
- basmaᶜ xuṣūṣan il-ᵓaxbār w-barāmiž imnawwaᶜāt... - hušš!  ᶜam basmaᶜ ṣōt ġarīb; 
muš ᶜārif minēn žāy. 

6. lēš ᵓinte btiᶜmal ḥāl-ak miš fāhim? - laᵓ, fi l-ḥaqīqa ᵓana ma-bafham-iš ktīr fi fann ir-
rasim. - ᶜala fikra ᵓinte btifham turki? - laᵓ, ma-bafham-iš.  bass ᵓuxt-i btifham-o. - 
lēš? - darsat-o fi l-žāmᶜa. 

7. šū biᶜraf takeru ᶜan ᵓaxu mūsa? - ma-biᶜraf-iš ᶜann-o wa-la ᵓiši. - lā, huwwe biᶜraf ᶜann-
o mnīḥ, bass ᶜāmil ḥāl-o ka-ᵓinn-o ma-biᶜraf-iš. - w-ᵓinte? btiᶜraf ᶜann-o? - šwayye.  
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matalan, huwwe biᶜraf luġāt iktīre.  w-... - ᵓanū luġa biᶜraf? - biᶜraf ᶜarabi w-ᶜubrāni 
w-ᵓinglīzi w-yaḅāni. - w-btiᶜraf wēn bēt-o? - miš ᶜārif.  fi l-ḥaqīqa ma-ḥadd-iš biᶜraf 
wēn bēt-o.  bass baᶜraf wēn budrus. 

8. šū btuᵓumru? - ᶜind-kum samak? - maᶜlūm fīh. - maṭbūx willa maqli? - iṣ-ṣaḥīḥ maṭbūx 
ma-fišš, fīh bass maqli. 

9. ya takeru, šū btudrus fi ž-žāmᶜa? - ᵓawwalan badrus ᶜarabi w-ᶜibri, w-kamān il-ᵓadab 
il-ᶜarabi w-tārīx iš-šarq il-awsaṭ. - btudrus kull ᵓiši. - bass id-drūs qāsye, il-imᶜallim 
bifriḍ-na wāžbāt iktīre. - b-it-tawfīq. 

 
【練習 15-3B】パレスチナ方言で言え。 
1. 今日は何をするんだ？－盛大なパーティーをするぞ。－いつ？－夕方８時か

らだ。－妹さんも来る？－いや、今日は宿題が沢山あってとても忙しいんだ。－

今宿題をやっているのか？かわいそうに。でも今日は暇だと言っていたけど？

－暇なふりをしているけど本当はとても忙しいんだ。 2. エルサレムで何をし

ているのですか？－アラビア語を学んでいます。－どこでそれを学んでいます

か？－大学で学んでいます。－どの大学で？－ビールゼート大学です。－ここで

何年学んでいますか？－２年学んでいます。－毎日何時間勉強していますか？

－２時間勉強しています。－それで何でアラビア語を勉強しているのですか？

－何となく、ですね。－お話の途中すみませんが、アラビア語の他には何を勉強

していますか？－アラブ人の生活について学んでいます。 3. ムーサ、ここで

何をしているのですか？－手紙を書いています。－誰に書いているのですか？

－母に書いています。－どのくらいおきにお母さんに書くのですか？毎日？－

いや、毎日ではなく大体毎週位です。－手紙は手で書くのですか？－はい。－な

ぜパソコンで書かないのですか？－そうした方が母が喜ぶのです。でも論文や

本はパソコンで書きます。 4. 毎朝何をしていますか？－まず顔と手を洗い、

それからコーヒーを飲みます。それから洗濯します。－貴男が洗濯するのです

か？－そうですよ。－お母さんは洗濯しないのですか？－いや、母も洗濯します

が、普段は私がします。そして父が干します。－どうやって洗濯しますか？手洗

いですか？－いや、洗濯機で。しかしこのシャツはお湯で手洗いします。 5. 一
緒に来いよ、今日は晩飯おごってやるから。－いや、いいよ有難う。－なぜ俺か

ら逃げんるんだ？－誰が逃げてる？俺は逃げてないよ、ただ今日は腹が減って

ないだけだ。－つまり帰るってことか？－うん。毎日この時間に家に帰るんだ。

－家で何をするんだ？－ラジオを聴くのさ。－毎日何時間ラジオを聞くんだ？

－毎日３時間聞く。－どんな番組を聴くんだ？－ニュースとバラエティー番組

を聴くな。－シーッ！どこからかわからないけど変な音が聞こえるぞ。 6. な
ぜ貴男はわからないふりをするのですか？－いや、本当に美術については良く
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わからないんです。－ところでトルコ語はわかりますか？－いいえ、わかりませ

ん。でも妹はわかります。－なぜ？－大学で勉強したんです。 7. タケルはム

ーサの弟について何を知っていますか？－彼については何も知らないよ。－い

や、よく知っているよ、でも知らないふりをしているんだ。－君は？彼について

知ってる？－少しはね。例えば彼は沢山の言語を知っている。それから・・・。

－何語を知っているの？－アラビア語、ヘブライ語、英語、日本語を知っている。

－それで君は彼の家がどこか知ってる？－さあ。実際誰も彼の家がどこだか知

らないよ。でも僕は彼がどこで勉強しているかは知っているよ。 8. ご注文は？

－魚はありますか？－勿論あります。－煮たものですか揚げたものですか？－

実は煮たものはありません。フライだけです。 9. タケル、大学では何を勉強

しているんだ？－まずアラビア語とヘブライ語、それからアラブ文学と中東の

歴史もだ。－なんでも勉強しているんだね。－でも勉強は厳しいよ。先生は沢山

宿題を出すんだ。－頑張ってね。 
 
15.5.：特殊な動詞 
(1) 来る 

 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. bīži 
bīžu 

ma-bīžī́-š 
ma-bīžū́-š 

3.f. btīži ma-btīžī́-š 
2.m. btīži 

btīžu 
ma-btīžī́-š 

ma-btīžū́-š 
2.f. btīži ma-btīžī́-š 
1. bāži mnīži ma-bažī́-š ma-mnīžī́-š 

 
【練習 15-4A】日本語に訳せ。 
1. maᶜ mīn bīži mūsa? - bīži la-ḥāl-o. 
2. ha-l-imᶜallme btīži mitᵓaxxir (mitᵓaxxre) ᶜa-š-šuġul kull yōm. 
3. b-ᵓēš btīžu? - bnīži b-il-bāṣ. 
4. ᵓēmta btīži? - bāži halqēt. 
5. min wēn bīžu? - bīžu min bēt-hum duġri la-hōn. 
6. w-lēš ma-btižī-š ib-sayyārt-ak? - min šān-o sayyārt-i l-yōm xarbāne. 
7. lamman btīži ᶜa-l-quds, taᶜāl* ᶜind-i. 
＊ taᶜāl 来い！（☛ II-18.2.(1)） 
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【練習 15-4B】パレスチナ方言で言え。 
1. ムーサは誰と来ますか？－一人で来ます。 2. この女性教師は毎日仕事に遅

刻する。 3. あなた達何で来ましたか？－バスで来ました。 4. いつ来ます

か？－今来ます。 5. 彼らはどこから来ますか？－家から直にここに来ます。

6. なぜ車で来ないのですか？－今日故障しているからです。 7. エルサレムに

来る時は私の所に来てください。 
 
(2) 行く 

 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. birūḥ 
birūḥu 

ma-birūḥ-iš 
ma-birūḥū́-š 

3.f. bitrūḥ ma-bitrūḥ-iš 
2.m. bitrūḥ 

bitrūḥu 
ma-bitrūḥ-iš 

ma-bitrūḥū́-š 
2.f. bitrūḥi ma-bitrūḥī́-š 
1. barūḥ minrūḥ ma-barūḥ-iš ma-minrūḥ-iš 

 
【練習 15-5A】日本語に訳せ。 
1. wēn birūḥu brahīm w-žīrān-o fi l-ᶜuṭle? 
2. wēn bitrūḥ ᵓimm-ik? - ᵓimm-i bitrūḥ ᶜind xālt-i. 
3. btišrab qahwe qabil-ma bitrūḥ ᶜa-š-šuġul? 
4. mūsa birūḥ ᶜa-d-dār. 
5. humme birūḥu ᶜa-l-madrase kull yōm sawa. 
 
【練習 15-5B】パレスチナ方言で言え。 
1. イブラヒムとそのお隣さんたちは休暇中にどこに行きますか？ 2. 貴女の

お母さんはどちらへ行くんですか？－おばの所に行きます。 3. 仕事へ行く前

にコーヒーを飲みますか？ 4. ムーサは家に帰ります。 5. 彼らは毎日一緒に

学校へ行く。 
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16.：接尾代名詞３ 
16.1.：代名詞による間接目的語 
間接目的語を表現するために、前置詞 l- を用いる。この前置詞は接尾代名詞を

伴い、enclitic として動詞と一体化する。 
 sg. pl. 
3.m. -l-o ~ -ill-o 

-il-hum 
3.f. -il-ha 
2.m. -l-ak ~ -ill-ak 

-il-kum 
2.f. -l-ik ~ -ill-ik 
1. -l-i ~ -ill-i -il-na 

 
(1) 子音で終わる活用形＋ l- 
(a) -VC で終わる活用形＋ l- ＋接尾代名詞（過去形・現在形） 
以下では過去形の 3.m.sg. の動詞＋ l- ＋接尾代名詞の例を示す（上段はＡ語幹

（katab 彼は書いた）、下段はＩ語幹（ṭiliᶜ 彼は出た））。Ｉ語幹動詞は l- + 3.f.sg., 
3.pl., 2.pl. の接尾代名詞の箇所で動詞語幹の音節構造が変化する点に注意。 
 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. 
katáb-l-o 
ṭlíᶜ-l-o 

 
katab-íl-hum 
ṭilᶜ-íl-hum 

ma-katab-l-ṓ-š 
ma-ṭliᶜ-l-ṓ-š 

 
ma-katab-íl-húm(m)-iš 
ma-ṭilᶜ-il-húm(m)-iš 

3.f. 
katab-íl-ha 
ṭilᶜ-íl-ha 

ma-katab-il-hā́-š 
ma-ṭliᶜ-il-hā́-š 

2.m. 
katáb-l-ak 
ṭlíᶜ-l-ak 

 
katab-íl-kum 
ṭilᶜ-íl-kum 

ma-katab-l-ák-iš 
ma-ṭliᶜ-l-ák-iš 

 
ma-katab-íl-kúm(m)-iš 
ma-ṭilᶜ-íl-kúm(m)-iš 

2.f. 
katáb-l-ik 
ṭlíᶜ-l-ik 

ma-katab-l-ík-iš 
ma-ṭliᶜ-l-ík-iš 

1. 
katáb-l-i 
ṭlíᶜ-l-i 

katab-íl-na 
ṭilᶜ-íl-na 

ma-katab-l-ī́-š 
ma-ṭliᶜ-l-ī́-š 

ma-katab-il-nā́-š 
ma-ṭilᶜ-il-nā́-š 

katbát-l-o, katbat-íl-ha…; ma-katbat-l-ṓ-š, ma-katbat-il-hā́-š… 
 
現在形も同様 
Ａ語幹：biṭlaᶜ (3.m.sg.) + l- + PS：biṭláᶜ-l-o, biṭlaᶜ-íl-ha…, ma-biṭlaᶜ-l-ṓ-š, ma-biṭlaᶜ-il-

hā́-š 
Ｉ語幹：baktib (1.sg.) + l- + PS：baktíb-l-o, bakitb-íl-ha…, ma-baktib-l-ṓ-š, ma-bakitb-

il-hā́-š… 
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(b) -VCt で終わる過去形活用形（2.m.sg., 1.sg.）＋ l- ＋接尾代名詞 
この場合に限り、前置詞 l- が 3.m.sg., 2.m.sg., 2.f.sg., 1.sg. で l- の場合と ill- の
場合とがある（自由変異）。 
（上段はＡ語幹（katabt 貴男／私は書いた）、下段はＩ語幹（ṭiliᶜt 貴男／私は出

た）） 
 肯定 
 sg. pl. 

3.m. 
katábt-l-o ~ katabt-íll-o 
ṭlíᶜt-l-o ~ ṭlíᶜt-íll-o 

 
katabt-íl-hum 
ṭliᶜt-íl-hum 

3.f. 
katabt-íl-ha 
ṭliᶜt-íl-ha 

2.m. 
katábt-l-ak ~ katabt-íll-ak 
ṭlíᶜt-l-ak ~ ṭlíᶜt-íll-o 

 
katabt-íl-kum 
ṭliᶜt-íl-kum 

2.f. 
katábt-l-ik ~ katabt-íll-ik 
ṭlíᶜt-l-ik ~ ṭlíᶜt-íll-ik 

1. 
katábt-l-i ~ katabt-íll-i 
ṭlíᶜt-l-i ~ ṭlíᶜt-íll-i 

katabt-íl-na 
ṭliᶜt-íl-na 

 
上段はＡ語幹、下段はＩ語幹 
 否定 
 sg. pl. 

3.m. 
ma-katabt-l-ṓ-š ~ ma-katabt-ill-ṓ-š 
ma-ṭliᶜt-l-ṓ-š ~ ma-ṭliᶜt-ill-ṓ-š 

 
ma-katabt-il-húmm-iš 
ma-ṭliᶜt-il-húmm-iš 

3.f. 
ma-katabt-il-hā́-š 
ma-ṭliᶜt-il-hā́-š 

2.m. 
ma-katabt-l-ṓ-š ~ ma-katabt-ill-ák-iš 
ma-ṭliᶜt-l-ṓ-š ~ ma-ṭliᶜt-ill-ák-iš 

 
ma-katabt-il-kúmm-iš 
ma-ṭliᶜt-il-kúmm-iš 

2.f. 
ma-katabt-l-ṓ-š ~ ma-katabt-ill-ík-iš 
ma-ṭliᶜt-l-ṓ-š ~ ma-ṭliᶜt-ill-ík-iš 

1. 
ma-katabt-l-ṓ-š ~ ma-katabt-ill-ī́-š 
ma-ṭliᶜt-l-ṓ-š ~ ma-ṭliᶜt-ill-ī́-š 

ma-katabt-il-nā́-š 
ma-ṭliᶜt-il-nā́-š 
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(2) 母音で終わる活用形＋ l- ＋接尾代名詞（過去形・現在形） 
以下では過去形の 3.pl. の動詞＋ l- ＋接尾代名詞の例を示す（上段はＡ語幹

（katabu 彼らは書いた）、下段はＩ語幹（ṭilᶜu 彼らは出た）） 
 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. 
katabū́-l-o 
ṭilᶜū́-l-o 

 
katabū́-l-hum 
ṭilᶜū́-l-hum 

ma-katabū-l-ṓ-š 
ma-ṭilᶜū-l-ṓ-š 

 
ma-katabū-l-húmm-iš 
ma-ṭilᶜū-l-húmm-iš 

3.f. 
katabū́-l-ha 
ṭilᶜū́-l-ha 

ma-katabū-l-hā́-š 
ma-ṭilᶜū-l-hā́-š 

2.m. 
katabū́-l-ak 
ṭilᶜū́-l-ak 

 
katabū́-l-kum 
ṭilᶜū́-l-kum 

ma-katabū-l-ák-iš 
ma-ṭilᶜū-l-ák-iš 

 
ma-katabū-l-kúmm-iš 
ma-ṭilᶜū-l-kúmm-iš 

2.f. 
katabū́-l-ik 
ṭilᶜū́-l-ik 

ma-katabū-l-ík-iš 
ma-ṭilᶜū-l-ík-iš 

1. 
katabū́-l-i 
ṭilᶜū́-l-i 

katabū́-l-na 
ṭilᶜū́-l-na 

ma-katabū-l-ī́-š 
ma-ṭilᶜū-l-ī́-š 

ma-katabū-l-nā́-š 
ma-ṭilᶜū-l-nā́-š 

katabtū-l-o, katabtī-l-o, katabnā-l-o etc. 
 
現在形も同様 
Ａ語幹：biṭlaᶜu (3.pl.) + l- + PS：biṭláᶜū́-l-o, biṭlaᶜū́-l-ha..., ma-biṭlaᶜū-l-ṓ-š, ma-biṭlaᶜū-

l-hā́-š… 
Ｉ語幹：btikitbi (2.f.sg.) + l- + PS：btikitbī́-l-o, btikitbī́-l-ha…, ma-btikitbī-l-ṓ-š, ma-

btikitbī-l-hā́-š… 
 
【例文】 
katabt-l-o maktūb. 私は彼に手紙を書いた。 
ma-katabu-l-ak-iš maktūb. 彼らは貴男に手紙を書かなかった。 
il-badawi dabaḥ-l-i židy. そのベドウィンは私のためにヤギを屠った。 
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16.2.：直接目的語と間接目的語の両方が代名詞の場合 
間接目的語を「l- ＋接尾代名詞」で表示し、直接目的語は辞詞「yya- ＋接尾代

名詞」で表示し、enclitic として動詞と一体化する。 
 yya- ＋接尾代名詞 
 sg. pl. 

3.m. yyā-h 
yyā-hum 

3.f. yyā-ha 
2.m. yyā-k 

yyā-kum 
2.f. yyā-ki 
1. yyā-ni yyā-na 

 
【例文】 
baᶜatt-l-ak iyyā-ha mbēriḥ. 私は貴男にそれを昨日送った。 
mūsa ḍabaḥ-l-o yyā-h. ムーサは彼のためにそれを屠った。 
fataḥū-l-na yyā-ha. 彼らは私達のためにそれを開けてくれた。 
 
否定文の場合、「yya- ＋接尾代名詞」は否定動詞の後に置かれる。 
ma-baᶜatt-l-ak-iš iyyā-ha mbēriḥ. 私は貴男にそれを昨日送らなかった。 
mūsa ma-ḍabaḥ-l-ō-š iyyā-h. ムーサは彼のためにそれを屠らなかった。 
ma-fataḥu-l-nā-š iyyā-ha. 彼らは私達のためにそれを開けてくれなかった。 
 
【練習 16-1A】日本語に訳せ。 
1. šu btuṭulbū-l-na? - mnuṭulb-il-kum finžān qahwe. 
2. mūsa baᶜat-l-o maktūb? - laᵓ, ma-baᶜat-l-ō-š iyyā-h. 
3. baᶜatnā-l-hum hadik iš-šahāde? - laᵓ, ma-baᶜattū-l-humm-iš iyyā-ha. 
4. ᵓamīne btiktib-l-ak ᵓīmēl kull yōm? - ᵓaywa, btiktb-l-i yyā-h. 
5. ᵓamīne btiᶜmal-l-ak maᶜrūf kull marra? - ᵓaywa. 
6. šū dafaᶜt-l-o? - dafaᶜt-l-o taᶜwīḍāt. 
7. lēs ma-btiftaḥī-l-hā́-š iš-šubbāk? - min šān id-dinya bard. 
8. dafᶜat-l-o ḥaqq il-xuḍra? - laᵓ, ma-dafᶜat-l-ō-š iyyā-h. 
9. šu btiḍbaḥ-il-na fi l-ᶜīd? - badbaḥ-ill-ak xarūf. 
10. katabt-íll-ak (~ katábt-l-ak) maktūb. 
11. btikitb-ill-o maktūb? - ᵓaywa, bakitb-ill-o-yyā-ha w-babᶜat-o ᵓil-o. 
12. ma-baᶜtat-l-ik-š-iyyā-ha. 
13. saraq-l-ak-iyyā-h ha-l-ḥarāmi? 
14. šū saraqū-l-ak? - saraqū-l-i kart il-vīza! 
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【練習 16-1B】パレスチナ方言で言え。 
1. 私達のために何を頼んでいますか？－コーヒーを一杯頼んでいます。 2. ム
ーサは彼に手紙を送りましたか？－いいえ、送ってません。 3. 私達は彼にあ

の証明書を送りましたっけ？－いいえ、送ってません。 4. アミーネは貴男に

毎日メールを送ってきますか？－はい、送ってきます。 5. アミーネは毎回親

切にしてくれるますか？－はい。。 6. 彼に何を払いましたか？－私は彼に賠償

金を払った。 7. なぜ彼女のために窓を開けてやらないのですか？－寒いから

です。 8. 私は彼に野菜の代金を払いましたか？－いいえ、払ってません。 9. 
祭では何を屠ってくれますか？－羊を屠ってあげますよ。 10. 私は貴男に手紙

を書きました。 11. 彼に手紙を書きますか？－はい、書いて送ります。 12. 貴
女は貴男にそれを送りませんでした？ 13. この泥棒は貴女からそれを盗みま

したか？ 14. 彼らは何を盗みましたか？－クレジットカードを盗みました。  
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17.：動詞５（現在形Ｙ型） 
17.1.：現在形Ｙ型 
現在形Ｙ型は動詞現在語幹に主語の性・数・人称に応じて次のような接尾辞を付

けて活用する。これはおおざっぱに言ってＢ型の接頭辞から b- を取り除いたも

のである。 
 sg. pl. 
 + CV + CCV + CV + CCV 
3.m. y- yi-… 

y-…-u yi-…-u 
3.f. t-… ti-… 
2.m. t-… ti-… 

t-…-u ti-…-u 
2.f. t-…-i ti-…-i 
1. ᵓa-… n-… ni-… 

 
例 

 Ａ語幹 Ｉ語幹 Ｕ語幹 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. yifham 
yifhamu 

yiktib 
yikitbu 

yuḍrub 
yuḍurbu 

3.f. tifham tiktib tuḍrub 
2.m. tifham 

tifhamu 
tiktib 

tikitbu 
tuḍrub 

tuḍurbu 
2.f. tifhami tikitbi tuḍurbi 
1. ᵓafham nifham ᵓaktib niktib ᵓaḍrub nuḍrub 

 
【練習 17-1】下の動詞で現在形Ｙ型の活用の練習をせよ（否定も）。 
現在形Ａ語幹：ᶜimil [v.: I-0 (a)] する ᶜirif [v.: I-0 (a)] 知る baᶜat [v.: I-0 (a)] 送る

dafaᶜ [v.: I-0 (a)] 支払う ḍiḥik [v.: I-0 (a)] 笑う faḥaṣ [v.: I-0 (a)] 検査する

fihim [v.: I-0 (a)] 理解する ḥaṣal [v.: I-0 (a)] 得る（～を ᶜala） laḥas [v.: I-0 
(a)] なめる liᶜib [v.: I-0 (a)] 遊ぶ liḥiq [v.: I-0 (a)] 付いて行く・追いつく

manaᶜ [v.: I-0 (a)] 避ける・妨げる・禁じる nidim [v.: I-0 (a)] 後悔する rikib 
[v.: I-0 (a)] 乗る rižiᶜ [v.: I-0 (a)] 帰る saᵓal [v.: I-0 (a)] 尋ねる saḥab [v.: I-0 
(a)] 引く šalaḥ [v.: I-0 (a)] 脱ぐ ṭiliᶜ [v.: I-0 (a)] 上がる xiliṣ [v.: I-0 (a)] 終わ

る žaraḥ [v.: I-0 (a)] 怪我させる・傷つける 

現在形Ｉ語幹：ᶜazam [v.: I-0 (i)] 招く ḥalaq [v.: I-0 (i)] ひげを剃る ḥaraq [v.: I-
0 (i)] 焼く ġasal [v.: I-0 (i)]洗う ḥamal [v.: I-0 (i)] 運ぶ kasar [v.: I-0 (i)] 壊
す katab [v.: I-0 (i)] 書く kazab [v.: I-0 (i)] 嘘をつく misik [v.: I-0 (i)] 捕まえ

る・掴む nizil [v.: I-0 (i)] 降りる（～から ᶜan） rakan [v.: I-0 (i)] 頼る（～に 
ᶜala） žamaᶜ [v.: I-0 (i)] 集める 
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現在形Ｕ語幹：daras [v.: I-0 (u)] 勉強する・学ぶ daxal [v.: I-0 (u)] 入る ḍarab 
[v.: I-0 (u)] 殴る harab [v.: I-0 (u)] 逃げる ḥafar [v.: I-0 (u)] 掘る maraq [v.: 
I-0 (u)] 通り過ぎる našar [v.: I-0 (i)] 広げる・（洗濯物を）乾す qaᶜad [v.: I-0 
(u)] 座る qatal [v.: I-0 (u)] 殺す rabaṭ [v.: I-0 (u)] 結ぶ rafaḍ [v.: I-0 (u)] 拒
否する saraq [v.: I-0 (u)] 盗む sakan [v.: I-0 (u)] 住む tarak [v.: I-0 (u)] 放置

する・離れる・去る ṭabax [v.: I-0 (u)] 料理する ṭalab [v.: I-0 (u)] 頼む（～に 
min）・（女性に）結婚を申し込む  

 
17.2.：用法（☛ IV-1.2.3.） 
==単 語=======================================================
ᶜan žadd [adv.] 本当に？ 
ᶜasal [n.m.] 蜂蜜  
ḥabil [n.m.: pl. ḥbāl] ひも  

ᵓin [conj.] もし～なら  
rabb [n.m.] 主・神  
šaqfe [n.f.: šuqaf] 一切れ  

============================================================== 
17.2.1.：単独で 
(1) １人称で話者の聞き手に対する意向を表す。 
ᵓaktib-l-ak ᵓīmēl-i hōn? メールアドレスをここに書きましょうか？ 
ᵓaṭlub-l-ak ṃayye? 水を頼んであげましょうか？ 
 
特に 1.pl. で「さあ～しよう！」を意味する。 
yaḷḷa nuqᶜud hōn. さあ、ここに座りましょう。 
niṭlaᶜ hallaq? 行きましょうか？ 
 
(2) ２人称では相手の意向、迂遠的な命令を表現する。 
tišrab ᵓiši? 何か飲みますか？ 
tišrab qahwe? コーヒー如何ですか？ 
tuqᶜud hōn? ここに座りますか？ 
tāxdu maᶜ-kum qalam w-daftar. ペンとノートを持って行くこと！ 
ya-rabb, tiḥirq-o. 神よ、こいつを焼き給え！（焼き払ってくれるように！） 
baḷḷāhi tiḥkī-l-na-yyā-ha. 頼むからそれを話してくれ！ 
 
(3) ３人称では第三者に対する命令や祈願、第三者の行動への疑いを表現する。 
ᶜan žadd mūsa yiᶜzim-ni? - bi-dūn šakk. 本当にムーサは私を呼んでくれるんでしょ

うか？－間違いない。 
kull wāḥad yiržaᶜ ᶜa-bēt-o. それぞれ家へ帰った帰った！ 
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(4) 否定命令 
Ｙ型動詞の２人称を ma-….-š で挟む（または動詞の前に la を置く）。 
ma-tišrab-iš il-qahwe. そのコーヒーを飲むな。 
ma-tuḍrub-iš ᵓaxū-k! 弟を殴るな。 
ᵓin kān ṣāḥb-ak ᶜasal, la tilḥas-o kull-o. お前の友人が蜂蜜なら嘗め尽くしてはいけ

ない。 
ma-tiṭlaᶜ-iš hallaq. 今出かけるな。 
ma-tiᶜzim-š hadōl in-nās! あいつらを招くな。 
 
【練習 17-2A】日本語に訳せ。 
1. ma-tiᶜmalū-š ḥafle! 
2. ma-tišrabū-š ᵓiši bārid. 
3. ma-tismaᶜī-š kalām in-nās. 
4. ma-tilᶜab b-in-nār. 
5. ᵓadhan il-bāb? - laᵓ, ma-tidhan-ō-š. 
6. ᵓaᶜzam kamān ibrahīm? - laᵓ, ma-tiᶜzam-ō-š. 
7. ma-tiṭlaᶜī-š, id-dinya šita. 
8. ma-tiftaḥū-š iš-šubbāk 
9. yaḷḷa niṭlaᶜ. 
10. lissa tuqᶜud hōn? 
11. tiᶜmalī-l-i maᶜrūf išwayye? - b-kull isrūr. 
12. tismaᶜu mūsīʠa? - laᵓ, šukran. 
13. ᵓana ᵓadfaᶜ-l-ak? - laᵓ, ᵓana badfaᶜ. 
14. tisᵓal-o ᶜan ha-l-mawḍūᶜ? - ᵓana? lā, ᵓisᵓal-o ᵓinte!* 
15. qal-l-i d-dōktōr ᵓinn-o ma-binfaᶜ-ō-š ᵓilla yudxul il-mustašfa kamān marra. 
＊ᵓisᵓal 質問せよ（命令形 ☛ II-18.） 
 
【練習 17-2B】パレスチナ方言で言え。 
1. パーティーをするな。 2. 冷たい物を飲むな。 3. 他人の話を聞くな。 4. 
火遊びするな。 5. ドアを塗りましょうか？－いや、塗るな。 6. イブラヒム

も呼ぼうか？－いや、呼ぶな。 7. 出かけるな。雨が降っている。 8. 窓を開

けるな。 9. さあ、出かけよう。 10. まだここにいますか？ 11. ちょっと手

伝ってもらえますか？－喜んで。 12. 音楽でも聞きますか？－いえ、結構です。

13. 俺が払おうか？－いや、俺が払う。 14. お前彼にこの問題について聞いて

みたらどうだ？－俺が？いや、お前が聞けよ。 15. 医者はもう一度入院するほ

かに手はないと言った。 
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17.2.2.：様々な要素との組み合わせ 
(1) bidd- PS ＋Ｙ型：～したい・～すべきだ 
「bidd ＋接尾代名詞（主語を表す）＋Ｙ型」で「～したい・～すべき」を表現す

る。 
bidd-i ᵓašrab qahwe. 私はコーヒーを飲みたい。 
bidd-ak tiṭlaᶜ? 出かけたいですか？ 
bidd-o yiṭlaᶜ hallaq. 彼は今出て行くべきだ。 
 
この表現は専ら主語が代名詞の場合に用いられるので、名詞が主語の場合は次

のようにする。 
mūsa bidd-o yiṭlaᶜ hallaq. ムーサは今出て行くべきだ。 
ᵓamīne šū bidd-ha tiᶜmal? アミーネは何をしたいんだ？ 
 
bidd-PS（☛ II-4.【表現】）＋Ｙ型 

 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. bidd-o 
bidd-hum 

ma-bidd-ō-š 
ma-bidd-hum(m)-iš 

3.f bidd-ha ma-bidd-hā-š 
2.m. bidd-ak 

bidd-kum 
ma-bidd-ak-iš 

ma-bidd-kum(m)-iš 
2.f. bidd-ik ma-bidd-ik-iš 
1. bidd-i bidd-na ma-bidd-ī-š ma-bidd-nā-š 

 
(a) bidd- に付く接尾人称代名詞とＹ型の人称が同一の場合：Ａは～したい・～す

べきだ。 
bidd-i ᵓašrab qahwe. 私はコーヒーが飲みたい。 
bidd-ak tišrab qahwe? コーヒーを飲みたいですか？ 
šū bidd-i ᵓaᶜmal? 私は何をすべきなんだろう？・どうしろと言うのだ？！・どう

しよう？！ 
 
(b) bidd- に付く接尾人称代名詞とＹ型の人称が異なる場合：ＡはＢに～しても

らいたい。 
bidd-i mūsa tīži maᶜ-i. 私はムーサに一緒に行ってもらいたい。 
bidd-i tiᶜraf il-ḥaqīqa. 私は貴男に真実を知ってほしい。 
bidd-ak ᵓaṭlaᶜ? 私に出て行ってほしいのか？ 
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この時「Ｂ」が代名詞で表現できる場合に限って yya ＋接尾代名詞で表示する

ことができる。 
bidd-i yyā-k tiᶜraf il-ḥaqīqa. 私は貴男に真実を知ってほしい。 
bidd-ak iyyā-ni ᵓaṭlaᶜ? 私に出て行ってほしいのか？ 
 
【練習 17-3A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
ᶜažal [n.m.: pl. ᶜžāl] タイヤ  
ḍaġt [n.m.] 圧力  
hawa [n.m.] 空気  
liḥye [n.f.] あごひげ  
ṃāṃa [interj.] ママ！  

rušēta [n.f.: pl. -āt] 処方箋  
šū māl-ak? [exp.] どうしました？ 
wažaᶜ rās [n.m.] 頭痛  
wa-lākin [conj.] しかしながら  

============================================================== 
1. šū bidd-na niᶜmal il-yōm? 
2. bidd-i ᵓaᶜizm-ak ᶜala finžān qahwe. 
3. bidd-i ᵓaᶜraf il-ḥaqīqa. 
4. bidd-i ᵓafḥaṣ ḍaġṭ il-hawa fi l-ᶜažal. 
5. ṃāṃa, bidd-i ᵓalᶜab maᶜ mūsa. 
6. ma-bidd-ī-š ᵓaḥliq liḥiyt-i. 
7. bidd-i ᵓaskun fi yāfa. 
8. huwwe bidd-o yusruq minn-ak ᵓiši. 
9. wa-lākin ma-bidd-ō-š yismaᶜ. 
10. ᵓāsif, ᵓana mašġūl il-yōm, bidd-ik tuṭubxi? 
11. bidd-i ᵓaktib ᶜan-ha fi l-maʠāle. 
12. ha-š-šita bidd-ō-š yixlaṣ! 
13. ya mūsa, ᵓinte miš ᶜaṭšān? - mbala, ᵓana ᶜaṭšān iktīr. - tišrab ᵓiši? - bidd-i ᵓašrab ṃayy. 
14. (ᶜind id-dōktōr) tafaḍḍal ᵓuqᶜud.  šū mā-l-ak? - fīh ᶜind-i ḥarāra w-ᶜind-i wažaᶜ rās-i. 

- ᵓišlaḥ žakēt-ak w-ᵓiftaḥ qamīṣ-ak min-šān ᵓafḥaṣ-ak.  ᵓuqᶜud ᶜala kursi hōn… ṭayyib, 
ᵓiftaḥ tumm-ak.  ᵓōkē.  ᵓilbas ᵓawaᶜī-k.  hallaq bidd-i ᵓaktub-l-ak rušēta la-l-
farmašiyye. - šukran. 

15. ya mūsa, bidd-i ᵓaᶜzim-kum ᵓinte w-ᵓamīne ᶜala l-ᶜaša. - šukran! - bass lissāt-ni ma-
saᵓalit ᵓamīne.  ᶜind-ak belefōn-ha? - hayy numrit-ha. 

 
【練習 17-3B】パレスチナ方言で言え。 
1. 今日は何をしましょうか？ 2. コーヒーを一杯御馳走したい。 3. 私は真実

を知りたい。 4. タイヤの空気圧を調べたいのですが。 5. ママ、私ムーサと
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遊びたい。 6. 私はひげを剃りたくない。 7. 私はヤファに住みたい。 8. 彼
は貴男から何かを盗みたがっていた（盗もうとしていた）。 9. しかし彼は聞き

たがらない。 10. 申し訳ない、今日は忙しいのです。料理を作ってくれません

か？ 11. 私はそれについて記事に書きたい。 12. この雨はやみそうにない。

13. ムーサ、喉が渇いてないか？－うん、とても渇いている。－何か飲む？－水

が飲みたい。 14.（医者の所で）どうぞお座りください。どうなされました？

－熱があって頭が痛いのです。－上着を脱いでください。診てみますからシャツ

の前をあけてください。こちらの椅子に座ってください。はい、口を開けてくだ

さい。ＯＫ。服を着てください。今薬局に処方箋を書きます。－有難うございま

す。 15. ムーサ、夕食に君とアミーネを招待したいんだけど。－有難う！－で

もまだアミーネに聞いていない。彼女の携帯の番号を持ってる？－はい、これが

番号だ。 
 
(c) 過去：～したかった 
肯定：kān* bidd-PS ＋Ｙ型 
否定：ma-kān-iš bidd-PS ＋Ｙ型 
＊kān（☛ II-13）は動詞だが、この表現の場合は変化せず常に kān が用いられ

る。しかし時に意味上の主語（＝bidd- に付く代名詞）に一致した活用形が用い

られる。 
šū kunt bidd-ak tišrab. 何が飲みたかったのですか？ 
šū kān bidd-hum yišrabu? 彼らは何を飲みたかったんだろう？ 
ma-kān-iš bidd-i ᵓalᶜab maᶜ-hum. あいつらと一緒に遊びたくなかった。 
 
【練習 17-4A】日本語に訳せ。 
1. kān bidd-hum yiᶜmalu ḥafle. 
2. qaddēš kān bidd-o yidfaᶜ ḥaqq iš-šanta? 
3. ma-kān-iš bidd-i ᵓadrus ᵓaktar. 
4. lēš ma-kān-iš bidd-ak tismaᶜ kalām-i? 
5. šū kān bidd-ha l-mara tiᶜmal fi bēt-ha? 
6. lēš kān bidd-ak tiftaḥ iš-šubbāk? 
7. kān bidd-i ᵓaržaᶜ ᶜa-bēt-i. 
8. kunt bidd-i ᵓaržaᶜ is-sēᶜa sabᶜaN. 
9. ma-kān-iš bidd-hum yiṭlaᶜu. 
 
【練習 17-4B】パレスチナ方言で言え。 
1. 彼らはパーティーをしたがっていた。 2. 彼はカバンの代金をいくら払いた
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かったのでしょうか？ 3. これ以上勉強したくなかった。 4. なぜ私の言葉を

聞こうとしなかったのですか？ 5. その女性は家で何をしたがっていたのでし

ょうか？ 6. なぜ窓を開けたかったのですか？ 7. 私は家に帰りたかった。

8. 私は７時に戻りたかった。 9. 彼らは出かけたくなかった。 
 
(2) lāzim ＋Ｙ型：～しなければならない（否定：miš lāzim ＋Ｙ型：～する必要

はない） 
šū bidd-na niᶜmal il-yōm? - lāzim tudursu! 今日は何をしようか？－君たちは勉強し

なくちゃ！ 
qaddēš lāzim adfaᶜ? - lāzim tidfaᶜ mitēn N šēkil. いくら払わなければなりませんか？

－２００シェケル払わなければなりません。 
 
【練習 17-5A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
ᵓadab [n.m.] 礼儀  ᵓakil [n.m.] 食事  
============================================================== 
1. sayyārt-ak kān lāzim tifḥaṣ-ha min zamān. 
2. kān lāzim tifham hādi l-masᵓale. 
3. lāzim tuktub maktūb. 
4. hōn lāzim tuqᶜud b-ᵓadab. 
5. fi ᵓayy bāṣ lāzim nirkab la-l-balad il-qadīme? 
6. il-wāḥad lāzim yiġsil ᵓidē-h qabl il-ᵓakil. 
 
【練習 17-5B】パレスチナ方言で言え。 
1. 貴男の車は随分前から検査しなければならなかった。 2. 貴男はこの問題を

理解しなければならなかった。 3. 貴男は手紙を書かなければならない。 4. 
ここでは行儀よく座っていなければなりません。 5. 旧市街まではどのバスに

乗らなければなりませんか？ 6. 食事の前には手を洗わなければなりません。 
 
(3) ～できる 
(a) qidir [v.: I-0 (a)] ＋Ｙ型 
btiqdar tudxul ġurfit-na. 私達の部屋に入ってもいいですよ。 
ma-baqdar-š ᵓadfaᶜ ᵓaktar min mīt N šēkil. 私は１００シェケル以上払えません。 
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【練習 17-6A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
tfaḍḍal [exp.] どうぞ！  
maᶜ zālik [adv.] それにもかかわらず  

slāḥ [n.m.: pl. ᵓasliḥa] 兵器  

============================================================== 
1. btiqdar tiᶜmal-l-i maᶜrūf? - ṭabᶜan, tfaḍḍal. 
2. btiqdar tiktib ᶜarabi? 
3. maᶜ zālik ma-qdirt-iš tifham ᶜalē-h? 
4. ma-qdir-iš yiḥmil is-slāḥ maᶜ-o. 
5. ᵓana ma-qdirit ᵓaṣbur ᵓaktar. 
 
【練習 17-6B】パレスチナ方言で言え。 
1. ちょっとお願いがあるのですが。－勿論、どうぞ。 2. アラビア語を書けま

すか？ 3. それにもかかわらず貴男は彼の事を理解できなかったのですか？

4. 彼は武器を持ち運ぶことができなかった。 5. 私はそれ以上我慢できなかっ

た。 
 
(b) mumkin ＋Ｙ型（否定 miš mumkin ＋Ｙ型） 
mumkin ᵓaqᶜud hōn? ここに座ってもいいですか？ 
mumkin tisᵓal ṣāḥb id-dukkān. 店主に尋ねてもよい。 
 
【練習 17-7A】日本語に訳せ。 
==単 語====================================================== 
fayy [n.m.] 闇・暗さ 
haqall ~ ᵓaqall [elat.] より少ない 

marbūṭ [adj.] つながれた  
šažar [n.m.col.] 木  

============================================================== 
1. fīh hunāk šažar, mumkin nuqᶜud fi l-fayy. 
2. muš mumkin ᵓaᶜmal hāda š-šuġul fi haqall min talat ᵓālāf šēkil. 
3. lāzim nidfaᶜ ḍarāyib, muš mumkin nimnaᶜ hāda. 
4. hadāk il-kalb, il-yōm muš mumkin yuhrub li-ᵓann-o marbūṭ. 
5. muš lāzim tidfaᶜ hallaq, mumkin tidfaᶜ marra tānye. 
6. kīf mumkin tiḥṣal ᶜala š-šahāde? 
7. mumkin tisᵓal ṣāḥb maḥaṭṭit il-banzīn. 
 
【練習 17-7B】パレスチナ方言で言え。 
1. あそこに木があるから日陰に座れる。 2. こんな仕事は３０００シェケル以
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下ではできないね。 3. 我々は税金を払わなければならない。これは避けられ

ないことだ。 4. 今日あの犬はつながれているから逃げられない。 5. 今払う

必要はありません、今度払ってくれて構いません。 6. どうしたら彼女は学位

を取得できるのだろうか？ 7. ガソリンスタンドの店主に尋ねてもいいですよ。 
 
17.3.：特殊な動詞 
(1) 来る 

 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. yīži 
yīžu 

ma-yīžī́-š 
ma-yīžū́-š 

3.f. tīži ma-tīžī́-š 
2.m. tīži 

tīžu 
ma-tīžī́-š 

ma-tīžū́-š 
2.f. tīži ma-tīžī́-š 
1. ᵓāži nīži ma-ᵓažī́-š ma-nīžī́-š 

raḥ yīži bukra. 彼は明日来るだろう。 
il-bāṣ lāzim yīži baᶜd išwayye. バスはもうすぐ来るはずだ。 
tīži bukra? 明日来ますか？ 
 
(b) 行く 

 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. yrūḥ 
yrūḥu 

ma-yrūḥ-iš 
ma-yrūḥū́-š 

3.f. trūḥ ma-trūḥ-iš 
2.m. trūḥ 

trūḥu 
ma-trūḥ-iš 

ma-trūḥū́-š 
2.f. trūḥi ma-trūḥī́-š 
1. ᵓarūḥ nrūḥ ma-ᵓarūḥ-iš ma-nrūḥ-iš 

 
bidd-i ᵓarūḥ maᶜ-ak. 貴男と一緒に行きたい。 
l-yōm ma-btiqdar-iš itrūḥ maᶜ-na? 今日は一緒に来られませんか？ 
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18.：動詞６（命令形） 
18.1.：命令形 
命令形は現在形Ｙ型の２人称から接頭辞の子音を除去して作る。 
širib 飲む：tíšrab（Ｙ型 2.m.sg.）> ᵓíšrab 飲め！ 
katab 書く：tíkitbi（Ｙ型 2.f.sg.）> ᵓíkitbi 書け！ 
ḍarab 殴る：túḍurbu（Ｙ型 2.pl.）> ᵓúḍurbu 殴れ！ 

Ａ語幹 Ｉ語幹 Ｕ語幹 
sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

ᵓíšrab 
ᵓíšrabu 

ᵓíktib 
ᵓíkitbu 

ᵓúḍrub 
ᵓúḍurbu 

ᵓíšrabi ᵓíkitbi ᵓúḍurbi 
＊第１根素が ᵓ, q の動詞では語頭の ᵓ が h になることがある（☛ I-5.5.）。 

húqᶜud ~ ᵓúqᶜud. お座りください。 
 
【練習 18-1】次の動詞を命令形にして活用させよ。 
ᶜazam [v.: I-0 (i)] 招待する ᶜimil [v.: I-0 (a)] する ᶜirif [v.: I-0 (a)] 知る baᶜat [v.: 
I-0 (a)] 送る dabaḥ [v.: I-0 (a)] 屠る dafaᶜ [v.: I-0 (a)] 支払う daras [v.: I-0 (u)] 
勉強する daxal [v.: I-0 (u)] 入る daᶜas [v.: I-0 (a)] 押す ḍarab [v.: I-0 (u)] 殴る

fataḥ [v.: I-0 (a)] 開ける faḥaṣ [v.: I-0 (a)] チェックする・検査する fihim [v.: I-0 
(a)] 理解する ġasal [v.: I-0 (i)]（洗濯ものを）洗う harab [v.: I-0 (u)] 逃げる

ḥalaq [v.: I-0 (i)]（自分の）ひげをそる ḥamal [v.: I-0 (ai)] 運ぶ・かつぐ ḥažaz 
[v.: I-0 (i)] 確保する・予約する kasar [v.: I-0 (i)] 壊す katab [v.: I-0 (i)] 書く

kazab [v.: I-0 (i)] うそをつく maraq [v.: I-0 (u)] 通り過ぎる misik [v.: I-0 (i)] 掴
む nizil [v.: I-0 (a)] 降りる qatal [v.: I-0 (u)] 殺す qaᶜad [v.: I-0 (u)] 座る qaṭaᶜ 
[v.: I-0 (a)] 切る・さえぎる rabaṭ [v.: I-0 (u)] 結ぶ rafaḍ [v.: I-0 (u)] 拒否する

rižiᶜ [v.: I-0 (a)] 帰る sakan [v.: I-0 (u)] 住む saqaṭ [v.: I-0 (u)] 落ちる・落第する

saraq [v.: I-0 (u)] 盗む saᵓal [v.: I-0 (a)] 尋ねる saḥab [v.: I-0 (a)] 引く・引き出

す simiᶜ [v.: I-0 (a)] 聞く šaṭaḥ [v.: I-0 (a)] ピクニックに行く tarak [v.: I-0 (i)] 
放置する・離れる・去る ṭalab [v.: I-0 (u)] 要求する・頼む ṭiliᶜ [v.: I-0 (a)] 降り

る  
 
【練習 18-2A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
kalse [n.f.: -āt] 靴下  
kāse [n.f.: pl. -āt] カップ 

laḥẓa [exp.] ちょっと待って！  
maᶜalēš [exp.] かまいませんよ。 

============================================================== 
 

151



152 
 
 

1. ᵓudursi mnīḥ! 
2. ᵓifhaṣ il-brekkāt imnīḥ. 
3. ᵓiftaḥ ha-š-šanta. 
4. ᵓifhamī-ni. 
5. ᵓiḥmil hāda l-kursi. 
6. ᵓiktib ᶜunwān-ak hōn. 
7. ᵓuquᶜdu hōn. 
8. ᵓurbuṭ kundart-ak. 
9. ᵓirkab tāksi min hōn. 
10. ᵓiržaᶜi bakkīr. 
11. ᵓismaᶜ 
12. ᵓismaᶜu kalām-i. 
13. ᵓiṭlaᶜ min hōn! 
14. ᵓiṭlaᶜu barra. 
15. ᵓahla ya mūsa.  tfaḍḍal, ᵓudxul! - šukran. - laḥza ya mūsa.  ᵓišlaḥ kundart-ak qabil-

ma tudxul. - ᵓašlaḥ kundart-i?  kamān kalsāt? - laᵓ, ma-tišlaḥ-iš il-kalsāt. 
16. tfaḍḍal, ᵓišrab.  hāda šāy yaḅāni. - šukran.  šū hāda?  miš ḥilw...  hāda bi-dūn 

sukkar? - hāda šāy yaḅāni.  ᵓiḥna mnišrab iš-šāy bi-dūn sukkar. - ᵓismaḥ-l-i, baqdar-
š ašrab… - maᶜalēš  ᵓiza ma-bidd-ak-iš ᵓitrik il-kāse. 

 
【練習 18-2B】パレスチナ方言で言え。 
1. しっかり勉強しなさい。 2. ブレーキを良く点検してください。 3. このカ

バンを開けてください。 4. 私の事をわかってください。 5. この椅子を運べ。

6. ここに住所を書いて下さい。 7. ここに座ってください。 8. 靴紐を縛りな

さい。 9. ここからタクシーに乗ってください。 10. 早く帰ってきなさい。

11. ちょっと！ 12. 私の言う事を聞きなさい。 13. ここから出て行け！ 14. 
表に出ろ！ 15. よく来たね、ムーサ。どうぞ、入って。－有難う。－ちょっと

待て、ムーサ。入る前に靴を脱いでくれ。－靴を脱ぐって？靴下もか？－いや、

靴下は脱ぐな。 16. どうぞ、飲んでください。これは日本茶です。有難う。何

これ？甘くない。これは砂糖が入っていないのですか？－これは日本茶です。私

達は砂糖を入れずにお茶を飲みます。－申し訳ない、飲めません。－構いません。

お好きでなければカップをそこに置いておいてください。 
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18.2.：特殊な動詞 
(1) 来る 

 sg. pl. 
3.m. taᶜāl 

taᶜālu 
3.f. taᶜāli 

 
(2) 行く 

 sg. pl. 
3.m. rūḥ 

rūḥu 
3.f. rūḥi 

【表現】Ｙ型の用法１ 
(1) raḥ ＋Ｙ型 
(1.1.) ～するだろう・～するはずだ・～しようとしている 
šū raḥ yiᶜmal il-ḥarāmi? その泥棒は何をしようとしているのだろう？ 
raḥ yibᶜat-l-o maktūb kull ᵓusbūᶜ. ムーサは父親に毎週手紙を書くだろう。 
 
(1.2.) ～してもらおうか（２人称） 
ha-l-marra raḥ tidfaᶜ ᵓalf N šēkil. 今回は１０００シェケル払ってもらおうか。 
 
【練習 18-3A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
habaṭ [v.: I-0 (u)] 降りる・着陸する  
lli [pron.] ～する者（は）（☛ II-20.2）  

maṭār [n.m.: pl. -āt] 空港  
tafkīr [n.m.] 考え  

============================================================== 
1. šū raḥ tiᶜmalu l-yōm? - raḥ niᶜmal ḥafle ᶜaẓīme. 
2. ᵓamīne raḥ tiᶜzim-hum. 
3. maᶜlūm, miš raḥ tiᶜraf. 
4. ṭayyarit-na raḥ tuhbuṭ fi l-maṭār baᶜd išwayye. 
5. ᵓilli biᶜmal ᵓiši bi-dūn tafkīr, raḥ yindam. 
 
【練習 18-3B】パレスチナ方言で言え。 
1. 今日は何をするつもりですか？－盛大なパーティーを開きます。 2. アミー

ネは彼らを招待するつもりです。 3. 勿論貴男にはわからないでしょう。 4. 
私達の飛行機は間もなく空港に着陸する。 5. 考えなく物事をする者は後悔す

る。 
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(2) kān ＋現在形Ｙ型 
過去の習慣、過去進行を表す。 
kān yuḥkum iblād-o b-il-ᶜadil. その王は公正を持って国を統治していた 
lamma kān yrūḥ ᶜa-l-balad il-qadīme, kān yirkab il-bāṣ. 旧市街に行く時は通常バス

に乗っていた。 
šū kān yiᶜmal iṭ-ṭabbāx la-l-mudīr? そのコックはその所長に何をしましたか（習慣

的に）？ 
šū kunit tudrus lamma kunit fi l-quds? - kunit ᵓadrus ᶜarabi. エルサレムにいた時は何

を勉強していたのですか？－アラビア語を学んでいました。 
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19.：動詞７（kān の現在形） 
19.1.：kān の現在形 
(1) 現在形Ｂ型 

 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. bikūn 
bikūnu 

ma-bikūn-iš 
ma-bikūnū-š 

3.f bitkūn ma-bitkūn-iš 
2.m. bitkūn 

bitkūnu 
ma-bitkūn-iš 

ma-bitkūnū-š 
2.f. bitkūni ma-bitkūnī-š 
1. bakūn binkūn ma-bakūn-iš ma-binkūn-iš 

 
用法 
(1) 等位文の未来 
šū bikūn ᶜind-ak bukra? 明日何があるのですか？ 
bakūn ᶜind-kum iž-žumᶜa ž-žāy. 来週私は貴男たちの所にいます。 
baᶜd sēᶜa bikūn il-ᵓakil žāhiz. １時間後には食事はできています。 
 
(2) 動詞を従える接続詞の後の等位文（未来を意味しない） 
lamma bikūn it-trēn mitᵓaxxir, barūḥ mašy. 列車が遅れたら歩いて行きます。 
lamman bakūn žuᶜān, bōkil ᵓiši. 腹が減ったら何か食べます。 
 
【練習 19-1A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
ᶜa-bēn-ma [conj.] ～する間に  
b-izn-illa [exp.] 神の許しによって  

waqt-ma [conj.] ～する時  
žāhiz [adj.] 準備できた  

============================================================== 
1. ᵓana mašgūl il-yōm, lākin bukra bakūn fāḍi nšalla. 
2. ᵓēmta bitkūn is-sayyāra žāhze? 
3. w-ᵓana kamān bakūn hōn baᶜid nuṣṣ sēᶜa. 
4. bikūn / bitkūn ᶜind-na šahiyye la-l-ᵓakil waqt-ma minkūn ᶜayyānīn? 
5. bukra ṭ-ṭullāb bikūnu mabsūṭīn li-ᵓann-o ma-fišš idrūs. 
6. lamma bitkūn mrīḍ, šū ibtiᶜmal? 
7. kamān yumēn bitkūn il-ibḍāᶜa ᶜind-kum fi l-quds b-izn-illa. 
8. ᶜa-bēn ma-tīži, bitkūn il-qahwe žāhze. 
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【練習 19-1B】パレスチナ方言で言え。 
1. 私は今日忙しい、しかし明日は暇になるだろう。 2. 車はいつ出来上がりま

すか？ 3. 私も３０分後にはここにいます。 4. 病気の時に食欲があるだろう

か？ 5. 明日は授業がないので学生たちは喜ぶだろう。6. 病気になった時はど

うしますか？ 7. 神のお許しによって、あと二日で荷物がエルサレムのあなた

達の所に届く（ある）だろう。 8. 貴男が来るまでにコーヒーはできています。 
 
(2) 現在形Ｙ型 

 sg. pl. 
3.m. ykūn 

ykūnu 
3.f. tkūn 
2.m. tkūn 

tkūnu 
2.f. tkūni 
1. ᵓakūn nkūn 

 
==単 語======================================================= 
muᵓtamar [n.m.: pl. -āt] 会議  salām [n.m.] 平和  
============================================================== 
lāzim ᵓakūn fi bēt-i bukra. 明日は家にいなければならない。 
kīf iṭ-ṭaqs bidd-o ykūn? 天気はどうなるでしょうね？ 
muᵓtamar is-salām raḥ ykūn ib-šahir iḥdaᶜiš. 平和会議は１１月になるでしょう。 
 
【練習 19-2A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
ᶜarūs [n.f.: pl. ᶜarāyis] 花嫁  
buna [n.m.] 建物  
ftitāḥ [n.m.: pl. -āt] 開会  
ḥažar [n.m.col.] 石  
maᶜraḍ [n.m.: pl. maᶜāriḍ] 展覧会  
mažbūr [adj.] 義務的な  

raᵓīs [n.: pl. ruᵓasa] リーダー・指導者・

長  
ṣarīḥ [adj.: pl. -īn] 率直な（～に対して 

maᶜ）  
yōm is-sabt [n.m.] 土曜日（☛ IV-1.6.2.） 

============================================================== 
1. nšāḷḷa ṭ-ṭaqs raḥ ykūn ṣāḥi. 
2. bidd-i-yyā-k tkūn ṣarīḥ maᶜ-na. 
3. kīf lāzim itkūn il-ᶜarūs*? 
4. il-buna b-il-quds mažbūr ykūn bass b-il-ḥažar. 
5. ᵓana xāyfe ykūn bard b-il-lēl. 
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6. ᵓinte lāzim itkūn mižthid ᵓaktar. 
7. šū bidd-ak itkūn lamma tikbar? - bidd-i ᵓakūn raᵓīs id-dawle. 
8. iftitāḥ maᶜraḍ il-fann il-yaḅāni raḥ ykūn yōm is-sabt iž-žāy. 
9. qāl bidd-o ykūn hunāk is-sēᶜa sabᶜaN. 
10. bidd-ik itkūni maᶜ-na bukra? 
11. lāzim inkūn fi ḥēfa qabl is-sēᶜa tisᶜaN. 
12. ᵓakam ṭābiq raḥ ykūn fi hāda l-mustašfa? 
13. bukra ᵓinšaḷḷa ykūn ᶜind-i kull ᵓiši mnīḥ. 
＊ᶜarīs [n.m.: pl. ᶜursān ~ ᶜirsān] 花婿 ᶜurus [n.m.: pl. ᵓaᶜrās] 結婚式 xuṭbe [n.f.] 

婚約 xaṭab [v.: I-0 (u)] 婚約する（～と s.o.） zawāž [n.m.] 結婚  
 
【練習 19-2B】パレスチナ方言で言え。 
1. 天気は良くなるでしょう。 2. 私は貴男に私達に対して率直であってほしい。

3. 貴男が望む花嫁はどうあるべきですか？ 4. エルサレムの建物は石造りで

なければ（石によらなければ）ならない。 5. 夜寒くなるのではないかと恐れ

ている。 6. 貴男はもっと頑張らなければならない。 7. 大きくなったら何に

なりたい？－大統領になりたい。 8 日本芸術展の開会式は来週の土曜日にな

ります。 9. 彼はそこに７時にいたい、と言った。 10. 明日ご一緒しません

か？ 11. 私達はハイファに９時前にいなければならない。 12. この病院は何

階建てになるのでしょうね？ 13. 明日になれば全てうまく行くでしょう。 
 
19.2.：kān の様々な用法 
==単 語======================================================= 
sawa [adv.] 一緒に   
============================================================== 
(1) kān ＋Ｙ型（否定：ma-kān-iš ＋Ｙ型）：～していた・～する習慣だった 
fi hadīk is-sane kunna niṭlaᶜ kull yōm sawa. あの年は毎日一緒に出掛けた。 
kānat tibᶜat ᵓibin-ha ᶜa-l-madrase kull iṣubuḥ. 彼女は毎朝息子を学校へ送っていた。 
is-stēring kān yilᶜab. ハンドルに遊びが出ていた。 
 
(2) kān rāyiḥ ＋Ｙ型：あやうく～するところだった 
kunt rāyiḥ ᵓašrab is-samm. 危うくその毒を飲むところだった。 
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【練習 19-3A】日本語に訳せ。 
1. kānat tiṭlaᶜ min il-žāmᶜa s-sēᶜa talāteN. 
2. kīf kunt tiržaᶜ ᶜa-bēt-ak kull lēle baᶜd iš-šuġul? 
3. lamma kān yiržaᶜ ᶜa-d-dār kān yisᵓal ᵓimm-o. 
4. šū kānat tiᶜmal bint-ak? - kānat tiᶜmal il-wāžbāt. 
5. kull qaddēš kunt tiktib-l-o maktūb? - kunt ᵓaktib-l-o kull ᵓusbūᶜ. 
 
【練習 19-3B】パレスチナ方言で言え。 
1. 彼女は３時に大学を出ていた（＝出るのが常だった）。 2. 毎晩仕事の後どう

やって帰宅していましたか？ 3. 彼は家に帰ると母に質問するのが常だった。

4. 貴男の娘は何をしていましたか？－宿題をしていました。 5. どれくらいお

きに彼に手紙を書いていましたか？－毎週書いていました。 
 
(3) bikūn ＋現在形Ｙ型（＝～してしまっているだろう） 
ᵓana xāyif ykūn il-ḥarāmi qatal-o. 泥棒が彼を殺してしまっているのではないかと

恐れている。 
bukra bikūn maḍa santēn. 明日で２年たったことになる。 
 
【練習 19-4A】日本語に訳せ。 
1. ᶜa-bēn-ma trūḥu w-tiržaᶜu bakūn ᵓana katabt il-maktūb. 
2. mīn biqdar ykūn ᶜimil hāda? 
3. bidd-i-yyā-ha tkūn kānat maᶜ-i. 
 
【練習 19-4B】パレスチナ方言で言え。 
1. あなた達が行って帰ってくるまでにその手紙を書いておきます。 2. 誰がこ

れをやっておくことができますか？ 3. 私は彼女に私と一緒にいてほしかった

（＜彼女が私と一緒にいた、ということを私は欲する（bidd- が現在形Ｙ型を要

求する））。 
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【表現】 
==単 語======================================================= 
ᶜbāde [n.f.: pl. -āt] 信仰  
birke [n.f.: pl. birak] 池  
hāt [interj.] 持って来い！  
kašaf [v.: I-0 (i)] ばらす・露わにする  
laᶜan [v.: I-0 (a)] 呪う  
maᶜlaqa [n.f.: pl. maᶜāliq] スプーン  
maqla [n.m.: pl. maqāli] フライパン  

miṣfāy [n.f.: pl. -āt] ざる  
nḍīf [adj.: pl. nḍāf] 清潔な  
ṣōm [n.m.] 断食  
šaᶜšabōn [n.m.col.] 蜘蛛  
šaġle [n.f.: pl. -āt] 用事  
tadbīr [n.m.] 方策・手  

============================================================== 
(1) malān ... ～で一杯である 
it-trēn kān malān imsāfrīn. 列車は乗客で満員だった。 
iš-šawāriᶜ malāne wlād misilmīn. 通りはムスリムの子供でいっぱいです。 
wiqfu žamb birke malāne ṃayye. 彼らは水をたたえた池の所で止まった。 
rīḥa malāne suwwāḥ. エリコは旅行者でいっぱいである。 
il-ḥēṭ malān šaᶜšabōn. 壁はクモだらけだ。 
 
(2) ġēr 
(a) 後ろに限定名詞（代名詞を含む）を従え「～以外」を表す。 
šū fīh ġēr ha-t-tadbīr (~ tadbīr ġēr-o)?  ma-ᶜindī-š ᵓaḥsan min hēk. 他に何の方策があ

る？これより良い手は私にはない。 
btismaḥ ɔ ašrab ġēr ha-l-ᵓiši (~ ɔ iši ġēr-o)*? これ以外の物（＝他の物）を飲むことを

許してくれますか？ 
fīh ᶜind-o ġēr ha-š-šaġle (~ šaġle ġēr-ha)? 彼にはこれ以外の仕事はあるのですか？ 
muš waqit qahwe hallaq, ġēr ha-l-marra. 今はコーヒーを飲んでいる時ではない。

また今度ね。 
ha-ṣ-ṣaḥin miš inḍīf, hāt wāḥad ġēr-o / ġēr-o. この皿はきれいじゃない。他のを持っ

てきてください。 
ha-s-sikkīne miš inḍīfe, hāt waḥade ġēr-ha / ġēr-ha. このナイフはきれいじゃない。

他のを持ってきてください。 
ha-l-maṭᶜam miš inḍīf, ma-fišš maṭᶜam ġēr-o (~ ma-fišš ġēr-o? ~ ġēr ha-l-maṭᶜam) hōn? 
このレストランはきれいじゃない。ここには他のレストランはありませんか？ 

ma-fišš ḥada ġēr-ha hunāk. そこには彼女以外いない。 
wa-la ḥada daxal il-ġurfe ġēr-i. 私以外誰も部屋に入らなかった。 
ġēr ᶜēlt-i, sāknīn fi d-dār kamān ᶜēltēn. 私の家族以外にもその家にはもう２家族が

住んでいる。 
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ma-fataḥt-hā-š ġēr hōn**. 私はそれをここ以外で開けていない。 
＊この場合は ᵓiši tāni も可。 
＊＊ hōn は本来副詞だが、ここでは限定名詞扱いになっている。 
 
(b) 他人・他の物（名詞として） 
ḥarām il-wāḥad yikšif ᵓasrār il-ġēr. 他人の秘密をばらしたりしてはいけない。 
ḥarām il-wāḥad yilᶜan dīn ġēr-o. 他人（＝彼以外の人）の宗教を呪ってはいけない。 
 
(c) ・・・等々（w-ġēr-ha ~ w-ġēr-o） 
ṭanžara, maqla, miṣfāy, sikkīne maᶜlaqa w-ġēr-ha 鍋、フライパン、篩、ナイフ、ス

プーン等々 
humme suyyāḥ min il-yaḅān w-ġēr-ha min il-iblād. 彼らは日本やその他の国からの

旅行者だ。 
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20.：関係節 
20.1.：関係節について 
名詞について詳しく述べる要素（＝修飾句）としては形容詞・前置詞句などがあ

る。 
ṭālib mižthid 勤勉な学生 
ṭālib min falasṭīn パレスチナ出身の学生 
 
一方、文が修飾句となることがある。 
ṭālib budrus ᶜarabi アラビア語を学ぶ学生 
このような文を「関係節」と呼ぶ。 
 
20.2.：先行詞の定性 
形容詞が名詞を修飾するとき「性・数・定性」の一致をする（☛ II-2., II-6.1.4., 
5.5.）：名詞が非限定の時は直後に形容詞を置き、名詞が限定の時は定冠詞の付い

た形容詞を置く。この点において関係節も形容詞と同様の一致をする。 
①修飾される名詞（＝先行詞）が非限定の場合は関係節を名詞の直後に置く。 
ṭālib budrus ᶜarabi アラビア語を学ぶ学生 
bint ᵓaklat falāfil ファラーフェルを食べた娘 
 
②名詞が限定の場合は形容詞に付く定冠詞に相当する関係代名詞 lli を置く。 
iṭ-ṭālib illi budrus ᶜarabi アラビア語を学ぶその学生 
l-bint illi ᵓaklat falāfil ファラーフェルを食べたその娘 
mūsa lli ᶜazam-ni. 私を招待したムーサ 
 
なお、前置詞句が名詞を修飾する場合も名詞が限定の場合関係代名詞を用いる。 
iṭ-ṭālib illi min falasṭīn パレスチナ出身のその学生 
 
これらの場合、関係代名詞がないと名詞を主語とした文になる。 
iṭ-ṭālib budrus ᶜarabi その学生はアラビア語を学んでいる。 
l-bint ᵓaklat falāfil その娘はファラーフェルを食べた。 
mūsa ᶜazam-ni. ムーサは私を招待した 
iṭ-ṭālib min falasṭīn その学生はパレスチナ出身だ。 
 
20.3.：先行詞と関係節の動詞の関係 
(1) 先行詞が関係節（下線部）の動詞の主語の場合 
zalame ᵓakal falāfil ファラーフェルを食べた男 
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この句で動詞 ᵓakal の意味上の主語は先行詞の zalame である。以下の句の関係

節の動詞の意味上の主語はやはり先行詞である。 
iz-zalame lli ᵓakal falāfil ファラーフェルを食べたその男 
ᵓamīne lli ᶜazmat-ni 私を招待したアミーネ 
 
(2) 先行詞が関係節の動詞の主語でない場合 
関係節の中で先行詞を代名詞で受ける。 
mūsa lli ᶜazamt-o. 私が招待したムーサ（-o = mūsa） 
この句は「ᶜazamt mūsa. 私はムーサを招待した。」という「文」の文を mūsa を
中心とした「名詞句」に書き換えたものと考えることができる。「文」では目的

語 mūsa は動詞の後にあったが、「名詞句」では動詞の前に移動した。アラビア

語ではこのような移動の際に、元々名詞があった場所にはその名詞の痕跡とし

て性・数に一致する代名詞を残すという規則がある（ᶜazamt-o の -o は名詞 mūsa 
の痕跡）。 
 
iš-šahāde lli ḥaṣlat ᵓamīne ᶜalē-ha. アミーネが取得した証明書 
ḥaṣal c ala「～を取得する」という動詞は目的語を前置詞 ᶜala で示す。この句は

「ᵓamīne ḥaṣlat ᶜala š-šahāde. アミーネはその証明書を取得した。」という文を書

き換えたものである。この際、前置詞に続く目的語の iš-šahāde が文頭に来たた

め、その痕跡が -ha として現れたものである。 
š-šaqqa lli ᵓiḥna sāknīn fī-ha. 私達が住んでいるアパート 
hāda ᵓiši miš mumkin nimnaᶜ-o. これはどうにも避けがたいことである。 
 
20.3.：先行詞を伴わない lli 
==単 語======================================================= 
mitᵓakkid [a.p.] 確信した  
============================================================== 
「～する・した者」「～する・した事・物」を意味する。 
mīn illi rikib ᵓawwal? 最初に乗るのは誰ですか？ 
illi bidfaᶜ ḥaqq mitil ha-ṣ-ṣaḥin ᵓalfēn w-mitēn N šēkil ᵓahbal. こんな皿に２００シェケ

ルを払うやつは馬鹿だ。 
illi daras imnīḥ nažaḥ. 良く勉強した者は合格した。 
hāda ᵓilli katbat-l-i-yyā-h. これが彼女が私に書いてよこしたものです。 
ᵓana mitᵓakkid ᵓinn-o ᵓilli ᵓakal il-kaᶜke lli kānat fi t-tallāže huwwe ᵓamīne. 冷蔵庫にあ

ったケーキを食べたのはアミーネだと確信している。 
 

162



163 
 
 

【練習 20-1A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
ḍarbe [n.f.: pl. -āt] 殴打・一刺し  
it-tānawiyye [n.f.] 中学校  
mālik [n.: pl. -īn] 所有者  

qalᶜa [n.f.: pl. -āt] 城塞  
sikkīn [n.f.: pl. sakākīn] ナイフ  
ṣanᶜa [n.f.] 職  

============================================================== 
1. iṭ-ṭālib illi daras fi l-quds, ᵓism-o takeru. 
2. hāda huwwe* z-zalame lli katab il-maktūb. 
3. hādi hiyye* l-bint illi darsat maᶜ-i fi t-tānawiyye. 
4. wēn il-walad illi ḍarab-ak? 
5. ma-l-hā-š ᵓayya ᶜalāʠa fi ḍarbit is-sikkīn illi ᵓakal-ha fi l-ḥādis. 
6. hāda huwwe* l-bēt illi buskun fī-h mūsa. 
7. qaddēš maṣāri fi l-kīs illi saraq-l-ak-iyyā-h ha-l-ḥarāmi? 
8. wēn il-maḥall illi dabaḥt-ill-ak fī-h il-xarūf? 
9. fi l-quds darast maᶜ wāḥad yaḅāni ᵓism-o takeru. 
10. miš mitzakkir ᵓism il-madīne illi bēn il-quds w-bēt-laḥim. 
11. šū ᵓilli ṭalab-o mūsa min takeru? 
12. šū ᵓusm il-iknīse lli žamb iž-žāmiᶜ? 
13. mīn illi daxal ᵓawwal? 
14. saᵓalū-h ᶜan ha-l-ᶜamle lli ᶜimil-ha. 
15. ᵓilli fi ᵓīd-o ṣanᶜa, mālik qalᶜa. 
16. fīh masāyil iktīre bidd-i ᵓaktib ᶜan-ha fi l-maʠāle. 
＊この人称代名詞 huwwe, hiyye は、等位文の主語と述語の境界を明らかにする

ために挿入されたもの（主語の性・数に一致した独立人称代名詞が用いられる）

なので訳す必要はない。 
 
【練習 20-1B】パレスチナ方言で言え。 
1. エルサレムで勉強した学生は名前をタケルと言います。 2. こちらがその手

紙を書いた男です。 3. こちらが私が高校で一緒に学んだ娘です。 4. 貴男が

殴った男の子はどこですか？ 5. 彼がその事件で食らったナイフの一刺しと彼

女は何の関係もありません。 6. これがムーサが住んでいる家です。 7. その

泥棒が盗んだ袋にはいくら入っていますか？ 8. 貴男のために羊を屠った場所

はどこですか？ 9. 私はエルサレムでタケルと言う名の一人の日本人と一緒に

勉強しました。 10. エルサレムとベツレヘムの間にある町の名前を憶えていま

せん。 11. ムーサがタケルに頼んだことは何ですか？ 12. そのモスクの隣の

教会の名前は何ですか？ 13. 最初に入ったのは誰ですか？ 14. 人々は彼が
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しでかした悪事について彼に尋ねた。 15. 手に職がある者は一城の主だ。 16. 
記事に書きたい沢山の問題がある。 
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21.：動詞８（派生形第 II 型・第 III 型） 
21.1.：派生形 
アラビア語は語根と語形パターンによる言語であることは 9. で説明した。パ

レスチナ方言には動詞の語形パターンとして１０種類あり（☛ II-11.(3)）、これ

まで見てきた動詞（過去形語幹 CVCVC-、現在形語幹 -CCVC- という語形パタ

ーン）はその中で最も基本的な語形で、これを「基本形」と呼ぶ。他の９種類は

この基本形に接頭辞・接尾辞・重子音化・長母音化などを伴い、より複雑な語形

パターンを持つ。これらを「派生形」と呼び第 II 型から第 X 型という名称で分

類される。 
各派生形は「使役」「再帰」「相互作用」「他動詞化」「自動詞化」など様々な機

能を持ち、同一語根の動詞が異なった派生形で様々なニュアンスを表現する。例

えば基本形の ṭiliᶜ「出る」に対して第 II 型 ṭallaᶜ（第 II 型は２番目の子音が重子

音化する）は他動詞の「出す」を意味する。また第 II 型の qaddam「進める」に

対して第 V 型 tqaddam は「進む」という自動詞の意味を持つ。 
この派生形では過去形語幹と現在形語幹もパターン化されている（下表では

いずれも 3.m.sg. の語形パターン）。 
 過去形 現在形Ｂ型  

第 II 型 CaCCaC fakkar biCaCCiC bifakkir 考える 
第 III 型 CāCaC sāfar biCāCiC bisāfir 旅する 
第 IV 型 ᵓaCCaC ᵓaᶜžab biCCiC biᶜžib 喜ばせる 
第 V 型 tCaCCaC tᶜallam bitCaCCaC bitᶜallam 習う 
第 VI 型 tCāCaC tᶜāwan bitCāCaC bitᶜāwan 協力する 
第 VII 型 nCaCaC nžaraḥ biniCCiC binižriḥ 怪我する 
第 VIII 型 CtaCaC štaġal biCtCiC bištġil 働く 
第 IX 型 CCaCC ḥmarr biCCaCC biḥmarr 赤くなる 
第 X 型 staCCaC staqbal bistaCCiC bistaqbil 出迎える 

 
以下ではそれぞれの派生形動詞を少しずつ学ぶ。 
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21.2.：第 II 型 
第 II 型は第２根素が重子音であることがその特徴である。品詞表示は [v.: II-0] 
とする。 
fakkar [v.: II-0] 考える 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. fakkar 
fakkaru 

bifakkir 
bifakkru 

yfakkir 
yfakkru 

3.f fakkarat bitfakkir tfakkir 
2.m. fakkarit 

fakkartu 
bitfakkir 

bitfakkru 
tfakkir 

tfakkru 
2.f. fakkarti bitfakkri tfakkri 
1. fakkarit fakkarna bafakkir minfakkir ᵓafakkir nfakkir 

 命令形 能動分詞* 受動分詞* 動名詞  
m. fakkir 

fakkru mfakkir mufakkar tafkīr 
f. fakkri 
＊能動分詞、受動分詞については ☛ II-22.1.。 
 
第 II 型の動詞は次のような意味上の特徴を持つ。 
同一語根の動詞が第 I 型にもある場合、第 I 型が自動詞の場合第 II 型はそれに

対する他動詞、第 I 型が他動詞の場合、第 II 型はそれに対する使役動詞となる。 
ṭiliᶜ [I] 出る：ṭallaᶜ [II] 出す 
rižiᶜ [I] 戻る：ražžaᶜ [II] 戻す・返す 
wiqif [I] 止まる：waqqaf [II] 止める 
ᶜirif [I] 知る：ᶜarraf [II] 知らせる 
 
【練習 21-1】以下の動詞で活用の練習せよ。 
ᶜallam [v.: II-0] 教える（～に s.o.・～を s.th.） ᶜarraf [v.: II-0] 紹介する・示す

（s.o. ～を・cala ～に） baṭṭal [v.: II-0] やめる dawwar [v.: II-0] 探す（～を ᶜala）
daxxan [v.: II-0] 喫煙する faḍḍal [v.: II-0] より好む（～を s.th.・～より ᶜala）
fahham [v.: II-0] 教える・理解させる fakkar [v.: II-0] 考える・思う ġayyar [v.: 
II-0] 交換する ḥarrak [v.: II-0] 動かす ḥawwal [v.: II-0] 送金する・変える

kammal [v.: II-0] 終える mayyal [v.: II-0] 立ち寄る（～に ᶜala） naḍḍaf [v.: II-0] 
掃除する qaddam [v.: II-0]：提供する・提出する rattab [v.: II-0] 整頓する

ražžaᶜ [v.: II-0] 返す・戻す rawwaḥ [v.: II-0] 帰宅する ṣallaḥ [v.: II-0] 修理する

sallam [v.: II-0] ①挨拶する ②与える・手渡す・明け渡す ṣawwar [v.: II-0] 写真

を撮る・コピーする waqqaf [v.: II-0] 止まる・止める・逮捕する wassax [v.: II-
0] 汚す xallaṣ [v.: II-0] 終える zabbaṭ [v.: II-0] 調整する 
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【練習 21-2A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
ᵓažnabi [adj./n.: pl. ᵓažānib] 外国の／外

国人  
d-dinya kull-ha [adv.] あらゆる所  
dirāse [n.f.] 学習・勉強・学業  
ktābe [n.f.] 書き方・書くこと  
l-hind [n.f.] インド  

nžāṣ [n.m.col.] 梨  
qrāye [n.f.] 読み  
tuffāḥ [n.m.col.] リンゴ  
xafīf [adj.: pl. xfāf] 軽い  
žamal [n.m.: pl. žmāl] ラクダ  
žamāl [n.m.] 美  

============================================================== 
1. šū bitᶜallim fi ž-žāmᶜa? - ᵓana baᶜallim ᶜarabi la-ṭ-ṭullāb il-ᵓažānib. 
2. la-mīn ᵓamīne bitᶜallim ᶜarabi? - bitᶜallm-o la-takeru. 
3. mīn ᶜallam-ak ᶜarabi? - ᵓamīne ᶜallamat-ni-yyā-h. 
4. l-malik kān bidd-o yᶜallim žamal-o l-iqrāye w-il-iktābe. 
5. mūsa ᶜallam-ak ᶜarabi? - laᵓ, huwwe ma-ᶜallam-nī-š.  ᵓamīne ᶜallamat-ni ᶜarabi. 
6. ᵓaᶜarrif-kum ᶜala hadāk iz-zalame. 
7. mūsa ᶜarraf-ni ᶜalē-ha. 
8. ᵓēmta bidd-ak itᶜarrif-ni ᶜala ᵓamīne? - bukra, nšāḷḷa. 
9. ᶜa-mīn bidd-ak tᶜarrif-ni? - bidd-i ᵓaᶜarrf-ak ᶜala zalame ᵓusm-o mūsa. 
10. dawwart ᶜalē-k id-dinya kull-ha. 
11. šū ᶜam bitdawwir? - ᶜam badawwir ᶜala muftāḥ is-sayyāra. 
12. ma-fišš sayyārt-i?  wēn-ha? - dawwir ᶜalē-ha mnīḥ! 
13. bafaḍḍil il-inžāṣ ᶜala t-tuffāḥ. 
14. baqdar-š ᵓafham kīf il-wāḥad bifaḍḍil il-maṣāri ᶜala-l-fann w-il-žamāl. 
15. bitfaḍḍil ᵓiši xafīf? 
16. fakkarna ᵓinn-ak fi l-bēt. 
17. kamān ᵓana fakkarit fi l-hind. 
18. fakkarna fi l-muškile. 
19. šū ᶜmilit imbēriḥ? - ᵓaxīran rattabt ġurift-i. 
20. šū btiᶜmal ᵓimm-ak hallaq? - bitnaḍḍif, bitrattib, btuṭbux, btiġsil ġasīl, w-ġēr-o. 
 
【練習 21-2B】パレスチナ方言で言え。 
1. 大学では何を教えているのですか？－留学生にアラビア語を教えています。

2. ムーサは誰にアラビア語を教えているのですか？－タケルに教えています。

3. 誰が貴男にアラビア語を教えたのですか？－アミーネが教えてくれました。

4. その王は自分のラクダに読み書きを教えようとした。 5. ムーサは貴男にア

ラビア語を教えましたか？－いいえ、彼は教えてくれませんでした。アミーネが
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教えてくれました。 6. あなた達をあの人に紹介します。 7. ムーサは私を彼

女に紹介してくれた。 8. いつ私をアミーネに紹介してくれますか？－明日か

な。 9. 貴男は私を誰に紹介しようとしているのですか？－ムーサという男に

貴男を紹介したい。 10. もうあちこち貴男を探しましたよ。 11. 何を探して

いるのですか？－車の鍵を探しています。 12. 車がないぞ！どこだ？－よく探

せ！ 13. 私はリンゴよりナシが好きです。 14. どうして皆が芸術や美よりも

金を好むのか私には理解できない。 15. 何か軽い物がお好みですか？ 16. 貴
男は家にいるかと思いました。 17. インドでわしも考えた。 18. その問題に

ついて考えました。 19. 昨日何をしましたか？－ようやく部屋を片付けました。

20. 貴男のお母さんは今何をしていますか？－掃除したり片づけしたり料理し

たり洗濯したりいろいろしています。 
 
【練習 21-3A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
ᶜa-fikra [exp.] ところで  
ᵓadab [n.m.: pl. ᵓādāb] 文学  
daᶜse [n.f.: pl. -āt] ペダル  
daᶜsit il-banzīn [n.m.] アクセルペダル  
fard [n.m.: pl. ɔ afrād] メンバー・家族の

一員 
fažᵓa [adv.] 突然  

kulliyye [n.f.: pl. -āt] 学部  
mitᵓaxxir [a.p.] 遅れている  
msāᶜade [n.f.: pl. -āt] 助け  
qaddāḥa [n.f.: pl. -āt] ライター 
rādyo [n.m.: pl. rādyāt] ラジオ 
žamāᶜa [n.f.: pl. -āt] グループ・一味  
žarūr [n.m.: pl. žawārīr] 引き出し  

============================================================== 
1. mīn naḍḍaf il-ḥammām? - ᵓamīne naḍḍafat-o. 
2. lēš ma-tnaḍḍftū-š ġurfit-kum? 
3. yilzim itnaḍḍif sayyārt-ak. 
4. naḍḍif ᵓōḍt-ak! - laᵓ hallaq ma-bidd-ī-š ᵓanaḍḍif-ha. 
5. tiqdar itqaddim ḥāl-ak?* 
6. bidd-ak itqaddim la-ḍ-ḍēf ᵓiši? 
7. mūsa qaddam-il-na qahwe ᶜarabiyye mumtāze. 
8. qaddamu msāᶜade la-ᵓafrād žamāᶜit-na. 
9. brahīm liḥiq iwlād-o l-hārib w-misk-o w-ražžaᶜ-o la-l-bēt. 
10. wēn muftāf-i? - ražžaᶜt-o fi ž- žārūr. 
11. lamma daxalit ᶜa-d-dār, sallamit ᶜala ᵓahl-i. 
12. sallamna l-maktūb la-mūsa. 
13. msikna l-ḥarāmi w-sallamnā-h la-l-bulīs. 
14. l-yōm lāzim ᵓasallim il-ġurfe is-sēᶜa ḥdaᶜišN. 
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15. waqqif hōn! 
16. lēš waqqaftu fažᵓa? - min šān fīh bulīs hunāk. 
17. baᶜid ᵓakam daqīqa waqqafat is-sayyāra fažᵓa. 
18. w-bitfakkir ᵓinn-o hēk waqqafū-k bi-dūn ᵓayy sabab? 
19. ᵓamīne xallaṣat kulliyyit il-ᵓādāb. 
20. xallaṣti š-šuġul? - laᵓ, lissa ma-xallaṣt-iš. 
21. ᵓēmta bitxalliṣ dirāst-ak? - inšāḷḷa baᶜid sane. 
22. baᶜid-ma ᵓaxalliṣ dirāst-i bidd-i ᵓaṣīr** imhandis. 
23. baᶜid-kum*** xallaṣtu d-dars? - naᶜam, xallaṣnā-h min ᶜašar daqāyiq. 
24. ẓabbaṭit daᶜsit il-banzīn. 
25. ha-s-sēᶜa mitᵓaxxre šwayy.  raḥ ᵓaẓabbiṭ-ha ᶜala r-rādyo. 
26. ᵓakam qalam maᶜ-ik fi šantit-ik? - maᶜ-i ᵓarbaᶜN qlām. - ᶜa-fikra, maᶜ-ik qaddāḥa? - 

laᵓ, ma-maᶜ-ī-š.  ᵓana ma-badaxxin-iš. 
＊ qaddam ḥāl- 自己紹介する 
＊＊ ᵓaṣīr 私は～になる（Ｙ型） 
＊＊＊ baᶜid-PS ＋過去形 もう～した 
 
【練習 21-3B】パレスチナ方言で言え。 
1. 誰がトイレを掃除しましたか？－アミーネが掃除しました。 2. なぜあなた

達は部屋を掃除しないのですか？ 3. 貴男は車を掃除しなければならない。 4. 
部屋を掃除しなさい。－今は掃除したくない。 5. 自己紹介してくれますか？

6. お客に何か出してやってください。 7. ムーサは私達に素晴らしいアラブコ

ーヒーをふるまってくれた。 8. 彼らは私達のグループのメンバーに援助を申

し出た。 9. イブラヒムは逃げた子供に追いつき捕まえ家に連れ戻した。 10. 
私の鍵はどこですか？－引出しに戻しました。 11. 家に入った時私は家族に挨

拶した。 12. 私はムーサに手紙を渡した。 13. 私達は泥棒を捕まえ警察に引

き渡した。 14. 今日私は１１時に部屋を明け渡さなければならない（チェック

アウトしなければならない）。 15. そこで止まってくれ。 16. なぜ突然止まっ

た？－あそこに警官がいるんだ。 17. 数分後車が突然止まった。 18. そうや

って何の理由もなく彼らが貴男を逮捕したと思うのですか？ 19. アミーネは

文学部を卒業した。 20. 仕事を終えましたか？－いえ、まだ終えていません。

21. いつ卒業するんですか？－一年後です。 22. 卒業したら技師になりたい。

23. もう授業を終えましたか？－はい、１０分前に終えました。 24. アクセル

ペダルを調整しました。 25. この時計は少し遅れている。ラジオで合わせます。

26. カバンにペンは何本ありますか？－４本あります。－ところでライター持っ

ていますか？－いえ、持っていません。タバコ吸いませんから。 
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【練習 21-4A】日本語に訳せ。 
==単 語====================================================== 
ᵓiši bižannin [exp.] これはすごい・これ

はひどい！（< žannan [v.: II-G] 狂わ

せる）  
kallaf [v.: II-0] 費用がかかる  
mbayyin ᵓinn-o … [exp.] ～のようであ

る（< bayyan [v.: II-0] ～のように見

える）  

ṣallaḥ [v.: II-0] 修理する  
šaġġal [v.: II-0] 動かす  
ṭawwal bāl- [exp.] 気を楽にする（< 

ṭawwal [v.: II-0] 長くする）  
wa-la yhimm-ak [exp.] ご心配なく・ど

うということはありません  
ẓabbaṭ [v.: II-0] 調整する  

============================================================== 
mbayyin ᵓinn-o fīh mašākil fi kumbyūtar-i. - wa-la yhimm-ak, baṣalliḥ-l-ak kull ši tamām. 
- bass ma-baqdar-iš ᵓašaġġl-o. - laᵓ, fišš muškile.  hallaq bašaġġl-o... - šāyif? - waḷḷāhi 
ᵓiši bižannin!  bass ṭawwil bāl-ak!  baẓabbiṭ-l-ak-iyyā-h. - qaddēš bitkallif-ni š-šaġle? - 
hallaq baᶜmal-l-ak l-iḥsāb. 
 
【練習 21-4B】パレスチナ方言で言え。 
どうもパソコンに問題があるようです。－大丈夫、きちんと治してあげますよ。

－でも起動できないんです。－問題ありませんよ。起動ますよ・・・。－どうで

す？－こりゃどうしたことか！でもご心配なく。修理しますよ。－いくらかかり

ますか？－今計算します。 
 
21.3.：第 III 型 
第 III 型は第１根素の母音が長母音 ā であることがその特徴である。品詞表示

は [v.: III-0] とする。 
sāᶜad [v.: III-0] 助ける 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. sāᶜad 
sāᶜadu 

bisāᶜid 
bisāᶜdu 

ysāᶜid 
ysāᶜdu 

3.f sāᶜadat bitsāᶜid tsāᶜid 
2.m. sāᶜadit 

sāᶜadtu 
bitsāᶜid 

bitsāᶜdu 
tsāᶜid 

tsāᶜdu 
2.f. sāᶜadti bitsāᶜdi tsāᶜdi 
1. sāᶜadit sāᶜadna basāᶜid minsāᶜid ᵓasāᶜid nsāᶜid 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞  
m. sāᶜid 

sāᶜdu msāᶜid musāᶜade musāᶜade 
f. sāᶜdi 
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【練習 21-5】以下の動詞で活用の練習をせよ。 
ᶜālaž [v.: III-0] 治療する ᶜāmal [v.: III-0] 扱う・接する ᶜāwad [v.: III-0] 繰り返

す・再び～する ᵓāman [v.: III-0] 信じる・信仰する ḥārab [v.: III-0] 闘う ḥāwal 
[v.: III-0] 試みる māras [v.: III-0] 営む・実践する nāwal [v.: III-0] 受け取る

qābal [v.: III-0] 会う rāžaᶜ [v.: III-0] やり直す・復習する sāᶜad [v.: III-0] 助け

る・手伝う sāfar [v.: III-0] 旅する・行く žāwab [v.: III-0] 答える（～に ᶜala）  
 
【練習 21-6A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
ᵓāxir muddr [exp.] 最近  
baxšīš [n.m.] チップ  
fann [n.m.: pl. funūn] 芸術  
fann ir-rasim 絵画  
ġūl [n.] グール（人を食う化け物） 
hayyin [adj.] 簡単な  
l-ḥaqīqa ɔ inn-o [exp.] 実際の所・・・だ  

ḥaẓẓ [n.m.] 運  
kbīr [n.: pl. kbār] 年長者 
muᶜāmale [n.f.] 扱い・接し方  
qadaḥ [n.m.: pl. qdāḥ] グラス  
tamrīn [n.m.: pl. tamārīn] 練習問題  
xāriž [n.m.] 外国・外  
zbūn [n.: pl. zabāyin] 顧客 

============================================================== 
1. ha-l-ᵓōtēl biᶜāmil zabāyin-ha ᵓaḥsan muᶜāmale. 
2. humme ᶜāmalū-h miš imnīḥ. 
3. lāzim inᶜāml-o mitil-ma minᶜāmil l-ikbār. 
4. šū bitᵓāmin?  
5. ḥārabt-ha ᶜa-šān-ha ḍarbat-ni. 
6. ᵓiza bidd-ak itḥārib il-ġūl, ᵓišrab ha-t-taltN iqdāḥ. 
7. ṣār-l-o ᵓaktar min ᶜišrīn sane bimāris fann ir-rasim. 
8. ᵓanī ᵓašġāl māras kamān? 
9. w-nāwal is-sufraži xamse w-ᶜišrīnN šēkil baxšīš. 
10. nāwil-ni šōke w-maᶜlaqa w-sikkīne. 
11. il-imwaẓẓafīn qābalu mudīr-hum. 
12. ᵓāxir mudde ma-qābalt-ō-š? - il-ḥaqīqa ᵓinn-o min santēn ma-qābalt-ō-š. 
13. bidd-i ᵓarāžiᶜ il-iḥsāb qabil-ma ᵓadfaᶜ. 
14. rāžiᶜ id-dars imnīḥ. 
15. ma-sāᶜad-ni l-ḥaẓẓ. 
16. ᵓiza sāᶜadt-ni l-yōm basāᶜd-ak bukra. 
17. ᶜmilit ha-t-tamrīn la-ḥāl-i, ma-sāᶜad-nī-š ḥada. 
18. rkibt sayyārt-i w-sāfarit ᶜa-šuġl-i. 
19. bidd-i ᵓasāfir la-l-xāriž. 
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20. ᵓēmta mūsa raḥ ysāfir la-l-yaḅān? 
21. baᶜatit maktūb la-ᵓaxū-y qabil žumiᶜtēn, lākin lissa ma-žāwab-nī-š. 
22. ᵓana basᵓal-ak, w-ᵓinte bitžāwib-ni. 
23. ᵓēš žāwabat-ak ᵓamīne lamma saᵓalt-ha? 
24. fakkir mnīḥ qabil-ma tžāwib ᶜala suᵓāl-o. 
 
【練習 21-6B】パレスチナ方言で言え。 
1. このホテルは客に最上のもてなしをする。 2. 彼らは彼にきちんと接しなか

った。 3. 年長者に接するように彼に接しなければならない。 4. 貴男は何教

徒ですか？ 5. 彼女が私を殴ったので彼女と喧嘩した。 6. グールと戦いたけ

ればこを３杯飲みなさい。 7. 彼は絵を描いて２０年以上になる。 8. 彼は他

にどんな仕事をしましたか？ 9. 彼はウェイターに２０シェケルのチップを与

えた。 10. フォークとスプーンとナイフをとってください。 11. その職員た

ちは所長と面会した。 12. 最近彼に会いましたか？－実際２年来会っていませ

ん。 13. 支払う前にもう一度計算をやり直したい。 14. 授業を良く復習しな

さい。 15. 俺はついてなかった。 16. 今日私を手伝ってくれたら明日君を手

伝うよ。 17. 私はこの練習問題を一人でやった、誰も手伝ってくれなかった。

18. 私は車に乗って仕事へ行った。 19. 外国へ行きたい。 20. ムーサはいつ

日本へ行くのですか？ 21. ２週間前に兄に手紙を送ったがまだ返事をしてく

れない。 22. 私が質問するから貴男は答えてください。 23. 彼女に尋ねたと

き何と答えましたか？ 24. 答える前に良く考えなさい。 
 
【表現】再び～する 
(1) rižiᶜ [v.: I-0 (a)] 
(2) ᶜāwad [v.: III-0] 
上のいずれかの動詞を主動詞とし、これと同一の時制の動詞を続ける。 
 
(a) 過去形 
ržiᶜit katabit kamān marra. もう一回書いてみました。 
ᶜāwad saᵓal-o. 彼はもう一度質問した。 
 
(b) 現在形 
baržaᶜ baktib kamān marra. もう一度書いてみます。 
bidd-i ᵓaržaᶜ ᵓaktib kamān marra. もう一度書いてみたい。 
binᶜāwid nisᵓal-o. 彼にもう一度聞きますよ。 
yilzim-na nᶜāwid insāfir. もう一度行かなければならない。 
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bidd-i ᵓaᶜāwid ᵓaržaᶜ ᶜala hadīk il-balad. あの国にもう一度戻りたい。 
bidd-o yᶜāwid yisᵓal-ha. 彼はもう一度彼女に尋ねようとしている。 
 
(c) 命令形 
ᵓiržaᶜ ᵓiktib kamān marra. もう一度書け。 
ᶜāwid rāžiᶜ il-iḥsāb. 検算をもう一度せよ。 
ᶜāwid isᵓal-ha. もう一度彼女に訊いてみなさい。 
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22.：分詞・動名詞 
==単 語======================================================= 
manāfis [n.pl.] 食欲  
tamm-ha [exp.] 彼女は～し続けている  

ẓall-o [exp.] 彼は～し続けている  

============================================================== 
22.1.：分詞 
分詞は動詞の意味を持った形容詞である。分詞は動詞の派生形毎に決まったパ

ターンがある。なお、受動分詞は形式的には存在するが実際には用いられないこ

とが多い。また、自動詞からは受動分詞は作られない。 
 能動分詞 受動分詞  

I CāCiC fāhim maCCūC  mafhūm 理解する 
II mCaCCiC mfakkir mCaCCiC mufakkar 考える 
III mCāCiC msāᶜid mCāCiC musāᶜad 助ける 
IV muCCiC miqniᶜ (muCCaC) - 説得する 
V mitCaCCiC mitᶜallim (mutaCaCCaC) - 習う 
VI mitCāCiC mitᶜāwin (mutaCāCaC) - 協力する 
VII minCCiC minžriḥ (munCaCaC) - 怪我する 
VIII miCtCiC mištġil (muCtaCaC) - 働く 
IX miCCaCC miḥmarr - - 赤くなる 
X mistaCCiC mistaxdim (mustaCCaC) - 使う 
分詞は形容詞なので性・数で変化する。複数形は全て語尾 -īn による。 
 
(1) 能動分詞 
能動分詞は次のような機能を持つ（☛ IV-2.3.4.）。 
(a) 主に往来発着動詞やある場所にいること、または継続的な行為を表す動詞の

能動分詞は動作の継続・現在起こりつつある状態を表す。 
wēn ᵓinte rāyiḥ? - ᵓana rāyiḥ ᶜa-s-sūq. どこへ行くのですか？－市場へ行きます。 
lēš ᵓinte mfakkir ᵓinn-o šabb ġarīb? なぜ貴男は彼が変わった青年だと思っているの

ですか？ 
ᵓana muš ᶜārif ᵓiza mūsa fi-l-bēt willa la. ムーサが家にいるか私は知りません。 
wēn ᵓinte sākin? - ᵓana sākin fi-l-quds. どちらにお住まいですか？－エルサレムに

住んでいます。 
 
(b) 上記以外の動詞では現在完了（以前に行われた動作の影響の現在への継続） 
fāhim ᶜalay-y? わかった？ 
smiᶜit ᵓinn-o nāžiḥ ib-ᵓaᶜmāl-o. 彼は仕事がうまく行っていると聞いた。 

174



175 
 
 

hāda žāyib maᶜ-o maṣāri. この人はお金を持ってきている。 
yaᶜni ᵓinte muš imsaddiq-ni? つまり私を信用していなかったということですか？ 
ᵓana šāyif ᵓinn-ak ḥāfiẓ dars-ak! 貴男は授業を覚えているようですね（～ようにみ

える）。 
niḥna msāmḥīn-ak, yā-ba. お父さん、もう私達は貴男を許しています。 
huwwe mᶜallim-ni 彼は私を教えてきた。 
 
(c) 行為者を表す名詞として 
msāfir 旅行者（< sāfar [III] 旅行する）  
mᶜallim 教師（< ᶜallam [II] 教える） 
ṭālib 学生（< ṭalab [I] 求める） 
 
能動分詞は形容詞と同じように性・数で形を変えるが、接尾代名詞を従えるとき、

次のようになる。 
  人称 + C (-ha, -ni, -hum, -kum, -na) + V (-o, -ak, -ik) 

 
sg. 

m.  šāyif- šāyf- 

f. 
1., 2. 
2. 

šāyfit-, šāyfīt- 
šāyfit-, šāyiftī- 

šāyift-, šāyfīt- 
šāyift-, šāyiftī- 

pl. 
m.  šāyfīn- šāyfīn- 
f. šāyfāt- šāyfāt- 

huwwe šāyif-ni. 彼は私を見ている。 
hiyye šāyfit-ni ~ šāyfīt-ni. 彼女は私を見ている。 
ᵓinte šāyfit-ni ~ šāyiftī-ni? 貴女は私を見ているのですか？ 
 
(2) 受動分詞 
ある行為がなされた結果が継続している状態を表す。通常形容詞として用いら

れる。 
manāfs-o mfattaḥa 食欲旺盛である（< fattaḥ [v.: II-0] 開く） 
riwāye maᶜrūfe 有名な小説（< ᶜirif [v.: I-0 (a)] 知る） 
it-tadxīn waqt id-dars muš masmūḥ. 授業中の喫煙は許されていない（< samaḥ [v.: I-

0 (a)] 許す）。 
ᵓana mašġūl iktīr. 私はとても忙しい（< saġal [v.: I-0 (i)] 忙しくさせる）。 
ᵓinte maᶜzūm ᶜind-i l-yōm 今日御招待いたします（< ᶜazam [v.: I-0 (i)] 招待する）。 
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【練習 22-1A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
faraš [v.: I-0 (i)] 家具を備える 
mulaxxaṣ [n.m.] 要約（< laxxaṣ [v.: II-0] 

要約する） 

māxid [a.p.] < ᵓaxad 取る・結婚する  
kašaf [v.: I-0 (i)] 露わにする  

============================================================== 
1. daxxal-na ᶜala ᵓōḍa mafrūše. 
2. hāda mulaxxaṣ ḥayāt ibrahīm. 
3. ya ᵓamīne, ᵓōḍt-ik miš mrattabe l-yōm, yaḷḷa rūḥi rattbī-ha, qawām! 
4. brahīm māxid bint ᶜamm-o. 
5. mūsa fātiḥ maṭᶜam ikbīr. 
6. lamma daxalt ᶜa-l-maṭbax, šuft il-bisse šārbe l-ḥalīb kull-o. 
7. hallaq ᵓana sākin fi l-quds. 
 
【練習 22-1B】パレスチナ方言で言え。 
1. 彼は私達を家具付きの部屋に通した。 2. これがアブラハムの人生のあらま

しです。 3. アミーネ、今日貴女の部屋は片付いていない、ほら、すぐ片付け

なさい。 4. ユーシフはいとこと結婚している。 5. ムーサは大きいレストラ

ンを開いている。 6. 私が台所に入ったら猫はミルクを全部飲んでしまってい

た。 7. 今私はエルサレムに住んでいる。 
 
22.2.：動名詞 
動詞から派生した名詞で、派生形に応じて語形パターンが決まっている。 
①通常の名詞として 
qaddamū-l-na l-msāᶜade. 彼らは援助を提供してくれた（< sāᶜad [v.: III-0] 助ける） 
humme ṭalabu muʠābale maᶜā-y. 彼らは私との面会を要求した（< qābal [v.: III-0] 
会う） 

kīf it-taᶜlīm c ind-kum? あなた達の所では教育はどうなっていますか？（< c allam [v.: 
II-0] 教育する・教える） 

 
②副詞句を作る要素として。文で用いられている動詞から派生した動名詞を形

容詞などで修飾すると副詞として機能する。 
hal-l-imᶜallim biᶜāmil talāmīz-o muᶜāmle* mnīḥa. この教師は生徒たちの扱いが良い。 
ha-l-ᵓōtēl biᶜāmil zabāyn-o ᵓaḥsan muᶜāmale. このホテルは客を最良のやり方で扱う

（客の接し方が最高である）。 
＊ muᶜāmale は ᶜāmal [v.: III-0]「取り扱う」の動名詞。これに形容詞 mnīḥa をつ
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けた muᶜāmale mnīḥa は「良い取扱い」という名詞句だが、動詞と組み合わせ

て「良く取り扱う」を意味する。 
 
【表現】Ｙ型の用法２ 
(1) 他の動詞との組み合わせ 
ᶜallam [v.: II-0] ＋Ｙ型：～することを教える 
ᵓamīne c allamat-ni ɔ aktub ᶜarabi. アミーネは私にアラビア語の書き方を教えてくれ

た。 
 
ᵓaža ＋Ｙ型：～しに来る 
žīt ɔ aražžiᶜ-l-ak il-maṣāri lli ɔ axadit minn-ak ɔ awwal imbēriḥ. 一昨日（貸して）もらっ

た金を返しに来た。 
ᵓaža ykaḥḥil-ha ᶜamā-ha. アイシャドウを塗りに来たら眼をつぶした（諺：良かれ

と思ってしたことがかえって仇になる） 
žīna nistaqbil ᵓaxū-na lli rāžiᶜ min ᶜammān. 私達はアンマンから戻った兄に会いに

来た。 
 
baṭṭal [v.: II-0] ＋Ｙ型：～するのをやめる・もう～しない 
l-iwlād baṭṭalu yismaᶜu la-ᵓabū-hum.  子供たちはもはや父親の言うことを聞かな

くなった。 
lēš baṭṭalit tudrus ᶜarabi? - min-šān-o ṣaᶜb iktīr.  なぜアラビア語を勉強するのをや

めたんですか？－難しすぎるからです。 
halqēt baṭṭalat tiᶜzim-ni.  今や彼女はもう私を招かなくなった。 
 
faḍḍal [v.: II-0] ＋Ｙ型：～することを好む 
ᵓana bafaḍḍil ᵓaqra ktāb ᵓaw ᵓasmaᶜ musīʠa. 私は本を読んだり音楽を聞いたりする

のが好きです。 
 
fakkar [v.: II-0] ＋Ｙ型：～することを考える 
waḷḷa fakkarit ᵓarkuḍ w-ᵓahrub. 走って逃げようと思った。 
 
ḥāwal [v.: III-0] ＋Ｙ型：～しようとする 
ḥāwalt ᵓaktar min marra ᵓafahhim-ha, bass bi-dūn fāyde. 一度ならず彼女にわかって

もらおうと試みたが無駄だった。 
btiᶜraf lēš ma-harabt-iš ᵓana w-ḥatta ma-ḥāwalt-iš ᵓahrub? なぜ私が逃げなかったか、

また逃げようとさえしなかったのか知っていますか？ 
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ᵓamīne bitḥāwil tᶜawwid ibrahīm ᶜala ᶜādit-na. アミーネはイブラヒムを私達の習慣

に慣れさせようとしている。 
ḥāwalt ᵓaṭlaᶜ bakkīr. 早めに出かけようとしました。 
 
ṭalab ＋Ｙ型：～するように頼む 
ṭalabt min il-mikanīki yifḥaṣ il-mōtōr. 私は整備士にエンジンを検査するよう頼んだ。 
ṭalab minn-i ᵓaržaᶜ baᶜid ᵓakam sēᶜa. 彼は数時間後に戻るように私に頼んだ。 
 
žarrab [v.: II-0] ＋Ｙ型：～しようとする 
žarrabit ᵓaqinᶜ-o, bass bidūn fāyde. 彼を説得しようとしたが無駄だった。 
 
(2) 形容詞・分詞との組み合わせ 
mistᶜidd [a.p.] ＋Ｙ型：～する準備がある 
ᵓana mistᶜidd ᵓaqaddim kull musāᶜade. どんな援助でも提供する準備がある。 
 
ṣaᶜib ＋Ｙ型：～するのは難しい 
il-wāḥad biṣᶜab ᶜalē-h yžāwib ᶜala hēk šī. こういう事には答えずらいものだ。 
 
hayyin ＋Ｙ型：～するのは簡単だ 
ᵓahwan* ᶜalay-y ᵓinn-i ᵓaxliq imnādam iždīd min ᵓinn-i ᵓaᶜāliž* ᶜayyān zayy-ak. 貴男の

ような病人を治療するより新しい人間を創るほうが簡単だ 
＊ここでは比較級となっている。 
 
xāyif ＋Ｙ型：～するのが怖い 
ᵓinti xāyfe tuduxli? 入るのが怖い？ 
 
žāy ＋Ｙ型：～しに来る。 
ᵓinte žāy tiḍḥak ᶜalay-y? 貴男は私を馬鹿にしに来たのですか？ 
 
(3) 接続詞と共に 
ᶜa-šān, min-šān, ta, ḥatta：～するために・～するから 
ṭalabna qahwe ᶜa-šān nišrab sawa w-inkammil il-ḥadīs. コーヒーを一緒に飲んで話

を続けるためにコーヒーを頼んだ。 
dawwart ᶜa-l-muftāḥ ᶜa-šān ᵓadxul ᶜala bēt-i. 家に入るために鍵を探した。 
sāfar c ala falasṭīn ta-yudrus c arabi. 彼はアラビア語を学ぶためにパレスチナに行っ

た。 
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bidd-na nqābil il-mudīr ḥatta nisᵓal-o akam min suᵓāl. いくつか質問するために所長

に会いたい。 
stanna ḥatta ᵓarattib il-kutub. 本を片付けるから待ってくれ。 
saᵓalt il-imᶜallim ta ᵓafham ᵓaḥsan. もっとよくわかるように先生に質問した。 
fataḥt iš-šibbāk min-šān ᵓasmaᶜ il-ᵓazān. アザーンを聞くために窓を開けた。 
 
【練習 22-2A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
ḥmār [n.m.: pl. ḥamīr] ロバ  
naᶜže [n.f.un.: pl. -āt] 雌羊  
samāḥ [n.m.] 許し  

žakēt [n.m.: pl. -āt] 上着  
žuhd ~ žuhud [n.m.: pl. žhūd] 努力

============================================================== 
1. fatḥat žuzdān-ha ḥatta tidfaᶜ la-s-suwwāq ᵓužurt-o. 
2. takeru ᶜimil ižhūd-o la-ḥatta yiktib ᵓaḥsan. 
3. ᵓiḥna žayīn min yāfa ta nuṭlub bint-ak. 
4. šalaḥit iž-žakēt w-fataḥit qamīṣ-i ᶜa-šān yifḥaṣ-ni. 
5. žamaᶜ wlād-o ᶜa-šān yuṭlub min-hum is-samāḥ. 
6. liḥiq in-naᶜže min-šān yimsik-ha. 
 
【練習 22-2B】パレスチナ方言で言え。 
1. 彼女は運転手に代金を払うために財布を開けた。 2. タケルはもっとよく書

くために努力した。 3. お嬢さんに結婚を申し込むために私達はヤファから来

ました。 4. 彼に診察してもらうために私は上着を脱ぎ、シャツの前を開けた。

5. 彼が許しを乞うため、息子たちが集まった。 6. 彼は羊を捕まえるためにつ

いて行った。 
 
(4) その他 
balāš ＋Ｙ型２人称＝「～するな」・balāš ＋Ｙ型３人称「彼が～しないように！」 
w-balāš yiḥlif-li b-in-nabi ṣāliḥ. 彼がナビ・サーリフに誓いを立てないように！ 
balāš tiḍḥak. 笑うな！ 
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23.：動詞８（派生形第 VII 型・第 VIII 型） 
23.1.：第 VII 型 
第 VII 型は接頭辞 n- が付くことが特徴である。品詞表示は [v.: VII-0] とする。 
nžaraḥ [v.: VII-0] 怪我する 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. nžáraḥ 
nžarḥu 

bínižriḥ 
binžírḥu 

yínižriḥ 
yinžirḥu 

3.f nžárḥat btínižriḥ tínižriḥ 
2.m. nžaraḥt 

nžaraḥtu 
btinižriḥ 

btinžírḥu 
tinižriḥ 

tinžirḥu 
2.f. nžaraḥti btinžírḥi tinžírḥi 
1. nžaraḥt nžaraḥna banižriḥ mninižriḥ ᵓanižriḥ ninižriḥ 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞  
m. ᵓínižriḥ 

nžírḥu mínižriḥ なし nžirāḥ 
f. nžírḥi 
第 VII 型は、同一語根の他動詞が第 I 型にもある場合、それに対する自動詞とな

り、特に自発的な動作を示す。 
žaraḥ [v.: I-0 (a)] 怪我させる vs. nžaraḥ [v.: VII-0] 怪我する 
fataḥ [v.: I-0 (a)] 開ける vs. nfataḥ [v.: VII-0] 開く 
daras [I] 学ぶ：ndaras [VII] 学ばれる 
この場合「～されるべき」というニュアンスも表現する場合がある。 
il-ᶜarabi luġa btinidris. アラビア語は学ぶべき言語だ。 
 
【練習 23-1】以下の動詞で活用の練習をせよ。 
nbasaṭ [v.: VII-0] 楽しむ ndafan [v.: VII-0] 埋葬される nḍarab [v.: VII-0] 殴ら

れる・へこむ nfataḥ [v.: VII-0] 開かれる nfažar [v.: VII-0] 爆発する nhadam 
[v.: VII-0] 破壊される nḥaraq [v.: VII-0] 焦げる・燃える nkasar [v.: VII-0] 壊れ

る nqaṭaᶜ [v.: VII-0] 切れる・停電する nqatal [v.: VII-0] 殺される nsaraq [v.: 
VII-0] 盗まれる nžaraḥ [v.: VII-0] 負傷する・ケガする  
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【練習 23-2A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
bāqi [n.m.] 残り・残りの人 （々＝ pl.）  
farak [v.: I-0 (u)] こする  
kahraba [n.f.] 電気  
kitir [v.: I-0 (a)] 多くなる  
kutur [n.m.] 多さ  
mġāra [n.f.: pl. muġir] 洞窟  
maqbara [n.m.: pl. maqābir] 墓地  
muxtār [n.: pl. maxātīr] ムフタール（コ

ミュニティーの代表者）  
qalb [n.m.: pl. qlūb] 心・心臓  
qunubule [n.f.: pl. qanābil] 爆弾  
šataḥ [v.: I-0 (a)] 散歩する 
xātim [n.m: pl. xawātim] 指輪  
xōf [n.m.] 恐れ  
žarra [n.f.: pl. žrār ~ -āt] 水差し  
žundi [n.: pl. žnūd] 兵士  

============================================================== 
1.inbasaṭit fi l-ḥafle? - ᵓaywa, ktir inbasaṭit. 
2. nšaḷḷa nbasaṭtu ᶜin-na. - ᵓiḥna nbasaṭna ktīr ᶜind-kum. 
3. raḥ tinibṣiṭ lamma tišṭaḥ maᶜā-na. 
4. wēn indafan il-muxtār? 
5. humme ndafanu fi nafs il-maqbara. 
6. raḥ ᵓafruk il-xātim b-ᵓuṣbaᶜ-i min-šān tinftiḥ l-imġāra. 
7. il-ᶜamāra nfažrat. 
8. harabit min-šān infažrat qunubule. 
9. il-ᶜamāra nhadmat b-il-infižār. 
10. ᵓiza kitru ṭ-ṭabbaxīn biniḥriq il-ᵓakil. 
11. il-kubbayāt hadōl btinksir-iš. 
12. lēš inkasaru š-šabābīk? 
13. ᵓimsik iž-žarra mnīḥ, ᵓana xāyif ᵓinn-ha raḥ tiniksir. 
14. imbēriḥ il-kahraba fi bēt-na nqaṭᶜat sēᶜa w-il-yōm kamān btiniqṭiᶜ marrāt iktīre. 
15. il-wāqiᶜ ᵓinn-o l-ittṣāl fī-h inqaṭaᶜ. 
16. min kutur xōf-hum inqaṭaᶜ qalb-hum. 
17. nās iktīr inžaraḥu w-inqatalu, w-il-bāqi harabu. 
18. ᵓaktar min ᵓalf N žundi nqatalu fi l-ḥarb bēn il-baladēn. 
19. yōm min il-ᵓiyyām insaraq minn-o kīs w-fī-h ᵓalf N šēkil. 
20. ᵓakīd ᵓinn-i ma-ḍayyaᶜt-iš il-maṣāri, yimkin insaraqu. 
21. nžaraḥu kamān šī ṭnaᶜšar šaxṣ. 
22. il-kalb inḍarab w-inžaraḥ. 
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【練習 23-2B】パレスチナ方言で言え。 
1. パーティーを楽しみましたか？－はい、とても楽しかったです。 2. 楽しん

でもらえたらいいのですが－とても楽しかったですよ。 3. 私達と散歩に出れ

ば楽しいですよ。 4. ムフタールはどこに埋葬されましたか？ 5. 彼らは同じ

墓地に埋葬されました。 6. 洞窟が開くように指の指輪を擦ろう。 7. そのビ

ルは爆発した。 8. 爆弾が爆発したので私は逃げた。 9. そのビルは爆発によ

って破壊された。 10. 船頭多くして船山に上る（調理人が多いと料理が焦げる）。

11. これらのコップは割れません。 12. 窓はなぜ割れたのですか？ 13. その

水差しをしっかり持っておけ、壊れそうで怖い。 14. 昨日は１時間停電し、今

日も何度も停電している。 15. 彼との連絡は途絶えたというのが事実だ。 16. 
あまりに怖くて彼の心臓は止まりそうだった。 17. 多くの人は負傷し殺された

が、他の人々は逃げた。 18. 両国の戦争で１０００人以上の兵士が殺された。

19. ある日彼は１０００シェケル入った財布を盗まれた（彼から財布が盗まれ

た）。 20. 金を無くしたのではなく盗まれたのは確かだ。 21. 他にも１２名が

負傷した。 22. その犬は叩かれ怪我をした。 
 
23.2.：第 VIII 型 
第 VIII 型は接中辞 t- が第１根素の後に付くことが特徴である。品詞表示は [v.: 
VIII-0] とする。 
štaġal [v.: VIII-0] 働く 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. štaġal 
štaġlu 

bištġil 
bištiġlu 

yištġil 
yištiġlu 

3.f štaġlat btištġil tištġil 
2.m. štaġalit 

štaġaltu 
btištġil 

btištiġlu 
tištġil 

tištiġlu 
2.f. štaġalti btištiġli tištiġli 
1. štaġalit štaġalna baštġil mništġil ᵓaštġil ništġil 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞  
m. ᵓištġil 

štiġlu mištġil (muštaġal*) štiġāl 
f. štiġli 
＊通常用いられないが、形式的にはこのような形が可能である。 
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【練習 23-3】以下の動詞で活用の練習せよ。 
ᶜtaqad [v.: VIII-0] 信じる ᶜtazar [v.: VIII-0] 謝る（～に la-） ftakar [v.: VIII-0] 
思う ḥtaram [v.: VIII-0] 尊重する・敬意を表する ntabah [v.: VIII-0] 注意する

ntaxab [v.: VIII-0] 選挙する rtafaᶜ [v.: VIII-0] 上がる・上昇する stalam [v.: VIII-
0] 受け取る štaġal [v.: VIII-0] 働く  
 
【練習 23-4A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
barlamān [n.m.: pl. -āt] 議会  
ḥāris [n.: pl. ḥurrās] 警備員  
kizib [n.m.] 嘘  
mustawa [n.m.: pl. -yāt] レベル  

sižžāde [n.f.: pl. -āt] 絨毯  
taᶜlīm [n.m.] 教育  
yitḥassan 良くなる（☛ II-25.1.）  
žaww [n.m.] 気候・陽気  

============================================================== 
1. baᶜtqid ᵓinn-o lāzim trabbib il-kubut w-itnaḍḍif il-ġurfe. 
2. ᶜtazarit la-ᵓamīne? - naᶜam, iᶜtazart-il-ha. 
3. lēš ḍarabti ẓarīfe? - li-ᵓann-ha ḍarbat-ni ᵓawwal. - bass ᵓinti ḍarabtī-ha baᶜid-ma 

ᶜtazrat-l-ak. - hāda kizib!  ᶜumur-ha ᶜtazrat-l-i. 
4. qaddēš dafaᶜti ḥaqq iš-šanta? - baftkir, talat mītN šēkil. 
5. ftakart-ha mᶜallme. 
6. ᶜan ᵓēš btiftkir? 
7. ma-btiftkir-š ᵓinn ha-l-ġurfe lāzim-ha sižžāde? 
8. il-ḥukūme btiḥtrim muxtār ḥarit-na. 
9. ṣāḥb id-dār iḥtaram-o ktīr. 
10. yā sīd-i, ma-ntabaht-iš la-s-sēᶜa? 
11. it-talāmīz lāzim yintibhu la-d-dars. 
12. intaxabna raᵓīs il-baladiyye. 
13. raᵓīs id-dawle btintixb-o l-kinēsēt, yaᶜni l-barlamān il-israᵓīli. 
14. bukra raḥ tirtfiᶜ daražit il-ḥarāra w-raḥ yitḥassan iž-žaww. 
15. mustawa t-taᶜlīm fi blād-na ᶜam birtfiᶜ. 
16. il-ᵓasᶜār lissāt-ha btirtfiᶜ kull yōm. 
17. mbēriḥ ištaġalna min is-sāᶜa tisᶜaN la-s-sēᶜa xamseN. 
18. ᵓanū ᵓašġāl māras kamān? - štaġal išwayy ḥāris. 
19. fišš kahraba, ir-ramzorāt ma-btištġil.   
20. ṣār-l-o ᵓaktar min ᶜašar isnīn bištġil hunāk. 
21. ya mūsa, šū btiᶜmal hōn? - ᶜam baktib maktūb la-ᵓimm-i. - ᶜam btiktib b-il-qalam?  

lēš ma-btibᶜat-il-hā-š īmēl? - hēk ᵓaḥsan.  ᵓinte miš mabsūṭ lamma btistlim maktūb? 
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【練習 23-4B】パレスチナ方言で言え。 
1. 本を整理して部屋を片付けなければならないと思うよ。 2. アミーネに謝っ

た？－うん、謝った。 3. なぜザリーフェを殴った？－ザリーフェが先に殴っ

たからだよ。－でもザリーフェが謝った後も殴っただろう。－それは嘘だ。ザリ

ーフェは謝ってないよ。 4. カバン代をいくら払いましたか？－１００シェケ

ルだと思います。 5. 私は彼女が教師だと思った。 6. 何を考えている？ 7. 
この部屋には絨毯が必要だと思わないか？ 8. 政府は私達の地区のムフタール

を尊重している。 9. 家主は彼を大いに尊重した。 10. すみません、時計に気

を付けてなかったのですか？ 11. 生徒たちは授業に注意を払わなければなら

ない。 12. 私達は市長を選挙した。 13. 大統領はクネセト、つまりイスラエ

ル議会が選ぶ。 14. 明日は気温が上がり天気が良くなる。 15. 我が国の教育

レベルは上がりつつある。 16. 物価はまだ毎日上昇している。 17. 昨日は９

時から５時まで働いた。 18. どんな仕事に就きましたか？－警備員を少ししま

した。 19. 電気が来てない。信号が動いてない。 20. 彼はここで１０年以上

働いている。 21. ムーサ、ここで何をしている？－母に手紙を書いている。－

ペンで書くのか？なぜメールを送らないんだ？－この方がいい。手紙を受け取

ったらうれしくないか？ 
 
【表現】Ｙ型の用法３ 
(1) nšāḷḷa ＋Ｙ型：きっと～するだろう 
ᵓinšaḷḷa yismaḥ-l-i ᵓabū-y ᵓasūq sayyārt-o. 父は私が父の車を運転するのを許してく

れるでしょう。 
 
(2) yaḷḷa ＋Ｙ型（1.pl.）：さあ～しよう！ 
yaḷḷa niṭlaᶜ min hōn. さあ、ここから出よう 
 
(3) il-muhimm ＋Ｙ型：～するのが重要だ 
il-muhimm tusuknu fi ḥāra hādye bi-dūn dōše. 騒音のない静かな地域に住むことが

重要だ。 
 
(4) badāl-ma ＋Ｙ型：～する代わりに 
saᵓalit ᵓamīne badāl-ma ᵓasᵓal mūsa. 私はムーサに尋ねる代わりにアミーネに尋ね

た。 
「思う、考える」のように不確定なことを表現する動詞による文の従属文で。 
ftakarit ᵓinn-o yiržaᶜ il-yōm. 彼は今日帰ると思う。 
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24.：動詞９（派生形第 IV 型・第 X 型） 
24.1.：第 IV 型 
第 IV 型は過去形で ᵓaCCaC、現在形で biCCiC というパターン（いずれも 
3.m.sg.）になる。現在形は基本形で語幹母音が i になるものと同一である。品

詞表示は [v.: IV-0] とする。 
ᵓaᶜžab [v.: IV-0] 喜ばせる 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. ᵓaᶜžab 
ᵓaᶜžabu 

biᶜžib 
biᶜižbu 

yiᶜžib 
yiᶜižbu 

3.f ᵓaᶜžabat btiᶜžib tiᶜžib 
2.m. ᵓaᶜžabit 

ᵓaᶜžabtu 
btiᶜžib 

btiᶜižbu 
tiᶜžib 

tiᶜižbu 
2.f. ᵓaᶜžabti btiᶜižbi tiᶜižbi 
1. ᵓaᶜžabit ᵓaᶜžabna baᶜžib mniᶜžib ᵓaᶜžib niᶜžib 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞  
m. ᵓíᶜžib 

ᵓíᶜižbu miᶜžib muᶜžab ᵓiᶜžāb 
f. ᵓíᶜižbi 

 
【練習 24-1】以下の動詞で活用の練習せよ。 
ᵓaᶜžab [v.: IV-0] 楽しませる・喜ばせる* ᵓaḍrab [v.: IV-0] ストライキをする

（ᵓiḍrāb [n.m.] ストライキ） ᵓaflas [v.: IV-0] 破産する（ᵓiflās [n.m.] 倒産） ᵓafṭar 
[v.: IV-0] 朝食をとる（ᵓifṭār [n.m.] ラマダン月中、日没後に最初にとる食事）

ᵓakram [v.: IV-0] もてなす・尊敬する・敬意を表する（ᵓikrām [n.m.] もてなし・敬

意） ᵓankar [v.: IV-0] 否定する ᵓarkan [v.: IV-0] 頼る（～に ᶜala） ᵓaṣdar [v.: 
IV-0] 出版する（ᵓiṣdār [n.m.] 出版） ᵓatᶜab [v.: IV-0] 疲れさせる ᵓazᶜaž [v.: IV-
0] 邪魔する・鬱陶しがらせる。  
＊物を主語、人を目的語にして「物が人をよろこばせる」と表現するが、これは

「人が物を気に入る」という意味である。 
il-quds ᵓaᶜžabat-ni. 私はエルサレムが気に入った。 
 
なお、この動詞は基本形 ᶜažab [v.: I-0 (i)] もある。特に能動分詞は第 IV 型の 
miᶜžib よりも基本形の ᶜāžib が多く用いられる。 
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【練習 24-2A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
ᶜašīre [n.f.: pl. ᶜašāyir] 部族・氏族  
baᶜd ᵓusbūᶜ-ma [exp.] ～して１週間後

に  
lzūm [n.m.] 必要性  
matḥaf [n.m.: pl. matāḥif] 博物館  

nōm [n.m.] 寝ること・睡眠  
samaḥ [v.: I-0 (a)] 許す 
šēx [n.m.: pl. šyūx] 部族長  
širke [n.f.: pl. šarikāt] 会社  
taṣarruf [n.m.: pl. -āt] 振る舞い・態度  

============================================================== 
1. ᵓaᶜžab-kum il-matḥaf? - laᵓ, ma-ᵓaᶜžab-nā-š iktīr. 
2. qālu ᵓinn-hum ma-ᵓaᶜžabnā-humm-iš. 
3. ᵓaᶜžabat-ak il-quds? - naᶜam, ᵓaᶜžabat-ni ktīr. 
4. ᶜāžibt-ak il-quds? - naᶜam, ᶜāžbit-ni ktīr. 
5. šū biᶜižb-ak fi l-quds? 
6. taṣarrufāt-o ma-btiᶜžib-ni b-il-marra. 
7. il-ᶜummāl w-il-imwaẓẓafīn ᵓaḍrabu mbēriḥ. 
8. it-tužžār fataḥu maḥall ikbīr, lākin baᶜid sane ᵓaflasu. 
9. iš-širke ᵓaflasat. 
10. šū btiᶜmal kull yōm iṣ-ṣubuḥ? - b-il-ᵓawwal baġsil wišš-i w-ᵓiday-y, w-baᶜdēn bafṭir w-

bašrab qahwe. 
11. wēn bidd-ak tifṭir bukra ṣ-ṣubuḥ? - bidd-i ᵓafṭir fi l-qahwe. 
12. šēx il-ᶜašīre ᵓakram l-iḍyūf w-dabaḥ-il-hum xarūf. 
13. il-mara ᵓankarat ᵓinn-ha ᵓaxat il-maṣāri. 
14. ᵓiza ᶜmilt ᵓiši ᶜāṭil, ma-tinkir-iš. 
15. ᵓana barkin ᶜalē-k. 
16. il-yōm il-wāḥad ma-biqdar-iš yirkin ᶜala ḥada. 
17. ᵓana baᶜraf iṭ-ṭarīq, ᵓirkin ᶜalay-y. 
18. iž-žarīde wiṣlat-na baᶜd ᵓusbūᶜ-ma ᵓaṣdartū-ha. 
19. ṭullāb il-kulliyye bidd-hum yiṣdiru žarīde ᶜarabiyye. 
20. l-iktābe ᵓatᶜabat-ni. 
21. in-nōm baᶜd iḍ-ḍuhur bitᶜib-ni ᵓaktar min iš-šuġul. 
22. qahwe willa šāy willa ᵓiši bārid? - šukran, titᶜib-š ḥāl-ak, ma-fišš ilzūm. 
23. ᵓazᶜažt-ak?  ᵓismaḥ-l-i.  
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【練習 24-2B】パレスチナ方言で言え。 
1. 博物館は気に入りましたか？－あまり気に入りませんでした。 2. 彼らは私

達が気に入らないと言った。 3. エルサレムは気に入りましたか？－はい、と

ても気に入りました。 4. エルサレムは気に入っていますか？－はい、とても

気に入っています。 5. エルサレムの何が気に入りましたか？ 6. あいつの態

度は全く気に食わない。 7. 労働者や公務員は昨日ストライキをした。 8. そ
の商人たちは大きな店を開いたが１年後に破産した。 9. その会社は倒産した。

10. 毎朝何をしますか？－まず顔と手を洗い、その後朝食をとりコーヒーを飲み

ます。 11. 明日の朝はどこで朝食をとりたいですか？－喫茶店で食べたいです

ね。 12. 族長は客をもてなし、羊を屠った。 13. その女性は金を盗んだこと

を否認した。 14. 悪いことをしたら、したと言いなさい。 15. 私は貴男が頼

りだ。 16. 今時は誰も頼りにできない。 17. 私が道を知っている。任せなさ

い。 18. その新聞は発行から１週間後に届いた。 19. その学部の学生はアラ

ビア語新聞を発行したがっている。 20. 書くのに疲れた。 21. 午後の睡眠は

仕事より疲れる。 22. コーヒー？お茶？それとも冷たい物？－有難う、お気遣

いなく、要りませんよ。 23. 邪魔しましたか？すみません。 
 
24.2.：第 X 型 
第 X 型は接頭辞 sta- が付く。品詞表示は [v.: X-0] とする。 
staqbal [v.: X-0] 出迎える 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. staqbal 
staqbalu 

bistaqbil 
bistaqiblu 

yistaqbil 
yistaqiblu 

3.f staqbalat btistaqbil tistaqbil 
2.m. staqbalit 

staqbaltu 
btistaqbil 

btistaqiblu 
tistaqbil 

tistaqiblu 
2.f. staqbalti btistaqibli tistaqibli 
1. staqbalit staqbalna bastaqbil mnistaqbil ᵓastaqbil nistaqbil 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞  
m. staqbil 

staqiblu mistaqbil (mustaqbal*) stiqbāl 
f. staqibli 
＊通常用いられないが、形式的にはこのような形が可能である。 
 
【練習 24-3】以下の動詞で活用の練習をせよ。 
staᶜmal [v.: X-0] 使う staᵓnaf [v.: X-0] 再開する staᵓžar [v.: X-0] 賃借りする

stafsar [v.: X-0] 尋ねる staġrab [v.: X-0] 驚く（～に min） staqbal [v.: X-0] 出
迎える  
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【練習 24-4A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
ᶜaqil [n.m.] 知性・頭脳  
ᶜaṣīr [n.m.] ジュース 
ᶜiṭir [n.m.] 香水  
ᵓahla w-sahla [exp.] ようこそ！  
ᵓarḍi [adj.] 地上の・地面の  

ᵓiḍrāb [n.m.] ストライキ  
manāfiᶜ [n.pl.] トイレ  
ṭābiq [n.m.: pl. ṭawābiq] 階 
xāle [n.f.: -āt] 母方のおば  

============================================================== 
1. l-yōm mūsa bistaᶜmil sayyārt-i. 
2. huwwe ktīr biᶜžib-ni ᶜa-šān bistaᶜmil ᶜaql-o. 
3. mniᶜrif kīf nistaᶜmil-ha. 
4. ᵓismaᶜ, bidd-i ᵓastaᶜmil sayyārt-ak il-yōm. - lēš - ᶜa-šān sayyārt-i xarbāne. 
5. lamma btišrab ᶜaṣīr šū btistaᶜmil? - bastaᶜmil qašše. 
6. ᶜind-i ʠāmūs iktīr mufīd bastaᶜml-o kull yōm. 
7. baṭṭalat tistaᶜmil il-ᶜiṭir. 
8. l-yōm l-ᵓiḍrāb xiliṣ w-il-ᶜummāl istaᵓnafu šuġul-hum. 
9. staᵓžaru hadīk iš-šaqqa lli fi ṭ-ṭābiq il-ᵓarḍi. 
10. staᵓžarna d-dār b-mablaġ xamsīn alfN yen. 
11. iš-šaqqa lli staᵓžarnā-ha fī-ha ᵓarbaᶜN ᵓuwaḍ w-manāfiᶜ. 
12. staᵓžaru sayyāra. 
13. žīna nistafsir ᶜan ṣāḥib-na. 
14. staġrabt iktīr min kalām-ak. 
15. bastaġrib minn-o kīf la bibᶜat-l-i maktūb. 
16. mūsa staqbal ᵓamīne fi l-maḥaṭṭa. 
17. ṣḥāb-na staqbalū-na b-ᵓahla w-sahla. 
18. žīna nistaqbil ᵓaxū-na lli rāžiᶜ min maṣir. 
 
【練習 24-4B】日本語に訳せ。 
1. 今日はムーサが私の車を使います。 2. 彼は頭を使うから私はとても気に入

っています。 3. 私達はそれをどうやって使うか知っています。 4. なあ、今

日君の車を使いたいんだけど。－なんで？－僕の車は壊れているんだ。 5. ジ
ュースを飲む時に何を使いますか？－ストローを使います。 6. 私には毎日使

う便利な辞書があります。 7. 彼女は香水を使うのをやめた。 8. 今日ストラ

イキは終わり、労働者たちは仕事を再開した。 9. 彼らはあの１階のアパート

を借りた。 10. 私達はその家を５万円で借りた。 11. 私達が借りたアパート

は４部屋とトイレがついていた。 12. 彼らは車をレンタルした。 13. 私達は
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友人について問い合わせに来た。 14. 貴男の言葉には驚いた。 15. なぜ彼が

手紙も書いてよこさないのか不思議に思う。 16. ムーサはアミーネを駅で出迎

えた。 17. 友人たちは私達を「ようこそようこそ」と言って迎えてくれた。 18. 
私達はエジプトから帰ってくる兄を迎えに来た。 
 
【表現】 
==単 語======================================================= 
ᵓuġniye [n.f.: pl. ᵓaġāni] 歌  
============================================================== 
(1) ᵓafḍal, mufaḍḍal ᶜind- ～のお気に入りの 
il-quds ᵓafḍal madīne ᶜind-i. エルサレムは私のお気に入りの町です。 
ᵓarōma ᵓafḍal qahwe ᶜind-i.「アロマ」は私のお気に入りの喫茶店です。 
hādi hī l-ᵓuġniye l-mufaḍḍale ᶜind-i. これは私のお気に入りの歌です。 
 
(2) mabsūṭ ᵓinn-：～してうれしい 
ᵓana mabsūṭ ᵓinn-i šuft-ak. お会いできてうれしく思います。 
 
  

189



190 
 
 

25.：動詞１０（派生形第 V 型・第 VI 型） 
25.1.：第 V 型 
第 V 型は接頭辞 t- が付き、第２根素が重子音化する。品詞表示は [v.: V-0] と
する。 
tᶜallam [v.: V-0] 習う 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. tᶜallam 
tᶜallamu 

bitᶜallam 
bitᶜallamu 

yitᶜallam 
yitᶜallamu 

3.f tᶜallamat btitᶜallam titᶜallam 
2.m. tᶜallamit 

tᶜallamtu 
btitᶜallam 

btitᶜallamu 
titᶜallam 

titᶜallamu 
2.f. tᶜallamti btitᶜallami titᶜallami 
1. tᶜallamit tᶜallamna batᶜallam mnitᶜallam atᶜallam nitᶜallam 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞  
m. tᶜallam 

tᶜallamu mitᶜallim (mutaᶜallam*) (taᶜallum*) 
f. tᶜallami 
＊通常用いられないが、形式的にはこのような形が可能である。 
 
第 V 型は、同一語根の他動詞が第 II 型にもある場合、それに対する自動詞とな

る。 
ᶜallam [v.: II-0] 教える： tᶜallam [v.: V-0] 習う（教えられる） 
qaddam [v.: II-0] 進める・提供する：tqaddam [v.: V-0] 進歩する（＝進む） 
ḥarrak [v.: II-0] 動かす：tḥarrak [v.: V-0] 動く 
 
【練習 25-1】以下の動詞で活用の練習をせよ。 
tbarraᶜ [v.: V-0] 寄付する tᶜallam [v.: V-0] 学ぶ（cf. ᶜallam [v.: II-0] 教える）

tᶜarraf [v.: V-0] 知り合いになる（～と ᶜala）（cf. c arraf [v.: II-0] 紹介する） tᵓaxxar 
[v.: V-0] 遅れる（cf. ᵓaxxar [v.: II-0] 遅らせる） tᶜažžab [v.: V-0] 驚く（cf. ᶜažžab 
[v.: II-0] 驚かせる） tfarraž [v.: V-0] 見学する・（テレビ・映画を）見る（～を 
ᶜala） tḥarrak [v.: V-0] 動く（cf. ḥarrak [v.: II-0] 動かす） tġayyar [v.: V-0] 変わ

る（cf. ġayyar [v.: II-0] 変える） tḥassan [v.: V-0] 改善する（cf. ḥassan [v.: II-0] 
良くする） tqaddam [v.: V-0] 前進する（cf. qaddam [v.: II-0] 進める） tsakkar 
[v.: V-0] 閉まる（cf. sakkar [v.: II-0] 閉める） tṣarraf [v.: V-0] ふるまう・行動す

る・自由に使う tṣawwar [v.: V-0] 想像する（cf. ṣawwar [v.: II-0] 撮影する・コピ

ーする） tṭallaᶜ [v.: V-0] 眺める・見る （cf. ṭiliᶜ [v.: I-0 (a)]出る ṭallaᶜ [v.: II-0]
出す） twaʠʠaᶜ [v.: V-0] 期待する・予想する tzakkar [v.: V-0] 覚えている

tžawwaz ~ tzawwaž [v.: V-0] 結婚する（cf. žawwaz [v.: II-0] 結婚させる） 
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【練習 25-2A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
ᵓiza [conj.] ～かどうか  
madrase ᵓiᶜdādiyye [n.f.] 中学校  
madrase tānawiyye [n.f.] 高等学校  

matal [n.m.: pl. ᵓamtāl] 諺  
xilāl [prep.] ～の間に  

============================================================== 
1. baᶜraf-iš ᵓiza l-imwaẓẓaf tbarraᶜ maṣāri 
2. tᶜallamna ᵓamtāl ᶜarabiyye ždīde. 
3. lamma xallaṣt il-madrase l-ᵓiᶜdādiyye, ṣirt ᵓatᶜallam fi madrase tānawiyye. 
4. wēn ibtitᶜallam ᶜarabi? - batᶜallam-o b-iž-žāmᶜa. 
5. fi ᵓayy ṣaff bitᶜallam? - bitᶜallam fi ṣ-ṣaff it-tāminN. 
6. šū tᶜallamtu min iḥkāyt-o? - tᶜallamna qīmt il-ḥayāt. 
7. ᵓil-o bitᶜallam ᶜarabi ᵓaktar min xams isnīn. 
8. tᶜarrafit ᶜala mūsa fi l-quds. 
9. ᵓēmta tᶜarraf mūsa ᶜala brahīm? - qabil šī talatN isnīn. - w-kīf tᶜarraf ᶜalē-h? - miš ᶜārif 

kīf. 
10. iṭ-ṭayyāra tᵓaxxarat. 
11. ᵓana baṭlaᶜ bakkīr w-ma-batᵓaxxar-iš. 
12. titᵓaxxar-iš ᶜan id-dars. 
13. min ᵓēš itᶜažžabit lamma ṭliᶜit? - tᶜažžabit min iṭ-ṭaqs il-ġarīb. 
14. ᵓana batᶜažžab qaddēš itᶜallamit xilāl muddit sittN-ušhur. 
15. tᶜažžabna min žamāl-ha. 
16. baᶜāwid batfarraž ᶜa-l-barnāmaž li-ᵓann-o biᶜžib-ni ktīr. 
17. ᵓēš fakkar iṭ-ṭālib w-huwwe yitfarraž ᶜa-ṣ-ṣūra?* 
18. ᵓēš bitfaḍḍlu, ir-rādyo ᵓaw it-talfizyōn? - bafaḍḍil ir-rādyo. - ᵓana bafaḍḍil ᵓatfarraž 

ᶜa-t-talfizyōn. 
＊w-huwwe yitfarraž ... の部分は「～を見ながら」という意味を表現する（☛ II-

31.） 
 
【練習 25-2B】日本語に訳せ。 
1. その職員が寄付金を出したかどうか私は知らない。 2. 私達は新しいアラブ

の諺を習った。 3. 小学校を終えた後、中学校で学ぶようになった。 4. どこ

でアラビア語を習っているんですか？－大学で習っています。 5. 何年生です

か？－８年生（＝中学校２年生）です。 6. 彼の話から何を学びましたか？－

人生の価値を学びました。 7. 彼は５年以上アラビア語を習っています。 8. 
私はムーサとエルサレムで知り合った。 9. いつムーサはイブラヒムと知り合
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ったのですか？－３年前です。－どうやって知り合ったんでしょう？－どうや

ってかは知りません。 10. 飛行機は遅れた。 11. 私は早くに出るので遅れま

せん。 12. 授業に遅れるな。 13. 出かけたとき何に驚きましたか？－変な天

気に驚きました。 14. この半年と言うもの貴男がどれほど勉強したか私は驚い

ています。 15. 私達はその美しさに驚いた。 16. その番組が気に入ったので

もう一度見ます。 17. その学生はその絵を見て何を考えましたか？ 18. ラジ

オとテレビとどちらが好きですか？－私はラジオが好きです。－私はテレビを

見るのが好きです。 
 
【練習 25-3A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
ᶜala ṭūl [adv.] たちまち  
ᶜammar [v.: II-0]（家を）建てる 
ᶜilim [n.m.] 学問  
baᶜat [v.: I-0 (a)] 人をやって連れてく

る（～を ᶜala） 
manẓar [n.m.] 見た目・外見  
nāḥye [n.f.: pl. nawāḥi] 方面  
naṣaḥ [v.: I-0 (a)] アドバイスする（～

に s.o.）  
nažžār [n.: pl. -īn] 木工技師・大工  

šmāl [n.m.] 左  
bitwaqqif ᶜala ～による（< twaqqaf [v.: 

V-0] 依存する） 
ṭarīqa [n.f.] 方法・やりかた  
xazāne [n.f.: pl. xazāyin] 箪笥  
zayy-ma [conj.] ～したように・～する

ように 
zibde [n.f.] バター  
žibne [n.f.] チーズ  

============================================================== 
1. lēš ma-harabt-iš mitil kull in-nās lamma smiᶜt il-qunubule? - li-ann-o ᵓižray-ya ma-

tḥarrakū-š. 
2. nawāḥi wēn tḥarrak il-bāṣ? - tḥarrak nawāḥi tall ᵓavīv. 
3. wiqiᶜ ᶜa-l-ᵓarḍ, la ᵓīd-o tḥarrakat wa-la ᵓižr-o tḥarrakat. 
4. waqqif ᶜand-ak, wa-la titḥarrak. 
5. tᶜažžabna ᵓinn-o manẓar-o tġayyar. 
6. iṭ-ṭaqs itġayyar baᶜd iḍ-ḍuhur. 
7. niṭlaᶜ min hōn lamma yitḥassan iṭ-ṭaqs. 
8. smiᶜna ᵓinn-o ṣiḥḥit-ha tḥassanat. 
9. šwayy išwayy imnitqaddam w-mnitᶜallam. 
10. il-ᶜilim bitqaddam. 
11. ᵓiza tsakkar ᶜalē-k il-bāb, ᵓufruk il-xātim fa-binfitiḥ il-bāb ᶜala ṭūl. 
12. il-xazāne ma-titsakkar-iš; lāzim nibᶜat wara n-nažžār. 
13. bataġrib min-ha kīf itṣarrafat b-ha-ṭ-ṭarīqa. 
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14. ᶜind-hum iḥsāb fi l-bank w-bitṣarrafu zayy-ma bidd-hum. 
15. ᵓana naṣaḥt-ha ᵓinn-ha titṣarraf ib-ᶜaqil. 
16. btitṣawwar qaddēš dafaᶜit ᶜala sayyārt-i l-iždīde? 
17. l-ᶜarabi luġa ᵓahwan min-ma btitṣawwar. 
18. itṭallaᶜ il-ᵓustāz fi l-iktāb w-faḥaṣ-o mnīḥ. 
19. itṭallaᶜ yamīn w-išmāl w-kamān marra tṭallaᶜ ᶜa-l-yamīn qabil ma-tiqṭaᶜ iš-šāriᶜ. 
20. n-natīže kānat ᵓaḥsan ib-ktīr min-ma twaʠʠaᶜna. 
21. baᶜid-ma txarraž min il-madrase t-tānawiyye fi nāblis sāfar la-berūt. 
22. ᵓana baᶜraf-o, lākin ma-batzakkar-iš ᵓism-o. 
23. batzakkar imnīḥ ᵓinn-o ᵓamīne saqṭat fi l-imtiḥān fi hadīk is-sine. 
24. il-yōm il-bint w-iš-šabb yitᶜarrafu ᶜala baᶜiḍ qabil-ma yitžawwazu. 
25. bidd-i ᵓaᶜammir dār, w-baᶜdēn ᵓatžawwaz. 
26. bidd-i ᵓasāfir w-ᵓatᶜallam fi l-xāriž w-lamma ᵓaržaᶜ mnitžawwaz. 
27. ya ᵓamīne, šū btiᶜmal iṣ-ṣubuḥ? - ᵓawwalan baġassil wišš-i w-īd-i, w-baᶜdēn bafṭir. - 

šū btākli? - ᶜādatan xubuz w-žibne w-zibde…  w-bašrab ᶜādatan qahwe. - fi ᵓayy sēᶜa 
btiṭlaᶜi ᶜa-ž-žāmᶜa? - bitwaqqaf ᶜala l-yōm.  yōm l-itnēn fi s-sēᶜa ᶜašaraN, w-yōm it-
talāteN fi s-sēᶜa tisᶜaN… 

 
【練習 25-3B】日本語に訳せ。 
1. なぜ爆弾を聞いた時に皆の様に逃げなかったのですか？－足が動かなかった

のです。 2. そのバスはどちら方面に行きますか？－テル・アビブ方面です。

3. 彼は転んで手も足も動かなかった。 4. そこで止まれ。動くな。 5. 彼の顔

かたちが変わってしまったのに驚きました。 6. 天気は午後変わります。 7. 
天気が良くなったらここから出よう。 8. 彼の健康状態が良くなったと聞きま

した。 9. 私達は少しずつ進歩し学んでいる。 10. 科学は進歩している。 11. 
もしドアがしまってしまったら指輪を擦れ、そうするとすぐにドアが開く。 12. 
箪笥が閉まらない。家具職人を呼んでこなければならない。 13. 彼女がこんな

風にふるまうとは驚きだ。 14. 彼らには銀行に口座があって好きなように金を

使っている。 15. 私は彼女に頭を使ってふるまうよう助言した。 16. 新しい

車にいくら払ったか想像つくかい？ 17. アラビア語は貴男が思うより簡単だ。

18. その教授はその本を眺め良く調べた。 19. 彼は道を渡る前に右を見て左を

見てもう一度右を見た。 20. その結果は予想していたよりはるかに良かった。

21. 彼はナブルスの高校を卒業した後ベイルートへ行った。 22. 彼を知ってい

るのだが名前を覚えていない。 23. あの年アミーネが試験に落ちたことはよく

覚えている。 24. 今時は若い男女は結婚前に知り合う。 25. 私は家を建てて

その後で結婚したい。 26. 私は外国に行って勉強し、帰って来たら結婚します。
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27. アミーネ、朝は何をしますか？－まず顔と手を洗い、その後朝食をとります。

－何を食べますか？－普段はパンとチーズとバターです。また普段はコーヒー

を飲みます。－何時に大学に出かけますか？－日によります。月曜日は１０時、

火曜日は９時・・・。 
 
25.2.：第 VI 型 
第 VI 型は接頭辞 t- が付き、第１根素の母音が長母音 ā となる。品詞表示は 
[v.: VI-0] とする。 
tᶜāwan [v.: VI-0] 協力する 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. tᶜāwan 
tᶜāwanu 

bitᶜāwan 
bitᶜāwanu 

yitᶜāwan 
yitᶜāwanu 

3.f tᶜāwanat btitᶜāwan titᶜāwan 
2.m. tᶜāwanit 

tᶜāwantu 
btitᶜāwan 

btitᶜāwanu 
titᶜāwan 

titᶜāwanu 
2.f. tᶜāwanti btitᶜāwani titᶜāwani 
1. tᶜāwanit tᶜāwanna batᶜāwan bnitᶜāwan ᵓatᶜāwan nitᶜāwan 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞  
m. tᶜāwan 

tᶜāwanu mitᶜāwin (mutaᶜāwan*) (taᶜāwun*) 
f. tᶜāwani 
＊通常用いられないが、形式的にはこのような形が可能である。 
 
第 VI 型は、同一語根の他動詞が第 III 型にもある場合、それに対する自動詞と

なる。通常相互に影響しあう行為（互いに～する）を表現する。 
 
【練習 25-4】以下の動詞で活用の練習をせよ。 
tᶜāwan [v.: VI-0] 協力する tḥāžaž [v.: VI-0] 口論しあう・仲たがいする tqābal 
[v.: VI-0] 会う tqātal [v.: VI-0] 喧嘩する tṣālaḥ [v.: VI-0] 和解する txānaq [v.: 
VI-0] 喧嘩する  
 
【練習 25-5A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
ᵓāxir marra [adv.] 前回  
b-il-ᵓāxir [adv.] 最後に  
ṣāḥa [n.f.: pl. -āt] 中庭  
maṭraḥ [n.m.: pl. maṭāriḥ] 場所  

mnaẓẓame [n.f.: pl. -āt] 組織  
šāwar [v.: III-0] 相談する  
tamām [adv.] 丁度  

============================================================== 
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1. bafakkir ᵓinn-o bitᶜāwan maᶜ iṣḥāb-o. 
2. šāwarit ᵓaxū-y il-ikbīr w-tᶜāwanit maᶜ-o. 
3. mniḥtrim žirān-na w-imnitbādal iz-ziyārāt maᶜ-hum. 
4. is-sēᶜa qaddēš w-fi ᵓanū maṭraḥ nitqābal? - mnitqābal fi l-maḥaṭṭa fi s-sēᶜa sitteN w-

nuṣṣ tamām. 
5. ᵓāxir marra tqābalit maᶜ-o qabil šī tamanN t-ušhur. 
6. kull qaddēš kunt titqābal maᶜ-o? 
7. maᶜ mīn tqātaltu? - maᶜ žamāᶜit ibrahīm. 
8. baᶜd-ma tqātalu l-ᵓixwe, tṣālaḥu. 
9. humme tḥārabu mudde ṭawīle, lākin bil-ᵓāxir tṣālaḥu. 
10. hadōl l-iwlād bitxānaqu kull yōm. 
11. brahīm bitxānaq maᶜ iwlād žār-na. 
12. ma-titxānaq-iš maᶜ ᵓuxt-ak! 
13 lēš btitḥāžažu, tṣālaḥu! 
 
【練習 25-5B】日本語に訳せ。 
1. 彼は友人たちと協力していると思います。 2. 私は兄と相談して協力しまし

た。 3. 私達はお隣さんたちに敬意を払い、お互い訪問しあっています。 4. 何
時にどこで会いましょうか？－駅に６時半丁度に会いましょう。 5. 最後に彼

に会ったのは８か月ほど前です。 6. どれくらいおきに彼と会っていました

か？ 7. あなた達は誰と喧嘩したのですか？－イブラヒム一味とです。 8. そ
の兄弟は喧嘩した後和解した。 9. 彼らは長く争っていたが最後に和解した。

10. この子供たちは毎日喧嘩している。 11. イブラヒムは私達の隣人の子供と

喧嘩している。 12. 妹と喧嘩するな！ 13. なぜ口論しあうんだ？仲直りしな

さい。 
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26.：動詞１１（弱動詞） 
26.1.：弱動詞 
語根に w または y を含む動詞を弱動詞と呼ぶ（これに対してこれまで学んだ

動詞は強動詞と呼ぶ）。弱動詞は活用の際、強動詞とは多少異なる点がある。 
 
26.2.：頭弱動詞 
第１根素が w の動詞を「頭弱動詞」と呼ぶ。 
 
26.3.：基本形 
(1) 過去形 
過去形にはＡ語幹動詞とＩ語幹動詞がある。過去形では強動詞と同じ活用をす

る。 
 waṣaf 描写する wiṣil 到着する 
 Ａ語幹 Ｉ語幹 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. waṣaf 
waṣafu 

wiṣil 
wiṣlu 

3.f waṣfat wiṣlat 
2.m. waṣafit 

waṣaftu 
wṣilit 

wṣiltu 
2.f. waṣafti wṣilti 
1. waṣafit waṣafna wṣilit wṣilna 
Ａ語幹動詞：waᶜad 約束する waᶜaẓ 説教する 
Ｉ語幹動詞：wilid 産まれる wiqiᶜ 転ぶ・落ちる・倒れる wirim 腫れる wirit 

~ wiriṯ 相続する wisiᶜ 含む wižiᶜ 痛める  
 
(2) 現在形・命令形 
現在形にはＡ語幹とＩ語幹がある。 
Ａ語幹動詞（wiṣil - biwṣal 到着する） 

 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. biwṣal 
biwṣalu 

yiwṣal 
yiwṣalu 

ᵓiwṣal 
ᵓiwṣalu 

3.f btiwṣal tiwṣal ᵓiwṣali 
2.m. btiwṣal 

btiwṣalu 
tiwṣal 

tiwṣalu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. btiwṣali tiwṣali 
wāṣil mawṣūl 

1. bawṣal mniwṣal ᵓawṣal niwṣal 
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Ｉ語幹動詞（waṣaf - biwṣif 描写する） 
 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. biwṣif 
biwiṣfu 

yiwṣif 
yiwiṣfu 

ᵓiwṣif 
ᵓiwiṣfu 

3.f btiwṣif tiwṣif ᵓiwiṣfi 
2.m. btiwṣif 

btiwiṣfu 
tiwṣif 

tiwiṣfu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. btiwiṣfi tiwiṣfi 
wāṣif mawṣūf 

1. bawṣif mniwṣif ᵓawṣif niwṣif 
頭弱動詞の品詞表示は以下のようにする。 
wiṣil [v.: I-1 (a)] 到着する 
waṣaf [v.: I-1 (i)] 描写する 
 
【練習 26-1】以下の動詞で活用の練習をせよ。 
waᶜad [v.: I-1 (i)] 約束する waᶜaẓ [v.: I-1 (a)] 説教する waḍaᶜ [v.: I-1 (yaḍaᶜ) C] 
置く waṣaf [v.: I-1 (i)] 描写する waṣal [v.: I-1 (i)] つなげる wažad [v.: I-1 
(yažid) C] 見出す wilid [v.: I-1 (a)] 産まれる wiqiᶜ [v.: I-1 (a)] 転ぶ・落ちる・倒

れる wiqif [v.: I-1 (a)] 止まる・立つ wirim [v.: I-1 (a)] 腫れる wirit ~ wiriṯ [v.: 
I-1 (a / yirat)] 相続する wisiᶜ [v.: I-1 (a)] 含む wiṣil [v.: I-1 (a)] 到着する wižiᶜ 
[v.: I-1 (a)] 痛める  
 
【練習 26-2A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
fi l-waqt [adv.] 時間通りに  
lōḥ [n.m.: pl. lwāḥ] 黒板 
markazi [adj.] 中央の  
naṣīḥa [n.f.: pl. naṣāyiḥ] アドバイス  

xirwaᶜ [n.m.] トウゴマ  
zēt xirwaᶜ [n.m.] ひまし油（下剤として

用いる）  

============================================================== 
1. saᵓalt-o ᶜan il-maṣāri lli waᶜad-o fī-ha. 
2. raḥ yidfaᶜū-l-o l-mabāliġ illi biwiᶜdū-h fī-ha. 
3. waᶜdat-ni ᵓinn-o btibᶜat-l-i maktūb. 
4. bawiᶜd-ak ᵓinn-i raḥ ᵓabᶜat-l-ak hadiyye. 
5. ᵓēmta wlidit? 
6. ᵓuxt-i btiwlad halqēt fi l-bēt. 
7. ᵓamīne wiqᶜat ᶜala rās-ha w-inžarḥat. 
8. l-imᶜallim biwqaf žamb il-lōḥ. 
9. it-trēn wiqif fi maḥaṭṭit il-lidda ᵓakam daqīqa. 
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10. ᵓismaᶜ, ha-l-bāṣ biwqaf quddām il-baladiyye? - laᵓ, ma-biwqaf-iš. 
11. il-ᶜummāl biwṣalu s-sēᶜa sabᶜaN kull yōm ᶜa-š-šuġul. 
12. kamān bāṣ numra ṭnaᶜš biwṣal la-l-balad il-qadīme. 
13. kīf baqdar ᵓawṣal hunāk? 
14. ṭliᶜit bakkīr ᶜa-šān ᵓawṣal fi l-waqt. 
15. lamma wṣilit ᶜa-dār-i dafaᶜit ᵓužrit it-taksi. 
16. ᵓēmta wiṣil it-trēn? - lissāt-o ma-wiṣil, mitᵓaxxir iktīr. 
 
【練習 26-2B】パレスチナ方言で言え。 
1. 私は彼に彼が約束した金について尋ねた。 2. 彼らは約束した金額を払うだ

ろう。 3. 彼女は手紙を私に送ると約束した。 4. 貴男にプレゼントを贈ると

約束します。 5. いつ生まれましたか？ 6. 姉は今家で出産中です。 7. アミ

ーネは頭から転んでけがをした。 8. その教師は黒板の脇に立っている。 9. 
列車はリッダ駅で数分止まった。 10. あの、このバスは市役所前に止まります

か？－いいえ、止まりません。 11. その労働者たちは毎日７時に職場に着く。

12. １２番のバスも旧市街に着きます。 13. どうやったらあそこに着けます

か？ 14. 時間通り着くために早く出ました。 15. 家に着いたときタクシー代

を払った。 16. 列車はいつ着きましたか？－まだ着いていません。大分遅れて

います。 
 
26.4.：派生形（第 VIII 型） 

第 VIII 型以外は強動詞である。まだ第 IX 型は存在しない。 
第 VIII 型：ttaṣal 連絡する（品詞表示 [v.: VIII-1]） 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. ttaṣal 
ttaṣalu 

bittṣil 
bittiṣlu 

yittṣil 
yittiṣlu 

3.f ttaṣlat btittṣil tittṣil 
2.m. ttaṣalit 

ttaṣaltu 
btittṣil 

btittiṣlu 
tittṣil 

tittiṣlu 
2.f. ttaṣalti btittiṣli tittiṣli 
1. ttaṣalit ttaṣalna battṣil bnittṣil ᵓattṣil nittṣil 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞  
m. ᵓittṣil 

ittiṣlu mittṣil (muttaṣal*) ttiṣāl 
f. ittiṣli 
＊通常用いられないが、形式的にはこのような形が可能である。 
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【練習 26-3】以下の動詞で活用の練習をせよ。 
ttafaq [v.: VIII-1] 同意する（～に ᶜala）（＋ ᵓinn ＋Ｙ型）：～することを同意する

ttaham [v.: VIII-1] 訴え出る ttaṣal [v.: VIII-1] 連絡する（～に maᶜ） 
 
【練習 26-4A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
mahma kān いずれにせよ  
maᶜ il-ᵓasaf [adv.] 残念ながら  

ṣiḥḥa [n.f.] 健康  
tṣāyaḥ [v.: VI-0] 怒鳴り合う  

============================================================== 
1. ᵓinšaḷḷa ttafaqtu ᶜala mablaġ maᶜqūl. 
2. ittafaqna ᶜala s-sēᶜa sitteN l-masa fi l-maṭᶜam? - ṭayyib, ittafaqna. 
3. maᶜ il-ᵓasif, ma-ttafaqnā-š. 
4. ittafaqna ᶜala ᵓinn-o muš raḥ nitxānaq wa-la nitṣāyaḥ mahma kān. 
5. ittafaq mūsa w-ibrahīm ᵓinn-hum yisāfru sawa. 
6. ittaham wāḥad min ᵓahl il-qarye ᵓinn-o sarqat maṣriyyāt-o. 
7. ittaṣalit maᶜ il-ᵓōtēl w-ḥažazna ġuriftēn. 
8. bidd-i ᵓattṣil maᶜā-h b-it-talifōn. 
9. muš lāzim tittṣil b-id-dōktōr? 
10. ittaṣalit fi l-mustašfa ḥatta ᵓastafsir ᶜan siḥḥit ṣāḥb-i. 
 
【練習 26-4B】パレスチナ方言で言え。 
1. 適当な値段で折り合ったのであればよいのですが。 2. それでは夕方６時に

レストランで、ということで。－わかりました。 3. 残念ながら私達は合意し

ませんでした。 4. 私達は何があっても喧嘩もしないし怒鳴り合いもしないと

いうことで合意しました。 5. イブラヒムとムーサは一緒に旅行へ行くという

ことで話がついた。 6. 村の住人の一人が彼女が金を盗んだと訴え出た。 7. 
私はホテルに連絡を取って２部屋予約した。 8. 彼に電話で連絡をとりたい。

9. 医者に連絡しなくてもいいですか？ 10. 友人の健康について問い合わせる

ために病院に連絡した。 
 
【表現】Ｙ型の用法４ 
(1) bass ＋Ｙ型：～するやいなや 
ᵓišrab ṃayye bass tiwṣal ᶜad-dār. 家に着いたら水を飲みなさい。 
(2) ᵓaḥsan-ma ＋Ｙ型：さもないと～する 
ᵓimsik ᵓīd il-walad ᵓaḥsan-ma yiwqaᶜ. 子供が転ばないよう手をつなぎなさい。 
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27.：動詞１２（間弱動詞） 
第２根素が w または y の動詞を間弱動詞と呼ぶ。 
 
27.1.：基本形 
(1) 過去形 
過去形は、１・２人称の語幹母音に応じてＵ語幹とＩ語幹とがある。 

 Ｕ語幹 Ｉ語幹 
 rāḥ 行く bāᶜ 売る 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. rāḥ 
rāḥu 

bāᶜ 
bāᶜu 

3.f rāḥat bāᶜat 
2.m. ruḥit 

ruḥtu 
biᶜit 

biᶜtu 
2.f. ruḥti biᶜti 
1. ruḥit ruḥna biᶜit biᶜna 
Ｕ語幹動詞：ᶜād 戻る dār 回る fāt 入る・通る lām 非難する māt 死ぬ

qāl 言う qām 起きる rāḥ 行く（～に ᶜala） šāf 見る sāq 運転する ṭāf 
浮く xāf 恐れる xān 裏切る zār 訪問する  

Ｉ語幹動詞：ᶜār 貸す（本などを） ᶜāš 生活する・生きる bāᶜ 売る fāq 目覚

める nām 眠る qām 取り除く ṣār ～になる zān 量る žāb 持ってくる  
 
(2) 現在形・命令形 
現在形にはＡ語幹・Ｉ語幹・Ｕ語幹がある。 
Ａ語幹動詞（xāf - bixāf 恐れる） 

 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. bixāf 
bixāfu 

yxāf 
yxāfu 

xāf 
xāfu 

3.f bitxāf txāf xāfi 
2.m. bitxāf 

bitxāfu 
txāf 

txāfu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. bitxāfi txāfi 
xāyif  

1. baxāf minxāf ᵓaxāf nxāf 
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Ｉ語幹動詞（bāᶜ - bibīᶜ 売る） 
 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. bibīᶜ 
bibīᶜu 

ybīᶜ 
ybīᶜu 

bīᶜ 
bīᶜu 

3.f bitbīᶜ tbīᶜ bīᶜi 
2.m. bitbīᶜ 

bitbīᶜu 
tbīᶜ 

tbīᶜu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. bitbīᶜi tbīᶜi 
bāyiᶜ mabyūᶜ 

1. babīᶜ binbīᶜ ᵓabīᶜ nbīᶜ 
 
Ｕ語幹動詞（rāḥ - birūḥ 行く） 

 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. birūḥ 
birūḥu 

yrūḥ 
yrūḥu 

rūḥ 
rūḥu 

3.f bitrūḥ trūḥ rūḥi 
2.m. bitrūḥ 

bitrūḥu 
trūḥ 

trūḥu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. bitrūḥi trūḥi 
rāyiḥ mazyūr 

1. barūḥ minrūḥ ᵓarūḥ nrūḥ 
間弱動詞の品詞表示は以下の通り。 
rāḥ [v.: I-2 (u)] 行く 
bāᶜ [v.: I-2 (i)] 売る 
xāf [v.: I-2 (u/ā)] 恐れる 
丸括弧内の (u) (i) が語幹母音を表す。(u) は過去形・現在形共にＵ語幹、(i) は
過去形・現在形形共にＩ語幹、(u/ā) (i/ā) のような場合、スラッシュの前は過去

形語幹母音、スラッシュの後は現在形語幹母音を示す。 
 
【練習 27-1】以下の動詞で活用の練習をせよ。 
ᶜād [v.: I-2 (u)] 戻る ᶜār [v.: I-2 (i)] 貸す（本などを） ᶜāš [v.: I-2 (i)] 生活する・

生きる bāᶜ [v.: I-2 (i)] 売る dār [v.: I-2 (u)] 回る dār bāl- [v.: I-2 (i)] 注意する

（～に ᶜala） fāq [v.: I-2 (i)] 目覚める fāt [v.: I-2 (u)] 入る・通る lām [v.: I-2 
(u)] 非難する māt [v.: I-2 (u)] 死ぬ nām [v.: I-2 (i/ā)] 眠る qāl [v.: I-2 (u)] 言う

qām [v.: I-2 (i)] 取り除く qām [v.: I-2 (u)] 起きる rāḥ [v.: I-2 (u)] 行く（～に 
ᶜala） šāf [v.: I-2 (u)]見る sāq [v.: I-2 (u)] 運転する ṣār [v.: I-2 (i)] ～になる

ṭāf [v.: I-2 (u)] 浮く xāf [v.: I-2 (u/ā)] 恐れる xān [v.: I-2 (u)] 裏切る žāb [v.: I-2 
(i)] 持ってくる zān [v.: I-2 (i)] 量る zār [v.: I-2 (u)] 訪問する žāz [v.: I-2 (u)] 
ありうる・可能である（＋Ｙ：することが） 
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【練習 27-2A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
ᶜāfye [n.f.] 健康  
ᶜatīq [adj.: pl. ᶜutuq] 古い・古びた  
dīnār [n.m.: pl. danānīr] ディナール  
ġani [adj.: pl. ġunaya] 金持ちの  

kalb il-ḥāris [n.m.: pl. klāb...] 番犬  
mkayyif [adj.: pl. -īn] 上機嫌の  
nabaḥ [v.: I-0 (a)] 吠える  

============================================================== 
1. lēš ma-tražžiᶜ-l-ī-š l-iktāb illi ᶜirt-ak-iyyā-h? 
2. ᵓiza raḥ tᶜīš la-ḥāl-ak, ᵓaḥsan-l-ak tuṭbux. 
3. ᵓahlan, ᶜāš min šāf-ak. - šāfat-ak il-ᶜāfye.  
4. it-tāžir la-mīn bāᶜ l-ibḍāᶜa? 
5. mūsa bāᶜ it-tallāže l-ᶜatīqa. 
6. dirit bāl-i ḥatta ma-ᵓaᶜmal ġalaṭ. 
7. dīr bāl-ak, il-walad raḥ yimzaᶜ il-iktāb. 
8. il-bisse fātat ᶜa-l-maṭbax w-ᵓaklat kull il-laḥim. 
9. lamma futit ᶜa-dār-o, ṭiliᶜ kalb il-ḥāris w-nabaḥ. 
10. mūsa lamma fāt fi bēt-i, šalaḥ kundart-o. 
11. il-ḥarāmi fāt ᶜa-l-bēt ta yusruq. 
12. ᵓēmta nimit w-ᵓēmta fiqit? - nimit bakkir w-fiqit bakkīr. 
13. il-kaslān nām la-ḥadd is-sēᶜa ᶜašaraN w-itᵓaxxar ᶜan iš-šuġul. 
14. qult-ill-ak mašġūl, yaᶜni mašġūl. 
15. l-imᶜallme qālat-l-i hēk. 
16. šuft-o waqt-ma ruḥit ᶜa-šuġl-i. 
17. ruḥit ᶜala l-baḥir ᶜa-šān iṭ-ṭaqs kān ḥilw. 
18. baᶜd-ma dafaᶜu la-ṣāḥib il-maṭᶜam ḥaqq il-ᶜaša, rāḥu ᶜa-s-sīnama w-šāfu filim ḥilw, 

w-baᶜdēn rižᶜu ᶜa-bēt-hum mabsūṭīn w-mkayyfīn*. 
19. mūsa rāḥ ᶜa-ž-žāmiᶜ ḥatta yṣalli.   
＊mabsūṭīn w-mkayyfīn は「喜び心地よく」のように副詞として機能する（☛ II-

31）。 
 
【練習 27-2B】パレスチナ方言で言え。 
1. なぜ貸した本を返してくれない？ 2. 一人暮らしをしようと言うなら料理

できた方がいい。 3. ご無沙汰しています（貴男を見た者が生きていますよう

に！）。－お元気そうで何よりです（健康が貴男を見るように！）。 4. その商

人は誰に商品を売りましたか？ 5. ムーサは古い冷蔵庫を売った。 6. 間違え

ないよう私は注意した。 7. 気をつけろ、子供が本を破るぞ。 8. 猫が台所に

202



203 
 
 

入って肉を全部食った。 9. 私が彼の家に入った時、番犬が出てきて吠えた。

10. ムーサは私の家に入った時に靴を脱いだ。 11. その泥棒は盗むために家に

入った。 12. いつ寝ていつ起きましたか？－早く寝て早く起きました。 13. 
その怠け者は１０時まで寝て仕事に遅刻した。 14. 忙しいと言ったら忙しいん

だ！ 15. 先生がそう言ったんだ。 16. 仕事へ行く時に彼を見ました。 17. 天
気が良かったので海に行きました。 18. 彼らはレストランの店主に夕食代を払

った後、映画へ行って素敵な映画を見た、それから楽しく機嫌よく家に帰った。

19. ムーサは礼拝するためにモスクへ行った。 
 
【練習 27-3A】日本語に訳せ。 
==表 現======================================================= 
ᶜimil laffe [exp.] ぶらぶらする  
baxxūr [n.m.] お香  
burtqāl [n.m.col.] オレンジ  
dīni [adj.] 宗教的な  
maḥall santwāri [n.m.] 土産物屋  
šamiᶜ [n.m.col.] 蝋燭  

ṭaʠṣ [n.m.: pl. ṭuʠūs] 儀式  
wallaᶜ [v.: II-0] 点火する・火をつける  
ya xsāra! - ᶜa-lli bimūt. それは残念！－

死ぬほどではないよ。 
yūgurt [n.m.] ヨーグルト  

============================================================== 
1. lamma ṣār ᶜumr-i ᶜišrīnN sane, ruḥit ᶜa-l-yaḅān w-ištaġalt ib-žuhūd w-ṣirit ġani. 
2. qaddēš ṣar-l-ak hōn? - ṣār l-i hōn ᵓaktar min ᵓarbaᶜN isnīn. 
3. mūsa baṭṭal yištġil imwaẓẓaf, w-ṣār fātiḥ maḥall. - ma-biṣīr-iš! 
4. btiᶜraf ᵓēš ṣār? - laᵓ, ma-baᶜraf. - ṣār maᶜ-o ḥādis. 
5. ᵓawwal-ma šuft-o ᶜrift-o. 
6. zamān ma-šufnā-ki! 
7. ta-nšūf! 
8. waḷḷa žīna nšūf is-sayyid mūsa, inšaḷḷa mawžūd? 
9. šuft ᵓimm-ak kīf ᵓakramat-hum? 
10. brahīm xāf iktīr min il-kalb. 
11. il-bisse xāfat min il-kalb w-harbat minn-o. 
12. qīmit id-dīnār ᶜam bitzīd kull žumᶜa. 
13. žāb mizān w-zān-ha w-šāf ᵓinn-ha ᵓarbaᶜaN kīlo bass w-qāl, ᵓiza kān illi zint-o huwwe 

laḥim, wēn il-bisse, w-ᵓiza ᵓilli zint-o huwwe bisse wēn il-laḥim? 
14. ᵓēmta zurt ṣāḥb-ak? - zurt-o fi l-ᵓusbūᶜ il-māḍi. 
15. ᵓinte šū žāb-ak la-hōn? 
16. hiyye žābat ṣabi. 
17. is-sufarži žāb-il-na qannīne bīra. 
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18. ma-bižūz-l-ak-š tisᵓal. 
19. bižūz ᵓadaxxin? 
20. bižūz* ᶜind-hum maᶜlūmāt. 
21. kīf kān il-imtiḥān? - ma-kān-iš ṣaᶜb iktīr.  w-ᵓana nžiḥit, bass ismiᶜit ᵓinn-o brahīm 

saqaṭ. - waḷḷa!? - ya xsāra! - ᶜa-lli bimūt. 
22. mbēriḥ kunt fi l-balad il-qadīme. - šū c milit hunāk? - ɔ akalit kabāb fi maṭᶜam. - šū ɔ isim 

il-maṭᶜam? - miš mitzakkir. - kamān šribit ᵓiši? - ᵓaywa.  išribet ᶜaṣīr burtqān w-ᵓaxadt 
kamān yūgurt.  baᶜdēn ᶜmilit laffe fi l-balad il-qadīme. - kīf kānat? - mnīḥa ktīr.  
ᵓawwal ᵓiši zurt knīst il-ʠiyāme. - šū šufit? - lamma daxalit l-iknīse, ballašu b-iṭ-ṭuʠūs 
id-dīniyye.  wallaᶜu baxxūr w-iš-šamiᶜ. - ḥaẓẓ-ak ḥilw. - w-baᶜdēn itṭallaᶜit ᶜala 
maḥallāt santwāriyye. 

＊bižūz の形で「おそらく・もしかしたら」を表現する。 
 
【練習 27-3B】パレスチナ方言で言え。 
1. 彼は２０歳になった時に日本へ行き一生懸命働き金持ちになった。 2. ここ

に来てどのくらいになりますか？－４年以上になります。 3. ムーサは公務員

をやめて店を開いた。－そんな馬鹿な！ 4. 何が起きたか知ってるか？－いや、

知らない。－彼は事故に遭った。 5. 彼を見たとたん誰だかわかった。 6. 私
達は長い間貴女にお目にかかっていませんでした。 7. 様子を見ましょう。 8. 
本当に私達はムーサさんに会いに来たんです。いますよね？ 9. 貴男のお母さ

んがどうやって彼らをもてなしたか見ましたか？ 10. イブラヒムは犬をとて

も恐れた。 11. 猫は犬を怖がって逃げた。 12. ディナールの価値は毎週上が

っている。 13. 彼は秤を持ってきてそれ（猫）を計って４キロしかないのを見

て言った、もし私が量ったものが肉なら猫はどこだ？もし私が量ったものが猫

なら肉はどこだ？ 14. いつ貴男の友人を訪問しましたか？－先週訪れました。

15. どうしてここにいるのですか（何が貴男をここに連れて来たのか）？ 16. 
彼女は男の子を生んだ。 17. そのウェイターはビールのビンを持ってきた。

18. 貴男は質問してはいけない。 19. タバコ吸ってもいいですか？ 20. 多分

彼らの所に情報がある。 21. 試験はどうだった？－そんなに難しくなかったよ。

僕は合格したけどイブラヒムは落ちたって聞いたよ。－本当？それは残念。－大

したことないよ。 22. 昨日は旧市街にいました。－そこで何をしましたか？－

レストランでカバブを食べました。－何というレストランですか？－覚えてい

ません。－何か飲んだりもしましたか？－はい。オレンジジュースを飲みヨーグ

ルトも取りました。その後旧市街の中をぶらぶらしました。－どうでしたか？－

とてもよかったです。まず聖墳墓教会を訪れました。－何を見ましたか？－教会

に入ると宗教儀式が始まりました。香と蝋燭に火をつけていました。－それは運
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が良かった。－それから土産物屋を見ました。 
 
27.2.：派生形（第 IV 型・第 VII 型・第 VIII 型・第 X 型） 
第 II 型・第 III 型・第 V 型・第 VI 型は強動詞。また第 IX 型は存在しない。 
(1) 第 IV 型：ᵓadār 回す（品詞表示 [v.: IV-2]） 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. ᵓadār 
ᵓadāru 

bidīr 
bidīru 

ydīr 
ydīru 

3.f ᵓadārat bitdīr tdīr 
2.m. ᵓadarit 

ᵓadartu 
bitdīr 

bitdīru 
tdīr 

tdīru 
2.f. ᵓadarti bitdīri tdīri 
1. ᵓadarit ᵓadarna badīr mindīr ᵓadīr ndīr 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞  
m. dīr 

dīru mudīr (mudār) (ᵓidāra) 
f. dīri 

 
(2) 第 VII 型：nzār 訪問される（通常３人称でのみ用いられる） 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. nzār 
nzāru 

binzār 
binzāru 

yinzār 
yinzāru 

3.f nzārat btinzār tinzār 
2.m. nzarit 

nzartu 
btinzār 

btinzāru 
tinzār 

tinzāru 
2.f. nzarti btinzāri tinzāri 
1. nzarit nzarna banzār mninzār ᵓanzār ninzār 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞  
m. nzār 

nzāru (minzār*) なし (nziyār*) 
f. nzāri 
＊通常用いられないが、形式的にはこのような形が可能である。 
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(3) 第 VIII 型：xtār 選ぶ 
 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. xtār 
xtāru 

bixtār 
bixtāru 

yixtār 
yixtāru 

3.f xtārat btixtār tixtār 
2.m. xtarit 

xtartu 
btixtār 

btixtāru 
tixtār 

tixtāru 
2.f. xtarti btixtāri tixtāri 
1. xtarit xtarna baxtār mnixtār ᵓaxtār nixtār 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞  
m. xtār 

xtāru (mixtār*) (muxtār*) xtiyār 
f. xtāri 
＊通常用いられないが、形式的にはこのような形が可能である。 
 
(4) 第 X 型：stafād 利用する 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. stafād 
stafādu 

bistfīd 
bistfīdu 

yistfīd 
yistfīdu 

3.f stafādat btistfīd tistfīd 
2.m. stafadit 

stafadtu 
btistfīd 

btistfīdu 
tistfīd 

tistfīdu 
2.f. stafadti btistfīdi tistfīdi 
1. stafadit stafadna bastfīd bastfīd ᵓastfīd nistfīd 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞  
m. stfīd 

stfīdu mistfīd (mustafād*) (stifāde*) 
f. stfīdi 
＊通常用いられないが、形式的にはこのような形が可能である。 
 
【練習 27-4】次の動詞で活用の練習せよ。 
ᵓaḍāf [v.: IV-2] 加える ᵓafād [v.: IV-2] 利益を与える・役に立つ ᵓahān [v.: IV-2] 
非難する ḥtāž [v.: VIII-2] 必要とする（～を s.o. ~ la-） nbāᶜ [v.: VII-2] 売られ

る・売れる nzār [v.: VII-2] 訪問される rtāḥ [v.: VIII-2] 休む staᶜār [v.: X-2] 借
りる stafād [v.: X-2] 利用する・利益を受ける starāḥ [v.: X-2] 休む stašār [v.: 
X-2] 相談する štāq [v.: VIII-2] 恋い焦がれる・とても会いたく思う（～に la）  
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【練習 27-5A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
bḍāᶜa [n.f.] 商品  
dawra [n.f.: pl. -āt] コース・課程  
tḍayyaq [v.: V-0] 困る  

la-ḥadd [prep.] ～まで  
murāqib [n.: pl. -īn] 監督者  

============================================================== 
1. ᵓaḍāf ṣūra fi maʠālt-o. 
2. w-baᶜdēn ᵓaḍāfat šwayyit miliḥ. 
3. ᶜumr-i ma-ᵓahant-ak.   
4. lēš ᵓinti ᵓahanti mūsa? - ma-ᵓahant-ō-š. 
5. lēš huwwe bihīn-ni ha-l-qadde? 
6. mūsa ḥtāž-l-i. 
7. ᵓana ḥtažit la-mūsa bass ma-ḥtažt-iš la-takeru. 
8. lamma tiḥtāž-ni, ᵓittṣil fiy-y. 
9. sayyārt-i nbāᶜat ġālye. 
10. il-quds madīne binzār. 
11. lamma xiliṣ iš-šuġul, rtaḥt išwayye. 
12. fātu fi hadāk il-maṭᶜam w-irtāḥu. 
13. fīh wāḥad staᶜār hadāk l-iktāb. 
14. waqt l-imtiḥān staᶜarit qalam irṣāṣ min il-murāqib. 
15. staᶜart iktāb min il-maktabe. 
16. staᶜarit minn-i ktāb, lēš ma bidd-ak-iš tražžaᶜt-ill-ī-š-iyyā-h? 
17. hadīk il-mažalla mhimme ktīr, btiqdar tistfīd min-ha ktīr. 
18. stafadna min-hadīk id-dawra. 
19. baᶜid sēᶜtēn mašy, staraḥna nuṣṣ sēᶜa. - wēn istaraḥtu? - staraḥna fi hadāk il-maṭᶜam. 
20. lamma tḍayyaqat, istašārat-ni. 
21. ḥada ma-bistšīr-o. 
22. štaqt-ill-ak. 
 
【練習 27-5B】パレスチナ方言で言え。 
1. 彼は論文に写真を付け加えた。 2. その後で彼女は塩を少し加えた。 3. 私
は貴男を非難したことはない。 4. なぜ貴女はムーサを非難したのですか？－

非難していません。 5. なぜ彼は私をそこまで非難するのか。 6. ムーサは私

を必要としている。 7. 私にはムーサが必要だったがタケルは必要ではなかっ

た。 8. 私が必要な時には連絡してください。 9. 私の車は高く売れた。 10. 
エルサレムは訪れるべき都市だ。 11. 仕事が終わった時少し休みました。 12. 

207



208 
 
 

彼らはあのレストランに入って休憩した。 13. あの本を借りた者がいる。 14. 
試験の時、試験管から鉛筆を借りました。 15. 私はある本を図書館から借りた。

16. 貴男は私から本を借りたがなぜ返そうとしないのだ？ 17. あの雑誌はと

ても面白い、とても役に立ちますよ。 18. 私達はそのコースから多くの物を得

た。 19. ２時間歩いた後３０分休んだ。－どこで休んだのですか？－あのレス

トランで休みました。 20. 彼女は困った時私に相談した。 21. 誰もあいつに

相談なんかしないよ。 22. 会いたかった！ 
 
【表現】 
(1) ṣār の用法 
==単 語======================================================= 
baṭṭāl [n.: pl. -īn] 失業者  
haḍbit il-žawlān [n.f.] ゴラン高原  
miltqi [a.p.] 会っている  

mubtadiᵓ [n.: pl. -īn] 初心者  
qādir [adj.: pl. -īn] 体調が良い  
trayyaḥ [v.: V-0] 休む  

============================================================== 
(1.1.) ṣār l-PS ＋動詞：～の期間中～している・～した 
ṣār-l-o ᶜašarN isnīn bištġil hunāk. 彼はここで１０年働いている。 
ṣār-l-i ᵓaktar min xamsN isnīn ma-daxxant-iš wa-la sigāra waḥade. もう５年以上一本

もたばこを吸っていない。 
b-haḍbit il-žawlān binzil talž ṣār-l-o yumēn. ゴラン高原ではこの二日間雪が降って

いる。 
ṣār-l-i žumiᶜtēn batᶜallam fransāwi, lissāt-ni mubtadiᵓ. フランス語を習って２週間な

のでまだ初心者です。 
ṣār-l-i nuṣṣ sēᶜa badawwir ᶜalē-h. もう３０分も彼を探している。 
 
(1.2.) ṣār l-PS ＋名詞・分詞・形容詞：～の期間中～の状態である 
qaddēš ṣār-l-ak baṭṭāl? 失業してどのくらいになりますか？ 
qaddēš ṣār-l-ak qāᶜid hōn? どのくらいここにいるんですか？ 
ṣār-l-o zāyir il-quds ᵓakam marra. 彼はもう何度もエルサレムを訪れている。 
ṣār-l-i ᶜašartN-iyyām miš qādir. もう１０日も体調が悪い。 
ṣār-l-i sane miš miltqi b-mūsa. ムーサとは１年も会っていない。 
ṣar-il-na sane miš miltqiyīn. 一年ぶりですね。 
qaddēš ṣār-il-na miš miltqiyīn? 久しぶり！ 
 
(1.3.) ṣār l-PS ＋前置詞句：～の期間中～にいる・ある 
qaddēš ṣār-l-ak fi l-quds? 
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qaddēš ṣār-l-ak fi hāda š-šuġul? この仕事に就いてどのくらいになりますか？ 
 
(1.4.) ṣār ＋分詞：もう～している 
ṣirt fāyiq? もう起きてる？ 
baᶜd sēᶜa bitkūn ṣirt mitrayyaḥ. 一時間後にはもう休めていますよ。 
ṣirt sāyil ᶜan hāda. これについてはもう質問している。 
ṣirt qāyil-l-ak iyyā-h min imbēriḥ. もう昨日からそのことを言っているんです。 
ṣirt šārib il-qahwe. コーヒーはもう飲んだ。 
ṣirna rāžᶜīn min zamān. もうとっくに帰ってきてるよ。 
il-iḍyūf ṣāru rāyḥīn. 客はもう行ってしまった。 
halqēt is-sēᶜa sitteN w-ṣirna žuᶜānīn w-bidd-na nrūḥ ᶜa-maṭᶜam. 今は６時でもうお腹

がすいてしまった。レストランへ行きたい。 
ṣirna qārīn-o. それは私達もう読んだよ。 
 
(1.5.) ṣār ＋Ｙ型（☛ 下記【表現】Ｙ型の用法５ (4.2.)） 
 
(2) bāl の用法 
==単 語======================================================= 
ᶜala ᶜāde + PS [exp.] ～のいつものやり

方で・普段通りに  
ᵓazᶜal [v.: IV-0] 腹を立てさせる  

kirih [v.: I-0 (a)] 嫌う  
raṣīd [n.m.] 残高  

============================================================== 
(2.1.) ᵓaža [v.: irr.] ᶜa-bāl-i 思いつく（ᵓaža ☛ II-30.2.(3)）。 
šū ᵓaža ᶜa-bāl-ak tišrab baᶜd il-ᵓakil? 食後に何を飲もうと思いましたか？ 
ma-ᵓažā-š ᶜa-bāl-ha ᵓinn-o fīh ḥada ġēr-ha byāxud-ha. 彼女は彼女以外にそれを取っ

た者がいるということに思い至らなかった。 
šū ᵓaža ᶜa-bāl-o yiᶜmal il-imᶜallim? その教師は何をしようと思いついたのですか？ 
ᵓiktib hōn kull illi ᶜala bāl-ak. 思ったことを全てここに書きなさい。 
 
(2.2.) rāḥ [v.: I-0 (u)] min bāl-i. 失念する・度忘れする 
 
(2.3.) rayyaḥ [v.: II-0] bāl- 安心させる 
rayyaḥit bāl-i. それを聞いて安心しました（＝貴男は私を安心させた）。 
il-makātīb illi ažū-ni min ᵓibn-i rayyaḥu bāl-i. 息子からの手紙は私を安心させた。 
baᶜatna maktūb la-l-wāldēn ḥatta nrayyiḥ bāl-hum. 私達は両親を安心させようとし

て手紙を送った。 
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(2.4.) rtāḥ [v.: VIII-2] bāl- 安心する 
lamma šafū-h in-nās hēk, irtāḥ bāl-hum. 人々は彼がそうなったのを見たとき安心し

た。 
 
(2.5.) ṭawwal [v.: II-0] bāl- 気長である 
ṭawwil bāl-ak. 落ち着け・あわてるな 
il-istēring bilᶜab iktīr. - ṭawwil bāl-ak!  baẓabbiṭ-l-ak-iyyā-h. ハンドルに遊びが多す

ぎる。－あわてるな。調節してやる。 
 
(2.6.) dār [v.: I-2 (u)] bāl- 気を付ける・注意する 
il-xātim wiqiᶜ min ᵓuṣbaᶜ-i li-ᵓann-o kān kbīr w-ma dirt bāl-i. 指輪が大きいことに気を

払わなかったので指から抜け落ちた。 
lāzim itdīr bāl-ak ᵓinn-o ykūn ᶜind-ak dāyman raṣīd fi ḥsāb-o. 口座に常に残高がある

かどうか留意する必要がある。 
dīri bāl-ik min is-sayyarāt w-ᵓinte māšye fi š-šāriᶜ. 通りを歩いている時は車に注意し

なさい。 
 
(2.7.) šiġil bāl- ～の頭を悩ませる 
iš-šakk ṣār yišġil bāl-i. 疑念が私の頭をぐるぐる廻った。 
marat-i ma-btišġil-iš bāl-ha ġēr ᶜala wlād-ha. 妻は子供の事しか頭にない。 
ma-tišiġlū-š bāl-kum ᶜalay-y. 私の事で気にやまないでください。 
 
(2.8.) 否定文＋ wa-la ᶜa-bāl- ～でも何でもない 
ma-bakrah-o wa-la ᶜa-bāl-ak. 私は彼を嫌いでも何でもない。 
ma-baḥibb*-hā-š wa-la ᶜa-bāl-i. 私は彼女を好きでも何でもない。 
＊baḥibb 私は好きだ（☛ II-29.1.） 
 
(2.9.) ᶜala bāl-  ᵓinn-o … ～と思う 
ᶜala bāl-hum ᵓinn-o ysallī-hum ᶜala ᶜādt-o. 彼らは彼がいつものように皆を楽しませ

てくれると思っている。 
＊ysalli 彼は楽しませる（☛ II-28.2.） 
 
(3) bižūz ᵓinn-o … ～したかもしれない・～したこともあろう 
bižūz ᵓinn-o marra ḍarabt-ak ᵓaw ᵓazᶜalt-ak ᵓaw ᵓahant-ak. かつて貴男を殴ったり怒

らせたりさげすんだりということがあったかもしれない。 
 

210



211 
 
 

(4) Ｙ型の用法５ 
==単 語======================================================= 
ᶜammar [v.: II-0] 家を建てる  
ᶜiṭiš [v.: I-0 (a)] 喉が渇く  

kfāy [adv.] 十分に  

============================================================== 
(4.1.) ma-ᶜād-iš ＋Ｙ型：もう～しない 
ᵓiza kunt ibtišrab ṃayy ikfāy, ma-btᶜūd-iš tiᶜṣaš. 水を飲めばもう喉は乾きませんよ。 
 
(4.2.) ṣār ＋Ｙ型：～しはじめる・～するようになる・～し始める 
baᶜd išwayy ṣār yiḍḥak. 少しして彼は笑い始めた。 
ᶜammar dār w-ṣār yuskun maᶜ ᶜēlt-o. 彼は家を建て家族と住み始めた（住むように

なった）。 
lākin b-il-ᵓāxir tṣālaḥu w-ṣāru yitᶜāwanu maᶜ baᶜiḍ-hum. しかし最後には和解し、互

いに助け合うようになった。 
lamma ṣurt ibin sabaᶜṭaᶜš ya tamanṭaᶜšN ṣirt aštaġil la-ḥāli. １７歳か１８歳になった

時、私は自分で働き始めた。 
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28.：動詞１３（末弱動詞） 
第３根素が y の動詞を末弱動詞と呼ぶ。 
 
28.1.：基本形 
(1) 過去形 
過去形は、Ａ語幹とＩ語幹とがある。 
Ｕ語幹動詞：ḥaka 語る・Ｉ語幹動詞：nisi 忘れる 

 Ｕ語幹 Ｉ語幹 
 ḥaka 語る nisi 忘れる 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. ḥaka 
ḥaku 

nisi 
nisyu 

3.f ḥakat nisyat 
2.m. ḥakēt 

ḥakētu 
nsīt 

nsītu 
2.f. ḥakēti nsīti 
1. ḥakēt ḥakēna nsīt nsīna 
Ａ語幹動詞：ᶜada 伝染させる ᶜama 目を見えなくさせる bana 建てる baqa 

残る daᶜa 呪う・祝福する（la- ～を） ġala 沸く ġana 豊かにする ḥama 
守る laġa 取り消す laqa 見つける maḍa 署名する・過ぎる nawa 意図

する qala 焼く qara 読む raᶜa 放牧する rama 投げる rawa 語る

šafa 治す šaka 不平を言う saqa 水をやる šawa あぶる šawa 炙る

ṭafa 消す  
Ｉ語幹動詞：bidi 始める biki 泣く biqi 居残る ġili 高価になる ġimi 気を

失う ġini 金持ちになる liqi 見つける miši 行く・歩く riḍi 満足する

ṣiḥi  起きる siwi 等しい wiᶜi 気づく  
 
(2) 現在形・命令形 
現在形にはＡ語幹・Ｉ語幹がある。 
Ａ語幹動詞：nisi - binsa 忘れる 

 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. binsa 
binsu 

yinsa 
yinsu 

ᵓinsa 
ᵓinsu 

3.f btinsa tinsa ᵓinsi 
2.m. btinsa 

btinsu 
tinsa 

tinsu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. btinsi tinsi 
nāsi mansi 

1. bansa mninsa ᵓansa ninsa 
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Ｉ語幹動詞：ḥaka - biḥki 語る 
 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. biḥki 
biḥku 

yiḥki 
yiḥku 

ᵓiḥki 
ᵓiḥku 

3.f btiḥki tiḥki ᵓiḥki 
2.m. btiḥki 

btiḥku 
tiḥki 

tiḥku 
能動分詞 受動分詞 

2.f. btiḥki tiḥki 
ḥāki maḥki 

1. baḥki mniḥki ᵓaḥki niḥki 
末弱動詞の品詞表示は以下の通り。 
ḥaka [v.: I-3 (i)] 語る 
nisi [v.: I-3 (a)] 忘れる 
過去形については代表形の語尾で明らかである。現在形では丸括弧内の (a) (i) 
が語幹母音を表す。 
 
【練習 28-1】次の動詞で活用の練習せよ。 
bidi [v.: I-3 (a)] 始める ḍawa [v.: I-3 (i)] 明かりがつく ḥaka [v.: I-3 (i)] 語る

miši [v.: I-3 (i)] 行く・歩く nisi [v.: I-3 (a)] 忘れる（＋Ｙ型：～するのを忘れる）

qala [v.: I-3 (i)] 焼く qara [v.: I-3 (a)] 読む rama [v.: I-3 (i)] 投げる ṣiḥi [v.: I-3 
(a)] 起きる šawa [v.: I-3 (i)] 炙る wiᶜi [v.: I-3 (a)] 気づく  
 
【練習 28-2A】例文を日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
bala [prep.] ～なしで  
duwwār [n.m.] ロータリー（道路）  
hamm [n.m.: pl. hmūm] 心配事・気がか

り  
lamḅa [n.f.: pl. -āt] 電燈・電球  

māḍi [n.m.] 過去  
maḥrūq < ḥaraq [v.: I-0 (i)]  
sama [n.m.] 空  
šaᶜal [v.: I-0 (i)] 火をつける  
šōraba [n.f.] スープ 

============================================================== 
1. ha-l-lamḅa bidd-hā-š tiḍwi.  mbayyin ᶜalē-ha maḥrūqa.  
2. šū ḥakat-l-ak marat-ak? - ḥakat-il-na ᶜan žōz-ha. 
3. saᵓal-hum ᶜan il-žuzdān, wa-lākin ma-ḥada min-hum ḥaka ᵓiši ᶜann-o. 
4. ᵓinte šū ḥakēt-l-o l-ha-l-imwaẓẓaf? 
5. lissa ᶜind-i talat nukat bidd-i ᵓaḥkī-l-kum-iyyā-ha. 
6. sayyārt-ak mišyat ᵓaktar min mīt alf N kīlōmitir. 
7. ᵓimši ḥatta tiwṣal la-duwwār. 
8. qām* mūsa rikib ᶜa-l-iḥm-ar ᵓawwal w-ibrahīm ṣār yimši warā-h. 
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9. wēn il-muftāḥ? - ᵓā, nsīt. 
10. lāqu kīs nisyū-h l-ḥarāmiyye lamma harabu. 
11. ᵓiḥna lāzim ninsa l-māḍi. 
12. kān yišṭaḥ il-basātīn ta-yinsa hmūm-o. 
13. tinsā-š tqūl la-brahīm yžīb ġēr-ha. 
14. qala bēḍa. 
15. il-laḥim inḥaraq min-šān-o qalā-h bala zēt. 
16. il-ḥarāmi šaᶜal ᶜūd kibrīt w-ramā-h ᶜala l-ᵓarḍ. 
17. ya-rabb, tirmi ᶜalē-h nār min is-sama w-tiḥirq-o. 
18. hiyye bitnaḍḍif il-ᵓuwaḍ, btuṭbux šōraba w-btišwi laḥim. 
19. il-binit lissa ma-wiᶜyat-iš fi žamāl-ha. 
20. uwᶜa uwᶜa uwᶜa!! 
＊ qām：文頭に置いて、「そこで～した」のような起動相を表す。 
 
【練習 28-2B】パレスチナ方言で言え。 
1. この電球はどうにも点かない。切れているようだ。 2. 彼女は貴男に何を話

しましたか？－彼女は旦那さんの事について私達に話してくれた。 3. 彼は財

布について彼らに尋ねたが彼らの誰もそれについて話さなかった。 4. その事

務員に何を話したんですか？ 5. 話したい小話がまだ３つある。 6. 貴男の車

は１０万キロ以上走っている。 7. ロータリーに着くまで歩け。 8. そこでム

ーサはまずロバに乗り、イブラヒムはその後を歩き始めた。 9. 鍵はどこ？－

あ、忘れた。 10. 彼らは泥棒達が逃げる時に忘れて行った袋を見つけた。 11. 
私達は過去を忘れなければならない。 12. 彼は心配事を忘れるために庭園を散

歩していた。 13. イブラヒムに他の物を持ってくるように言うのを忘れるな。

14. 彼は目玉焼きを作った（玉子を揚げた）。 15. 油を使わずに肉を焼いたので

焦げた。 16. その泥棒はマッチに火をつけ地面に投げ捨てた。 17. 神よ、彼

に天から火を投げつけて焼き給え！ 18. 彼女は部屋を掃除しスープを作り肉

を炙っている。 19. その娘はまだ自分の美しさに気づいていなかった。 20. 
どけどけどけ！ 
 
28.2.：派生形（第 II 型～第 VIII 型・第 X 型） 
末弱動詞には第 IX 型は存在しない。 
(1) 過去形 
全ての派生形の過去形 3.m.sg. で語尾が -a となるので基本形のＡ語幹と同様

の活用をする。 
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第 II 型 samma [v.: II-3] 名づける 
第 III 型 nāda [v.: II-3] 呼ぶ 
第 IV 型 ᵓalġa [v.: IV-3] 取り消す 
第 V 型 tᶜašša [v.: V-3] 夕食をとる 
第 VI 型 tlāqa [v.: VI-3] 会う 
第 VII 型 nbana [v.: VII-3] 建てられる 
第 VIII 型 štara [v.: VIII-3] 買う 
第 X 型 staḥla [v.: X-3] 素敵だと思う 

 
第 II 型の活用を例にとる。 

 第 II 型 
 sg. pl. 

3.m. samma 
sammu 

3.f. sammat 
2.m. sammēt 

sammētu 
2.f. sammēti 
1. sammēt sammēna 

 
(2) 現在形・命令形 
現在形・命令形では次の３種類がある。 
(a) Ａ語幹＝第 V 型、第 VI 型 
第 V 型：tᶜašša 夕食をとる 

 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. bitᶜašša 
bitᶜaššu 

yitᶜašša 
yitᶜaššu 

tᶜašša 
tᶜaššu 

3.f btitᶜašša titᶜašša tᶜašši 
2.m. btitᶜašša 

btitᶜaššu 
titᶜašša 

titᶜaššu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. btitᶜašši titᶜašši 
(mitᶜašši*) なし 

1. batᶜašša mnitᶜašša ᵓatᶜašša nitᶜašša 
＊通常用いられないが、形式的にはこのような形が可能である。 
 
第 VI 型：tlāqa 会う：bitlāqa, btitlāqa… batlāqa; yitlāqa, titlāqa… ᵓatlāqa; tlāqa! 
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(b) Ｉ語幹ａ＝第 II 型、第 III 型（Ｂ型の接頭辞が bi-, bit-… となるもの） 
第 II 型：samma 名づける 

 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. bisammi 
bisammu 

ysammi 
ysammu 

sammi 
sammu 

3.f bitsammi tsammi sammi 
2.m. bitsammi 

bitsammu 
tsammi 

tsammu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. bitsammi tsammi 
msammi musamma 

1. basammi minsammi ᵓasammi nsammi 
第 III 型 nāda 呼ぶ：binādi, bitnādi… banādi; ynādi, tnādi… ᵓanādi; nādi! 
 
(c) Ｉ語幹ｂ＝第 IV 型・第 VII 型・第 VIII 型・第 X 型（Ｂ型の接頭辞が bi-, bti-
… となるもの） 
第 VIII 型：štara 買う 

 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. bištri 
bištru 

yištri 
yištru 

ᵓištri 
ᵓištru 

3.f btištri tištri ᵓištri 
2.m. btištri 

btištru 
tištri 

tištru 
能動分詞 受動分詞 

2.f. btištri tištri 
mištri (muštara*) 

1. baštri mništri ᵓaštri ništri 
＊通常用いられないが、形式的にはこのような形が可能である。 
 
第 IV 型 ᵓalġa 取り消す：bilġi, btilġi… balġi; yilġi, tilġi… ᵓalġi, ᵓilġi! 
第 VII 型 nbana 建てられる*：binibni, btinibni… banibni; yinibni, tinibni… ᵓanibni; 

ᵓinibni! 
第 X 型 staġna 利用する：bistiġni, btistiġni… bastiġni; yistiġni, tistiġni… ᵓastiġni; 

ᵓistiġni! 
＊実際には１・２人称での活用は用いられない。 
 
【練習 28-3】以下の動詞で活用の練習をせよ。 
ᶜabba [v.: II-3] 満たす ᶜalla [v.: II-2] 上げる・高くする ᶜawwa [v.: II-3] 吠える

ᵓaxfa [v.: IV-3] 隠す daffa [v.: II-3] 温める hanna [v.: IV-3] 祝う lāqa [v.: III-3] 
見つける ltaqa [v.: VIII-3] 会う（～と maᶜ） nāda [v.: III-3] 呼ぶ salla [v.: II-
3] 楽しませる ṣalla [v.: II-3] 礼拝する samma [v.: II-3] 名づける stanna [v.: 
irr.] 待つ sawwa [v.: II-3] する staġna [v.: X-3] 利用する・活用する（～を ᶜan）
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štara [v.: VIII-3] 買う stawa [v.: VIII-3] 火が通る・調理される・熟す・へとへと

になる tᶜašša [v.: V-3] 夕食をとる tġadda [v.: V-3] 昼食をとる tmašša [v.: V-3] 
散歩する wadda [v.: II-3] 手渡す・与える・持って行く・連れて行く waṭṭa [v.: 
II-3] 低くする xalla [v.: II-3] 放っておく・～させる・去る（＋Ｙ型：～させる）  
 
【練習 28-4A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
ᶜāde [n.f.: pl. -āt] 習慣  
ᶜala ᵓisim … [exp.] ～の名前を取って  
fikr [n.m.: pl. ᵓafkār] 考え  
ḥažž [n.m.] メッカ巡礼  
ḥāžž [n.: pl. ḥužžāž] メッカ巡礼者  
maᶜmal [n.m.: pl. maᶜāmil] 工場・作業場  
maḥaṭṭit banzīn [n.f.] ガソリンスタン

ド  
maḥrūs [n.: pl. -īn] （生まれた）お子さ

ん  
ṣōt [n.m.] 声 
ṭallaᶜ [v.: II-0] 取り出す  
yū-ᵓēs-bī [n.m.] USB メモリー  

============================================================== 
1. mayyalt ᶜa-maḥaṭṭit banzīn w-ᶜabbēt il-ᶜažal.  w-baᶜdēn ṭallaᶜt il-baṭṭariyye w-ᶜabbēt-

ha. 
2. ᶜalli ṣōt-ak!  
3. lamma ᵓaža ᶜind ṣāḥb-o ṭiliᶜ-l-o kalb ikbīr w-ṣār yᶜawwi. 
4. lēš ᵓaxfēt ᶜann-i ᵓinn-o ġayyarit fikr-ak? 
5. daffēna ṣ-ṣalōn w-istaqbalna l-iḍyūf. 
6. ruḥna nhanni l-ḥāžž mūsa baᶜid-ma rižiᶜ min il-ḥažž. 
7. l-imbarmiž dawwar ᶜala yū-ᵓēs-bī ktīr w-ma-lāqā-hō-š. 
8. ruḥt tann-i ᵓašūf-o, bass ma lāqēt-o. 
9. ᶜala bāl-hum ᵓinn-o ysallī-hum ᶜala ᶜādt-o. 
10. kīf samma brahīm bint-o? - sammā-ha raġadFPS. 
11. šū sammēti l-maḥrūs? - sammenā-h sāmi, ᶜala ᵓisim sīd-o. 
12. lēš sawwēt hēk? - sawwēt mitil-ma qult-l-i. 
13. baᶜid-ma smiᶜt il-infižār šū sawwētu? 
14. šū sawwēt imbēriḥ? - ma sawwēt wa-la ᵓiši - ᵓana ltaqēt maᶜ mūsa. 
15. ṣāḥib il-maᶜmal ma-qidir-iš yistaġni ᶜan hāda l-ᶜāmil. 
16. lāzim nistanna la-bukra. 
17. lāzim ᵓaržaᶜ ᶜa-l-bēt, marat-i ᶜam btistannā-ni. 
 
【練習 28-4B】パレスチナ方言で言え。 
1. 私はガソリンスタンドに立ち寄りタイヤに空気を入れた。それからバッテリ
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ーを取り外して充電した。 2. もっと大きな声で！ 3. 彼が友人の所に来た時、

大きな犬が出てきて吠え始めた。 4. 貴男が考えを変えたことをなぜ私に隠し

たのですか？ 5. 私達は居間を温めて客を迎えた。 6. ハッジ・ムーサが巡礼

から帰った後、お祝いに行きました。 7. そのプログラマーは随分と USB メモ

リーを探したが見つからなかった。 8. 彼に会いに行ったが会えなかった。 9. 
彼らはまた彼がいつものように彼らを楽しませると思い込んでいる。 10. イブ

ラヒムは娘を何と名づけましたか？－ラガドと名付けました。 11. 貴女は赤ち

ゃんに何という名前を付けましたか？－おじいちゃんの名前を取ってサーミと

しました。 12. なぜそんなことしたんだ？－言われたとおりにしただけだ。

13. 爆発を聞いた後どうした？ 14. 昨日何をしましたか？－何もしなかった。

－私はムーサと会った。 15. 工場の所有者はこの工員を使いこなせなかった。

16. 私達は明日まで待たなければならない。 17. 家に帰らなければなりません、

妻が待っているんです。 
 
【練習 28-5A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
bēn-i w-bēn-ak 私達の間の事  ṭūl il-lēl [exp.] 夜通し  
============================================================== 
1. baᶜid nuṣṣ sēᶜa bitkūn il-laḥme stawat.（☛ II-19.2.(3)） 
2. mšīna ṭūl in-nhār w-ṭūl il-lēl ḥatta stawēna. 
3. rāḥ ᶜa-ž-žāmiᶜ ḥatta yṣalli. 
4. b-qaddēš štarēt hada l-iktāb? - štarēt-o b-mīt N šēkil. 
5. marra rāḥ mūsa ᶜa-s-sūq w-ištara kīlo laḥim w-žāb-ha ᶜa-l-bēt w-rāḥ ᶜa-šuġl-o. 
6. ha-z-zalame bištri w-bibīᶜ ᵓawāᶜi ᶜutuq. 
7. bukra raḥ ᵓarūḥ ᵓaštri kumbyūtar iždīd. 
8. ma-tinsī-š tištri daftar la-ᵓuxt-ik iz-zġīre.  
9. mayyalat ᶜala ṣāḥbit-ha w-tᶜaššat fi dār-ha. 
10. ᵓana ᵓafṭart w-tġaddēt w-tᶜaššēt fi nafs il-ᵓotēl. 
11. šū tġaddēt imbēriḥ? - tġaddēt maqlūbe. 
12. ᶜa-wēn bidd-na nkammil? - hallaq bidd-na nitmašša fi s-sūq. 
13. waddī-l-o ha-l-žarīde lli štarēt-ha ṣ-ṣubuḥ. 
14. wēn sayyārt-i? - waddēt-ha ᶜa-bēt-ak. 
15. waṭṭi ṣōt-ak! (cf. ᶜalli ṣōt-ak!) 
16. mūsa miš raḥ yxallī-k tiṭlaᶜ. 
17. is-sirr illi ḥakēt-l-ak-iyyā-h, xallī-h bēn-i w-bēn-ak. 
18. ᶜind-i xams iwlād. - aḷḷa yxallī-l-ak-iyyā-hum. 
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19. bastaġrib lēš ma-xalla-kī-š tiḥki. 
20. xallī-ni ᵓafakkir, bukra nšaḷḷa baᶜṭī-k* žawāb. 
21. kalb-o ma bixalli ḥada yqarrib ᶜa-dār-o. 
22. ya mūsa, ᶜind-ak waqt? - ᵓaywa, ᵓana fāḍi hallaq. - maᶜ-ak šwayyit maṣāri? - šū māl-

ak? - ᵓana ᶜaṭšān w-ma-maᶜ-ī-š žuzdān. - ṭayyib, xallī-ni ᵓaᶜizm-ak ᶜala finžān qahwe. - 
ᶜan žadd?!  šukran!  ᵓalf šukur. 

23. ᵓālō takeru, mūsa biḥki. - ᵓahla ya mūsa.  šū māl-ak? - wēn ᵓinte hallaq? - ᵓana ᶜind 
ᵓabu šukri. - ᵓamīne maᶜ-ak? - ᵓaywa, hiyye maᶜā-y.  ᶜam mnākul ḥummuṣ. - miš 
muhimm!  xallī-ni ᵓaḥki maᶜ-ha. - ᵓamīne, hāda mūsa. - šū māl-o? - miš ᶜārif… 
mbayyin ᵓinn-o zaᶜlān.  tfaḍḍali. - šukran. 

24. ya mūsa, hāda daftar-ak? - ᵓanū?  ᵓā, hāda miš daftar-i.  miš daftar-ik? - basᵓal-ak 
min-šān hāda miš daftar-i.  ᵓizan la-mīn hāda? - ᵓā lāqēt-o!  hāda daftar-i. - ᵓā hāda 
daftar-ak ᵓinte! 

＊baᶜṭī-k 私は貴男に与える（☛ II-30.2.(4)） 
 
【練習 28-5B】パレスチナ方言で言え。 
1. ３０分後には肉は焼きあがっているでしょう。 2. 私達は昼夜問わず歩きへ

とへとになった。 3. 彼は礼拝しにモスクへ行った。 4. この本をいくらで買

いましたか？－１００シェケルで買いました。 5. ある時ムーサは市場へ行っ

て肉を１キロ買い、家へ持ち帰りそして仕事へ行った。 6. この男は古着を売

買している。 7. 明日新しいパソコンを買いに行く。 8. 妹にノートを買うの

を忘れないように。 9. 彼女は友人の所に立ち寄り、その家で夕食を食べた。

10. 私は朝も昼も夜も同じホテルで食べた。 11. 昨日の昼は何を食べた？－マ

クルーベを食べた。 12. この後どこへ行こうか？－市場を歩き回りたい。 13.
今朝買ったこの新聞を彼に渡してくれ。 14. 私の車はどこですか？－お宅へ届

けましたよ。 15. 声を抑えてください。 16. ムーサは貴男を行かせてくれま

せんよ。 17. 私が話した秘密はここだけの話にしておいてください。 18. 私
には子供が５人います。－それはすごいですねえ。 19. 彼が貴女に話をさせな

いとは驚きだ。 20. 考えさせてください、明日答えを差し上げます。 21. 彼
の犬は誰も家に近づけません。 22. ムーサ、時間ある？－今暇だ。－少しお金

ある？－どうした？－喉が渇いているのだが財布がないんだ。－よし、コーヒー

を一杯奢らせてくれ。－本当、有難う！有難う！ 23. もしもしタケル、ムーサ

だ。－やあムーサ。どうした？－今どこにいる？－アブー・シュクリ―だよ。－

アミーネは一緒か？－うん、一緒にいる。ホムスを食べているところだ。－そん

なことはどうでもいい。アミーネにかわってくれ。－アミーネ、ムーサだ。－ど

うしたの？－さあ。怒っているみたいだよ。はい。－有難う。 24. ムーサ、こ
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れは君のノートか？－どれ？ああ、これは僕のノートじゃない。君のじゃない

の？－僕のじゃないから聞いてるんだ。それじゃあ誰のだろう？－あ、あったあ

った！これは僕のノートだ。－ああ、これ、君のノートか。 
 
【表現】接尾代名詞＋ la- の用法 
(1) 所有関係 
「ムーサの本」は通常 ktāb mūsa, l-iktāb tabaᶜ mūsa のように所有関係を表現する

が、「ムーサ」という固有名詞を言う前に、代名詞で所有者を表し、固有名詞を

前置詞 la- で表示する方法がある：ktāb-o la-mūsa ムーサの本 
 
この方法は所有者を強調する時に用いる。 
ᵓuxt-o la-brahīm イブラヒムの妹 
huwwe rafīq-o la-sāmi 彼はサーミのつれだ。 
w-wāld-o la-yūsif wēn bištġil? ユーシフの父親はどこで働いているのですか？ 
qaddēš kān ᶜumr-o la-sāmi? サーミは何歳でしたか？ 
ᵓabū-ha la-l-bint bištġil bawwāb. その娘の父親は門番をしている。 
 
(2) 動詞の目的語 
動詞の目的語も同様の表現ができる。 
ḍarab-o la-mūsa. 彼はムーサを殴った。 
šuft-ha la-ᵓamīne. 私はアミーネを見た。 
qult-il-hum la-ṭ-ṭullāb. 私は学生たちに言った。 
 
(2) 間接目的語 
間接目的語の場合も同様ある。 
šū ḥakēt-l-o l-ha-l-imwaẓẓaf? その職員に何を話したのですか？ 
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29.：動詞１４（重子音動詞） 
第２根素と第３根素が同一の物を重子音動詞と呼ぶ。 
 
29.1.：基本形 
(1) 過去形 
過去形では１つの語幹のみ。 

 ḥaṭṭ 置く 
 sg. pl. 

3.m. ḥaṭṭ 
ḥaṭṭu 

3.f. ḥaṭṭat 
2.m. ḥaṭṭēt 

ḥaṭṭētu 
2.f. ḥaṭṭēti 
1. ḥaṭṭēt ḥaṭṭēna 

daqq ノックする・たたく dall 導く・案内する ḍall 続く hamm 心配させる

ḥabb 好きである ḥall 解く・解決する・（仕事・学校を）終える ḥann 憐れむ

（～を ᶜala） ḥass 感じる・脈をとる ḥaṭṭ 置く radd 答える（～に ᶜala）
ṣabb 注ぐ ṣaḥḥ 機会がある šadd 掴む・締める ṭaxx 撃つ xass 減る ẓann 
考える  
 
(2) 現在形・命令形 
現在形・命令形ではＡ語幹・Ｉ語幹・Ｕ語幹の３種類がある。 
Ａ語幹：ḍall - biḍall 留まる 

 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. biḍall 
biḍallu 

yḍall 
yḍallu 

ḍall 
ḍallu 

3.f bitḍall tḍall ḍalli 
2.m. bitḍall 

bitḍallu 
tḍall 

tḍallu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. bitḍalli tḍalli 
ḍāll (maḍlūl*) 

1. baḍall minḍall ᵓaḍall nḍall 
＊通常用いられないが、形式的にはこのような形が可能である。 
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Ｉ語幹：šadd - bišidd 引っ張る 
 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. bišidd 
bišiddu 

yšidd 
yšiddu 

šidd 
šiddu 

3.f bitšidd tšidd šiddi 
2.m. bitšidd 

bitšiddu 
tšidd 

tšiddu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. bitšiddi tšiddi 
šādd mašdūd 

1. bašidd minšidd ᵓašidd nšidd 
 
Ｕ語幹：ḥaṭṭ - biḥuṭṭ 置く 

 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. biḥuṭṭ 
biḥuṭṭu 

yḥuṭṭ 
yḥuṭṭu 

ḥuṭṭ 
ḥuṭṭu 

3.f bitḥuṭṭ tḥuṭṭ ḥuṭṭi 
2.m. bitḥuṭṭ 

bitḥuṭṭu 
tḥuṭṭ 

tḥuṭṭu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. bitḥuṭṭi tḥuṭṭi 
ḥāṭṭ maḥṭūṭ 

1. baḥuṭṭ baḥuṭṭ ᵓaḥuṭṭ ᵓaḥuṭṭ 
品詞表示は以下の通り。 
ḥaṭṭ [v.: I-G (u)] 置く šadd [v.: I-G (i)] 締める ḍall [v.: I-G (a)] 残る 
丸括弧内の (a) (i) (u) が現在形・命令形の語幹母音を表す。 
 
【練習 29-1】以下の動詞で活用の練習をせよ。 
daqq [v.: I-G (u)] ノックする・たたく dall [v.: I-G (i)] 導く・案内する ḍall [v.: 
I-G (a)] 続く (↓) hamm [v.: I-G (i)] 心配させる ḥabb [v.: I-G (u)] 好きである

ḥall [v.: I-G (i)] 解く・解決する・（仕事・学校を）終える ḥann [v.: I-G (i)] 憐れ

む（～を ᶜala） ḥass [v.: I-G (i)] 感じる・脈をとる ḥaṭṭ [v.: I-G (u)] 置く radd 
[v.: I-G (u)] 答える（～に ᶜala） ṣabb [v.: I-G (u)] 注ぐ ṣaḥḥ [v.: I-G (a)] 機会が

ある šadd [v.: I-G (i)] 掴む・締める ṭaxx [v.: I-G (u)] 撃つ xass [v.: I-G (i)] 減
る ẓann [v.: I-G (i)] 考える (↓)  
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【練習 29-2A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
ᵓahammiyye [n.f.] 重要性 
ḥummuṣ [n.m.] ホムス・ヒヨコマメ  
malik [n.m.: pl. mulūk] 王  
maskīn [adj./n.: pl. masākīn] 哀れな／哀

れな者  

mumarriḍ [n.: pl. -īn] 看護師  
nabḍ [n.m.] 脈  
ṣalāt iḍ-ḍuhur [n.f.] 午後の礼拝  
žūᶜ [n.m.] 空腹  
žuwwa [adv.] 内側に・内部に  

============================================================== 
1. daqqēna ᶜa-l-bāb w-futna žuwwa. 
2. mīn biqdar ydill-ni ᶜa-l-maktabe? 
3. hāda bidill ᶜala ᵓahammiyyt il-mawḍūᶜ. 
4. ᵓana ḍallēt fi l-ʠarye w-ᵓaxū-y l-ikbīr naqal la-l-madīne. 
5. ḍallat fi l-bēt w-ṣallat ṣalāt iḍ-ḍuhur. 
6. bass wa-la yhimm-ak, kull ᵓiši ṣār tamām. 
7. fīh nās biḥibbu ḥummuṣ w-fīh nās ma-biḥibbū-hō-š. 
8. ḥabbēt mūsa w-ištaqt-l-o. 
9. mīn min-kum biḥubb yikūn raᵓīs id-dawle? 
10. ᶜind-na mašākil bidd-na nḥill-ha. 
11. kīf ḥallētu l-muškile? 
12. fi ᵓayy sēᶜa bitḥill dars-ak? - l-yōm baḥill is-sēᶜa talāteN. 
13. ḥann il-malik ᶜala l-maskīn. 
14. ḥass iḍ-ḍēf b-iž-žūᶜ. 
15. il-mumarriḍa ḥassat nabḍ-i. 
16. baᶜid-ma baṭṭalit ᵓadaxxin baḥiss ḥāl-i mabsūṭ. 
17. ᵓinti ḥaṭṭēti ṣḥūn wisxa ᶜa-ṭ-ṭāwle? - laᵓ, miš ᵓana 
18. brahīm ḥaṭṭ ᵓīd-o ᶜala rās-o. 
19. ᵓamīne šū ḥaṭṭat fi ṭ-ṭanžara? - ḥaṭṭat išwayyit zēt. 
20. baᶜid-ma ᵓakalu, ḥaṭṭu rās-hum* w-nāmu. 
＊ ḥaṭṭ rās 横になる 
 
【練習 29-2B】パレスチナ方言で言え。 
1. 私達はドアをノックして中に入った。 2. 誰が私を図書館まで案内してくれ

ますか？ 3. これは事の重要性を示している。 4. 私は村にとどまったが兄は

町へ引っ越した。 5. 彼女は家にとどまり午後の礼拝をした。 6. しかし大丈

夫だ、全てうまく行った。 7. ホムスを好きな人もいれば好きでない人もいる。

8. 私はムーサを愛し、会いたかった。 9. あなた達のうちで誰が大統領になり
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たい？ 10. 我々には解決したい問題がある。 11. あなた達はどうやってその

問題を解決したのですか？ 12. 何時に授業を終えますか？－今日は３時に終

えます。 13. 王はそのかわいそうな者を憐れんだ。 14. 客は空腹を感じた。

15. 看護婦は脈を取った。 16. タバコをやめたら気分が良い。 17. 汚れた皿

をテーブルに置いたのは貴女か？－いや、私ではない。 18. イブラヒムは手を

頭に置いた。 19. アミーネは鍋に何を入れましたか？－油を少し入れました。

20. 彼らは食べた後横になって寝た。 
 
【練習 29-3A】日本語に訳せ。 
==単 語======================================================= 
b-qalb- [prep.] ～の内部に・中に  
burġi [n.m.: pl. barāġi] ねじ  
farraž [v.: II-0] 見せる  
ġiliṭ [v.: I-0 (a)] 間違える  
ḥzām [n.m.: pl. ᵓaḥzime] ベルト  
ḥzām il-ᵓamān 安全ベルト  
kammiyye [n.f.: pl. -āt] 量  

maᶜkarōna [n.f.] パスタ  
rāxi [adj.] 緩んだ  
salām [n.m.] 挨拶  
waraq [n.m.col.: pl. ᵓawrāq] 書類・紙・

木の葉  
wazn ~ wazin [n.m.] 体重・重さ  

============================================================== 
1. daxlat iṣ-ṣalōn w-ᵓaxdat iẓ-ẓarf w-ḥaṭṭat-o fi šantit-ha. 
2. ḥuṭṭ ᵓidē-k ᶜala rās, farriž-ni l-ᵓawrāq tabaᶜ-ak. 
3. batzakkar-iš wēn ḥaṭṭēt sāᶜt-i; bižūz insīt-ha fi l-maktab. 
4. lāzim ᵓafakkir fi l-mawḍūᶜ qabil-ma ᵓarudd ᶜalē-h. 
5. ᵓamīne ziᶜlat ᶜala mūsa w-baṭṭalat trudd ᶜalē-h is-salām*. 
6. baᶜid-ma tistwi l-maᶜkarōne lli fi ṭ-ṭanžara t-tānye, hiyye bitḥuṭṭ-ha fi miṣfāy w-bitṣubb 

ᶜalē-ha ṃayye bārde. 
7. ᵓiza biṣaḥḥ-ill-ik itšūfī-h, iᶜizmī-h ᶜa-l-ġada. 
8. ᵓiza biṣaḥḥ-ill-ak itlāqi wāḥad mitl-o, ᵓakīd raḥ yfīd-ak ᵓinte. 
9. šadd il-burġi min-šān kān rāxi ktīr. 
10. lamma qaᶜad, šadd iḥzām il-ᵓamān. 
11. waqqif ᶜind-ak, ᵓiza btitḥarrak baṭuxx-ak. 
12. il-binit kānat mrīḍa w-wazin-ha xass. 
13. kammiyyit iz-zēt fi l-qannīne ḍallat itxiss. 
14. ᶜāwid rāžiᶜ il-iḥsāb, ᵓaẓinn-ni ᵓinn-o s-sufarži ġiliṭ. 
15. ᵓaẓinn il-ᵓaḥsan niržaᶜ. 
16. ya mūsa, ᵓaẓinn-ni ᵓinn-i nsīt ᶜand-ak ẓarf ᵓabyaḍ ib-qalb-o xamsīnN dīnār. 
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17: wēn sayyārt-ak? - miš mawžūde.  baẓinni** ḥaṭṭēt-ha hōn… - saraqu-hā? - ɔ ā, lāqēt-
ha  hayy-ha hunāk.  bass wēn il-muftāḥ? 

＊ radd is-salām ᶜala... ～に挨拶を返す 
＊＊ ☛【練習 15-2A】 
 
【練習 29-3B】パレスチナ方言で言え。 
1. 彼女は居間に入り封筒を取りカバンに入れた。 2. 手を頭の上に置いてお前

の書類（身分証明書類）を見せろ。 3. どこに時計を置いたか覚えていない、

多分事務所に忘れたんだ。 4. その問題は答える前に考えなければならない。

5. アミーネはムーサに腹を立てて挨拶を返すのをやめた。 6. 別の鍋にあるパ

スタがゆであがると、彼女はそれをザルにあけ、冷水をかけた。 7. 彼に会う

機会があったら昼食をおごってやれ。 8. 彼のような人物に出会う機会があっ

たら間違いなく貴男の役に立ちます。 9. 彼はネジが緩んでいたので締めた。

10. 彼は座った時、安全ベルトを締めた。 11. 止まれ、動いたら撃つぞ。 12. 
その娘は病気で体重が減った。 13. ビンの中の油の量は減り続けた。 14. 計
算をやり直せ、ウェイターが間違えた（計算違いをした）と思う。 15. 私たち

は帰った方がいいと思う。 16. ムーサ、私は貴男の所に５００シェケル入った

白い封筒を忘れたと思うんだが。 
 
29.2.：派生形（第 IV 型・第 VII 型・第 VIII 型・第 X 型） 
第 II 型・第 III 型・第 V 型・第 VI 型は強動詞。また第 IX 型は存在しない。 
(1) 過去形 
過去形は全ての派生形で同一の語幹母音 a となる。 
htamm 関心がある 

 sg. pl. 
3.m. htamm 

htammu 
3.f. htammat 
2.m. htammēt 

htammētu 
2.f. htammēti 
1. htammēt htammēna 
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(2) 現在形・命令形 
現在形・命令形ではＡ語幹とＩ語幹の２種類がある。 
Ａ語幹＝第 VII 型・第 VIII 型 
第 VIII 型：htamm 関心がある 

 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. bihtamm 
bihtammu 

yihtamm 
yihtammu 

htamm 
htammu 

3.f btihtamm tihtamm htammi 
2.m. btihtamm 

btihtammu 
tihtamm 

tihtammu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. btihtammi tihtammi 
mihtamm (muhtamm*) 

1. bahtamm mnihtamm ᵓahtamm nihtamm 
＊通常用いられないが、形式的にはこのような形が可能である。 
 
第 VII 型：nžann 狂う：binžann, btinžann… banžann; yinžann, tinžann… banžann; 
nžann! 
 
Ｉ語幹：第 IV 型・第 X 型 

 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. bistaġill 
bistaġillu 

yistaġill 
yistaġillu 

staġill 
staġillu 

3.f btistaġill tistaġill staġilli 
2.m. btistaġill 

btistaġillu 
tistaġill 

tistaġillu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. btistaġilli tistaġilli 
mistaġill (mustaġall*) 

1. bastaġill mnistaġill ᵓastaġill nistaġill 
＊通常用いられないが、形式的にはこのような形が可能である。 
 
第 IV 型：ᵓaṣarr 強調する：biṣirr, bitṣirr… baṣirr; yiṣirr, tṣirr… ᵓaṣirr; ᵓaṣirr! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

226



227 
 
 

なお、強動詞派生形第 IX 型は重子音動詞と同様の変化をする。 
ḥmarr [v.: IX-0] 赤くなる 

 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. ḥmarr 
ḥmarru 

biḥmarr 
biḥmarru 

yiḥmarr 
yiḥmarru 

3.f ḥmarrat btiḥmarr tiḥmarr 
2.m. ḥmarrēt 

ḥmarrētu 
btiḥmarr 

btiḥmarr 
tiḥmarr 

tiḥmarr 
2.f. ḥmarrēti btiḥmarri tiḥmarri 
1. ḥmarrēt ḥmarrēna baḥmarr bniḥmarr ᵓaḥmarr niḥmarr 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞  
m. ḥmarr 

ḥmarr miḥmarr なし (ḥmirār*) 
f. ḥmarri 
＊通常用いられないが、形式的にはこのような形が可能である。 
 
【練習 29-4】以下の動詞で活用の練習をせよ。 
htamm [v.: VIII-G] 関心を持つ（～に・fi） ḥmarr [v.: IX-0] 赤くなる htazz [v.: 
VIII-G] ショックを受ける ḥtall [v.: VIII-G] 占領する ḥtažž [v.: VIII-G] 抗議す

る（～に ᶜala） nḥaṭṭ [v. VII-G] 置かれる nžann [v.: VII-G] 狂う・パニックに

なる smarr [v.: IX-0] 茶色くなる swadd [v.: IX-0] 黒くなる staḥaqq [v.: X-0] 
値する・ふさわしい ṣfarr [v.: IX-0] 黄色くなる xḍarr [v.: IX-0] 緑色になる  
 
【練習 29-5A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
ᵓabukādo [n.m.] アボカド  
il-ᵓibtidāᵓiyye [n.f.] 小学校  
ḍiffe [n.f.: pl. ḍifāf] 岸  
film raᶜib ホラー映画  
la šakk ᵓinn-o [exp.] ～ということは間

違いない  
manṭiqa [n.f.: pl. manāṭiq] 地区  
marž [n.m.: pl. murūž] 草原  
ʠaḍiyye [n.f.: pl. ʠaḍāya] 問題  

l-ʠaḍiyye l-falasṭīniyye [exp.] パレスチ

ナ問題  
raᶜib [n.m.] 恐怖  
rafaᶜ [v.: I-0 (a)] 上げる  
štaᶜal [v.: VIII-0] 点火する・火が付く・

勃発する  
xarbaṭa [n.f.] 混乱・むちゃくちゃ  
xarīf [n.m.] 秋  
xažal [n.m.] 恥・はずかしさ  

============================================================== 
1. ᵓana ḥmarrēt min il-xažal. 
2. il-banḍōra btiḥmarr. 
3. it-tuffāḥ istawa w-ihmarr. 
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4. iṭ-ṭullāb bihtammu fi l-ʠaḍiyye l-falasṭīniyye. 
5. ᵓamīne btihtamm fi l-fann il-yaḅāni. 
6. fi ᵓēš ihtammēti lamma kunti tilmīze fi l-ibtidāᵓiyye? 
7. htazzēt min film ir-raᶜib hāda. 
8. lamma štaᶜlat il-ḥarb, humme ḥtallu ha-l-manṭiqa. 
9. mīn biḥtall iḍ-ḍiffe l-ġarbiyye? 
10. niḥna miš mabsūṭīn min ha-l-muᶜāmale w-imniḥtažž ᶜalē-ha. 
11. il-xubis ma-binḥaṭṭ-iš ᶜa-l-ᵓarḍ. 
12. lamma simᶜat kalām-o, nžannat w-harbat la-bēt ᵓabū-ha. 
13. lamma šufit ha-l-xarbaṭa fi l-bēt, inžannēt. 
14. qaᶜadna fi š-šams w-ᵓana smarrēt. 
15. ḥuṭṭi l-ᵓabukādo fi t-tallāže ᵓaḥsan-ma yiswadd. 
16. w-ᵓiza rafaᶜt ᵓīd-ak ᶜala wāḥad min-na, la šakk ᵓinn-o kān mistḥaqq-o. 
17. fi l-xarīf biṣfarr waraq iš-šažar. 
18. ixḍarrat il-murūž 
 
【練習 29-5B】パレスチナ方言で言え。 
1. 私は恥ずかしくて赤くなった。 2. トマトが赤くなっている。 3. リンゴが

熟して赤くなった。 4. 学生たちはパレスチナ方言に関心がある。 5. アミー

ネは日本美術に関心がある。 6. 小学生だったころ何に関心がありましたか？

7. このホラー映画にはショックを受けた。 8. 戦争が勃発した時、彼らはこの

地域を占領した。 9. 誰が西岸地区を占領していますか？ 10. 私達はこの扱

いを嬉しく思いません。抗議します。 11. パンは地面に置かれるべきではない。

12. 彼女は彼の言葉を聞くと取り乱して父親の家に逃げた。 13. この家の混乱

を見てブチ切れた。 14. 私は太陽のもとに座って日に焼けた。 15. アボカド

を冷蔵庫に入れなさい、さもないと黒くなる。 16. もし貴男が私達の誰かに手

を上げたとしても、それは当然の事だった。 17. 秋には木々の葉は黄色くなる。

18. 草原の緑が鮮やかになった。 
 
【表現】 
==単 語=======================================================
bḍāᶜa [n.f.: pl. baḍāyiᶜ] 商品  
maqlūb fōqāni taḥtāni [exp.] しっちゃか

めっちゃかの・上下ひっくりかえっ

た 
tafṣīl [n.m.: pl. tafāṣīl] 詳細  
ya-rēt [adv.] ～だったらなあ！ 

============================================================== 
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(1) ᶜala ḥāl- そのまま 
šuft-ha ᶜala ḥāl-ha. 見てみると彼女は相変わらずだった。 
ḍall il-kundarži ᶜala ḥāl-o. その靴屋はそのままの状態だった／変化がなかった。 
 
(2) ḍall ~ ẓall ＋分詞：～し続ける 
ḍallēna māšyīn. 私達は歩き続けた。 
ḍallu wāqfīn ib-žamb il-bāb. 彼らはドアの所にずっと立っていた。 
 
ḍall ~ ẓall の後に主語に対応する接尾代名詞が付くこともある。 
brahīm ẓall-o rākib. イブラヒムは乗ったままだった。 
bidd-na nḍall-na maᶜ baᶜiḍ? 我々一緒にいる必要があろうか？  
 
(3) tamm 
(a) ～しつづける 
tammat rāyḥa min dār ᶜa-dār 彼女は家から家へと歩き続けた。 
w-hēk tammu ᶜa-ha-l-ḥāl. そうして彼らはそのままの状態であった。 
il-ᶜīd qarrab w-ma-tamm-iš ᶜind-i bḍāᶜa la-z-zabāyin. 祭日が近づいたのにうちには

客向けの商品がないままだ。 
 
tamm の後に主語に対応する接尾代名詞が付くこともある。 
tamm-o māši. 彼は歩き続けた。 
tammēt-ak fōq bala nār. 貴男は火にあたらず上に居続けた。 
 
(b) そのまま～する 
ᵓana xifit w-tammēt-ni rāžiᶜ ᶜalē-kum. 私は怖くなってそのままあなた達の所へ戻っ

てきた。 
daššart id-dār w-tammēt-ni žāy. 私は家を出てそのまま来ました。 
tarakt iš-šubbāk maftūḥ w-tammēt-ni nāyim. 窓を開けっぱなしにしてそのまま寝て

しまった。 
 
(4) 相互 
baᶜiḍ 
bidd-na nḍall-na maᶜ baᶜiḍ? 我々一緒にいる必要があろうか？  
ya-rēt kull ᵓahāli l-quds yifhamu baᶜiḍ. エルサレムの人々が互いに理解し合えれば

なあ。  
byūt fōq baᶜiḍ-ha. 家が積み重なっている（山の斜面に家が建っている様子）  
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ᶜa-šān imnudrus maᶜ baᶜiḍ mnifham id-dars ᵓaḥsan. 一緒に勉強しているからよりよ

く授業を理解できる。  
qaddēš il-iḥsāb? - il-kull maᶜ baᶜiḍ willa kull wāḥad la-waḥd-o? - il-kull maᶜ baᶜiḍ. ごち

そうさま、勘定してください。一緒で良いですか、別々ですか？－一緒でお願

いします。 
 
(5) Ｙ型の用法６ 
ḥabb ＋Ｙ型：～するのが好きだ・～したい（bidd- より丁寧） 
ḥabbu yistaᵓžir ha-š-šaqqa. 彼らはこのアパートを借りたがっている。 
baḥibb ᵓaᶜraf it-tafāṣīl. 私は詳細を知りたいのです。 
baḥibb ᵓasmaᶜ musīʠa ᶜarabiyye. 私はアラブ音楽を聴きたい。 
lissa fīh ᵓašyāᵓ ktīre baḥibb ᵓaḥkī-l-ak-iyyā-ha. 未だ話したいことがたくさんある。 
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30.：動詞１５（４根素動詞・不規則動詞） 
30.1.：４根素動詞 
４つの根素からできた動詞を４根素根動詞と呼ぶ。基本形と派生形第 II 型があ

る。また強動詞以外には末弱動詞がある。第２根素が w, y のものもあるが、活

用自体には影響がないので本教材では強動詞扱いとする。 
 
30.1.1.：基本形 
(1) 強動詞（品詞表示：[v.: QI-0]） 
bahdal [v.: QI-0] 小言を言う 

 過去形 現在形Ｂ型 現在Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. bahdal 
bahdalu 

bibahdil 
bibahidlu 

ybahdil 
ybahidlu 

3.f bahdalat bitbahdil tbahdil 
2.m. bahdalit 

bahdaltu 
bitbahdil 

bitbahidlu 
tbahdil 

tbahidlu 
2.f. bahdalti bitbahidli tbahidli 
1. bahdalit bahdalna babahdil binbahdil ᵓabahdil nbahdil 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. bahdil 

bahidlu mbahdil (mubahdal*) bahdale 
f. bahidli 
＊通常用いられないが、形式的にはこのような形が可能である。 
 
(2) 末弱動詞（品詞表示：[v.: QI-4]） 
farža [v.: QI-3] 見せる 

 過去形 現在形Ｂ型 現在Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. farža 
faržu 

bifarži 
bifaržu 

yfarži 
yfaržu 

3.f faržat bitfarži tfarži 
2.m. faržēt 

faržētu 
bitfarži 

bitfaržu 
tfarži 

tfaržu 
2.f. faržēti bitfarži tfarži 
1. faržēt faržēna bafarži binfarži ᵓafarži nfarži 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. farži 

faržu mfarži なし なし 
f. farži 

 
 

231



232 
 
 

30.1.2.：派生形（第 II 型）（品詞表示は [v.: QII-0]） 
tkahrab [v.: QII-0] 感電する 

 過去形 現在形Ｂ型 現在Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. tkahrab 
tkahrabu 

bitkarhab 
bitkahrabu 

yitkarhab 
yitkahrabu 

3.f tkahrabat btitkahrab titkahrab 
2.m. tkahrabit 

tkahrabtu 
btitkahrab 

btitkahrabu 
titkahrab 

titkahrabu 
2.f. tkahrabti btitkahrabi titkahrabi 
1. tkahrabit tkahrabna batkahrab bnitkahrab ᵓatkahrab nitkahrab 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. tkahrab 

tkahrabu mitkahrib なし なし 
f. tkahrabi 

 
【練習 30-1】以下の動詞で活用の練習をせよ。 
barbar [v.: QI-0] 不平を言う・ぶつぶつ言う barṭal [v.: QI-0] 買収する faksas 
[v.: QI-0] ファックスを送る farša [v.: QI-4] ブラシをかける・歯を磨く fatfat 
[v.: QI-0] 粉々にする kabkab [v.: QI-0] 散らかす・こぼす（少量を、コップに入

った水やスープなどを運ぶ際に） rafraf [v.: QI-0] はばたく sahmad [v.: QI-0] 
平らにする šalban [v.: QI-0] 良く言う・飾り立てる šaqlab [v.: QI-0] ひっくり

返す ṭaᶜma [v.: QI-4] 食べさせる・食べ物を与える ṭarṭaš [v.: QI-0] まき散らす

taržam [v.: QI-0] 翻訳する・通訳する tdaḥdal [v.: QII-0] 転がる tdahwar [v.: QII-
0] 悪化する ṭōmal [v.: QI-0] かがむ wašwaš [v.: QI-0] ささやく xarbaṭ [v.: QI-
0] 混乱させる  
 
【練習 30-2A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
ḍaww [n.m.: pl. ᵓaḍwiye] 明かり  
farāš [n.m.col.] 蝶・蛾  
ḥawāle [prep.] ～の周りに  
kurmukži [n.: pl. -yye] 税官吏  

muxx [n.m.] 脳  
nazale [n.f.: pl. -āt] 坂  
sinn [n.m.: pl. snān] 歯  
tartīb [n.m.] 秩序・順序・並び  

============================================================== 
1. barṭalna l-kumrukži. 
2. bidd-i ᵓaṭaᶜmī-k knāfe fi nāblis. 
3. bidd-i ᵓawašiwš-o ᵓiši fi dān-o. 
4. bidd-ō-š yiṭōmil. 
5. bisahimdu iṭ-ṭarīq. 
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6. btiqdar ittaržim ha-l-iktāb la-l-ᶜarabi? 
7. ᶜan žadd suᵓāl-ak bišaqlib il-muxx. 
8. ᵓiza bidd-ak ᵓiši faksis-l-i. 
9. ḥāwal ybarṭil-ni b-il-hadāya. 
10. hī bitbarbir. 
11. huwwe xarbaṭ tartīb il-kutub fi r-raff. 
12. il-ᵓawḍāᶜ is-syāsiyye hōn ᶜam btitdahwar. 
13. il-farāš birafrif ḥawāle ḍ-ḍaww. 
14. kān yiṭarṭiš bil-ṃayy. 
15. lāzim tfarši snān-ak iṣ-ṣubuḥ, w-qabil-ma tnām. 
16. ma-tkarkib-š il-ᵓōḍa. 
17. muš lāzim yitfatfat il-xubz. 
18. šalbanna fī-k. 
19. wqiᶜt fi n-nazale w-itdaḥdalit la-taḥit. 
20. xarbaṭ il-ᵓawāᶜi. 
 
【練習 30-2B】パレスチナ方言で言え。 
1. 私達は税関の役人を買収した。 2. 貴男にナブルスでクナーフェを食べさせ

てあげたい。 3. 私は彼に耳打ちしたい。 4. 彼は腰をかがめたくない 5. 彼
らは道を均している。 6. この本をアラビア語に訳せますか？ 7. 貴男の質問

は本当に混乱させる（＝私の脳をひっくり返す）。 8. 何かあったらファックス

してください。 9. 彼はプレゼントで私を買収しようとした。 10. 彼女は食べ

る時にくちゃくちゃいう。 11. 彼は本棚の本の並びをむちゃくちゃにした。

12. ここでは政治状況は悪化している。 13. 蛾が灯りの周りを飛んでいる。

14. 彼は水をまいていた。 15. 朝と寝る前に歯を磨くべきだ。 16. 部屋を散

らかすな。 17. パンを粉々にしてはいけない。 18. 私達は貴男について良く

言いました。 19. 私は坂で転んで下へ転がり落ちた。 20. 彼は服をごちゃ混

ぜにした。  
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30.2.：不規則動詞 
不規則動詞とは、これまでの活用パターンに当てはまらいものを言い、１２個の

動詞が認められるが、ここでは特によく用いられるもののみ紹介する。 
(1) ᵓaxad [v.: irr.] 取る（現在形に３つの変種がある） 

 過去形 現在形Ｂ型 現在Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

 
3.m. 

 
ᵓaxad 

 
 

ᵓaxadu 

byāxud 
byōxud 
byōxid 

 

byāxdu 
byōxdu 
byōxdu 

yāxud 
yōxud 
yōxid 

 

yāxdu 
yōxdu 
yōxdu 

 
3.f 

 
ᵓaxdat 

btāxud 
btōxud 
btōxid 

tāxud 
tōxud 
tōxid 

 
2.m. 

 
ᵓaxadit 

 
 
ᵓaxadtu 

btāxud 
btōxud 
btōxid 

 
btāxdu 
btōxdu 
btōxdu 

tāxud 
tōxud 
tōxid 

 
tāxdu 
tōxdu 
tōxdu 

2.f. ᵓaxadti 
btāxdi 
btōxdi 

tāxdi 
tōxdi 

 
1. 

 
ᵓaxadit 

 
ᵓaxadna 

bāxud 
bōxud 
bōxid 

mnāxdu 
mnōxdu 
mnōxdu 

ᵓāxud 
ᵓōxud 
ᵓōxid 

nāxdu 
nōxdu 
nōxdu 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. xōd 

xudu māxid ~ mēxid mitāxid なし 
f. xudi 
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(2) ᵓakal [v.: irr.] 食べる（現在形に３つの変種がある） 
 過去形 現在形Ｂ型 現在Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

 
3.m. 

 
ᵓakal 

 
 

ᵓakalu 

byākul 
byōkul 
byōkil 

 

byāklu 
byōklu 
byōklu 

yākul 
yōkul 
yōkil 

 

yāklu 
yōklu 
yōklu 

 
3.f 

 
ᵓaklat 

btākul 
btōkul 
btōkil 

tākul 
tōkul 
tōkil 

 
2.m. 

 
ᵓakalit 

 
 
ᵓakaltu 

btākul 
btōkul 
btōkil 

 
btāklu 
btōklu 
btōklu 

tākul 
tōkul 
tōkil 

 
tāklu 
tōklu 
tōklu 

2.f. ᵓakalti 
btākli 
btōkli 

tākli 
tōkli 

 
1. 

 
ᵓakalit 

 
ᵓakalna 

bākul 
bōkul 
bōkil 

mnāklu 
mnōklu 
mnōklu 

ᵓākul 
ᵓōkul 
ᵓōkil 

nāklu 
nōklu 
nōklu 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. kōl 

kulu mākil ~ mēkil mittākil なし 
f. kuli 

 
(3) ᵓaža ~ ᵓiža [v.: irr.] 来る 

 過去形 現在形Ｂ型 現在Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. ᵓaža ~ ᵓiža 
ᵓažu ~ ᵓižu 

bīži 
bīžu 

yīži 
yīžu 

3.f ᵓažat ~ ᵓižat btīži tīži 
2.m. žīt 

žītu 
btīži 

btīžu 
tīži 

tīžu 
2.f. žīti btīži tīži 
1. žīt žīna bāži bnīži ᵓāži nīži 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. taᶜāl 

taᶜālu žāy なし žēne 
f. taᶜāli 
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(4) ᵓaᶜṭa [v.: irr.] 与える 
 過去形 現在形Ｂ型 現在Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. ᵓaᶜṭa 
ᵓaᶜṭu 

byaᶜṭi 
byaᶜṭu 

yaᶜṭi 
yaᶜṭu 

3.f ᵓaᶜṭat btaᶜṭi taᶜṭi 
2.m. ᵓaᶜṭēt 

ᵓaᶜṭētu 
btaᶜṭi 

btaᶜṭu 
taᶜṭi 

taᶜṭu 
2.f. ᵓaᶜṭēti btaᶜṭi taᶜṭi 
1. ᵓaᶜṭēt ᵓaᶜṭēna baᶜṭi bnaᶜṭi ᵓaᶜṭi naᶜṭi 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. ᵓaᶜṭi 

ᵓaᶜṭu muᶜṭi (muᶜṭa*) ᵓiᶜṭāᵓ 
f. ᵓaᶜṭi 
＊通常用いられないが、形式的にはこのような形が可能である。 
 
【練習 30-3A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
b-iẓ-ẓabṭ [adv.] 正確に 
mahma [conj.] いかに～であれ  
mawᶜid [n.m.: pl. mawāᶜid] アポイント

メント・約束  
šalabi [adj.] 美しい・男前の・別嬪の  

============================================================== 
1. ᵓakalna fi l-maṭᶜam la-ḥadd-ma šbiᶜna. 
2. šū ᵓakaltu? - ᵓakalna maqlūbe. 
3. bākul ᵓaktar minn-ak. 
4. lamma btākul šū btistaᶜmil? - bākul b-il-ᶜīdān. 
5. xōd istirāḥa. 
6. xudi qadd-ma bidd-ik. 
7. ma-tzūr-o min ġēr-ma tāxud maᶜ-ak ᵓiši. 
8. wēn ᵓaxadtu mawᶜid maᶜ-o? - ᵓaxadna l-mawᶜid quddām il-kafitērya. 
9. ᵓiwᶜa* tōxud-ha mahma kānat šalabiyye. 
10. stannēna yīži dōr-na. 
11. kīf, yaᶜni b-ᵓēš ᵓažu? - ᵓažu b-it-trēn. 
12. halqēt baṭṭalat tižī-ni. 
13. lēš ma-žīt ib-sayyārt-ak? - sayyārt-i l-yōm xarbāne. 
14. l-imwaẓẓaf ᵓaža mitᵓaxxir ᶜa-š-šuġul. 
15. ᵓēmta žīti? - ᵓana žīt hallaq. - w-min wēn žīti? - žīt min il-bēt duġri la-hōn. - maᶜ mīn 

žīti la-hōn? - žīt la-ḥāl-i. - min šān ᵓēš žīti la-hōn? - žīt min šān atᶜallam ᶜarabi. 
16. ᵓaᶜṭi la-ḍ-ḍēf min ᵓaḥsan illi ᶜind-ak. 
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17. mīn ᵓaᶜṭā-k hāda? - ᵓamīne ᵓaᶜṭat-ni-yyā-h. 
18. xallī-ni ᵓafakkir, bukra, inšaḷḷa baᶜṭī-k žawāb. 
19. tinsā-š taᶜṭi baxšīš la-s-sufraži! 
20. ᵓaᶜṭī-ni ᵓiši. 
21. ᵓālō ᵓamīne, wēn ᵓinti? - ᵓana hallaq fi l-balad il-qadīme. - wēn fi l-balad il-qadīme b-

iẓ-ẓabṭ? - ᶜind ᵓabū šukriMPN. - yaᶜni ᵓinte btōkli ḥummuṣ!? 
＊ wiᶜi ＋Ｙ型：～しないように注意する 
 
【練習 30-3B】パレスチナ方言で言え。 
1. 私達はレストランで満腹するまで食べた。 2. 皆さん何を食べましたか？－

マクルーベを食べました。 3. 私は貴男よりたくさん食べます。 4. 貴男は食

べるとき何を使いますか？－箸を使います。 5. 休んでください。 6. 好きな

だけ取ってください。 7. 何も持たずに彼を訪問するな。 8. 彼とどこで待ち

合わせましたか？－私達は学食の前で待ち合わせをした。 9. 彼女がどれほど

別嬪であっても結婚しないよう気をつけろ。 10. 我々は順番が来るのを待った。

11. 彼らはどうやって、つまり何で来ましたか？－列車で来ました。 12. 今や

彼女はもう私の所に来なくなった。 13. なぜ車で来なかったのですか？－今日

は故障しているのです。 14. その職員は仕事に遅刻した。 15. いつ来ました

か？－私は今来ました。－どこから来ましたか？－家から直接ここに来ました。

－誰とここに来たのですか？－一人で来ました。－何のためにここに来たので

すか？－アラビア語を学ぶために来ました。－ 16. 客には貴男の持っている最

上の物を与えよ。 17. 誰がこれを貴男にくれた？－アミーネがくれました。

18. 考えさせてください、明日には回答を差し上げます。 19. ウェイターにチ

ップをやるのを忘れないように。 20. 何かくれ。 21. もしもしアミーネ。ど

こにいるの？－今旧市街よ。－旧市街のどこ？－アブー・シュクリー。－という

ことはホムスを食べているのだね？ 
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31.：状況構文 
「食べながら歩く」「知っていながら知らんぷり」のように主文の動詞が表わす

動作または状態に対して付帯的に行われる動作または状況を表わす文を状況構

文と呼ぶ。付帯状況は次のような要素からなる（以下では下線部が状況構文）。 
==単 語=======================================================
barriyye [n.f.] 野原  
ḥadīd [n.m.] 鉄  
ḥāmi [adj.] 熱い  
māl [n.m.: pl. ᵓamwāl] お金  
ʠiṭār [n.m.: pl. -āt] 列車  

ražaf [v.: I-0 (i)] 震える  
twaffa [v.: V-3] 亡くなる  
tžannad [v.: V-0] 入隊する  
žady [n.m.: pl. židyān] 子山羊  

============================================================== 
31.1.：文 
(1) 主節＋ w- 主語＋述語（＝動詞を含む文・等位文） 
(a) 動詞を含む文 
daxal w-huwwe yākul. 彼は食べながら入ってきた。  
l-ᵓustāz qaᶜad yitfarraž ᶜala-ṣ-ṣūra w-huwwe yitᶜažžab min žamāl-ha. その教授はその

絵を、その美しさに感嘆しつつ眺めていた。  
willa mūsa žāyib finžān qahwe w-kānat suxne. するとムーサはコーヒーを一杯持っ

てきたがそれは熱かった。  
ma-ḥassēt ᵓilla w-hadōl harabu. 彼らが逃げて行ったのを感じないわけにはいかな

かった。  
ẓall yākul w-ma-ᶜazam-iš žuḥa. 彼はムーサに奢らずに食べていた。  
 
(b) 等位文 
dīr bāl-ak min is-sayyarāt w-ᵓinte māši fi š-šāriᶜ. 通りを歩く時は車に注意せよ。  
ᵓuḍrub il-ḥadīd w-huwwe ḥāmi. 鉄は熱いうちに打て。  
nsaraq minn-o kīs w-fī-h ᵓalf dīnār. 彼は１０００ディナール入りの袋が盗まれた。  
tarak il-balad w-maᶜ-o mabāliġ māl. 彼は相当の金を持って国を離れた。 
w-rāḥ w-hū žāyib-l-o maktūb. 彼は手紙をもって行った。  
ᵓabū-y, ᵓaḷḷah yirḥam-o, twaffa w-ᵓana walad. 父は私が子供のころに亡くなった。  
fāt ᶜind-i w-hū rāžiᶜ min ḥēfa. ハイファからの帰りに彼は私の所に来た。 
 
w- で始まる文が主節に先行することも可能である。 
ma w-ᵓana baḥki ᶜan ᵓahl-i, huwwe kamān ṣār yžīb sīrit ᵓahl-o. 私が家族の話をしてい

ると彼も家族の話を持ち出してくるようになった。  
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w-ᵓana rāžiᶜ, bamayyil ᶜalē-k. 帰りに寄ります。  
w-ᵓiḥna qāᶜdīn fi l-qahwe, nfažrat qunbule. 喫茶店に座っていたら爆弾が爆発した。 
w-hunne yilᶜabu, laqu žuzdān malān maṣāri. 彼らが遊んでいると、お金が入った財

布を見つけた。  
 
31.2.：分詞・形容詞（関係する名詞の性・数に一致する） 
w-ṭiliᶜ min id-dār zaᶜlān. 彼は怒って家から出て来た。 
w-ṭilᶜat min id-dār zaᶜlāne. 彼女は怒って家から出て来た。 
w-ṭilᶜu min id-dār zaᶜlanīn. 彼らは怒って家から出て来た。 
bidd-i ᵓinte w-žāy tumruq ᶜala bēt-o. 私は貴男が来る時に彼の家に寄ってほしい。  
bidd-i ᵓaži ᶜind rabb-i ᵓabyaḍ. 私は神のもとにきれいな体で（白く）行きたい。  
lākin humme mātu zġār, aḷḷa yirḥam-hum. しかし彼らは幼くして死んだ。 
ᶜumr-o ma-qaᶜad-iš hādi. 彼はおとなしくしていたことがない。 
 
31.3.：知覚動詞 
知覚動詞の類は、「目的語が～しているのを見た・聞いた 等」を表現する。こ

の時「～しているのを」の部分も状況構文と考える。ここでは主語（＝目的語）

の名詞・代名詞は用いられない。 
w-lāqu l-ʠiṭār ᶜam birūḥ. 彼らは汽車が出発するのを見た。 
ᵓaẓinn il-aḥsan niržaᶜ. 一番良いのは帰ることだと思う。 
ᶜumr-i ma-šuft-ak lābis sēᶜa. 本当に私は君が時計をしているのを見たことがない。 
baᶜd išwayye lāqēna mūsa rāžiᶜ ᶜalē-na w-huwwe yiržif. しばらくして私達はムーサ

が震えながら戻ってくるのを見つけた（w-huwwe yiržif も状況構文）。 
 
【練習 31-1A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
filfil [n.m.] 胡椒  
maẓhariyye [n.f.] 花瓶  
milḥ [n.m.] 塩  

muᶜaskar [n.m.] キャンプ  
ṭār [v.: I-2 (i)] 飛ぶ  
žaraṣ [n.m.: pl. žrāṣ] ベル・呼び鈴  

============================================================== 
1. maḍa ᵓaktar min šahir, w-lissa ma-ᵓaža-nī-š maktūb min mūsa. 
2. w-ᵓana rāžiᶜ bamayyil ᶜalē-k. 
3. ṭliᶜit min bēt-i w-ᵓana miš ḥāmil sēᶜa. 
4. marra w-ᵓana rāžiᶜ min ḥēfa ᶜa-l-quds, zurit ṣāḥb-i. 
5. dīri bāl-ik min is-sayyarāt w-ᵓinte māšye fi š-šāriᶜ. 
6. šuft il-bisse šārbe l-ḥalīb kull-o. 
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7. lāqēt ᵓimm-i šārbe d-dawa. 
8. rižᶜu ᶜa-bēt-hum mabsūṭīn w-mkayyfīn. 
9. ma-tṣayyḥū-š w-ᵓimm-kum nāyme. 
10. daxal w-huwwe yākul. 
11. w-humme hēk, maraqu ᶜalē-hum nās. 
12. w-ᵓiḥna zġār, ᵓimm-i kānat tilᶜab maᶜ-na. 
13. w-hū ynaḍḍif il-ᵓōḍa, waqqaᶜ il-maẓhariyye ᶜa-l-ᵓarḍ. 
14. xabbir-na ᵓašyāᵓ muhimme lli smiᶜit-ha w-ᵓinte fi l-muᶜaskar. 
15. kunt ᵓaᶜālž-ak w-ᵓinte mrīḍ. 
16. ᵓiftaḥ ᶜinē-k w-ᵓinte māši. 
17. kamān l-iwlād ᵓažu w-humme barra. 
18. fāt ᶜind-i w-hū rāžiᶜ min ḥēfa. 
19. ᵓaža la-l-yaḅān w-hū zġīr. 
20. balāš txalli l-kahraba maḍwiyye w-ᵓinte muš mawžūd fi l-ġurfe. 
21. w-hunne qāᶜdīn, laqu ṭēr ṭāyir min fōq rās-hun. 
22. w-humme hēk, maraqu ᶜalē-hum nās. 
23. w-ᵓana atfarraž ᶜa-t-talfizyōn, daqq žaraṣ il-bāb. 
24. laqā-ha nāyme ᶜa-l-ᵓarḍ taḥit iš-šažara. 
25. kānat tiṭlaᶜ min il-žāmᶜa s-sēᶜa talāte w-ᵓana kunt ᵓastannā-ha. 
 
【練習 31-1B】アラビア語で言え。 
1. １か月過ぎたがムーサからまだ手紙が来ない。 2. 帰りにお宅に寄ります。

3. 時計を持たずに家を出た。 4. かつてハイファからエルサレムに帰る途中で

友人を訪れた。 5. 通りを歩く時には車に注意せよ。 6. 見たらその猫はミル

クを全て飲んでいた。 7. 母は薬を飲んでいた。 8. 彼らは気分よく楽しげに

家に戻った。 9. お母さんが寝ているのに叫ぶんじゃありません。 10. 彼は食

べながら入ってきた。 11. 彼らがそんな状況の中人々が通り過ぎた。 12. 私
達が子供のころ母は遊んでくれた。 13. 彼が部屋を掃除していると、花瓶が床

に落ちた。 14. キャンプにいた時に聞いた重要なことを教えてください。 15. 
貴男が病気の時は治療してやったものだ。 16. 歩いている時には目を開けなさ

い。 17. 彼らが外にいるときその子供たちが来た。 18. 彼はハイファから帰

ってくる時、私の家に来た。 19. 彼は子供のころ日本に来た。 20. 部屋にい

ない時に電気をつけっぱなしにするのはやめてください。 21. 彼らが座ってい

ると、頭の上を鳥が飛んでいるのを見つけた。 22 彼らがそうしていると人が

通りかかった。 23. テレビを見ていたら呼び鈴が鳴った。 24. 彼は彼女が木

の下で寝ているのを見つけた。 27. 彼女は（いつも）３時に大学から出て来る
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のだが、私はそれを待っていた。 
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32.：条件文 
==単 語=======================================================
ᵓadda [v.: II-3] 手渡す・あげる  
ᵓamērka [n.f.] アメリカ  
dāfaᶜ [v.: III-0] 守る（～を ᶜan） 
ha-l-xaṭra [adv.] この場合  
ḥamāy [n.f.: -āt] 姑  
kinne [n.f.] 息子の嫁  

maḥkame [n.f.: pl. maḥākim] 裁判所  
sāyar [v.: III-0] 優しく接する・なだめ

る  
sažžal [v.: II-0] 録音する・記録する  
žanne [n.f.] 天国  

============================================================== 
条件文は「もし～したら・・・」などを表現するものである。条件文の接続詞（も

し）と条件節（もし～なら）・帰結節（～だ・～なのに）の動詞の使い方で様々

なニュアンスを表現する。 
 
32.1.：通常の仮定 
「もし明日雨が降ったら行かない」「彼が行くなら私も行きます。」のように「今

後」現実の可能性がある事柄についての条件文。この場合は「もし」を表す接続

詞として ᵓiza を用いる。 
(1) ᵓiza ＋過去形＋現在形・命令形・等位文 
ᵓiza rižiᶜ bakkīr, baqul-l-ak. 彼が早く帰ってきたら貴男にお知らせします。 
ᵓiza zurna bēt-laḥim, lāzim inžīb sayyārit-na la-l-karāž tabaᶜ-ak. ベツレヘムに行った

ら貴男の修理工場へ車を持って行かなければなりません。 
ha-l-xaṭra, ᵓiza ma-smiᶜt-iš minn-i bitmūt. この場合私の言うことを聞かなければ貴

男は死にます。 
ᵓiza ma-dafaᶜt-iš il-yōm, ma-quddam-ī-š ᵓilla l-maḥkame 今日払ってくれなければも

う私には裁判しか手がない。 
ᵓiza lḥiqit it-trēn, raḥ ᵓaṣal ᶜa-l-waqt. 汽車に間に合えば時間通りに着くだろう。 
ᵓiza ᵓaxadt-hum ᶜa-l-baḥir, bismarru šwayy. 彼らを海に連れて行けば少し日に焼け

ます。 
 
(2) ᵓiza ＋現在形・等位文＋現在形・命令形・等位文 
ᵓiza bittihmū-k, ᵓana raḥ ᵓadāfiᶜ ᶜann-ak. 彼らが貴男を訴えたら私が貴男を弁護しま

す。 
bidd-i ṭanžara mnīḥa ᵓiza fīh? もしあればよい鍋がほしいのだが。 
ᵓiza btudrus imnīḥ, btinžaḥ. 良く勉強すれば合格する（一般的に）。 
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(3) ᵓin kān ＋等位文・現在形＋現在形・命令形（格言、諺、忠告に用いられる） 
ᵓin kān bidd-ak titžawwaz bint-i lāzim itsayir-ha. もし君が娘と結婚したいのなら彼

女に思いやりを持って接しなければならない。 
ᵓin kān ṣāḥb-ak ᶜasal, lā tilḥas-o kull-o. 友達が蜂蜜なら嘗め尽くしてはいけない。 
ᵓin kān il-kalb budxul iž-žanne, il-ḥamāy bitḥubb il-kinne. 犬が天国にはいるのなら姑

が嫁を好きになるだろう。 
 
32.2.：反実仮想 
「晴れてたら行ったのだが。」「金持ちだったら家を建てるのだが。」のような事

実に反する仮定 
(1) 過去に関する反実仮想「～してたら～だったのに」 
(a) law ＋過去形＋現在形（過去に関する反実仮想） 
law šuft-ak saᵓalt-ak. もし君にあったら尋ねてたのに（会えなかった）。 
law šuft-o mbēriḥ, kunt ḍarabt-o. 昨日あいつに会ってたら殴ってやったのに。 
 
(b) law (~ law-in-) ＋過去形＋ (kān) 現在形 
law-inn-i rkibit ha-ṭ-ṭayyāra, kunit mutit. この飛行機に乗っていたら死んでいただ

ろう。 
law-inn-i šribit ha-l-qahwe, kunit mutit. このコーヒーを飲んでいたら死んでいただ

ろう。 
law kunit ġani, kunit ištarēt sayyāra ždīde. 金持ちだったら新車を買ったんだがなあ。 
 
(2) 発話時点に関する反実仮想「～してたら～しているのに」 
(a) law (kān) ＋現在形・等位文＋ (kān) ＋過去形 
kān は主語に応じて人称変化してもよいし、常に kān のままでもよい。 
law kunt bašūf-o hallaq baḍurb-o! 今あいつに会ったら殴ってやるのに！ 
law ᵓinte mrīḍ, kān žibt-ill-ak dawa. お前が病気だったら薬を持ってきたのだが。 
law baᶜraf ᶜarabi, kān baštrik fi l-ḥadīs. もしアラビア語がわかれば話に参加しただ

ろう。 
law bamūt ma-baddi-hō-š bint-i ᵓabadan. 死んでもあいつに娘はやらないよ！ 

 
但し、次のような話者の感情や願望を表現する場合は「law ＋人称変化する kān」
の組み合わせによる。 
ᵓā, law kunt ġani! ああ、金持ちだったらなあ。 
law kān-l-i qaṣir w-maṣāri, kunt mabsūṭ. もし宮殿と金があれば幸せなんだが・・・。 
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(b) law ＋過去形＋現在形・命令形 
ma-bitlāqī-š ᵓaḥsan min hāda law laffēt il-balad kull-ha. 町中歩き回ってもこれより

良い物は見つからないよ。 
law darasit mnīḥ, btinžaḥ fi l-imtiḥān. もしよく勉強すれば試験に合格するんだけ

どね（勉強していない様を見て）。 

law ma-kān-iš ᶜind-i ha-l-iktāb ma-baqdar-iš ᵓanžaḥ. この本を持っていなければ試験

に合格できないだろう（将来の試験に関して）。 
law šuft-o, xabbir-ni. もし彼を見かけたら教えてくれ。 
law ma-kunt-iš šāṭer, ma-kān-iš raḥ yismaḥ-l-i wāld-i ᵓasāfir la-ᵓamērka. 私が賢くなか

ったら父は私がアメリカへ行くのを許さなかっただろう。 
 
(c) law ＋現在形・等位文＋現在形 
law bitšatti, kunna minḍall fi l-bēt. 雨が降っていたら家にいるのだが。 
law-inn-i miš šāṭir, ma-bismaḥ-l-ī-š wāld-i ᵓasāfir la-ᵓamērka. 私が賢くなければ父は

私がアメリカへ行くのを許さないだろう。 
law ibtōxud-hum ᶜa-l-baḥir, kānu bismarru šwayy. 彼らを海に連れて行ったらどうで

すか？少しは日に焼けますよ。 
ᵓana law bidd-i ᵓaqtul-kum w-ᵓaxarrib mamlakit-kum, ġādir. 私は、もしお前たちを殺

して王国を破壊しようと思えば、できる。 
law hēk, maᶜnāt-o ibtiᶜraf mūsa? もしそうならお前はムーサのことを知っているは

ずだ。 
 
32.3.：条件文接続詞の用法 
(1) ᵓiza kān ～かどうか 
saᵓal ᵓiza kān ḥada ḍayyaᶜ sallt-o. 彼は誰か篭をなくしたかどうか尋ねた。 
nisᵓal-hum b-it-talifōn ᵓiza kān žayyīn la-hōn. 来るかどうか電話で聞いてみよう。 
šūf ᵓiza kān kull šī msažžal maẓbūṭ! 全部きちんと録音されているかどうか見よ。 
 
(2) ḥatta law ～だったとしても 
xallī-na ništri ha-l-iktāb ḥatta law kān ġāli ktīr. 大変に高くてもこの本を買わせてく

れ。 
 
(3) law-la (~ lō-la) ～が（い）なければ 
law-la š-šita kān ruḥit. 雨がなければ行ったのに。 
law-la mūsa, ma-qdirt-iš ᵓāži hōn. ムーサがいなければ私はここに来られなかった。 
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【練習 32-1A】日本語に訳せ。 
==単 語=======================================================
ᶜammār [n.: pl. -īn] 建築家  
ᶜaṣfūr [n.m.: pll. ᶜaṣāfīr] 小鳥  
ᶜažīn [n.m.] パン生地  
ᵓamīn [adj.: pl. ᵓumanāᵓ] 誠実な  
ᵓamhal [v.: IV-0] 猶予を与える・遅らせ

る  
ᵓaxṭabūṭ [n.m.col.] タコ  
bāḍ [v.: I-2 (i)] 卵を産む  
buᶜd [n.m.] 遠さ  
byāno [n.m.] ピアノ  
duġri [n.m.] 本当の事・率直なところ  
filit [v.: I-0 (a)] 逃げる  
ġašš [v.: I-G (u)] だます・ぼる  
ḥaqq [n.m.: pl. ḥuqūq] 権利  
ᵓibre [n.f.: pl. ᵓubar] 針  

lamm [v.: I-G (i)] 集める 
qafaṣ [n.m.: pl. qfāṣ] 鳥かご 
quwwe [n.f.] 力  
raḥam [v.: I-0 (a)] 憐れむ  
ramzōr [n.m.: pl. -āt] 交通信号  
ranne [n.f.] ちりんという音  
šatta [v.: II-3] 雨が降る  
tᶜawwad [v.: V-0] 慣れる（～に ᶜala） 
tdaxxal [v.: V-0] 介入する・口出しする  
tmarran [v.: V-0] 練習する（～を ᶜala）  
ṭabbal [v.: II-0] 太鼓をたたく  
ṭarad [v.: I-0 (u)] 追い出す  
wazze [n.f.: pl. -āt] ガチョウ  
zammar [v.: II-0] 笛を吹く  

============================================================== 
1. law baᶜrif luġit-hum, kunt batdaxxal. 
2. law kān-il-hum nafs il-ḥuqūq, ma-kanū-š (kān ma) biᶜmalu ᵓiḍrāb. 
3. law kunti bitḥibbi tīži maᶜā-y, kunt bastannā-ki (bass ma bidd-ik!). 
4. law ruḥt ᶜa-l-baḥar, kunt ismarrēt išwayy. 
5. law ištaġal ir-ramzōr, ma-kān ṣār ᵓilli ṣār. 
6. law bāḍat il-wazze ᵓaktar, kunt ṣirt ġani. 
7. law ṭabbalt-il-na ma-zammarnā-l-ak. 
8. law iᶜrift waḍᶜ-i la-raḥamt-ni. 
9. law imšīna la-kān iwṣilna d-dār ᵓabkar. 
10. law saᵓalnā-ha la-kānat qālat la. 
11. lō-la ma-ttahamū-ni, ma-kunt-iš ittaṣalit fī-k. 
12. law qult-il-ha hēk, kān iḥmarrat min il-xažal. 
13. law kunti zakiyye ma ṣar-iš fī-ki hēk. 
14. law kunt ᵓamīn, ma-kanū-š ṭaradū-k. 
15. law kānat dār-i qarībe, žibt-il-kum il-kaᶜke. 
16. law fīh nuqṭa miš wāḍḥa, kunt battṣil fī-ha (maᶜā-ha). 
17. ᵓaᶜṭi l-ᶜažīn la-l-xabbāz wa-law ᵓakal nuṣṣ-o. 
18. ᵓiza ržiᶜt min safar žīb la-ᵓahl-ak wa-law ḥažar. 
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19. ᵓiza kān ma-ḥakēti d-duġri, ᵓilla rāṣ-ik ᵓaqṭaᶜ-o. 
20. kānu hadōl talatN banāt fuqara, ᵓiza ma-štaġalū-š ma-ᵓakalū-š. 
21. ᵓiza kitru ṭ-ṭabbaxīn biniḥriq il-ᵓakil. 
22. ᵓiza ma bidd-ak yġuššū-k fi s-sūq šū lāzim tiᶜmil? 
23. w-ᵓiza kunt ᵓana ᶜala hēk buᶜd min maḥall il-infižār, šū ᵓil-i ᶜalāʠa ᵓil-i b-il-ḥādis? 
24. baᶜraf-iš ᵓiza l-imwaẓẓaf tbarraᶜ maṣāri. 
25. ma-ᶜind-ī-š quwwe ᵓawqaf. - ᵓiza hēk ᵓuqᶜud ᶜa-l-ᵓarḍ. 
26. waqqif ᶜind-ak, ᵓiza btitḥarrak baṭuxx-ak. 
27. ᵓiza btiqdar, ᵓimhil-ni la-ᵓāxir iš-šahir. 
28. ᵓiza fīh ᶜind-i furṣa, lēš ma-ᵓastaġill-ha? 
29. ᵓiza kunti bidd-ik tiᶜzafi ᶜala-l-ibyāno, lāzim titᶜawwadi ᶜalē-h w-titmarrani ᶜalē-h. 
30. law sakkart il-qafaṣ, ma-kān-iš il-ᶜaṣfūr filit. 
31. law ramēt il-ᵓibre kunt ismiᶜit rannit-ha. 
32. law ma-stannēti-nī-š, kān mutit. 
33. law šāf-ni, qatal-ni. 
34. law-inn-i lammēt il-ġasīl qabil-ma ᵓaṭlaᶜ min il-bēt, ma-kānat-iš id-dinya šattat  

ᶜalē-h.  
35. law kān-l-i qaṣir w-maṣāri w-ᵓakil w-ᵓawāᶜi, kunt bamsūṭ. 
36. brahīm law kān ᶜammār, ᶜammar ḍār-o. 
37. law kunit ᶜārif is-sirr, ma-kunt-is ruḥit. 
38. law ma-kunt-iš ᶜārif is-sirr, kunt ruḥit. 
39. law kunit rākib b-ha-l-bāṣ kunit iltaqēt b-mūsa. 
40. law ma-kunt-iš rākib b-ha-l-bāṣ, kān iwṣilit ᵓabkar. 
41. law ma-kān-iš ᶜind-i ha-l-iktāb, ma-kunt-iš baqdar ᵓanžaḥ. 
42. law kānat (lawi-inn-ha) id-dinya ṣāfye, kunna ṭliᶜna min il-bēt. 
43. law kānat id-dinya ᶜam bitšatti, kunna minḍall b-il-bēt. 
44. raḥ ᵓaštri ha-l-iktāb ḥatta law kān ġāli ktīr. 
45. fūt w-šūf w-baᶜdēn qul-l-i ᵓiza bidd-ak tištri. 
46. hadīk is-sane, lō-la d-daffāy kunna mutna min il-bard. 
47. ᵓiza hēk ᵓana mistᶜidd ᵓarūḥ maᶜ-ak. 
48. law ᵓana maḥall-ak, kunt baxtār šuġul tāni. 
49. law kunt hunāk imbēriḥ, kunt ḥakēt maᶜ-o. 
50. ma-baḥkī-š wa-la ᵓiši ḥatta law mutit. 
51. ᵓiza bitrūḥ ᶜa-ᶜakkaTP, btiqdar tākul axṭabūṭ. 
52. law ruḥt ᶜa-ᶜakkaTP, kunt qdirt ᵓākul ᵓaxṭabūṭ. 
53. lo-lā-k, kān saqaṭit fi l-imtiḥān. 
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【練習 32-1B】パレスチナ方言で言え。 
１. もし彼らの言葉を知っていたら口を出すのだが。 2. 彼らが同じ権利を教

授していればストライキをしないだろう。 3. 一緒に来たいというなら待つの

ですがね。 4. もし海へ行ってたら少し日に焼けていただろう。 5. 信号が動

いていたらあんなことは起きなかったのに。 6. ガチョウがもっと卵を産んで

いたら金持ちになったのに。 7. あなた達が太鼓をたたかなければ私達も笛を

吹かなかっただろう。 8. もし貴男が私の状況を知っていたら憐れんでくれた

だろう。 9. もし歩いていたら（もう）家についていたよ。 10. もし彼女に頼

んでたら断られてたよ。 11. もし彼らが私を訴えなかったら貴男に連絡してい

ませんよ。 12. そんなことを彼女に言ったら恥ずかしくて真っ赤になっていた

よ。 13. もし貴女が賢かったらそんなことは起きなかったはずだ。 14. 貴男

が誠実だったら追い出されたりはしなかったはずだ。 15. 家が近かったらそれ

を持って行ったのですがね。 16. もし明瞭でない点があったら彼女に連絡して

いましたよ。 17. 半分食われようともパン生地はパン屋に任せよ（諺）。 18. 
旅から帰ったら石でもいいから家族に持って帰れ（諺）。 19. 本当のことを言

わなければ頭をちょん切るぞ。 20. この貧しい３人娘は働かなければ食えなか

った。 21. 調理人が多いと料理が焦げる（諺）。 22. もし市場で騙されたくな

かったらどうしたらいい？ 23. もし私が爆発現場から遠くにいたとすれば、私

とその事件との関係は何だ？ 24. その職員が寄付したかどうか私は知らない。

25. 立ち上がる力がない－だったら地面に座っていなさい。 26. そこで止まれ。

動いたら撃つぞ。 27. できたら月末まで待ってくれないか？ 28. 機会があっ

たらなぜそれを利用しない手がある？ 29. もしピアノが弾きたければそれに

慣れて練習しなければならない。 30. もし鳥かごを閉めていたら鳥は逃げなか

っただろう。 31. もし針を投げたら落ちた音が聞こえただろう。 32. 貴女が

待ってくれなかったら私は死んでいました。 33. もし彼に見つかったら殺され

ていた。 34. 出かける前に洗濯物を取り込んでいたら（雨で）濡れなかったの

に。 35. もし私に宮殿と金と食べ物と着物があったら幸せだったろう。 36. 
イブラヒムが建築士だったら自分の家を建てていただろう。 37. その秘密を知

っていたら私は行かなかったのに。 38. その秘密を知らなかったら行ってたの

に。 39. このバスに乗っていたらムーサに会えたのに。 40. このバスに乗ら

なかったらもっと早く着いたのに。 41. この本を持っていなかったら試験に合

格できなかっただろう（過去の試験に関して）。 42. （あの時）晴れていたら

出かけたのに。 43. （今）雨が降っていれば家にいるのに。 44. 私は高くて

もこの本を買うだろう。 45. まあ入って、見て、それから買うかどうか言って

ください。 46. あの年は暖房がなかったら凍え死んでいた。 47. もしそうな

ら私は貴男と一緒に行く準備ができています。 48. 私が貴男の立場なら別の職
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業を選んでいた。 49. 昨日そこにいたら彼と話をしたのだが。 50. 死んでも

何も話さない。 51. アッカへ行けばタコを食べられる。 52. アッカへ行った

らタコを食べられたのに。 53. 君がいなければ試験に落ちてたよ。  
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III 会話編 
==表 現======================================================= 
(1) marḥaba. - marḥabtēn こんにちは。－こんにちは。 
(2) tšarrafna. - iš-šaraf ᵓil-i. はじめまして。－どうぞよろしく。 
(3) tšarrafna. iš-šaraf ᵓil-na. - zād-na š-šaraf. はじめまして。－どうぞよろしく。－

よろしくお願いします。 
============================================================== 
1 
Takeru: marḥaba.  ᵓana takeru.  ᵓana ṭālib.  ᵓana yaḅāni.  tšarrafna. 
Brahīm. marḥabtēn.  ᵓism-i brahīm.  ᵓana ᵓisraᵓīli.  ᵓana muḥāmi.  iš-šaraf ᵓil-i. 
Takeru: iš-šaraf ᵓil-i. 
 
タケル：こんにちは。私はタケルです。私は学生です。私は日本人です。どうぞ

よろしく。 
イブラヒム：こんにちは。私の名はイブラヒムです。私はイスラエル人です。 私

は弁護士です。こちらこそよろしく。 
 
2 
Mūsa: ya brahīm, hāda takeru. 
Brahīm: marḥaba, ya takeru.  ᵓana brahīm. 
Takeru: marḥabtēn ya brahīm.  tšarrafna. 
Brahīm: iš-šaraf ᵓil-i. 
 
ムーサ：イブラヒム、こちらはタケルです。 
イブラヒム：こんにちはタケル。イブラヒムです。 
タケル：こんにちは、イブラヒム。初めまして。 
イブラヒム：初めまして。 
 
3 
ᵓAmīne: ya mūsa, hādi ẓarīfe. 
Mūsa: marḥaba.  ᵓana mūsa. 
Zarīfe: marḥabtēn.  tšarrafna. 
M: š-šaraf ᵓil-i. 
 
アミーネ：ムーサ、こちらはアミーネです。 
ムーサ：こんにちは。ムーサです。 
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ザリーフェ：こんにちは。初めまして。 
ムーサ：こちらこそ。 
 
4 
ᵓAmīne: mīn hāda, ya mūsa? 
Mūsa: hāda ṣāḥb-i brahīm. 
ᵓAmīne: tšarrafna. 
Brahīm: iš-šaraf il-i. 
 
アミーネ：ムーサ、こちらはどなた？ 
ムーサ：こちらは友人のイブラヒムです。 
アミーネ：初めまして。 
イブラヒム：初めまして。 
 
5 
Mūsa: ya ᵓamīne, hāda ṣāḥb-i takeru. 
Takeru: tšarrafna 
ᵓAmīne: iš-šaraf ᵓil-i.  min wēn inte? 
Takeru: ᵓana min il-yaḅān. 
ᵓAmīne: ᵓinte yaḅāni?  ismaᶜ, brūs-lī huwwe yaḅāni? 
Takeru: laᵓ, huwwe ṣīni, min hong-kōng. 
 
ムーサ：アミーネ、こちらは友人のタケルです。 
タケル：どうぞよろしく。 
アミーネ：こちらこそ。どちらの方ですか？ 
タケル：日本から来ました。 
アミーネ：日本人ですか？－あの、ブルース・リーって日本人なんですか？ 
タケル：いいえ、彼は香港出身の中国人です。 
 
6 
==表 現======================================================= 
kīf ḥāl-ak / ḥāl-ik? - mabsūṭ, ilḥamdilla. お元気ですか？－お陰様で。 
============================================================== 
Mūsa: ᵓahla ya ᵓamīne! 
ᵓAmīne: mūsa!  ᵓahla w-sahla!!  kīf ḥāl-ak? 
M: mabsūṭ, ilḥamdilla.  w-ᵓinti? 
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A: mabsūṭ ilḥamdilla. 
 
ムーサ：こんにちはアミーネ。 
アミーネ：ムーサ、こんにちは。元気？ 
ムーサ：元気だよ。君は？ 
アミーネ：元気です。 
 
7 
Brahīm: marḥaba ya ᵓasana,. kīf ḥāl-ik? 
Asana: mabsūṭa, lḥamdilla.  w-ᵓinte?  kīf ḥāl-ak, ya brahīm? 
B: lḥamdilla mabsūṭ. 
 
イブラヒム：こんにちはアサナ。元気？ 
アサナ：元気です。貴男は元気、イブラヒム？ 
イブラヒム：元気だよ。 
 
8 
==表 現======================================================= 
(1) ṣabāḥ il-xēr. - ṣabāḥ in-nūr ~ ṣabāḥ il-yasmīn ~ ṣabāḥ il-fill. おはよう。－おはよ

う。 
(2) ᵓaḷḥa yṣabbiḥ-kum b-il-xēr. - ṣabāḥ il-xēr. おはよう。－おはよう。 
(3) masa il-xēr. - masa n-nūr. こんにちは（午後）。－こんにちは。 
============================================================== 
Yuri: ṣabāḥ il-xēr ya mūsa. 
Mūsa: ṣabāḥ in-nūr ya yūri.  kīf ḥāl-ik? 
Y: lḥamdilla, mabsūṭa.  w-ᵓinte ya mūsa?  ᵓinte mabsūṭ? 
M: lḥamdilla. 
 
ユリ：おはよう、ムーサ。 
ムーサ：おはよう、ユリ。元気？ 
ユリ：元気よ。貴男は、ムーサ？元気？ 
ムーサ：元気だよ。 
 
9 
Mūsa: ᵓaḷḷa yṣabbiḥ-kum b-il-xēr. 
Brahīm: ṣabāḥ il-xēr. 
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ムーサ：おはよう。 
イブラヒム：おはよう。 
 
10 
Brahim: masa l-xēr, ya takeru. 
Takeru: masa l-xēr, ya brahīm. 
 
イブラヒム：こんにちは（午後から晩にかけて）、タケル。 
タケル：こんにちは、イブラヒム。 
 
11 
==表 現======================================================= 
(1) šukran. ~ ᵓalf šukr. - ᶜafwan. 有難う。－どういたしまして。 
(2) tfaḍḍal. どうぞ。 
============================================================== 
Takeru: hādi hadiyye ᵓil-ak min il-yaḅān.  tfaḍḍal. 
ᵓAmīne: šukran!  ᵓalf šukr! 
T: ᶜafwan. 
 
タケル：これは君へ日本のお土産だ。どうぞ。 
アミーネ：ありがとう。ほんとにありがとう。 
タケル：どういたしまして。 
 
12 
==表 現======================================================= 
(1) tfaḍḍal, ᵓišrab qahwe. - tislam ᵓidē-k. - w-ᵓidē-k. コーヒーをどうぞ。－有難う。

－どういたしまして。 
(2) tfaḍḍal(i). どうぞ（何かを提供するとき）。 
(3) min faḍl-ak / faḍl-ik. おねがいします（何かを頼むとき）。 
============================================================== 
Mūsa: takeru, hādi qahwe ᶜarabiyye.  tfaḍḍal. 
Takeru: tislam ᵓidē-k! 
M: w-ᵓidē-k.  bidd-ak kamān sukkar? 
T: šukran. 
 
ムーサ：タケル、これはアラブ・コーヒーだよ。どうぞ。 
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タケル：有難う（食べ物などを供されたとき）。 
ムーサ：どういたしました。砂糖も欲しい？ 
タケル：お願いします。 
 
13 
ᵓAmīne: bidd-ik qahwe willa šāy? 
Yuri: bidd-i šāy, bass balāš sukkar, min faḍl-ik. 
A: tfaḍḍali. 
Y: tislam ᵓidē-ki. 
A: w-ᵓidē-ki. 
 
アミーネ：コーヒーそれとも紅茶？ 
ユリ：紅茶を、でも砂糖抜きでお願いします。 
アミーネ：どうぞ。 
ユリ：有難う。 
アミーネ：どういたしまして。 
 
14 
==表 現======================================================= 
(1) šū ha-l-ġalabe? - fišš ġalabe. どうかお気使い無く。－なんでもありません。 
(2) dāyme. - ṣaḥḥtēn ~ ṣaḥḥa w-ᶜāfye.（飲み物を飲んだ後）ごちそうさま。－（よろ

しうおあがり。） 
============================================================== 
Takeru: tfaḍḍal ya mūsa, ᵓišrab qahwe. 
Mūsa: šū ha-l-ġalabe? 
T: fišš ġalabe. 
… 
M: dāyme. 
T: ṣaḥḥtēn. 
 
タケル：さあ、ムーサ、コーヒをどうぞ。 
ムーサ：そんなことしてくれなくてもいいのに。 
タケル：まあ、お気になさらずに。 
・・・ 
ムーサ：ごちそうさま。 
タケル：どういたしまして。 
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15 
==表 現======================================================= 
(1) šū ᵓism-ak / ᵓism-im? - ᵓism-i … お名前は？－・・・です。 
(2) šu l-ᵓism il-karīm? - ᵓism-i… お名前は？－・・・です。 
============================================================== 
Mūsa: šū ᵓism-ak? 
Takeru: ᵓism-i takeru. 
Mūsa: marḥaba ya takoru. 
Takeru: miš takoru, takeru!  fāhim ᶜalay-y? 
M: ᵓaywa fāhim. 
 
ムーサ：お名前は？ 
タケル：タケルです。 
ムーサ：ようこそ、タコルさん。 
タケル：タコルではなくタケルです。おわかりですか？ 
ムーサ：わかりました。 
 
16 
Brahim: šu ᵓism-ak? 
Takeru: ᵓana ᵓism-i takeru ozawa, min il-yaḅān. 
B: takoru ᵓozawa.  marḥaba! 
T: marḥaba.  bass ᵓism-i takeru, miš takoru. 
 
イブラヒム：お名前は？ 
タケル：オザワ・タケルと言います。日本出身です。 
イブラヒム：オザワ・タコルさん・・・、ようこそ。 
タケル：こちらこそ。でも私の名前はタコルではなくタケルです。 
 
17 
ᵓAmīne: marḥaba. 
Mūsa: marḥabtēn.  ᵓahlan w-sahlan. 
A: šū ᵓism-ak? 
M: ᵓism-i mūsa. 
A: kīf ḥāl-ak ya mūsa? 
M: mabsūṭ, lḥamdilla.  w-šū ᵓism-ik? 
A: ᵓism-i ᵓamīne. 

254



255 
 
 

M: ᵓahlēn, kīf ḥāl-ik ya sitt ᵓamīne. 
A: mabsūṭa, lḥamdilla.  wēn ᵓinte sākin ya ᵓaxx mūsa? 
M: ᵓana sākin hōn fi l-quds.  w-wīn ᵓinti sākne? 
A: kamān ᵓana sākne fi l-quds.  wēn ᵓinte sākin b-iẓ-ẓabṭ? 
M: ᵓana sākin fi hāda š-šāriᶜ.   
A: hāda š-šāriᶜ?  šū numrit bēt-ak? 
M: raʠam bēt-i talāte. 
 
アミーネ：こんにちは。 
ムーサ：こんにちは。ようこそ。 
アミーネ：お名前は？ 
ムーサ：ムーサです。 
アミーネ：お元気ですか？ 
ムーサ：元気です。貴女のお名前は？ 
アミーネ：アミーネです。 
ムーサ：こんにちは。アミーネさん、お元気ですか？ 
アミーネ：元気です。ムーサさん、どちらにお住まいですか？ 
ムーサ：ここエルサレムに住んでいます。貴女はどちらにお住まいですか？ 
アミーネ：私もエルサレムに住んでいます。貴男はエルサレムのどちらですか？ 
ムーサ：この通りに住んでいます。 
アミーネ：この通りですか？何番ですか？ 
ムーサ：３番です。 
 
18 
Mūsa: marḥaba, ᵓism-i mūsa.  ᵓana sākin fi šāriᶜ ṣalāḥ id-dīnTP numra talāte.  l-yōm 

ᵓana mabsūṭ iktīr, lḥamdilla. 
ᵓAmīne: marḥaba.  kīf ḥāl-kum?  ᵓism-i ᵓamīne.  bēt-i hōn fi l-balad il-qadīme.  

ᵓamma ᵓaxx mūsa sākin fi šāriᶜ ṣalāḥ id-dīnTP, barrīt il-balad il-qadīme.  raqam bēt-o 
talāte.  l-yōm ᵓana mabsūṭa ktīr, w-lḥamdilla. 

 
ムーサ：こんにちは。ムーサです。私はサラディン通り３番に住んでいます。今

日私はとても元気です。 
アミーネ：こんにちは。お元気ですか？アミーネと言います。私の家はここ旧市

街にあります。でもムーサさんは旧市街の外のサラディン通りに住んでいま

す。彼の家の番号は３番です。今日私はとても元気です。 
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19 
==表 現======================================================= 
l-bēt bēt-ak. - l-bēt la-ṣāḥb-o. どうぞおくつろぎください。－有難う。 
============================================================== 
Mūsa: ᵓahla ya takeru, tfaḍḍal fūt fūt!  l-bēt bēt-ak. 
Takeru: l-bēt la-ṣāḥb-o, šukran.  kīf ḥāl-ak ya mūsa? 
M: mabsūṭ ilḥamdilla. 
 
ムーサ：やあ、タケル、どうぞ入って入って。どうぞ足を崩して。 
タケル：有難う。元気ですか、ムーサ？ 
ムーサ：元気です。 
 
20 
==表 現======================================================= 
b-xāṭr-ak. - maᶜ is-salāme. それでは失礼します。－さようなら。 
============================================================== 
Takeru: yaḷḷa, lāzim ᵓaṭlaᶜ. 
Mūsa: laᵓ, lissa bakkīr. 
T: šukran, bass baṭlaᶜ.  šukran ᶜala kull ᵓiši.  nbasaṭṭ iktīr.  b-xāṭr-ak. 
M: maᶜ is-salāme. 
 
タケル：さあ、もう行かなきゃ。 
ムーサ：いや、まだ早いよ。 
タケル：有難う、だけど行きます。色々有難う。とても楽しかった。さようなら。 
ムーサ：さようなら。 
 
21 
==表 現======================================================= 
(1) sallim-l-i ᶜala mūsa. ムーサによろしく。 
============================================================== 
Brahim: ᵓizan sallim-l-i ᶜala mūsa. 
Asana: ṭayyib, tsallim ᶜalē-k il-ᶜāfye. 
B: b-xāṭr-ik. 
A: maᶜ is-salāme. 
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イブラヒム：それじゃあムーサによろしく。 
アサナ：わかりました。伝えておきます。 
イブラヒム：さようなら。 
アサナ：さようなら。 
 
22 
==表 現======================================================= 
(1) ᵓismaḥ-l-i. ちょっとすみません。 
(2) law samaḥit / samaḥti. ちょっとすみません。 
(3) ᵓāsif. すみません・申し訳ない。 
============================================================== 
Brahim: ᵓismaḥī-l-i, qaddēš is-sēᶜa? 
Yuri: is-sēᶜa talāte. 
Sāmi: law samaḥtu, xallū-ni ᵓafūt. 
B, Y: tfaḍḍal, fūt. 
B: ᵓāy!! 
S: ᵓāsif!  ᵓuᶜzur-ni. 
 
イブラヒム：すみません、何時ですか？ 
ユリ：３時です。 
男：すみません、通してください。 
イブラヒム・ユリ：どうぞお通りください。 
イブラヒム（足を踏まれて）：痛い！ 
男：すみません。ごめんなさい。 
 
23 
Mūsa: mīn hadāk, ya ᵓamīne? 
ᵓAmīne: hadāk takeru, ṭālib yaḅāni. 
Mūsa: yaḅāni? 
ᵓAmīne: ya takeru, taᶜ šwayy! 
Takeru: ᵓiyyā-ni žīt. 
ᵓAmīne: takeru, hāda mūsa. 
Mūsa: marḥaba, ya takoru. 
Takeru: marḥaba ya mūsa, bass ᵓana miš takoru, takeru. 
Mūsa: ᵓāsif! 
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ムーサ：アミーネ、あれは誰？ 
アミーネ：あれは日本人学生のタケルです。 
ムーサ：日本人？ 
アミーネ：タケル、ちょっと来て。 
タケル：来たよ。 
アミーネ：タケル、こちらはムーサ。 
ムーサ：こんにちは、タコル。 
タケル：こんにちは、ムーサ、でも私はタコルではなくタケルです。 
ムーサ：すみません。 
 
24 
==表 現======================================================= 
(1) ᵓaḷḷa yišfī-k. - ᵓaḷḷa yiḥfaẓ-ak. お大事に。－有難う。 
(2) salāmt-ak / -ik. - ᵓaḷḷa ysallm-ak / -ik. お大事に。－有難う。 
ᶜaṭšān [adj.: pl. -īn] 喉が渇いた 
ᶜind-i ṣudāᶜ [n.m.] 頭痛がする。 
ᶜind-i wažaᶜ rās [n.m.] 頭痛がする。 
bašᶜur b-id-duwwār [n.m.] 吐き気がする・むかむかする。 
bašᶜur b-il-ġatayān [n.m.] 吐き気がする。 
baṭin [n.m.] おなか・腹 
ḍahr [n.m.] 背中・腰 
miš qādir 気分が悪い・体調が悪い 
rās-i byūžaᶜ-ni. 頭が痛い 
taᶜbān [adj.: pl. -īn] 疲れた 
žuᶜān [adj.: pl. -īn] お腹がすいた 
============================================================== 
ᵓAmīne: ᵓahlan takeru, marḥaba.  šū mā-l-ak? 
Takeru: ᶜayyān išwayy. 
A: salāmt-ak. 
T: ᵓaḷḷa ysallm-ik. 
 
アミーネ：こんにちはタケル、どうしたの？ 
タケル：ちょっと疲れているんだ。 
アミーネ：お大事に。 
タケル：有難う。 
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25 
==表 現======================================================= 
id-dinya šōb! [exp.] 暑い！（☛ II-8.【表現】(1)） 
============================================================== 
ᵓAsana: ya ᵓamīne, id-dinya šōb!  ᵓana ᶜaṭšāne. 
ᵓAmīne: ᵓana kamān ᶜaṭšāne w-taᶜbāne.  w-kamān žuᶜāne. 
 
アサナ：アミーネ、暑いよ。喉が渇いた。 
アミーネ：私も喉が渇いたし疲れた。お腹もすいたし。 
 
26 
Mūsa: ɔ ana ɔ ism-i mūsa.  ᵓabū-y ɔ ism-o sāmi.  ᵓil-i ɔ axxēn.  wāḥad ikbīr w-wāḥad izġīr.  
ᵓaxū-y il-ikbīr ɔ ism-o karīm w-axū-y iz-zġīr ɔ ism-o dāwūd.  ᵓil-i ɔ uxt kamān.  ᵓuxt-i ɔ isim-
ha sāra. 
 
ムーサ：私はムーサと言います。父はサーミと言います。兄弟が二人います。一

人は兄でもう一人は弟です。兄はカリームで、弟はダウドです。また妹が一人い

ます。サラと言います。 
 
27 
==単 語=======================================================
šū la-ᶜād [exp.] それでは何？   
============================================================== 
Takeru: ya ᵓamīne, ᵓinti falasṭīniyye, miš hēk? 
ᵓAmīne: laᵓ, miš falasṭīniyye. 
Takeru: šū la-ᶜād? 
ᵓAmīne: ᵓana ᵓisraᵓīliyye. 
Takeru: w-ᵓinte ya mūsa, falasṭīni, miš hēk? 
Mūsa: mbala, ᵓana falasṭīni. 
 
タケル：アミーネ、君はパレスチナ人ですよね？ 
アミーネ：いいえ、パレスチナ人ではありません。 
タケル：それでは何人ですか？ 
アミーネ：私はイスラエル人です。 
タケル：ムーサ、君はパレスチナ人ですよね？ 
ムーサ：そのとおり、私はパレスチナ人です。 
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28 
ᵓAmīne: ya takoru, ᵓinte ṣīni? 
Takeru: ya ᵓamīne, zayy-ma qult-ill-ik, miš takoru, ᵓana takeru. 
ᵓAmīne: ᵓāsfe, ᵓāsfe.  w-ᵓinte ṣīni willa kūri? 
Takeru: ᵓana miš ṣīni wa-la kūri.  ᵓana yaḅāni.  bass hayy-o hāda ṣāḥb-i ᵓilgwan.  
huwwe kūri. 
 
アミーネ：タコル、貴男は中国人？ 
タケル：アミーネ、言った通り僕はタコルではなくてタケルです。。 
アミーネ：ごめんごめん。貴男は中国人それとも韓国人？ 
タケル：中国人でも韓国人でもありません。日本人です。でもほら、こちらは友

人のイルグヮンで、彼は韓国人です。 
 
29 
==単 語=======================================================
qūl la-ḥāl-ak [exp.] お前に言われたくない  
============================================================== 
Mūsa: ya ᵓamīne, lēš ᵓinti kaslāne ha-l-qadde?! 
ᵓAmīne: qūl la-ḥāl-ak!  ᵓinte kaslān ᵓaktar! 
Mūsa: ᵓana miš kaslān. 
ᵓAmīne: ᵓizan mīn kaslān? 
Mūsa: brahīm kaslān bi-dūn šakk. 
 
ムーサ：アミーネ、君はなんでそんなに怠け者なんだ？ 
アミーネ：あんたに言われたくないわ。あんたもっと怠け者じゃない！ 
ムーサ：俺は怠け者じゃない。 
アミーネ：それじゃ誰が怠け者なのよ？ 
ムーサ：イブラヒムは間違いなく怠け者だ。 
 
30 
ᵓAmīne: ya takeru, wēn bēt-ak?  wēn ᵓinte sākin? 
Takeru: bēt-i?  bēt-i fi l-balad il-qadīme, qarīb min hōn. 
ᵓAmīne: ᵓinte sākin fi l-balad il-qadīme?  ḥaẓẓ-ak imnīḥ! 
Takeru: naᶜam, il-ḥayāt fi l-balad il-qadīme rāᵓiᶜa. 
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アミーネ：タケル、家はどこ？どこに住んでいるの？ 
タケル：僕の家？旧市街だよ。ここから近いんだ。 
アミーネ：旧市街に住んでいるの？運がいいわね。 
タケル：うん。旧市街の生活は素晴らしいよ。 
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IV 文法一覧 
1.：形態論 
1.1.：代名詞 
1.1.1：人称代名詞 
1.1.1.1.：独立人称代名詞 

 sg. pl. 
3.m. huwwe, hū 

humme 
3.f. hiyye, hi 
2.m. ᵓinte 

ᵓintu 
2.f. ᵓinti 
1. ᵓana ᵓiḥna 

 
(1) 独立人称代名詞は主に主語として用いられる。 
muš ᵓana ᵓaxadit is-salle, huwwe ᵓaxad is-salle. 私が籠を取ったのではなく彼が籠を

取ったのです。 hiyye saᵓlat b-qaddēš hāda l-xōx. 彼女はこの桃がいくらか尋ねた。

niḥna miš min hōn, niḥna min ᶜakkaTP. 私達はここの出身ではなくアッカ出身です。

ᵓintu ṭalabtu ᵓiši minn-o? あなた達は彼に何か頼みましたか？ humme ma-naffazū-
š il-ᵓawāmir, w-ᶜašān hēk fīh fawḍa. 彼らは命令を実行しなかったので混乱が起きて

いる。 
 
(2) 分離代名詞 
特に「ＡとはＢである。」のように、主語の名詞を定義づけするような場合、ま

たは主語と述語の境界を明らかにする必要がある場合などに主語と述語の間に

主語の性・数に一致する３人称の人称代名詞が挿入されることがある。これを分

離代名詞と呼ぶ。 
bank ᵓisraᵓīl hū muš bank ᶜādi.  hāda hū bank id-dawle. イスラエル銀行というのは

普通の銀行ではありません。それは国家の銀行です。 il-quds hī madīne kbīre. エ
ルサレムは大きな町です。 šū hī l-karmelit?「カルメリト（ハイファの地下鉄）」

とは何ですか？ muš hādi hiyye l-birke. これがその池というわけではありませ

ん。 madīnit c ammānTP hī c āṣmit il-ᵓurdunTP. アンマンの町はヨルダンの首都です。

šū hī l-fawākih iṣ-ṣīfiyye w-šū l-fawākih iš-šatawiyye? 夏の果物とは何ですか、また

冬の果物とは？ hāy hiyye l-miswadde tabaᶜ il-maktūb. これがその手紙の下書き

です。 mīn humme l-muhāžirīn? ムハージルーンとは誰の事ですか？ kull hāda 
huwwe ᶜibāra ᶜan kalām fāḍi. こんなのは全てくだらない話だ。 
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1.1.1.2.：接尾人称代名詞 
接尾代名詞は名詞・前置詞・動詞の後に付く。 
(1) 名詞に付く時 
(a)「所有者」（ktāb 本＋ -ak（接尾代名詞 2.m.sg.）> ktāb-ak 貴男の本） 
(b)「名詞句の主客」（taᶜlīm 教育＋ -ha（接尾代名詞 3.f.sg.）> taᶜlīm-ha 彼女の教

育（教育に対する目的語＝「彼女を教育すること」または教育に対する主語＝

「彼女が教育すること」） 
 
(2) 前置詞に付く場合 
その前置詞を支配する。 
maᶜ ～と共に＋ -ak（接尾代名詞 2.m.sg.）> maᶜ-ak 貴男と共に 
 
(3) 動詞に付く場合 
動詞の直接目的語を表す。 
ḍarab 彼は殴った＋ -ak（接尾代名詞 2.m.sg.）> ḍarab-ak 彼は貴男を殴った 
 
名詞・前置詞・疑似動詞＋ＰＳ 

 -C + PS -V + PS PS + -š 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. ktā́b-o 
ktā́b-hum 

ᵓabū́-h 
ᵓabū́-hum 

bidd-ṓ-š 
bidd-húm(m)-iš 

3.f ktā́b-ha ᵓabū́-ha bidd-hā́-š 
2.m. ktā́b-ak 

ktā́b-kum 
ᵓabū́-k 

ᵓabū́-kum 
bidd-ák-iš 

bidd-kúm(m)-iš 
2.f. ktā́b-ik ᵓabū́-ki bidd-ík-iš 
1. ktā́b-i ktā́b-na ᵓabū́-y ᵓabū́-na bidd-ī́-š bidd-nā́-š 

 
動詞＋ＰＳ 
子音で終わる活用形 

 -C + PS -C + PS + -š 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. ḍárab-o 
ḍaráb-hum 

ḍarab-ṓ-š 
ḍarab-húm(m)-iš 

3.f ḍaráb-ha ḍarab-hā́-š 
2.m. ḍárab-ak 

ḍaráb-kum 
ḍarab-ák-iš 

ḍarab-kúm(m)-iš 
2.f. ḍárab-ik ḍarab-ík-iš 
1. ḍaráb-ni ḍaráb-na ḍarab-nī́-š ḍarab-nā́-š 
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bifham: bífham-o, bifhám-ha…; bifham-ṓ-š, bifham-hā́-š, bifham-ák-iš 
fíhim: fíhm-o, fhím-ha…; fihm-ṓ-š, fhim-hā́-š, fihm-ák-iš 
búḍrub: búḍrub-o, buḍrúb-ha…; buḍurb-ṓ-š, buḍrub-hā́-š, buḍurb-ák-iš 
ḍárbat: ḍárbat-o, ḍarbát-ha…; ḍarbat-ṓ-š, ḍarbat-hā́-š, ḍarbat-ák-iš 
fíhmat: fíhmat-o, fihmát-ha…; fihmat-ṓ-š, fihmat-hā́-š, fihmat-ák-iš 
rámat: rámat-o, ramát-ha…; ramat-ṓ-š, ramat-hā́-š, ramat-ák-iš 
ḍarábt: ḍarábt-o, ḍarábt-ha…; ḍarabt-ṓ-š, ḍarabt-hā́-š, ḍarabt-ák-iš 
fhímt: fhímt-o, fhímt-ha…; fhimt-ṓ-š, fhimt-hā́-š, fhimt-ák-iš 
ramḗt: ramḗt-o, ramḗt-ha…; ramēt-ṓ-š, ramēt-hā́-š, ramēt-ák-iš 
nsīt: nsī́t-o, nsī́t-ha…; nsīt-ṓ-š, nsīt-hā́-š, nsīt-ák-iš 
 
母音で終わる活用形 

 -V + PS -V + PS + -š 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. ḍarabū́-h 
ḍarabū́-hum 

ḍarabū-hṓ-š 
ḍarabū-húm(m)-iš 

3.f ḍarabū́-ha ḍarabū-hā́-š 
2.m. ḍarabū́-k 

ḍarabū́-kum 
ḍarabū́-k-iš 

ḍarabū-kúm(m)-iš 
2.f. ḍarabū́-ki ḍarabū-kī́-š 
1. ḍarabū́-ni ḍarabū́-na ḍarabū-nī́-š ḍarabū-nā́-š 

rama: ramā́-h, ramā́-ha…; rama-hṓ-š, ramā́-k-iš 
nisi: nsī́-h, nsī́-ha…, nsī-hṓ-š, nsī́-k-iš 
 
動詞 + l- + PS 
子音で終わる活用形 

 -C + -l- + PS -C + -l- + PS + -š 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. katáb-l-o 
katab-íl-hum 

katab-l-ṓ-š 
katab-il-húm(m)-iš 

3.f katab-íl-ha katab-il-hā́-š 
2.m. katáb-l-ak 

katab-íl-kum 
katab-l-ák-iš 

katab-íl-kúm(m)-iš 
2.f. katáb-l-ik katab-l-ík-iš 
1. katáb-l-i katab-íl-na katab-l-ī́-š katab-il-nā́-š 

bíṭlaᶜ: biṭláᶜ-l-o, biṭlaᶜ-íl-ha…; biṭlaᶜ-ṓ-š, biṭlaᶜ-hā́-š, biṭlaᶜ-ák-iš 
ṭíliᶜ: ṭlíᶜ-l-o, ṭilᶜ-íl-ha…; ṭliᶜ-lṓ-š, ṭilᶜ-il-hā́-š, ṭliᶜ-l-ák-iš 
bíktib: biktíb-l-o, bikitb-íl-ha…; biktib-l-ṓ-š, bikitb-il-hā́-š, biktib-l-ák-iš 
kátbat: katbát-l-o, katbat-íl-ha…; katbat-l-ṓ-š, katbat-il-hā́-š, katbat-l-ák-iš 
ṭílᶜat: ṭilᶜát-l-o, ṭilᶜat-íl-ha…; ṭilᶜat-l-ṓ-š, ṭilᶜat-il-hā́-š, ṭilᶜat-l-ák-iš 
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rámat: ramát-l-o, ramat-íl-ha…; ramat-l-ṓ-š, ramat-il-hā́-š, ramat-l-ák-iš 
katábt: katábt-l-o, katabt-íl-ha…; katabt-l-ṓ-š, katabt-il-hā́-š, katabt-l-ák-iš 
ṭliíᶜt: ṭlíᶜt-l-o, ṭliᶜ-íl-ha…; ṭliᶜt-l-ṓ-š, ṭliᶜt-il-hā́-š, ṭliᶜt-l-ák-iš 
ramḗt: ramḗt-l-o, ramēt-íl-ha…; ramēt-l-ṓ-š, ramēt-il-hā́-š, ramēt-l-ák-iš 
nsīt: nsī́t-l-o, nsīt-íl-ha…; nsīt-l-ṓ-š, nsīt-il-hā́-š, nsīt-l-ák-iš 
 
母音で終わる活用形 

 -V + PS -V + PS + -š 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. ḍarabū́-l-o 
ḍarabū́-l-hum 

ḍarabū-l-hṓ-š 
ḍarabū-l-húm(m)-iš 

3.f ḍarabū́-l-ha ḍarabū-l-hā́-š 
2.m. ḍarabū́-l-ak 

ḍarabū́-l-kum 
ḍarabū́-l-ak-iš 

ḍarabū-l-kúm(m)-iš 
2.f. ḍarabū́-l-ik ḍarabū-l-kī́-š 
1. ḍarabū́-l-i ḍarabū́-l-na ḍarabū-l-ī́-š ḍarabū-l-nā́-š 

rama: ramā́-l-o, ramā́-l-ha…; ramā-l-hṓ-š, ramā-l-hā-š, ramā-l-ák-iš 
nisi: nsī́-l-o, nsī́-l-ha…, nsī-l-hṓ-š, nsī-l-hā́-š, nsī-l-ák-iš 
 
1.1.2.：指示代名詞 
指示代名詞には近称・遠称、男性形・女性形、単数形・複数形の区別がある。 

 近称 遠称 
 sg. pl. sg. pl. 

m. hāda 
hadōl 

hadāk 
hadulāk 

f. hādi ~ hāy hadīk 
指示形容詞としての用法は 3.2.4.1. を見よ。 
 
1.1.3.：関係代名詞 
(1) illi 
(a) 先行詞が限定名詞の時に用いる。 
brahīm illi rāḥ ᶜa-s-sūq 市場へ行ったイブラヒム 
 
(b) 先行詞なしで「～する者」「～する事」を表す 
illi daras nažaḥ 勉強した者が合格した。 
ma-tsaddiq-iš illi qāl. あいつが言った事を信じるな。 
 
(2) ma を用いた複合関係詞 
ᵓēmta-ma ～する時はいつでも 
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mniṭlaᶜ mišwār ᵓēmta-ma bidd-ak. いつでも好きな時に散歩に出かけましょう。 
mahma 何であろうと 

kull šuġul mitᶜib mahma ykūn. どんな仕事もつらい。 ttafaqna ᶜala ᵓinn-o muš rāḥ 
nitxānaq wa-la nitṣāyaḥ mahma kān. 何があっても喧嘩や衝突を起こさないと決

めた。 baštrī-ha mahma kallaf il-ᵓamir. どんな値段でも私はそれを買います。

mahma saqu minn-o l-ᵓarḍ ma-btixlaṣ miyāh-o. どれほどそこから汲んで撒いても

その水は枯れない。 mahma simin il-kalb laḥm-o ma-bittākal-iš. 犬はいくら太っ

てもその肉は食べられない。 mahma btuṭlub ɔ ana mistᶜidd ɔ aᶜṭī-k. 君の欲しい物

はなんでも準備してあげるよ。 mahma ykūn bisaᶜdū-na. とにかく彼は私達を

助けてくれる。 
mīn-ma ～する者は誰でも 

w-mīn-ma bidd-o kan yīži w-iyḍayyfū-h. 誰でも望む者は来ればもてなしてもらえ

た。 mīn-ma būkul biqūl ᵓinn-o sitt-i ᵓakil-ha zāki. 食べた物は誰でも私の祖母は

料理が上手だと言う。 
qadd-ma ～する程度 

daxxin qadd-ma bidd-ak. 好きなだけタバコを吸いなさい。 
šū-ma なんでも 

šū bidd-ak tišrab? - šū-ma kān. 何を飲みますが？－なんでもいいです。 
 
wēn-ma ～する所はどこでも 

trūḥ wēn-ma bitrīd. どこでも好きな所へ行くがよい。 il-walad biḥibb ᵓimm-o, 
wēn-ma bitrūḥ, bimši warā-ha. 子供はお母さんが好きなので、どこでも後を付い

て行く。 wēn-ma barūḥ bāxud maᶜ-i ktāb-i. 私はどこへ行くにも本を持って行

く。 wēn-ma bidd-o ysāfer ᵓiḥna minsāfer maᶜā-h. 私達は彼が行きたい所ならど

こでも一緒に行く。 
zayy-ma ～するように 

ᵓiḥki zayy-ma bidd-ak. 好きなように話してください。 
 
1.1.4.：提示代名詞 
あるものを指して「ほらそこに・・・」のように提示する代名詞。 
(1) hayy 
hayy is-sayyāra. ほらその車だ！ 
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接尾代名詞を伴うことができる。 
 sg. pl. 

3.m. hayy-o 
hayy-hum 

3.f. hayy-ha 
2.m. hayy-ak 

hayy-kum 
2.f. hayy-ik 
1. hayy-ni hayy-na 

wēn sayyārt-i? - hayy-ha. 私の車はどこだ？－ほらそこだよ。 taᶜāl ib-surᶜa! - 
hayy-ni žāy. 早く来い！－はい来たよ（今行く）！ fēn il-maḥrūs žōz-ak? - hayy-o 
mitlaqqiḥ quddām-ak hōn. 御主人はどちら？－ほら、そこの貴男の目の前で寝転

がっています。 hayyā-ha qbāl-na. ほら目の前にある。 waḷḷa muš bᶜīd, hiyyā-hu. 
本当に遠くありません、ほらそこです。 
 
(2) ma 
ある発話に対する反論を表現する。 
ma hayy-ni qāᶜid. いや、だからこうして私は（ここに）いるのだ。 ma ɔ inte c ārif 
il-ḥāl? 貴男は状況を御存知でしょう？ lēš ma-ruḥt-iš? - ma ruḥit! なぜ行かなか

った？－いや、行きましたよ。 mā-l-ak sākit? ma tiḥki! 何を黙っているんだ。何

とか言え！ huwwe tᵓaxxar.  maᶜlēš ma hu fišš taklīf bēn-i w-bēn-o. 彼は遅れてき

たが、まあ構わないよ。だって彼と私の間には何も遠慮はありませんから。 lēš 
ma bitṣalliḥ-iš žihāz it-tilifizyōn?  ma-hu xarbān. なぜテレビを修理しないんだ？壊

れてるじゃないか？ wēn il-bōṣṭa? - il-bōṣṭa ma hi hōn qarībe. 郵便局はどこです

か？－どこも何も、すぐ近くですよ。 stanna, ma ɔ ana žāy b-il-kalām. まあ待て、

話をするから。 
 
(3) ᵓilla ~ w-illa 
すると見よ！ 
ᵓana ᶜa-ž-žabal, w-illa brahīm žāyib hāda ṣ-ṣaḥin malān kubbe. 私が山の上にいると

イブラヒムがクッベがいっぱい入ったこの皿を持ってくるではないか。 ma-
liḥq-iš yimši, w-illa l-yahūdi mlaqī-h. 歩き始めるや否やそのユダヤ教徒と出くわし

た。 yōm wāḥad niḥna nāymīn fi-l-balad il-ᶜatīqa w-illa mnismaᶜ ṣyāḥ. ある日私達は

旧市街で寝ていたら突然叫び声が聞こえた。 ᵓilla bayyan b-il-ᵓāxir. すると彼は

最後に現れた。  
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1.2.：動詞 
1.2.1.：動詞組織 
1.2.1.1.：活用 
パレスチナ方言の動詞は主語の人称・性・数に応じて変化する。 
 
1.2.1.2.：時制 
パレスチナ方言の動詞には次のような時制の区別がある。 
(1) 過去形 
過去や動作の完了を表現する。動詞語幹に接尾辞をつけることで人称を表示す

る。 
 
(2) 現在形Ｂ型 
現在の行為や動作の未完了性を表現する。人称は主に動詞語幹に接頭辞を付け

て表示する。接頭辞が b- で始まる。 
 
(3) 現在形Ｙ型＝接続法的な用法。接頭辞（３人称男性単数）が y- で始まる。 
 
(4) 命令形 
現在形Ｙ型の２人称から活用接頭辞を除去したもの。この意味で命令形は現在

形の一種とみなすことができる。接頭辞を除去した時、動詞語幹が子音連続で始

まる場合は補助母音（動詞語幹が i, a なら ᵓi、u なら ᵓu）が添加される。 
 
(5) 分詞 
分詞には能動分詞（英語の現在分詞に相当）と受動分詞（英語の過去分詞に相当）

があり、一定の語形パターンによって作られる。 
 
(6) 動名詞 
動詞から派生した名詞で、派生形（☛ II-1.2.1.5.）では一定の語形パターンによ

って作られる。 
 
なお、パレスチナ方言の動詞には不定詞がないので、「過去形 3.m.sg.」をその動

詞の代表形（＝辞書の見出しになる形）としてを用いる。 
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katab 書く 
 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. katab 
katabu 

biktib 
bikitbu 

yiktib 
yikitbu 

3.f katbat btiktib tiktib 
2.m. katabit 

katabtu 
btiktib 

btikitbu 
tiktib 

tikitbu 
2.f. katabti btikitbi tikitbi 
1. katabit katabna baktib bniktib ᵓaktib niktib 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. ᵓiktib 

ᵓikitbu kātib maktūb  
f. ᵓikitbi 

 
1.2.1.3.：３根素動詞と４根素動詞 
動詞を構成する語根は３つの根素からなるもの（＝３根素動詞）と４つの根素か

らなるもの（＝４根素動詞）がある。 
３根素動詞：katab 書く（語根：√k-t-b） 
４根素動詞：bahwar 浪費する（語根：√b-h-w-r） 
 
1.2.1.4.：強動詞・弱動詞・重子音動詞 
動詞は語根を構成する子音の性質によって次のように分類される。 
 
1.2.1.4.1.：強動詞 
強動詞は動詞を構成する語根に弱子音（＝ w, y）が含まれない物 
３根素動詞：katab 書く 
４根素動詞：bahwar 浪費する 
 
1.2.1.4.2.：弱動詞 
語根に弱子音を含むもの。第１根素が w の動詞を「頭弱動詞」、第２根素が w 
または y の動詞を「間弱動詞」、第３根素が y の動詞を「末弱動詞」と呼ぶ。 
頭弱動詞：wiṣil 到着する（語根：√w-ṣ-l） 
間弱動詞：qāl 言う（語根：√q-w-l） bāᶜ 売る（語根：√b-y-ᶜ） 
末弱動詞：bana 建てる（語根：√b-n-y） 
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但し本教材では４根素動詞の場合は第４根素が y のもののみを弱動詞（末弱動

詞）として扱う。 
farža 見せる（語根：√f-r-ž-y） 
 
1.2.1.4.3.：重子音動詞 
第２・第３根素が同一の語根からなる動詞を重子音動詞と呼ぶ。 
ḥaṭṭ 置く（語根＝√ḥ-ṭ-ṭ） 
 
1.2.1.5.：基本形と派生形 
動詞には１０種類の語形パターンがあり、第 I 型～第 X 型のように示される（い

ずれも代表形）。第 I 型を基本形、第 II 型～第 X 型を「派生形」と呼ぶ。 
 
派生形のパターン 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形  

第 II 型 
CaCCaC 
fakkar 

biCaCCiC 
bifakkir 

yCaCCiC 
yfakkir 

CaCCiC 
fakkir 

考える 

第 III 型 
CāCaC 
sāfar 

biCāCiC 
bisāfir 

yCāCiC 
ysāfir 

CāCiC 
sāfir 

旅する 

第 IV 型 
aCCaC 
aᶜžab 

biCCiC 
biᶜžib 

yiCCiC 
yiᶜžib 

iCCiC 
iᶜžib 

喜ばせる 

第 V 型 
tCaCCaC 
tᶜallam 

bitCaCCaC 
bitᶜallam 

yitCaCCaC 
yitᶜallam 

tCaCCaC 
tᶜallam 

習う 

第 VI 型 
tCāCaC 
tᶜāwan 

bitCāCaC 
bitᶜāwan 

yitCāCaC 
yitᶜāwan 

tCāCaC 
tᶜāwan 

協力する 

第 VII 型 
nCaCaC 
nžaraḥ 

biniCCiC 
binižriḥ 

yiniCCiC 
yinižriḥ 

iniCCiC 
inižriḥ 

怪我する 

第 VIII 型 
CtaCaC 
štaġal 

biCtCiC 
bištġil 

yiCtCiC 
yištġil 

iCtCiC 
ištġil 

働く 

第 IX 型 
CCaC1C1 

ḥmarr 
biCCaC1C1 

biḥmarr 
yiCCaC1C1 

yiḥmarr 
iCCaC1C1 

ḥmarrl 
赤くなる 

第 X 型 
staCCaC 
staqbal 

bistaCCiC 
bistaCCiC 

yistaCCiC 
yistaqbil 

staCCiC 
staqbil 

出迎える 
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派生形の強動詞・弱動詞・重子音動詞（過去形 3.m.sg. の例） 
 強動詞 頭弱動詞 間弱動詞 末弱動詞 重子音動詞 

第 I 型 
CaCaC 
CiCiC 

waCaC 
wiCiC 

CāC 
CaCa 
CiCi 

CaCC 

第 II 型 CaCiCiaC 強動詞扱い 強動詞扱い CaCiCia CaCCaC 
第 III 型 CāCaC 強動詞扱い 強動詞扱い CāCa CāCaC 
第 IV 型 ᵓaCCaC 強動詞扱い ᵓaCāC ᵓaCCa ᵓaCaCC 
第 V 型 tCaCiCiaC 強動詞扱い 強動詞扱い tCaCiCia tCaCCaC 
第 VI 型 tCāCaC 強動詞扱い 強動詞扱い tCāCa tCāCaC 
第 VII 型 nCaCaC - nCāC nCaCa nCaCC 
第 VIII 型 CtaCaC ttaCaC CtāC CtaCa CtaCC 
第 IX 型 CCaCiCi - - - - 
第 X 型 staCCaC 強動詞扱い staCāC staCCa staCaCC 
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1.2.2.：活用表 
以下の表の分詞・動名詞で ( ) 付のものは、形式的には可能だが、実際には用いられない語

形を示す。 

 

1.2.2.1.：基本形 
1.2.2.1.1.：強動詞 
(1) 過去形（Ａ語幹・Ｉ語幹） 

 Ａ語幹 
katab [v.: I-0 (iu)] 書く 

Ｉ語幹 
fihim [v.: I-0 (a)] 理解する 

 sg. sg. sg. pl. 
3.m. kátab 

kátabu 
fíhim 

fíhmu 
3.f kátbat fíhmat 
2.m. katábit 

katábtu 
fhímit 

fhímtu 
2.f. katábti fhímti 
1. katábit katábna fhímit fhímna 

 
(2) 現在形（Ａ語幹・Ｉ語幹・Ｕ語幹） 
Ａ語幹：fihim [v.: I-0 (a)] 理解する 

 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. bífham 
bífhamu 

yifham 
yifhamu 

ᵓífham 
ᵓífhamu 

3.f btífham tifham ᵓífhami 
2.m. btífham 

btífhamu 
tifham 

tifhamu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. btífhami tifhami 
fāhim mafhūm 

1. báfham mnífham ᵓafham nifham 
 
Ｉ語幹：katab [v.: I-0 (i)] 書く 

 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. biktib 
bikitbu 

yiktib 
yikitbu 

ᵓiktib 
ᵓikitbu 

3.f btiktib tiktib ᵓikitbi 
2.m. btiktib 

btikitbu 
tiktib 

tikitbu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. btikitbi tikitbi 
kātib maktūb 

1. baktib mniktib ᵓaktib niktib 
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Ｕ語幹：ḍarab [v.: I-0 (u)] 殴る 
 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. buḍrub 
buḍurbu 

yuḍrub 
yuḍurbu 

ᵓuḍrub 
ᵓuḍurbu 

3.f btuḍrub tuḍrub ᵓuḍurbi 
2.m. btuḍrub 

btuḍurbu 
tuḍrub 

tuḍurbu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. btuḍurbi tuḍurbi 
ḍārib maḍrūb 

1. baḍrub mnuḍrub ᵓaḍrub nuḍrub 
 
1.2.2.1.2.：弱動詞 
(1) 頭弱動詞 
(a) 過去形（Ａ語幹・Ｉ語幹） 

 Ａ語幹 
waṣaf [v.: I-0 (i)] 描写する 

Ｉ語幹 
wiṣil [v.: I-0 (a)] 到着する 

 sg. sg. sg. pl. 
3.m. waṣaf 

waṣafu 
wiṣil 

wiṣlu 
3.f waṣfat wiṣlat 
2.m. waṣafit 

waṣaftu 
wṣilit 

wṣiltu 
2.f. waṣafti wṣilti 
1. waṣafit waṣafna wṣilit wṣilna 

 
(b) 現在形 
Ａ語幹：wiṣil [v.: I-0 (a)] 到着する 

 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. biwṣal 
biwṣalu 

yiwṣal 
yiwṣalu 

ᵓiwṣal 
ᵓiwṣalu 

3.f btiwṣal tiwṣal ᵓiwṣali 
2.m. btiwṣal 

btiwṣalu 
tiwṣal 

tiwṣalu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. btiwṣali tiwṣali 
wāṣil (mawṣūl) 

1. bawṣal mniwṣal ᵓawṣal niwṣal 
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Ｉ語幹：waṣaf [v.: I-0 (i)] 描写する 
 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. biwṣaf 
biwṣafu 

yiwṣaf 
yiwṣafu 

ᵓiwṣaf 
ᵓiwṣafu 

3.f btiwṣaf tiwṣaf ᵓiwṣafi 
2.m. btiwṣaf 

btiwṣafu 
tiwṣaf 

tiwṣafu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. btiwṣafi tiwṣafi 
wāṣif mawṣūf 

1. bawṣaf mniwṣaf ᵓawṣaf niwṣaf 
 
(2) 間弱動詞 
(a) 過去形（Ｉ語幹・Ｕ語幹） 

 Ｉ語幹 
bāᶜ [v.: I-2 (i)] 売る 

Ｕ語幹 
zār [v.: I-2 (u)] 訪問する 

 sg. sg. sg. pl. 
3.m. bāᶜ 

bāᶜu 
zār 

zāru 
3.f bāᶜat zārat 
2.m. biᶜit 

biᶜtu 
zurit 

zurtu 
2.f. biᶜti zurti 
1. biᶜit biᶜna zurit zurna 

 
(b) 現在形（Ａ語幹・Ｉ語幹・Ｕ語幹） 
Ａ語幹：xāf [v.: I-2 (u/a)] 恐れる 

 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. bixāf 
bixāfu 

yxāf 
yxāfu 

xāf 
xāfu 

3.f bitxāf txāf xāfi 
2.m. bitxāf 

bitxāfu 
txāf 

txāfu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. bitxāfi txāfi 
xāyif (maxyūf) 

1. baxāf minxāf ᵓaxāf nxāf 
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Ｉ語幹：bāᶜ [v.: I-2 (i)] 売る 
 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. bibīᶜ 
bibīᶜu 

ybīᶜ 
ybīᶜu 

bīᶜ 
bīᶜu 

3.f bitbīᶜ tbīᶜ bīᶜi 
2.m. bitbīᶜ 

bitbīᶜu 
tbīᶜ 

tbīᶜu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. bitbīᶜi tbīᶜi 
bāyiᶜ mabyūᶜ 

1. babīᶜ minbīᶜ ᵓabīᶜ nbīᶜ 
 
Ｕ語幹：zār [v.: I-2 (u)] 訪問する 

 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. bizūr 
bizūru 

yzūr 
yzūru 

zūr 
zūru 

3.f bitzūr tzūr zūri 
2.m. bitzūr 

bitzūru 
tzūr 

tzūru 
能動分詞 受動分詞 

2.f. bitzūri tzūri 
zāyir mazyūr 

1. bazūr minzūr ᵓazūr nzūr 
 
(3) 末弱動詞 
(a) 過去形（Ａ語幹・Ｉ語幹） 

 Ａ語幹 
ḥaka [v.: I-3 (i)] 語る 

Ｉ語幹 
nisi [v.: I-3 (a)] 忘れる 

 sg. sg. sg. pl. 
3.m. ḥaka 

ḥaku 
nisi 

nisyu 
3.f ḥakat nisyat 
2.m. ḥakēt 

ḥakētu 
nsīt 

nsītu 
2.f. ḥakēti nsīti 
1. ḥakēt ḥakēna nsīt nsīna 
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(b) 現在形（Ａ語幹・Ｉ語幹） 
Ａ語幹：nisi [v.: I-3 (a)] 忘れる 

 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. binsa 
binsu 

yinsa 
yinsu 

ᵓinsa 
ᵓinsu 

3.f btinsa tinsa ᵓinsi 
2.m. btinsa 

btinsu 
tinsa 

tinsu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. btinsi tinsi 
nāsi mansi 

1. bansa mninsa ᵓansa ninsa 
 
Ｉ語幹：ḥaka [v.: I-3 (i)] 語る 
 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 

 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 
3.m. biḥkiᶜ 

biḥku 
yiḥkiᶜ 

yiḥku 
ᵓiḥki 

ᵓiḥku 
3.f btiḥki tiḥki ᵓiḥki 
2.m. btiḥki 

btiḥku 
tiḥki 

tiḥku 
能動分詞 受動分詞 

2.f. btiḥki tiḥki 
ḥāki maḥki 

1. baḥki mniḥki ᵓaḥki niḥki 
 
1.2.2.1.3.：重子音動詞 
(1) 過去形（Ａ語幹） 
ḥaṭṭ [v.: I-G (u)] 置く 

 sg. sg. 
3.m. ḥaṭṭ 

ḥaṭṭu 
3.f ḥaṭṭat 
2.m. ḥaṭṭēt 

ḥaṭṭētu 
2.f. ḥaṭṭēti 
1. ḥaṭṭēt ḥaṭṭēna 
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(2) 現在形（Ａ語幹・Ｉ語幹・Ｕ語幹） 
Ａ語幹：ḍal [v.: I-G (a)] 留まる 

 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. biḍall 
biḍallu 

yḍall 
yḍallu 

ḍall 
ḍallu 

3.f bitḍall tḍall ḍalli 
2.m. bitḍall 

bitḍallu 
tḍall 

tḍallu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. bitḍalli tḍalli 
ḍāll (maḍlūl) 

1. baḍall minḍall ᵓaḍall nḍall 
 
Ｉ語幹：ḥabb [v.: I-G (i)] 好きである 

 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. biḥibb 
biḥibbu 

yḥibb 
yḥibbu 

ḥibb 
ḥibbu 

3.f bitḥibb tḥibb ḥibbi 
2.m. bitḥibb 

bitḥibbu 
tḥibb 

tḥibbu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. bitḥibbi tḥibbi 
ḥābb maḥbūb 

1. baḥibb minḥibb ᵓaḥibb nḥibb 
 
Ｕ語幹：ḥaṭṭ [v.: I-G (u)] 置く 

 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 命令形 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. biḥuṭṭ 
biḥuṭṭu 

yḥuṭṭ 
yḥuṭṭu 

ḥuṭṭ 
ḥuṭṭu 

3.f bitḥuṭṭ tḥuṭṭ ḥuṭṭi 
2.m. bitḥuṭṭ 

bitḥuṭṭu 
tḥuṭṭ 

tḥuṭṭu 
能動分詞 受動分詞 

2.f. bitḥuṭṭi tḥuṭṭi 
ḥāṭṭ maḥṭūṭ 

1. baḥuṭṭ minḥuṭṭ ᵓaḥuṭṭ nḥuṭṭ 
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1.2.2.2.：派生形第 II 型 
1.2.2.2.1.：強動詞 
fakkar [v.: II-0] 考える 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. fakkar 
fakkaru 

bifakkir 
bifakkru 

yfakkir 
yfakkru 

3.f fakkarat bitfakkir tfakkir 
2.m. fakkarit 

fakkartu 
bitfakkir 

bitfakkru 
tfakkir 

tfakkru 
2.f. fakkarti bitfakkri tfakkri 
1. fakkarit fakkarna bafakkir minfakkir ᵓafakkir nfakkir 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. fakkir 

fakkru mfakkir mufakkar takfīr 
f. fakkri 

 
1.2.2.2.2.：弱動詞 
(1) 頭弱動詞（waqqaf [v.: II-0] 止める）☛ 強動詞 
(2) 間弱動詞（ḥawwal [v.: II-0] 変える）☛ 強動詞 
(3) 末弱動詞：samma [v.: II-3] 名づける 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. samma 
sammu 

bisammi 
bisammu 

ysammi 
ysammu 

3.f sammat bitsammi tsammi 
2.m. sammēt 

sammētu 
bitsammi 

bitsammu 
tsammi 

tsammu 
2.f. sammēti bitsammi tsammi 
1. sammēt sammēna basammi minsammi ᵓasammi nsammi 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. sammi 

sammu msammi musamma tismāy 
f. sammi 
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1.2.2.2.3.：重子音動詞 
žaddad [v.: II-G] 新しくする 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. žaddad 
žaddadu 

bižaddid 
bižaddidu 

yžaddid 
yžaddidu 

3.f žaddadat bitžaddid tžaddid 
2.m. žaddadit 

žaddadtu 
bitžaddid 

bitžaddidu 
tžaddid 

tžaddidu 
2.f. žaddadti bitžaddidi tžaddidi 
1. žaddadit žaddadna bažaddid minžaddid ᵓažaddid nžaddid 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. žaddid 

žaddidu mžaddid mužaddad taždīd 
f. žaddidi 

 
1.2.2.3.：派生形第 III 型 
1.2.2.3.1.：強動詞 
sāᶜad [v.: III-0] 手伝う 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. sāᶜad 
sāᶜadu 

bisāᶜid 
bisāᶜdu 

ysāᶜid 
ysāᶜdu 

3.f sāᶜarat bitsāᶜid tsāᶜid 
2.m. sāᶜadit 

sāᶜadtu 
bitsāᶜid 

bitsāᶜdu 
tsāᶜid 

tsāᶜdu 
2.f. sāᶜadti bitsāᶜdi tsāᶜdi 
1. sāᶜadit sāᶜadna basāᶜid minsāᶜid ᵓasāᶜid nsāᶜid 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. sāᶜid 

sāᶜdu msāᶜid musāᶜad musāᶜade 
f. sāᶜdi 
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1.2.2.3.2.：弱動詞 
(1) 頭弱動詞（wāfaq [v.: III-0] 合意する）☛ 強動詞 
(2) 間弱動詞（ḥāwal [v.: III-0] 試みる）☛ 強動詞 
(3) 末弱動詞：nāda [v.: III-3] 呼ぶ 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. nāda 
nādu 

binādi 
binādu 

ynādi 
ynādu 

3.f nādat bitnādi itnādi 
2.m. nādēt 

nādēna 
bitnādi 

bitnādu 
tnādi 

tnādu 
2.f. nādēti bitnādi tnādi 
1. nādēt nādēna banādi minnādi ᵓanādi nnādi 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. nādi 

nādu mnādi munāda munādāt 
f. nādi 

 
1.2.2.3.3.：重子音動詞 
qāṣaṣ [v.: III-G] 罰する 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. qāṣaṣ 
qāṣaṣu 

biqāṣiṣ 
biqāṣiṣu 

yqāṣiṣ 
yqāṣiṣu 

3.f qāṣaṣat bitqāṣiṣ tqāṣiṣ 
2.m. qāṣaṣit 

qāṣaṣtu 
bitqāṣiṣ 

bitqāṣiṣu 
tqāṣiṣ 

tqāṣiṣu 
2.f. qāṣaṣti bitqāṣiṣi tqāṣiṣi 
1. qāṣaṣit qāṣaṣna baqāṣiṣ minqāṣiṣ ᵓaqāṣiṣ nqāṣiṣ 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. qāṣiṣ 

qāṣiṣu mqāṣiṣ (muqāṣaṣ) muqāṣaṣa 
f. qāṣiṣi 
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1.2.2.4.：派生形第 IV 型 
1.2.2.4.1.：強動詞 
ᵓaᶜžab [v.: IV-0] 喜ばせる 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. ᵓaᶜžab 
ᵓaᶜžabu 

biᶜžib 
biᶜižbu 

yiᶜžib 
yiᶜižbu 

3.f ᵓaᶜžabat btiᶜžib tiᶜžib 
2.m. ᵓaᶜžabit 

ᵓaᶜžabtu 
btiᶜžib 

btiᶜižbu 
tiᶜžib 

tiᶜižbu 
2.f. ᵓaᶜžabti btiᶜižbi tiᶜižbi 
1. ᵓaᶜžabit ᵓaᶜžabna baᶜžib mniᶜžib ᵓaᶜžib niᶜžib 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. ᵓiᶜžib 

ᵓiᶜižbu muᶜžib (muᶜžab) ᵓiᶜžāb 
f. ᵓiᶜižbi 

 
1.2.2.4.2.：弱動詞 
(1) 頭弱動詞＝強動詞（ᵓawžaᶜ [v.: IV-0] 痛ませる） 
(2) 間弱動詞：ᵓadār [v.: IV-2] 回す・経営する 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. ᵓadār 
ᵓadāru 

bidīr 
bidīru 

ydīr 
ydīru 

3.f ᵓadārat bitdīr tdīr 
2.m. ᵓadarit 

ᵓadartu 
bitdīr 

bitdīru 
tdīr 

tdīru 
2.f. ᵓadarti bitdīri tdīri 
1. ᵓadarit ᵓadarna badīr mindīr ᵓadīr ndīr 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. dīr 

dīru mudīr (mudār) ᵓidāra 
f. dīri 
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(2) 末弱動詞：ᵓalġa [v.: IV-3] 取り消す 
 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. ᵓalġa 
ᵓalġu 

bilġi 
bilġu 

yilġi 
yilġu 

3.f ᵓalġat btilġi tilġi 
2.m. ᵓalġēt 

ᵓalġētu 
btilġi 

btilġu 
tilġi 

tilġu 
2.f. ᵓalġēti btilġi tilġi 
1. ᵓalġēt ᵓalġēna balġi mnilġi ᵓalġi nilġi 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. ᵓilġi 

ᵓilġu mulġi (mulġāt) ᵓilġāᵓ 
f. ᵓilġi 

 
1.2.2.4.3.：重子音動詞 
ᵓaṣarr [v.: IV-G] 固執する 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. ᵓaṣarr 
ᵓaṣarru 

biṣirr 
biṣirru 

yṣirr 
yṣirru 

3.f ᵓaṣarrat btṣirr tṣirr 
2.m. ᵓaṣarrēt 

ᵓaṣarrētu 
btṣirr 

btṣirru 
tṣirr 

tṣirru 
2.f. ᵓaṣarrēti btṣirri tṣirri 
1. ᵓaṣarrēt ᵓaṣarrēna baṣirr minṣirr ᵓaṣirr nṣirr 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. ᵓaṣirr 

ᵓaṣirru mṣirr (muṣarr) ᵓiṣrār 
f. ᵓaṣirri 
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1.2.2.5.：派生形第 V 型 
1.2.2.5.1.：強動詞 
tnaffas [v.: V-0] 呼吸する 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. tnaffas 
tnaffasu 

bitnaffas 
bitnaffasu 

yitnaffas 
yitnaffasu 

3.f tnaffasat btitnaffas titnaffas 
2.m. tnaffasit 

tnaffastu 
btitnaffas 

btitnaffasu 
titnaffas 

titnaffasu 
2.f. tnaffasti btitnaffasi titnaffasi 
1. tnaffasit tnaffasna batnaffas mnitnaffas ᵓatnaffas nitnaffas 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. tnaffas 

tnaffasu mitnaffis (mutanaffas) tanaffus 
f. tnaffasi 

 
1.2.2.5.2.：弱動詞 
(1) 頭弱動詞＝強動詞（twaqqaf [v.: V-0] 止まる） 
(2) 間弱動詞＝強動詞（tṣawwar [v.: V-0] 想像する） 
(3) 末弱動詞：tᶜašša [v.: V-3] 夕食をとる 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. tᶜašša 
tᶜaššu 

bitᶜašša 
bitᶜaššu 

yitᶜašša 
yitᶜaššu 

3.f tᶜaššat btitᶜašša titᶜašša 
2.m. tᶜaššēt 

tᶜaššētu 
btitᶜašša 

btitᶜaššu 
titᶜašša 

titᶜaššu 
2.f. tᶜaššēti btitᶜašši titᶜašši 
1. tᶜaššēt tᶜaššēna batᶜašša mnitᶜašša ᵓatᶜašša nitᶜašša 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. tᶜašša 

tᶜaššu mitᶜašši なし (taᶜašši) 
f. tᶜašši 
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1.2.2.5.3.：重子音動詞 
tḥammam [v.: V-G] 入浴する 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. tḥammam 
tḥammamu 

bitḥammam 
bitḥammamu 

yitḥammam 
yitḥammamu 

3.f tḥammamat btitḥammam titḥammam 
2.m. tḥammamit 

tḥammamtu 
btitḥammam 

btitḥammamu 
titḥammam 

titḥammamu 
2.f. tḥammamti btitḥammami titḥammami 
1. tḥammamit tḥammamna batḥammam mnitḥammam ᵓatḥammam nitḥammam 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. tḥammam 

tḥammamu mitḥammim (mutaḥammam) (taḥammum) 
f. tḥammami 

 
 
1.2.2.6.：派生形第 VI 型 
1.2.2.6.1.：強動詞 
tᶜāwan [v.: VI-0] 助け合う 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. tᶜāwan 
tᶜāwanu 

bitᶜāwan 
bitᶜāwanu 

yitᶜāwan 
yitᶜāwanu 

3.f tᶜāwanat btitᶜāwan titᶜāwan 
2.m. tᶜāwanit 

tᶜāwantu 
btitᶜāwan 

btitᶜāwanu 
titᶜāwan 

titᶜāwanu 
2.f. tᶜāwanti btitᶜāwani titᶜāwani 
1. tᶜāwanit tᶜāwanna batᶜāwan mnitᶜāwan ᵓatᶜāwan nitᶜāwan 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. tᶜāwan 

tᶜāwanu mitᶜāwin (mutaᶜāwan) taᶜāwun 
f. tᶜāwani 

 
1.2.2.6.2.：弱動詞 
(1) 頭弱動詞＝強動詞（twāfaq [v.: VI-0] 合意する） 
(2) 間弱動詞＝強動詞（tṣāyaḥ [v.: VI-0] 怒鳴り合う） 
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(3) 末弱動詞：tlāqa [v.: VI-3] 会う 
 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. tlāqa 
tlāqu 

bitlāqa 
bitlāqu 

yitlāqa 
yitlāqu 

3.f tlāqat btitlāqa titlāqa 
2.m. tlāqēt 

tlāqētu 
btitlāqa 

btitlāqu 
titlāqa 

titlāqu 
2.f. tlāqēti btitlāqi titlāqi 
1. tlāqēt tlāqēna batlāqa mnitlāqa ᵓatlāqa nitlāqa 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. tlāqa 

tlāqu mitlāqi なし なし 
f. tlāqi 

 
1.2.2.6.3.：重子音動詞 
tḥābab [v.: VI-G] 愛し合う 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. tḥābab 
tḥābabu 

bitḥābab 
bitḥābabu 

yitḥābab 
yitḥābabu 

3.f tḥābabat btitḥābab titḥābab 
2.m. tḥābabit 

tḥābabtu 
btitḥābab 

btitḥābabu 
titḥābab 

titḥābabu 
2.f. tḥābabti btitḥābabi titḥābabi 
1. tḥābabit tḥābabna batḥābab mnitḥābab ᵓatḥābab nitḥābab 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. tḥābab 

tḥābabu mitḥābib なし なし 
f. tḥābabi 
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1.2.2.7.：派生形第 VII 型 
1.2.2.7.1.：強動詞 
nžaraḥ [v.: VII-0] 負傷する 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. nžaraḥ 
nžaraḥu 

binižriḥ 
binžirḥu 

yinižriḥ 
yinžirḥu 

3.f nžarḥat btinižriḥ tinižriḥ 
2.m. nžaraḥit 

nžaraḥtu 
btinižriḥ 

btinžirḥu 
tinižriḥ 

tinžirḥu 
2.f. nžaraḥti btinžirḥi tinžirḥi 
1. nžaraḥit nžaraḥna banižriḥ mninižriḥ ᵓanižriḥ ninižriḥ 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. ᵓinižriḥ 

nžirḥu minižriḥ なし (nžirāḥ) 
f. nžirḥi 

 
1.2.2.7.2.：弱動詞 
(1) 頭弱動詞＝強動詞（nwalad [v.: VII-0] 生まれる） 
(2) 間弱動詞：nġār [v.: VII-2] 妬まれる  

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. nġār 
nġāru 

binġār 
binġāru 

yinġār 
yinġāru 

3.f nġārat btinġār tinġār 
2.m. nġarit 

nġartu 
btinġār 

btinġāru 
tinġār 

tinġāru 
2.f. nġarti btinġāri tinġāri 
1. nġarit nġarna banġār mninġār ᵓanġār ninġār 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. nġār 

nġāru minġār なし (nġiyār) 
f. nġāri 
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(2) 末弱動詞：nᶜama [v.: VII-3] 盲目になる  
 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. nᶜama 
nᶜamu 

biniᶜmi 
biniᶜmu 

yiniᶜmi 
yiniᶜmu 

3.f nᶜamat btiniᶜmi tiniᶜmi 
2.m. nᶜamēt 

nᶜamētu 
btiniᶜmi 

btiniᶜmu 
tiniᶜmi 

tiniᶜmu 
2.f. nᶜamēti btiniᶜmi tiniᶜmi 
1. nᶜamēt nᶜamēna baniᶜmi mniniᶜmi ᵓaniᶜmi niniᶜmi 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. ᵓiniᶜmi 

ᵓiniᶜmu miniᶜmi なし なし 
f. ᵓiniᶜmi 

 
1.2.2.7.3.：重子音動詞 
nžann [v.: VII-G] 狂う 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. nžann 
nžannu 

binžann 
binžannu 

yinžann 
yinžannu 

3.f nžannat btinžann tinžann 
2.m. nžannēt 

nžannēt 
btinžann 

btinžannu 
tinžann 

tinžannu 
2.f. nžannēti btinžanni tinžanni 
1. nžannēt nžannēna banžann mninžann ᵓanžann ninžann 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. nžann 

nžannu minžann なし なし 
f. nžanni 
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1.2.2.8.：派生形第 VIII 型 
1.2.2.8.1.：強動詞 
štaġal [v.: VIII-0] 働く 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. štaġal 
štaġalu 

bištġil 
bištiġlu 

yištġil 
yištiġlu 

3.f štaġlat btištġil tištġil 
2.m. štaġalit 

štaġaltu 
btištġil 

btištiġlu 
tištġil 

tištiġlu 
2.f. štaġalti btištiġli tištiġli 
1. štaġalit štaġalna baštġil mništġil ᵓaštġil ništġil 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. ᵓištġil 

štiġlu mištġil なし なし 
f. štiġli 

 
1.2.2.8.2.：弱動詞 
(1) 頭弱動詞：ttafaq [v.: VIII-1] 同意する  

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. ttafaq 
ttafaqu 

bittfiq 
bittifqu 

yittfiq 
yittifqu 

3.f ttafqat btittfiq tittfiq 
2.m. ttafaqit 

ttafaqtu 
btittfiq 

btittifqu 
tittfiq 

tittifqu 
2.f. ttafaqti btittifqi tittifqi 
1. ttafaqit ttafaqna battfiq mnittfiq ᵓattfiq nittfiq 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. ᵓittfiq 

ttifqu mittfiq (muttafaq) ttifāq 
f. ttifqi 
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(2) 間弱動詞：xtār [v.: VIII-2] 選ぶ  
 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. xtār 
xtāru 

bixtār 
bixtāru 

yixtār 
yixtāru 

3.f xtārat btixtār tixtār 
2.m. xtarit 

xtartu 
btixtār 

btixtāru 
tixtār 

tixtāru 
2.f. xtarti btixtāri tixtāri 
1. xtarit xtarna baxtār mnixtār ᵓaxtār nixtār 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. xtār 

xtāru mixtār muxtār xtiyār 
f. xtāri 

 
(3) 末弱動詞：štara [v.: VIII-3] 買う  

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. štara 
štaru 

bištri 
bištru 

yištri 
yištru 

3.f štarat btištri tištri 
2.m. štarēt 

štarētu 
btištri 

btištru 
tištri 

tištru 
2.f. štarēti btištri tištri 
1. štarēt štarēna baštri mništri ᵓaštri ništri 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. ᵓištri 

ᵓištru mištri (muštara) *(ᵓiktifāᵓ) 
f. ᵓištri 
＊ᵓiktifāᵓ < ktafa [v.: VIII-3] 充足する 
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1.2.2.8.3.：重子音動詞 
htamm [v.: VIII-G] 関心がある  

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. htamm 
htammu 

bihtamm 
bihtammu 

yihtamm 
yihtammu 

3.f htammat btihtamm tihtamm 
2.m. htammēt 

htammētu 
btihtamm 

btihtammu 
tihtamm 

tihtammu 
2.f. htammēti btihtammi tihtammi 
1. htammēt htammēna bahtamm mnihtamm ᵓahtamm nihtamm 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. htamm 

ᵓ htammu mihtamm (muhtamm*) htimām 
f. htammi 
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1.2.2.9.：派生形第 IX 型 
1.2.2.9.1.：強動詞 
ḥmarr [v.: IX-0] 赤くなる 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. ḥmarr 
ḥmarru 

biḥmarr 
biḥmarru 

yiḥmarr 
yiḥmarru 

3.f ḥmarrat btiḥmarr tiḥmarr 
2.m. ḥmarrēt 

ḥmarrētu 
btiḥmarr 

btiḥmarru 
tiḥmarr 

tiḥmarru 
2.f. ḥmarrēti btiḥmarri tiḥmarri 
1. ḥmarrēt ḥmarrēna baḥmarr mniḥmarr ᵓaḥmarr niḥmarr 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. ḥmarr 

ḥmarru miḥmarr なし ḥmirār 
f. ḥmarri 

 
1.2.2.9.2.：弱動詞 
なし 
 
1.2.2.9.3.：重子音動詞 
なし 
 
1.2.2.10.：派生形第 X 型 
1.2.2.10.1.：強動詞 
staqbal [v.: X-0] 出迎える 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. staqbal 
staqbalu 

bistaqbil 
bistaqiblu 

yistaqbil 
yistaqiblu 

3.f staqbalat btistaqbil tistaqbil 
2.m. staqbalit 

staqbaltu 
btistaqbil 

btistaqiblu 
tistaqbil 

tistaqiblu 
2.f. staqbalti btistaqibli tistaqibli 
1. staqbalit staqbalna bastaqbil mnistaqbil ᵓastaqbil nistaqbil 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. staqbil 

staqiblu mistaqbil (mustaqbal) stiqbāl 
f. staqibli 
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1.2.2.10.2.：弱動詞 
(1) 頭弱動詞＝強動詞（stawᶜab [v.: X-0] 理解する） 
(2) 間弱動詞：stafād [v.: X-2] 利益を得る 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. stafād 
stafādu 

bistfīd 
bistfīdu 

yistfīd 
yistfīdu 

3.f stafādat btistfīd tistfīd 
2.m. stafadit 

stafadtu 
btistfīd 

btistfīdu 
tistfīd 

tistfīdu 
2.f. stafadti btistfīdi tistfīdi 
1. stafadit stafadna bastfīd mnistfīd ᵓastfīd nistfīd 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. stfīd 

stfīdu misatfīd (mustafād) stifāde 
f. stfīdi 

 
(3) 末弱動詞：staḥla [v.: X-3] 素敵だと思う・良いと思う 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. staḥla 
staḥlu 

bistaḥli 
bistaḥli 

yistaḥli 
yistaḥli 

3.f staḥlat btistaḥli tistaḥli 
2.m. staḥlēt 

staḥlētu 
btistaḥli 

btistaḥli 
tistaḥli 

tistaḥli 
2.f. staḥlēti btistaḥli tistaḥli 
1. staḥlēt staḥlēna bastaḥli mnistaḥli ᵓastaḥli nistaḥli 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. staḥli 

staḥli mistaḥli (mustaḥla) (stiḥla) 
f. staḥli 
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1.2.2.10.3.：重子音動詞 
staġall [v.: X-G] 利用する 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. staġall 
staġallu 

bistaġill 
bistaġillu 

yistaġill 
yistaġillu 

3.f staġallat btistaġill tistaġill 
2.m. staġallēt 

staġallētu 
btistaġill 

btistaġillu 
tistaġill 

tistaġillu 
2.f. staġallēti btistaġilli tistaġilli 
1. staġallēt staġallēna bastaġill mnistaġill ᵓastaġill nistaġill 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. staġill 

staġillu mistaġill (mustaġall) stiġlāl 
f. staġilli 

 
1.2.2.11.：４根素動詞 
1.2.2.11.1.：基本形 
(1) 強動詞：bahdal [v.: QI-0] 小言を言う 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. bahdal 
bahdalu 

bibahdil 
bibahidlu 

ybahdil 
ybahidlu 

3.f bahdalat bitbahdil tbahdil 
2.m. bahdalit 

bahdaltu 
bitbahdil 

bitbahidlu 
tbahdil 

tbahidlu 
2.f. bahdalti bitbahidli tbahidli 
1. bahdalit bahdalna babahdil minbahdil ᵓabahdil nbahdil 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. bahdil 

bahidlu mbahdil (mubahdal) bahdale 
f. bahidli 
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(2) 末弱動詞：farža [v.: QI-3] 見せる 
 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. farža 
faržu 

bifarži 
bifaržu 

yfarži 
yfaržu 

3.f faržat bitfarži tfarži 
2.m. faržēt 

faržētu 
bitfarži 

bitfaržu 
tfarži 

tfaržu 
2.f. faržēti bitfarži tfarži 
1. faržēt faržēna bafarži minfarži ᵓafarži nfarži 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. farži 

faržu mfarži (mufarža) なし 
f. farži 

 
1.2.2.11.2.：派生形 
(1) 第 II 型・強動詞：tkahrab [v.: QII-0] 感電する 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. tkahrab 
tkahrabu 

bitkarhab 
bitkahrabu 

yitkarhab 
yitkahrabu 

3.f tkahrabat btitkahrab titkahrab 
2.m. tkahrabit 

tkahrabtu 
btitkahrab 

btitkahrabu 
titkahrab 

titkahrabu 
2.f. tkahrabti btitkahrabi titkahrabi 
1. tkahrabit tkahrabna batkahrab mnitkahrab ᵓatkahrab nitkahrab 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. tkahrab 

tkahrabu mitkahrib なし なし 
f. tkahrabi 
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1.2.2.12.：不規則動詞 
(1) ᵓaxad [v.: irr.] 取る 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

 
3.m. 

 
ᵓaxad 

 

ᵓaxadu 

byāxud 
byōxud 
byōxid 

 

byāxdu 
byōxdu 
byōxdu 

yāxud 
yōxud 
yōxid 

 

yāxdu 
yōxdu 
yōxdu 

 
3.f 

 
ᵓaxdat 

btāxud 
btōxud 
btōxid 

tāxud 
tōxud 
tōxid 

 
2.m. 

 
ᵓaxadit 

 

ᵓaxadtu 

btāxud 
btōxud 
btōxid 

 

btāxdu 
btōxdu 
btōxdu 

tāxud 
tōxud 
tōxid 

 

tāxdu 
tōxdu 
tōxdu 

 
2.f. 

 
ᵓaxadti 

btāxdi 
btōxdi 
btōxdi 

tāxdi 
tōxdi 
tōxdi 

 
1. 

 
ᵓaxadit 

 
ᵓaxadna 

bāxud 
bōxud 
bōxid 

mnāxud 
mnōxud 
mnōxid 

ᵓāxud 
ᵓōxud 
ᵓōxid 

nāxud 
nōxud 
nōxid 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. xōd 

xudu māxid ~ mēxid mitāxid なし 
f. xudi 
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(2) ᵓakal [v.: irr.] 食べる 
 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

 
3.m. 

 
ᵓakal 

 

ᵓakalu 

byākul 
byōkul 
byōkil 

 

byāklu 
byōklu 
byōklu 

yākul 
yōkul 
yōkil 

 

yāklu 
yōklu 
yōklu 

 
3.f 

 
ᵓaxdat 

btākul 
btōkul 
btōkil 

tākul 
tōkul 
tōkil 

 
2.m. 

 
ᵓakalit 

 

ᵓakaltu 

btākul 
btōkul 
btōkil 

 

btāklu 
btōklu 
btōklu 

tākul 
tōkul 
tōkil 

 

tāklu 
tōklu 
tōklu 

 
2.f. 

 
ᵓakalti 

btākli 
btōkli 
btōkli 

tākli 
tōkli 
tōkli 

 
1. 

 
ᵓakalit 

 
ᵓakalna 

bākul 
bōkul  
bōkil 

mnākul 
mnōkul 
mnōkil 

ᵓākul 
ᵓōkul 
ᵓōkil 

nākul 
nōkul 
nōkil 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. kōl 

kulu mākil ~ mēkil mittākil なし 
f. kuli 
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(3) ᵓaža ~ ᵓiža [v.: irr.] 来る 
 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. ᵓaža ~ ᵓiža 
ᵓažu ~ ᵓižu 

bīži 
bīžu 

yīži 
yīžu 

3.f ᵓažat ~ ᵓižat btīži tīži 
2.m. žīt 

žītu 
btīži 

btīžu 
tīži 

tīžu 
2.f. žīti btīži tīži 
1. žīt žīna bāži mnīži ᵓāži nīži 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. taᶜāl 

taᶜālu žāy なし žēne 
f. taᶜāli 

 
(4) ᵓaᶜṭa [v.: irr.] 与える 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. ᵓaᶜṭa 
ᵓaᶜṭu 

byaᶜṭi 
byaᶜṭu 

yaᶜṭi 
yaᶜṭu 

3.f ᵓaᶜṭat btaᶜṭi taᶜṭi 
2.m. ᵓaᶜṭēt 

ᵓaᶜṭētu 
btaᶜṭi 

btaᶜṭu 
taᶜṭi 

taᶜṭu 
2.f. ᵓaᶜṭēti btaᶜṭi taᶜṭi 
1. ᵓaᶜṭēt ᵓaᶜṭēna baᶜṭi mnaᶜṭi ᵓaᶜṭi naᶜṭi 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. ᵓaᶜṭi 

ᵓaᶜṭu muᶜṭi (muᶜṭa) ᵓiᶜṭāᵓ 
f. ᵓaᶜṭi 
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(5) ttāxad [v.: irr.] 取られる 
 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. ttāxad 
ttāxadu 

bittāxad 
bittāxadu 

yittāxad 
yittāxadu 

3.f ttāxadat btittāxad tittāxad 
2.m. ttāxadit 

ttāxadtu 
btittāxad 

btittāxadu 
tittāxad 

tittāxadu 
2.f. ttāxadti btittāxadi tittāxadi 
1. ttāxadit ttāxadna battāxad mnittāxad ᵓattāxad nittāxad 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. ttāxad 

ttāxadu mittāxid なし なし 
f. ttāxadi 

 
(6) ttākal [v.: irr.] 食べられる 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. ttākal 
ttākalu 

bittākal 
bittākalu 

yittākal 
yittākalu 

3.f ttākalat btittākal tittākal 
2.m. ttākalit 

ttākaltu 
btittākal 

btittākalu 
tittākal 

tittākalu 
2.f. ttākalti btittākali tittākali 
1. ttākalit ttākalna battākal mnittākal ᵓattākal nittākal 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. ttākal 

ttākalu mittākil なし なし 
f. ttākali 
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(7) ddaᶜa [v.: irr.] 訴える 
 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. ddaᶜa 
ddaᶜu 

biddiᶜi 
biddiᶜu 

yiddiᶜi 
yiddiᶜu 

3.f ddaᶜat btiddiᶜi tiddiᶜi 
2.m. ddaᶜēt 

ddaᶜētu 
btiddiᶜi 

btiddiᶜu 
tiddiᶜi 

tiddiᶜu 
2.f. ddaᶜēti btiddiᶜi tiddiᶜi 
1. ddaᶜēt ddaᶜēna baddiᶜi mniddiᶜi ᵓaddiᶜi niddiᶜi 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. ᵓiddiᶜi 

ᵓiddiᶜu middiᶜi* なし なし 
f. ᵓiddiᶜi 
＊ f. middiᶜye, pl. middiᶜyīn 
 
(8) stanna [v.: irr.] 待つ 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. stanna 
stannu 

bistanna 
bistannu 

yistanna 
yistannu 

3.f stannat btistanna tistanna 
2.m. stannēt 

stannētu 
btistanna 

btistannu 
tistanna 

tistannu 
2.f. stannēti btistanni tistanni 
1. stannēt stannēna bastanna mnistanna ᵓastanna nistanna 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. stanna 

stannu mistanni なし なし 
f. stanni 
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(9) stāhal [v.: irr] ふさわしい 
 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. stāhal 
stāhalu 

bistāhal 
bistāhalu 

yistāhal 
yistāhalu 

3.f stāhalat btistāhal tistāhal 
2.m. stāhalit 

stāhaltu 
btistāhal 

btistāhalu 
tistāhal 

tistāhalu 
2.f. stāhalti btistāhali tistāhali 
1. stāhalit stāhalna bastāhal mnistāhal ᵓastāhal nistāhal 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. stāhal 

stāhalu mistāhil なし なし 
f. stāhali 

 
(10) staḥa [v.: irr.] 恥ずかしい 

 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. staḥa 
staḥu 

bistḥi 
bistḥu 

yistḥi 
yistḥu 

3.f staḥat btistḥi tistḥi 
2.m. staḥēt 

staḥētu 
btistḥi 

btistḥu 
tistḥi 

tistḥu 
2.f. staḥēti btistḥi tistḥi 
1. staḥēt staḥēna bastḥi mnistḥi ᵓastḥi nistḥi 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. ᵓistḥi 

ᵓisḥu mistḥi なし なし 
f. ᵓistḥi 
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(11) strayyaḥ [v.: irr.] 休む 
 過去形 現在形Ｂ型 現在形Ｙ型 
 sg. pl. sg. pl. sg. pl. 

3.m. strayyaḥ 
strayyaḥu 

bistrayyiḥ 
bistrayyḥu 

yistrayyiḥ 
yistrayyḥu 

3.f strayyaḥat btistrayyiḥ tistrayyiḥ 
2.m. strayyaḥit 

strayyaḥtu 
btistrayyiḥ 

btistrayyḥu 
tistrayyiḥ 

tistrayyḥu 
2.f. strayyaḥti btistrayyḥi tistrayyḥi 
1. strayyaḥit strayyaḥna bastrayyiḥ mnistrayyiḥ ᵓastrayyiḥ nistrayyiḥ 

 命令形 能動分詞 受動分詞 動名詞 
m. strayyiḥ 

strayyḥu mistrayyiḥ なし なし 
f. strayyḥi 

 
(12) hāt 持って来い！ 

この動詞は命令形でのみ用いられる。 
Imp.: hāt, hāti; hātu 
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1.2.3.：現在形Ｙ型の用法 
1.2.3.1.：単独で 
(1) １人称で話者の意向を表す：ᵓaktib-l-ak ᵓīmēl-i hōn? メールアドレスをここに

書きましょうか？ yaḷḷa nuqᶜud hōn. さあ、ここに座りましょう。 niṭlaᶜ 
hallaq? 行きましょうか？・さあ、行きましょう。 

(2) ２人称では相手の意向、または厳しい命令を表現する：tišrab ɔ iši 何か飲みま

すか？ tišrab qahwe? コーヒー如何ですか？ tuqᶜud hōn? ここに座ります

か？ tāxdu maᶜ-kum qalam w-daftar. ペンとノートを持って行くこと！ 
(3) ３人称では第三者に対する命令や祈願、第三者の行動への疑いを表現する。：

ᶜan žadd mūsa yiᶜzim-ni? - bi-dūn šakk. 本当にムーサは私を呼んでくれるんでし

ょうか？－間違いない。 kull wāḥad yiržaᶜ ᶜa-bēt-o. それぞれ家へ帰った帰っ

た！ ya-rabb, tiḥirq-o. 神よ、こいつを焼き給え！ 
(4) 否定命令（ma-….-š, la …）：ma-tišrab-iš il-qahwe. そのコーヒーを飲むな。 ma-

tiḍrab-iš ᵓaxū-k! 弟を殴るな。 ᵓin kān ṣāḥb-ak ᶜasal, la tilḥas-o kull-o. お前の友

人が蜂蜜なら嘗め尽くしてはいけない。 
 
1.2.3.2.：名詞・分詞・前置詞 
ᵓafḍal ～する方がいい：ᵓafḍal ᵓaṭlaᶜ hallaq. 今出た方がいい。 
ᵓaḥsan ～する方がいい： ᵓaḥsan nāxud il-bāṣ. バスで行った方がいい。 
ᵓaḥsan-ma さもなければ～する：ᵓimsik ɔ īd il-walad ᵓaḥsan-ma yūqaᶜ. 子供の手をつ

ないでおかないと転ぶよ。 
balāš ～するな：balāš tibki 泣くな！ 
bass ～するやいなや：bass tiwṣal la-l-quds, ᵓuḍrub-l-i talifōn. エルサレムに着いた

ら電話してください。 
bidd-SP（☛ II-4.【表現】）(a) ～したい：bidd-i ᵓašrab qahwe. コーヒーが飲みた

い。 (b) ～すべき：šū bidd-i ɔ aᶜmal? 私は何をすべきなんだろう？・どうしろ

と言うのだ？！・どうしよう？！ 
ᶜēb ～するのは恥だ・～してはいけない：miš ᶜēb tuḍrub walad ᵓazġar minn-ak? お

前より小さい子をたたいて恥ずかしくないのか？ 
ᵓil-SP nafs yākul 食べる気がある・食欲がある：ᵓil-ak nafs tākul? - ma-l-ī-š nafs. 食
べる気ある？－ありません。 

ᵓil-SP xāṭir ～する気がある：ᵓil-i xāṭir niržaᶜ. 私は帰ろうとしている・帰りたい。 
ᶜurm-SP ma-raḥ 今後は二度と～しない：brahīm ᶜimil iši ᶜāṭil w-nidim ᶜalē-h, w-ᶜumr-

o ma raḥ yiᶜmal hēk. もうそんなことはしない（かつてはしたが）。 
ḥarām ～してはいけない：il-ᵓakl iz-zāyid ḥarām nirmī-h. 食べ残しを捨ててはいけ

ない。 
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ḥāže ～するな：ḥāže tibki 泣くな！ 
il-muhimm ～するのが大切だ：il-muhimm ɔ il-ak trūḥ duġri. とにかくまっすぐ行く

んだ。 
lāzim ～しなければならない：il-baṭṭariyye fāḍye, lāzim tᶜabbī-ha. バッテリーが上

がっているので充電する必要がある。 miš lāzim tisᵓali. 貴女は尋ねる必要は

ない。 
mamnūᶜ ～してはいけない：mamnūᶜ tišrab qahwe qabl in-nōm. 寝る前にコーヒー

を飲んではいけません。 
mažbūr ～しなければならない・～せざるをえない：mažbūr yiṭlaᶜ 彼は出なけれ

ばならない（出ないと大変なことになる）。 
mistᶜidd ～する準備のできた・～する用意がある 
mnīḥ ～するのはいいことだ：ya mūsa, miš imnīḥ tidfiš ᵓuxt-ak. おい、ムーサ、妹

を踏んづけてはいけない。 
mumkin ～できる：baᶜid ᵓakam daqīqa wiqfat is-sayyāra fažᵓa w-ma kān-iš mumkin 

ᵓaḥarrik-ha. 数分後急に車が止まってしまって動かせなかった。 
raḥ ～するだろう：ᶜala ᵓēš raḥ nitfarraž fi l-quds? エルサレムで何を見ましょう

か？ maᶜlūm miš raḥ tiᶜraf. 勿論お前にわかりっこない。 
wāqif とまって～する：lākin-ha ḍallat wāqfe tfakkir. しかし彼女は立ち止って考え

続けた。 
yaḷḷa ～しよう！（１人称複数形または命令形の動詞が続く）：yaḷḷa niḥki ᶜarabi! 
アラビア語を話しましょう。 

ya-rēt ～だったらなあ！：ya-rēt id-dinya tumṭur. 雨が降ってくれればなあ。 ya-
rēt-ha maṭrat. 雨が降っていたらよかったのに。 

 
1.2.3.3.：接続詞と共に 
☛ IV-1.7. 
 
1.2.3.3.：動詞と共に 
ᵓaža ～しに来る： žīt ᵓaražžiᶜ-l-ak il-maṣāri lli ᵓaxadit minn-ak ᵓawwal imbēriḥ. 一昨

日借りた金を返しに来た。 
baṭṭal ～するのをやめる・もう～しない：baṭṭalit ᵓasriq žazādīn in-niswān. 私は女

たちの財布を盗むのをやめた。 bukra raḥ tbaṭṭil tišti. あすはもう雨は降らな

いだろう。 
btada ～し始める：btada l-mġanni yiġanni. その歌手は歌を歌い始めた。 
ᶜallam ～することを教える：ᵓamīne c allamat-ni ɔ aktub c arabi. アミーネは私にアラ

ビア語の書き方を教えてくれた。 
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ᶜirif ～できる・～のしようがある：btiᶜraf tisbaḥ? 泳げますか？ 
kān ～していた：ᶜala wēn kān yirūḥ yišṭaḥ kull yōm? 彼は毎日どこに散歩に行って

いましたか？ 
kān rāyiḥ しそうになった：kunt rāyiḥ ᵓawqiᶜ. 転びそうになった。 
ltazam ～せざるを得ない：ltazamna nᶜāwid insāfir. もう一度行かざるを得なかっ

た。 
ma-ᶜād-iš もはや～ではない：ᵓiza-kān btišrab ṃayy, ma-ᶜudt-iš tiᶜṭaš. 水を飲めばも

う喉が渇きません。 
manaᶜ ～することを禁じる：manaᶜū-h yākul samak. 彼は魚を食べることを禁じら

れた。 
mayyal ～するために立ち寄る：min kutr il-maḥallāt w-id-dakākīn baṭṭalt ᵓaᶜraf fēn 

ymayyil yištri. 店が多過ぎて、もはやどこに行って買っていいものやらわから

なくなった。 
nisi ～するのを忘れる：nsīt ᵓaražžiᶜ-ha la-žārt-i. 隣の人にそれを返すのを忘れま

した。 
qaᶜad ～し続ける：w-qaᶜad yzammir bī-ha それを鳴らし続けた。 
qāl するように言う：qul-l-o yqarrib ᶜind-i. こちらに近寄るように彼に言いなさ

い。 
qarrab 間もなく～する：l-ižtimāᶜ biqarrib yinthi. 会議はもうすぐ終わります。 
qidir ～できる：baqdar-š ᵓafham lēš. なぜだか理解できない。 
samaḥ ：～することを許す：ᵓismaḥ-l-i ᵓaqul-l-ak 一つ言わせてください。 
ṣār ～するようになる：šū ṣār žuḥa yištġil? ジュハは何の仕事をするようになり

ましたか？ 
ṭalab ～するよう頼む：ṭalab minn-i ᵓaržaᶜ baᶜid ᵓakam sēᶜa. 彼は数時間後に戻るよ

うに私に頼んだ。 
ṭiliᶜ ～しに出かける：kull yōm biṭlaᶜu yisharu 毎日夜遊びに出かける。 
tkāsal ～することを怠る：tkāsal yqūm w-yiftaḥ il-bāb. 彼は立ちあがってドアを開

けることを怠った。 
tmanna ～することを望む：w-ᵓiḥna mnitmanna nšūf-kum. あなた方にまたお会いし

たい。 
ttafaq ～することを同意する：ᵓēmta ttafaqna niltqi fi-l-maṭᶜam? レストランでいつ

会うことにしましたっけ？ 
tᶜawwad ～するのに慣れる・～する習慣がある：niḥna miš mitᶜawwdīn nākul filfil 

ḥārr. 私達は唐辛子を食べるのに慣れていない・食べる習慣がない。 
waᶜad ～することを約束する 
waḷḷāhi la- ～してやる！：waḷḷāhi la-ᵓaqutl-ak! お前なんか殺してやる！ 
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yimkin かもしれない：yimkin titġayyar il-ᵓaḥwāl. 状況が変わるかもしれない。 
žarrab ～しようとする：žarrabt ᵓašaġġil il-mōtōr, bass min ġēr natīže. エンジンを

動かそうとしたがうまく行かなかった。 
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1.2.4.：疑似動詞 
以下の語は本来動詞でないが、否定の際 ma-…-š が用いられることから部分的

に動詞的な性質を持つものとして「疑似動詞」と呼ぶ。 
(1) bidd- ～は～が欲しい 

 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 
3.m. bidd-o 

bidd-hum 
ma-bidd-ō-š 

ma-bidd-hum(m)-iš 
3.f. bidd-ha ma-bidd-hā-š 
2.m. bidd-ak 

bidd-kum 
ma-bidd-ak-iš 

bidd-kum(m)-iš 
2.f. bidd-ik ma-bidd-ik-iš 
1. bidd-i bidd-na ma-bidd-ī-š bidd-nā-š 

šū bidd-ak? - bidd-i qahwe. 何が欲しいですか？－コーヒーが欲しい。 
 
ᶜind ＋接尾代名詞 

 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. ᶜind-o 
ᶜind-hum 

(ma-)ᶜind-ō-š 
(ma-)ᶜind-hum(m)-iš 

3.f. ᶜind-ha (ma-)ᶜind-hā-š 
2.m. ᶜind-ak 

ᶜind-kum 
(ma-)ᶜind-ak-iš 

(ma-)ᶜind-kum(m)-iš 
2.f. ᶜind-ik (ma-)ᶜind-ik-iš 
1. ᶜind-i ᶜind-na (ma-)ᶜind-ī-š (ma-)ᶜind-nā-š 

ᶜind-i waqit, yaᶜni ᵓana fāḍi. 私には時間があります。つまり暇です。 ᵓakam ᵓaxx 
ᶜind-ak? - ᶜind-i talatt ᵓixwe. ご兄弟は何人いますか？－３人います。 
 
ᵓil- ＋接尾代名詞 

 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. ᵓil-o 
ᵓil-hum 

(ma-)l-ō-š 
(ma-)l-hum-iš 

3.f. ᵓil-ha (ma-)l-hā-š 
2.m. ᵓil-ak 

ᵓil-kum 
(ma-)l-ak-iš 

(ma-)l-kum-iš 
2.f. ᵓil-ik (ma-)l-ik-iš 
1. ᵓil-i ᵓil-na (ma-)l-ī-š (ma-)l-nā-š 

tfaḍḍal, ɔ il-ak makātīb. はいどうぞ、貴男宛てに手紙があります（来ています）よ。

ma-l-ī-š ᵓayya ᶜalāʠa fi ha-l-masᵓale. 私はこの問題に何のかかわりもない。 
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maᶜ ＋接尾代名詞 
 肯定 否定 
 sg. pl. sg. pl. 

3.m. maᶜ-o 
maᶜ-hum 

(ma-)maᶜ-ō-š 
(ma-)maᶜ-hum-iš 

3.f. maᶜ-ha (ma-)maᶜ-hā-š 
2.m. maᶜ-ak 

maᶜ-kum 
(ma-)maᶜ-ak-iš 

(ma-)maᶜ-kum-iš 
2.f. maᶜ-ik (ma-)maᶜ-ik-iš 
1. maᶜ-i maᶜ-na (ma-)maᶜ-ī-š (ma-)maᶜ-nā-š 

maᶜ-ak qalam? - maᶜ-i bass qalam irṣāṣ ペン持っていますか（ペンがありますか）？

－鉛筆しかありません。 ᵓakam iktāb maᶜ-ak? - maᶜ-i talatN kutub. 本を何冊持っ

ていますか？－３冊あります。 
 
(2) fīh 
否定：(ma-)fišš 
fīh bisse taḥt iṭ-ṭāwle. テーブルの下に猫がいる。 
fišš maṭᶜam fi hāda š-šāriᶜ. この通りにはレストランがない。 
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1.3.：名詞・形容詞 
1.3.1.：文法性 
名詞は「男性名詞」「女性名詞」という２つの範疇があり、全ての名詞はいずれ

かに属する。どちらに属するかは次のような基準による。 
 
1.3.1.1.：次のような特徴を持つ語は女性名詞である。 
(1) -a, -e, -āy で終わる語の大部分：žāmᶜa 大学、knīse 教会、maḥḥāy 消しゴム 
（次のような例外が少数ある：zalame [n.m.] 男 mustašfa [n.m.] 病院 mūsa 

[n.m.] ムーサ（男性名） maᶜna [n.m.] 意味 など） 
(2) 地名、国名の大部分：il-quds エルサレム falasṭīn パレスチナ il-yaḅān 日

本 ṭōkyo 東京 
＊libnān レバノン l-maġrib モロッコ is-sudān スーダン l-iᶜrāq イラク il-

ᵓurdun ヨルダン などは男性名詞として扱われることがある 
(3) 次の身体語で対をなす物を表す語：ᵓīd 手 dān 耳 ᵓižir 足 ᶜēn 目 
(4) その他習慣的に女性名詞：ḥarb 戦争 rīḥ 風 
 
上記以外は男性名詞と考えてよい。本教材では男性名詞を [n.m.]、女性名詞を 
[n.f.] と表示する。 
masžid [n.m.: pl. masāžid] モスク 
knīse [n.f.: pl. kanāyis] 教会 
 
1.3.1.2.：人を表す名詞は、その人物が男性か女性かによって形を変える。男性を

表す形を「男性形（＝ m.）」、女性を表す形を「女性形（＝ f.）」と呼ぶ。 
m. f.  

ṭālib 
mašġūl 
ᵓaḥmar 

ṭālbe 
mašġūle 
ḥamra 

学生 
忙しい 
赤い 

 
1.3.1.3.：女性形の作り方は以下の通り。 
(1) 男性形に女性語尾 -a, -e を付ける。この女性語尾は、男性形の語末の子音が

喉音（ᶜ, ġ, h, ḥ, q, ʠ, x）、強勢音の時（ḍ, ṣ, ṭ, ẓ）、r の場合は -a（但し -ir, -īr の後

では -e）、それ以外の子音の時には -e となる。以降女性語尾は -E で代表させ

る。 
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m. f.  
語尾 例 語尾 例 

-CaC mdawwar -CaCE mdáwwara 丸い 
-CV̄C mašġūl -CV̄CE mšġūle 忙しい 
-V̄CiC 
-VC1C1iC 

ṭālib 
mᶜallim 

-V̄CCE 
-VC1C1E 

ṭālbe 
mᶜallme 

学生 
教師 

-VC1C2iC3 mislim -C1iC2C3E misilme ムスリム 

-i 
falasṭīni 
fāḍi 

-iyye 
-ye 

falasṭīníyye 
fāḍye 

パレスチナ人 
暇な 

 
(2) 語形を変える 
男性単数形が ᵓaFᶜaL のパターン語は女性形が FaᶜLa となる。 

m. f.  
語尾 例 語尾 例  

ᵓaFᶜaL 
ᵓahbal 
ᵓaḥmar 

FaᶜLa 
habla 
ḥamra 

愚かな 
赤い 

このような名詞・形容詞は次のようにして女性形を示す。 
ᵓahbal [adj.: f. habla] 愚かな 
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1.3.2.：数 
1.3.2.1.：双数形（du.） 
名詞は単数形の語尾に -ēn（双数語尾）を加えることによって双数形にすること

ができる。 
sg. du.  

語尾 例 語尾 例  
-CaC 
-CV̄C 
-VCC 

qalam 
finžān 
maḥall 

-CaCēn 
-CVCēn 
-VCCēn 

qalamēn 
finžanēn 
maḥallēn 

ペン 
カップ 
店 

-CiC ṭālib -CCēn ṭālbēn 学生 
-Ci kundarži -Ciyyēn kundaržiyyēn 靴職人 

-aCE 
waraqa 
zalame 

-iCtēn 
wariqtēn 
zalimtēn 

紙 
男 

-CCE ṭālbe -CiCtēn ṭālibtēn 女子学生 

-CTE* 
maḥaṭṭa 
šanta 

-CCitēn 
maḥaṭṭitēn 
šantitēn 

駅 
かばん 

-V̄CE 
sayyāra 
ᵓōḍa 

-V̄Ctēn 
sayyārtēn 
ᵓōḍtēn [oṭṭēn] 

自動車 
部屋 

-Ca maᶜna -Cayēn maᶜnayēn 意味 
＊ T = t, d, ṭ, ḍ 
 
1.3.2.2.：複数形（pl.） 
名詞・形容詞の複数形は複数語尾（-īn, -E, -yye, -āt, -ēn）をつけるか語形を変え

て作る。 
 
1.3.2.2.1.：語尾による複数形 
(1) 複数語尾 -īn 

sg. pl.  
語尾 例 語尾 例  

-CaC 
-CV̄C 
-VCiCi 

mwaẓẓaf 
mumtāz 
muxtaṣṣ 

-CaCīn 
-CV̄Cīn 
-VCiCiīn 

mwaẓẓafīn 
mumtāzīn 
muxtaṣṣīn 

勤め人 
優秀な 
専門家 

-aCiCiiC mᶜallim -VCCīn mᶜallmīn 教師 
-aCiCjiC mtaržim -VCiiCjCE mtarižmīn 通訳 
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(2) 複数語尾 -E 
単数形が CVCiCiīC の語形パターンによる語、-ži で終わる語、-i で終わる語の

一部など。 
sg. pl.  

語尾 例 語尾 例  
CVCiCiīC šaġġīl CVCiCiīCE šaġġīle 肉体労働者 
-ži kundarži -žiyye kundaržiyye 靴職人水夫 
-i baḥri -iyye baḥriyye 水夫 

 
(3) 複数語尾 -E または -īn 
単数形が -i で終わる国籍を表す語、単数形が CaCCāC の語形を持つ語は -E 
又は -īn の語尾によって複数形を作る。 

sg. pl.  
語尾 例 語尾 例  

-Ci falasṭīni -Ciyyē ~ -Ciyyīn falasṭīniyye ~ falasṭīniyyīn パレスチナ人 
CaCiCiāC xabbāz CaCCāCE ~ CaCCaCīn xabbāze ~ xabbazīn パン職人 

 
(4) 複数語尾 -āt 

sg. pl.  
語尾 例 語尾 例  
-C 
-E 
-āy 
-a 

maḥall 
maḥaṭṭa 
maḥḥāy 
mustašfa 

-āt 
-āt 
-āt 
-ayāt 

maḥallāt 
maḥaṭṭāt 
maḥḥāyāt 
mustašfayāt 

店 
駅 
消しゴム 
病院 

-E 
ṭālbe 
yahūdiyye 

-āt 
ṭālbāt 
yahūdiyyāt 

女子学生 
ユダヤ教徒 

 
(5) 複数語尾 -ēn 
次の語の複数形は -ēn を付ける。双数語尾と混同しないよう注意せよ。 
ᵓīd [n.f.: pl. -ēn] 手  
ᵓižir [n.f.: pl. -ēn] 足  
ᶜēn [n.f.: pl. -ēn ~ ᶜinēn] 目  
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1.3.2.2.2.：語形を変えるもの 
(1) 複数形には次のような語形パターンがある。 
(ᵓV)CCāC: ᵓaqlām (< qalam), ᵓiyyām (< yōm), wlād (< walad) 
C(i)CāC: ḍifāf (< ḍiffe), fxād (< faxde) 
C(u)CūC: byūt (< bēt), ṣḥūn (< ṣaḥin), šhūr (< šahir), ḥuqūq (< ḥaqq) 
CCāC: zlām (< zalame), kbār (< kbīr), ṭwāl (< ṭwīl), qṣār (< qṣīr) 
CCūCa: muṭūra (< mitir) 
CaCāC: banāt (< binit) 
CaCāCiC: maCāCiC: makātib (< maktab), madāris (< madrase), mafātiḥ (< miftāḥ), 

CaCāCiC; šawākil (< šēkil), dafātir (< daftar), daqāyiq (< daqīqa) 
CaCāCīC: ᵓasabīᶜ (< ᵓusbūtᶜ) 
CiCCān: bibān (< bāb) 
CuCCāC: ṭullāb (< ṭālib), 
CuCaC: šunat (< šanta), šuwak (< šōke) 
CuCC: kutub* (< ktāb) 
CúCaCa: ᵓumara (< ᵓamīr), fuqara (< faqīr), ġunaya (< ġani), ġuraba (< ġarīb), luᵓama 

(< laᵓīm), luṭafa (< laṭīf), mudara (< mudīr), qudama (< qadīm), zumala (< zamīl) 
ᵓaCCiCE: ᵓahdiye (< hadiyye), ᵓažwibe (< žawāb) 
＊ kutub の第２音節の u は補助母音 
 
(2) 特殊なもの 
dān [n.f.: pl. dinēn] 耳  
ṃayy [n.f.: pl. myāh] 水  
turžmān [n.: pl. tarāžme] 通訳  
 
(3) 単数形と複数形が異なった語からなる語 
ᵓinsān [n.m.: pl. nās] 人 mara [n.f.: pl. niswān] 女  
 
(4) いくつかの語の複数形は数詞（☛ IV-1.5.）３～１０の後に来る場合にのみ用

いられる特殊な複数形（＝ sp.pl.）を持つ。 
šahir [n.m.: pl. šhūr, sp.pl. tušhur] 月（間） 
rġīf [n.m.: pl. ᵓarġife, sp.pl. tiriġfe] パン切れ 
ᵓalf [n.m.: pl. ᵓālāf, sp.pl. tālāf] １０００ 
yōm [n.m.: pl. yyām, sp.pl. tiyyām] 日 
xamis tušhur ５か月 ᶜašir tiyyām １０日 taman tālāf ８０００ 
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1.3.2.2.3.：複数形の特殊な用法 
次の語は接尾代名詞を付ける場合に複数形が用いられる。 
(1) maṣāri [n.pl.: pl. maṣriyyāt] お金 ᵓikrām 名誉 [n.m.: pl. ᵓikrāmiyyāt] 名誉 
maṣriyyāt-o 彼のお金 maṣāri min maṣriyyāt-o l-xāṣṣa 彼の個人的な金のうちの某

か maṣāri min maṣriyyāt-o l-xāṣṣa 彼の個人的なお金の某か ma-tḍayyᶜ-iš 
maṣriyyāt-ak! 自分の金を無駄にするな。 ᵓil-o ᵓikrāmiyyāt. 彼は誉れ高い。 
 
(2) ᶜarabi「アラビア語」のような言語名 
ᶜarabiyyāt-o mkassarāt. 彼のアラビア語はめちゃくちゃだ。 
 
1.3.3.：人を表す名詞・形容詞 
m.sg., f.sg., m.pl., f.pl. の４つの形がある。 

m.sg. f.sg. m.pl. f.pl.  
ṭālib ṭālbe ṭullāb ṭālbāt 学生 
mižthid mižtihde mižtihdīn mižtihdāt 勤勉な 
kaslān kaslāne kalsanīn kaslanāt 怠惰な 
ᵓahbal habla hubul 愚かな 

m.sg. が ᵓaCCaC の語形の語は男性複数形が女性複数形を兼ねる。 
 
名詞と形容詞の一致 
(1) 人を表す名詞 
 m. f. 
 
sg. 

hāda ṭālib šāṭir 
hālib iždīd 
ṭālib ᵓurdni 

hādi ṭālbe šāṭre 
ṭālbe ždīde 
ṭālbe ᵓurdniyye 

 
du. 

hadōl ṭālbēn šāṭrīn* 
ṭālbēn iždād 
ṭālbēn ᵓurdniyyīn ~ ᵓurdniyye 

hadōl ṭālibtēn šāṭrāt 
ṭālibtēn iždād 
ṭālibtēn ᵓurdniyyīn ~ ᵓurdniyye ~ ᵓurdniyyāt 

 
pl. 

hadōl ṭullāb šāṭrīn** 
ṭullāb iždād** 
ṭullāb ᵓurdniyyīn ~ ᵓurdniyye 

hadōl ṭālbāt šāṭrīn ~ šāṭrāt 
ṭālbāt iždād 
ṭālbāt ᵓurdniyyāt 

＊双数名詞は複数形として扱われるので、関係する形容詞や代名詞は複数形と

なる。 
＊＊男性複数形が -īn となる形容詞は -āt を付けて女性複数形を作ることがで

きるが、語幹複数形の形容詞は複数形で男女の区別はない。 
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(2) 人以外 
 m. f. 

 
sg. 

hāda ktāb maᶜrūf 
ktāb iždīd 
ktāb ᵓurdni 

hādi mažalle maᶜrūfe 
mažalle ždīde 
mažalle ᵓurdniyye 

 
du. 

hadōl ktabēn maᶜrūfīn 
ktabēn iždād 
ktabēn ᵓurdniyyīn ~ ᵓurdniyye 

hadōl mažalltēn maᶜrufāt 
mažalltēn ždād 
mažalltēn ᵓurdniyyīn ~ ᵓurdniyye 

 
pl. 

hādi kutub maᶜrūfe 
kutub iždād 
kutub ᵓurdniyye 

hādi mažallāt maᶜrūfe 
mažallāt iždād 
mažallāt ᵓurdniyye 

 

bidd-i ṣaḥn ikbīr w-kubbāytēn. 私は大皿とコップ２つ欲しい。 bidd-i ṣaḥnēn ikbār 
w-ṣaḥnēn izġār. 私は大きな皿２枚と小さい皿２枚欲しい。 ḥaṭṭēt hōn talat 
kubbāyāt inḍāf, w-šū bidd-kum kamān? ここにきれいなコップを３つ置きましたが

他に何が必要ですか？ 
 
1.3.4.：集合名詞・個別名詞・単位・抽象名詞 
(1) 集合名詞 
集合名詞は主に植物（野菜・果物）、小動物などを表す名詞で多く用いられ、

数の概念を持たない複数を意味する。例えば「魚」を表す語として集合名詞の 
samak [n.m.: pl. ᵓasmāk] と個別名詞の samake [n.f.: pl. -āt] の２つがある。 

集合名詞は「（貝、海藻、昆虫などに対する）種類としての魚」または「魚と

いうもの一般」を意味し、例えば「baḥibb samak. 私は魚が好きです。」のような

場合に用いる。また集合名詞には数の概念は無いの（数えることができない）。

集合名詞で複数形を持つ語があるが、これは「様々な種類」を表し、魚の場合（pl. 
ᵓasmāk）は「fīh ɔ asmāk iktīre fi l-baḥir. 海には沢山の（色々な）魚がいる。」と言う

ような場合に用いられる。 
これに対して個別名詞は -E の付いた形（＝女性単数形）で、samake は「一

匹の魚」を意味する。複数形（pl. samakāt）は数の概念を持ち、「imbēriḥ ɔ akalit talat 
samakāt. 私は昨日魚を３匹食べた。」と言う場合などに用いる。 

「魚」のようにそこに多くの種類が含まれる場合は複数形があるが、žāž「雌

鶏」の様にその中に異なった種類を含まない場合は複数形はない傾向がある（リ

ンゴなどは下位の種類が多くあるが複数形は無い）。また、-E で終わる集合名詞

は個別名詞を持たない。 
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集合名詞 個別名詞  
samak 
tuffāḥ 
banḍōra 

samake 
tuffāḥa 
- 

魚 
リンゴ 
トマト 

 
集合名詞と個別名詞の区別がある語は以下の様に示す。 
xubiz [n.col.; n.un. -E, pl. -āt] パン（個別名詞は「一切れのパン」） 
xōx [n.col.; n.un. -E, pl. -āt] 桃  
samak [n.col.: pl. ᵓasmāk, n.un. -E, pl. -āt] 魚 
waraq [n.col.: pl. ᵓawrāk, n.un. -E, pl. -āt] 紙 
safar [n.col.: n.un. safra, pl. -āt] 旅 
maṣāri [n.col.(pl.): n.un.pl. maṣriyyāt] お金 
 
(2) 度量衡を表す名詞 
外来語の場合は単複同形となることが多い。 
kīlo [n.m.: du. kīltēn ~ kīlōwēn] キログラム（双数形の使用は義務的でない）：tnēn 

kīlo ~ kīlōwēn ２キロ talāte kīlo ５キロ 
mitir [n.m.: du. mitrēn, pl. mtūra] メートル：il-ᶜarḍ ɔ arbᶜa mtūra w-iṭ-ṭūl qadd-o. 幅４

メートル、長さも同様。 qubbit knīsit-na c uluw-ha miyye w-ᵓarbaᶜ mtūra. 私達の

教会のドームは高さが１０４メートルだ。 ᵓarḍ iwsīᶜa ibtīži xamsīn c ala mīt mitir. 
５０掛ける１００メートルほどの広い土地 ᶜišrīn mitr imrabbaᶜ ２０平方メー

トル・２０メートル四方 
kīlōmitir [n.m.] キロメートル：baᶜid-ma sāfart ᵓakam kīlōmitir ṣār il-mōtōr yᶜaṭṭis. 数

キロ行ったところでエンジンがノッキングするようになった。 masāfit talāte 
ᵓaw ᵓarbaᶜa kīlōmitir. ３・４キロの距離 

santi ~ ṣanti [n.m.] センチメートル：xamse santi ５センチ tnēn santi 
šēkil [n.m.: du. šēklēn, pl. šawālik] シェケル（双数形・複数形の使用は義務的では

ない）tnēn šēkil ~ šēklēn ２シェケル talat šēkil ~ talat šawākil ３シェケル

xamas šawākil ５シェケル xamasṭaᶜš šēkil １５シェケル（数詞を伴う時、数詞

は独立形が用いられる） 
raṭil [n.m.: pl. ᵓarṭul, rṭāl] ３キロ：xamst irṭāl sukkar ５ラトルの砂糖 xamse w-

ᶜišrīn raṭil qamiḥ ２５ラトルの小麦 
 
1.3.5.：ニスバ形容詞 
(1) 名詞に由来し、語尾に -i を持つ形容詞をニスバ形容詞と呼ぶ。 
falasṭīni パレスチナの（< falasṭīn パレスチナ） yaḅāni 日本の（< l-yaḅān 日本）
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talḥami ベツレヘムの（< bēt-laḥim ベツレヘム） žtimāᶜi 社会的な（< žtimāᶜ 社
会） taᶜlīmi 教育的な（< taᶜlīm 教育） 
 
(2) 特に地名に由来するニスバ形容詞は「～人・～出身者」を意味する名詞とし

て用いられる 
falasṭīni パレスチナ人 yaḅāni 日本人 talḥami ベツレヘム出身者 
 
このような語は本教材では [adj./n.] と品詞を表示し、形容詞と名詞の意味を併

記する。またこのような語の複数形は -yyīn または -yye の語尾を付ける。 
falasṭīni [adj./n.: pl. -yyīn ~ -yye] パレスチナの／パレスチナ人 yaḅāni [adj./n.: pl. 
-yyīn ~ -yye]  日本人 talḥami [adj./n.: pl. -yyīn ~ -yye] ベツレヘムの／ベツレヘム

出身者 
 
(3) 言語名 
(a) 言語名はニスバ形容詞の男性形が用いられる。 
ᶜarabi アラビア語 ᵓinglīzi 英語 fransāwi フランス語 yaḅāni 日本語 ᶜibrāni 
ヘブライ語  
 
(b) 動詞の目的語、イダーファ句のムダーフ・イライヒ（☛ II-8.2.(2), IV-2.3.6.）
として用いられる時は無冠詞 
btiḥki ᶜarabi? アラビア語を話しますか？ ᵓana tᶜallamit ᶜarabi fi ž-žāmᶜa fi tal-ᵓabīb. 
私はテルアビブにあるその大学でアラビア語を学びました。 iṭ-ṭullāb fī hāda l-
barnāmiž budursu ᶜarabi bass? そのプログラムの学生たちはアラビア語だけ学ぶ

のですか？ lāzim itᶜallim iwlād-ak ᶜarabi w-ᵓinglīzi. 貴男は子供たちにアラビア語

と英語を教えなければなりません。 bniᶜraf-iš la c ibrāni wa-la inglīzi. 私達はヘブ

ライ語も英語もわかりません。 mᶜallmit ᶜarabi アラビア語の女性教師（cf. 
mᶜallme ᶜarabiyye アラブ人女性教師） 
 
(c) 文の主語として、または前置詞と共に用いられる時は定冠詞を付ける 
hadōl buxuṭbu b-il-ᶜarabi maᶜ-ᵓinn-hom biᶜrafu ᶜubrāni. この人たちはヘブライ語を

（目的語）知っているにもかかわらずアラビア語で（前置詞と共に）演説する。

b-il-ᶜarabi minqūl-l-o nūri. アラビア語では彼（の名）を「ヌーリ」と呼ぶ。 l-ᶜarabi 
miš hayyin la-l-ᵓažānib. アラビア語は外国人にとって簡単ではありません。

štarēt kutub b-il-ᵓinglīzi. 私は英語の本を買いました。 
(d) 形容詞として用いられる場合は修飾する名詞の性に一致する。 
mnitᶜallam il-luġa l-ᶜarabiyye. 私達はアラビア語を習っています。 bidarrsu luġa 
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ᶜarabiyye ᶜāmmiyye w-fuṣḥa 彼らは口語アラビア語と正則アラビア語を教えてい

る。 bidd-i ᵓaṭbaᶜ iktāb b-il-luġa l-ᶜarabiyye. 私はアラビア語で本を出版したい。

tadrīs il-l-uġa l-ᶜarabiyye アラビア語教育 baḥibb il-barāmiž il-ᶜarabiyye w-il-
ᶜibriyye. 私はアラビア語の番組とヘブライ語の番組が好きだ。 hāda ɔ isim c arabi. 
これはアラビア語名です。 ᵓaẓinn-ni ᵓinn-o l-luġa t-turkiyye ᵓaṣᶜab min il-ᶜarabiyye. 
トルコ語はアラビア語より難しいと思う。 
 
1.3.6.：構成位相 
名詞が接尾代名詞を従えるとき、または別の名詞を従えてイダーファ句（☛ IV-
2.3.6.）を構成する場合に語形が変わることがある。この状況の語形を「構成位

相（＝ st.cs.）」と呼ぶ。 
šanta カバン＋ ᵓimm-i 私の母 > šantit ᵓimm-i 私の母のカバン 
šanta カバン＋ -i 私の > šantit-i ~ šanitt-i 私のカバン 
šantit, šanitt は šanta の構成位相である 
 
代表形と構成位相が大きく異なるものがあるので注意。 
ᵓabb [n.m.: st.cs. ᵓabū-; pl. ᵓabbahāt] 父 
ᵓaxx [n.m.: st.cs. ᵓaxū-; pl. ᵓixwe] 兄 
ᶜaṣa [n.f.: st.cs. ᶜaṣāt-; pl. ᶜuṣi] 杖 
構成位相は通常の形の語尾（次ページの表にあるように①子音で終わる ②女

性語尾 -E で終わる ③母音で終わる ③ -ēn で終わる のいずれか）によっ

て決まる。また語形によっては名詞が付く場合と接尾代名詞が付く場合とで構

成位相が異なることもある。またアクセントの位置もずれることがある。 
 
名詞に続く要素（接尾代名詞・名詞）は以下のような基準で分類する。 
タイプＡ：母音で始まる接尾代名詞（-o 彼の -ak 貴男の など）・補助母音（定

冠詞など） 
タイプＢ：子音で始まる名詞（mūsa ムーサ など） 
タイプＣ：子音で始まる接尾代名詞（-ha 彼女の -na 私達の など） 
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①子音で終わる語 
例 タイプＡ タイプＢ タイプＣ  

-CaC 
-CiC 
-CV̄C 
 
 
-CiCj 
-CiCi 

dáftar 
ṣā́ḥib 
ktāb 
sayyārā́t 
mᶜallmīn 
xúbiz 
ḥubb 

dáftar- 
ṣā́ḥb- 
ktā́b- 
sayyārā́t- 
mᶜallmī́n- 
xúbz- 
ḥúbb- 

dáftar- 
ṣā́ḥib- 
ktā́b- 
sayyārā́t 
mᶜallmī́n 
xúbz- ~ xúbiz 
ḥúbb- 

daftár- 
ṣāḥíb- 
ktā́b- 
sayyārā́t- 
mᶜallmī́n- 
xúbz- 
ḥúbb- 

ノート 
友人 
本 
自動車 (pl.) 
教師 (pl.) 
パン 
愛 

ṣāḥib で実例を示す。 
タイプＡ：（＋母音で始まる接尾代名詞）ṣā́ḥb-o 彼の友人 

 （＋補助母音）ṣā́ḥb iṭ-ṭālib その学生の友人 
タイプＢ：ṣāḥib mūsa ムーサの友人 
タイプＣ：ṣāḥíb-ha 彼女の友人 
 
② -E で終わる語 

例 タイプＡ タイプＢ タイプＣ  
-VCE 
-V̄CE 
-VCiCjE 
-VCiCiE 
-VCTE 
-VTiTiE 
-V̄CCE 
-āy 
-ā 

madrase 
sayyāra 
kalbe 
šaqqa 
šanta 
maḥaṭṭa 
žāmᶜa 
maḥḥāy 
ḥayāt 

madrást- 
sayyā́rt- 
kálibt- 
šáqqt- 
šántit- ~ šánitt- 
maḥáṭṭit- 
žamíᶜt- 
maḥḥā́yt- 
ḥayā́t- 

mádrasit 
sayyā́rit 
kálbit 
šáqqit 
šántit 
maḥáṭṭit 
*(a) žā́mᶜit (b) žāmíᶜt 
maḥḥā́yit 
ḥayā́t 

madrasít- 
sayyārít- 
kalbít- 
šaqqít- 
šantít- 
maḥaṭṭít- 
žāmᶜít- 
maḥḥāyít- 
ḥayā́t- 

学校 
自動車 
雌犬 
アパート 
カバン 
駅 
大学 
消しゴム 
人生 

タイプＡ：madrást-o 彼の学校 madrást iṭ-ṭālib その学生の学校 
タイプＢ：mádrasit mūsa ムーサの学校 
タイプＣ：madrasít-ha 彼女の学校 
＊-V̄CCE のパターンの語は子音で始まる語が後続するとき、その後続の語の第

１音節にアクセントがある場合は (a)、それ以外にアクセントがある時には 
(b) となる。 

žā́mᶜit ṭṓkyo 東京大学 
žāmíᶜt bet-láḥim ベツレヘム大学 
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③母音で終わる語 
 タイプＡ タイプＢ タイプＣ  

kúrsi -* kúrsi kursī́- 椅子 
＊母音で終わる名詞につく接尾代名詞は必ず子音で始まるのでタイプＡは存在

しない。 
タイプＢ：kúrsi mūsa ムーサの椅子 kúrsi ṭ-ṭālib その学生の椅子 
タイプＣ：kursī́-ha 彼女の椅子 
 
④ -ēn で終わる語 
(a) 複数語尾（☛ II-6.1.1.6.） 

 タイプＡ タイプＢ タイプＣ  
ᵓīdēn ᵓīdēn* ᵓīdēn ᵓīdḗ 手 (pl.) 
この語尾は接尾代名詞が付く時には語末の n を欠いた -ē となるため母音で始

まる接尾代名詞と共に用いられることはない（✖ ᵓidēn-o）。従ってタイプＡは補

助母音が続く時のみ。 
タイプＡ：ᵓīdēn iṭ-ṭālib その学生の手 
タイプＢ：ᵓīdēn mūsa ムーサの手 
タイプＣ：ᵓīdḗ-ha 彼女の手 
＊1.sg. の代名詞が付くと ᵓidayy となる（✖ ᵓidē-y） 
 
(b) 双数語尾（☛ II-6.2.） 

 タイプＡ タイプＢ タイプＣ  
ᵓidtēn ᵓidtēn* ᵓidēn -* 手 (pl.) 
＊双数語尾の -ēn には接尾代名詞を付けることができないのでタイプＡは補助

母音が続く時のみ。またタイプＣは存在しない。 
タイプＡ： tōrēn iḥrāte 耕作用の２頭の牡牛 ḥafintēn iṭḥīn 二掴みの小麦粉

sažartēn zatūn 日本のオリーブの木 
タイプＢ：ᵓidtēn mūsa ムーサの両手 
「彼の両手」などは「～の」を表す前置詞句（tabaᶜ）を用いて表現する。 
is-sayyārtēn tabaᶜ-i 私の２台の自動車（✖ sayyartēn-i） 
il-bintēn tabaᶜ-o 彼の二人の娘（✖ bintēn-o） 
 
⑤能動分詞（☛ IV-2.3.4.） 
能動分詞は形容詞と同じように性・数で形を変えるが、接尾代名詞を従えるとき、

次のような曲用をする。 
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  人称 + C + V 
 
sg. 

m.  šāyif- šāyf- 

f. 
1., 2. 
2. 

šāyfit-, šāyfīt- 
šāyfit-, šāyiftī- 

šāyift-, šāyfīt- 
šāyift-, šāyiftī- 

pl. 
m.  šāyfīn- šāyfīn- 
f. šāyfāt- šāyfāt- 

huwwe šāyif-ni. 彼は私を見ている。 
hiyye šāyfit-ni ~ šāyfīt-ni. 彼女は私を見ている。 
ᵓinte šāyfit-ni ~ šāyiftī-ni? 貴女は私をみているのですか？ 
 
1.3.7.：比較級・最上級 
ᵓaCCaC の語形パターン 

 原級 比較級・最上級 
強語幹 kbīr 大きい ᵓakbar 
頭弱語幹 wsīᶜ 広い ᵓawsaᶜ 
間弱語幹 ṭawīl 長い ᵓaṭwal 
末弱語幹 ḥilw 甘い ᵓaḥla 
重子音語幹 šadīd 激しい ᵓažadd ~ ᵓaždad 
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1.4.：前置詞 
接尾代名詞の付いた形を合わせて示す（ただし接尾代名詞が付かない前置詞もある）。 

ᶜala hawa- ～のおかげで 
ᶜala ~ c a- ～の上に（前置詞の前では ᶜala l- また ᶜa-l-）：ᶜalē-h, c alē-ha, c alē-k, c alē-

ki, ᶜalay-y; ᶜalē-hum, ᶜalē-kum, ᶜalē-na 
ᶜa-l-ḥadd ～まで 
ᶜan ṭarīq ～経由で：ᶜan ṭarīq-o, ᶜan ṭarīq-ha… 
ᶜan ～について：ᶜann-o, ᶜan-ha, ᶜann-ak, ᶜann-ik, ᶜann-i; ᶜan-hum, ᶜan-kum, ᶜan-na 
ᶜand ~ c ind ～の所に・～のもとで：ᶜind-o ~ c and-o, c ind-ha ~ ᶜand-ha, c ind-ak ~ c and-

ak, ᶜind-ik ~ ᶜand-ik, ᶜind-i ~ ᶜand-i; ᶜind-hum ~ ᶜand-hum, ᶜind-kum ~ ᶜand-kum, ᶜind-
na ~ ᶜin-na ~ ᶜand-na ~ ᶜan-na 

b- ～で 等：（接尾代名詞と共には用いられない。接尾代名詞と共に用いる時に

は同じ機能を持つ fi が用いられる） 
b-in-nisbe la-, ᵓil- ～にとって・～としては・～と比べれば：b-in-nisbe ᵓil-o, ᵓil-ha

（ᵓil- + SP を見よ） 
b-žamb- ～のそばに：b-žamb-o, b-žamb-ha, b-žamb-ak, b-žamb-ik, b-žamb-i; b-žamb-

hum, b-žamb-kum, b-žamb-na 
baᶜid ～の後で：baᶜd-o, baᶜid-ha, baᶜd-ak, baᶜd-ik, baᶜd-i; baᶜid-hum, baᶜid-kum, baᶜid-

na 
bēn ～の間に：bēn-o, bēn-ha, bēn-ak, bēn-ik, bēn-i; bināt-hum, bināt-kum, bināt-na 
bi-dūn ～なしで 
ḍudd ~ ḍidd ～に対して：ḍudd-o ~ ḍidd-o, ḍudd-ha ~ ḍidd-ha, ḍudd-ak ~ ḍidd-ik, ḍudd-

ik, ḍidd-ik, ḍudd-i, ḍidd-i; ḍudd-hum ~ ḍidd-hum, ḍudd-kum ~ ḍidd-kum, ḍudd-na ~ 
ḍidd-na 

fi ～で（場所・手段など）：fī-h ~ fiyy-o, fī-ha, fī-k, fī-ki, fiy-y; fī-hum, fī-kum, fī-na 
fōq ～の上（上空）に：fōq-o, fōq-ha, fōq-ak, fōq-ik, fōq-i; fōq-hum, fōq-kum, fōq-na 
ġaṣban ᶜan- ～の意に反して：ġaṣban ᶜann-o, ᶜann-ha（ᶜan + SP を見よ） 
ḥasab ～によれば 
ḥawāle- ～の周りに：ḥāwalē-h, ḥāwalē-ha, ḥāwalē-k, ḥāwalē-ki, ḥāwalay-y; ḥāwalē-

hum, ḥāwalē-kum, ḥāwalē-na 
hiqbāl ☛ qbāl 
ᵓil-, la- ～の・～のため等：（ᵓil- は常に接尾代名詞と共に、la- は名詞と共に用い

られる）ᵓil-o, ᵓil-ha, ᵓil-ak, ᵓil-ik, ᵓil-i; ᵓil-hum, ᵓil-kum, ᵓil-na 
ka- （古典アラビア語からの借用）～として 
la- ☛ ᵓil- 
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la-ḥāl- ～一人で：la-ḥāl-o, la-ḥāl-ha, la-ḥāl-ak, la-ḥāl-ik, la-ḥāl-i; la-ḥāl-hum, la-ḥāl-
kum, la-ḥāl-na 

maᶜ ～と共に：maᶜ-o ~ maᶜā-h, maḥ-ḥa ~ maᶜā-ha, maᶜ-ak ~ maᶜ-āk, maᶜ-ik ~ maᶜā-ki, 
maᶜ-i ~ maᶜā-y; maḥ-ḥum ~ maᶜā-hum, maᶜ-kum ~ maᶜā-kum, maᶜ-na ~ maᶜā-na 

min fōq ～の上から：min fōq-o, fōq-ha… 
min taḥit ～の下から：min taḥt-o, taḥit-ha… 
min ～から等：minn-o, min-ha, minn-ak, minn-ik, minn-i; min-hum, min-kum, min-na 
mitil ～のように：mitl-o, mitil-ha, mitl-ak, mitl-ik, mitl-i; mitil-hum, mitil-kum, mitil-

na 
qabil ～の前（時間）に：qabl-o, qabil-ha, qabl-ak, qabl-ik, qabl-i; qabil-hum, qabil-

kum, qabil-na 
qbāl ~ iqbāl ~ hiqbāl ～の向かいに：qbāl-o, qbāl-ha, qbāl-ak, qbāl-ik, qbāl-i; qbāl-

hum, qbāl-kum, qbāl-na 
quddām ～の前（場所）に：quddām-o, quddām-ha, quddām-ak, quddām-ik, quddām-

i; quddām-hum, quddām-kum, quddām-na 
šēt ～の：šēt-o, šēt-ha, šēt-ak, šēt-ik, šēt-i; šēt-hum, šēt-kum, šēt-na 
tabaᶜ ～の（前置詞に先行する名詞の性・数で変化することがある：(f.) tabaᶜit-, 

(pl.) tabaᶜūn。また tāᶜ-, tāᶜt- のような変異形もある）：tabaᶜ-o, tabaᶜ-ha, tabaᶜ-ak, 
tabaᶜ-ik, tabaᶜ-i; tabaᶜ-hum, tabaᶜ-kum, tabaᶜ-na 

wara ～の後（場所）で：warā-h, warā-ha, warā-k, warā-ki, warā-y; warā-hum, warā-
kum, warā-na 

yya- ～を・～と：yyā-h, yyā-ha, yyā-k, yyā-ki, yyā-y; yyā-hum, yyā-kum, yyā-na 
žamb ～の脇に：žamb-o, žamb-ha, žamb-ak, žamb-ik, žamb-i; žamb-hum, žamb-kum, 

žamb-na 
zayy ～のような：zayy-o, zayy-ha, zayy-ak, zayy-ik, zayy-i; zayy-hum, zayy-kum, zayy-

na 
žuwwāt ～の内部に：žuwwāt-o, žuwwāt-ha, žuwwāt-ak, žuwwāt-ik, žuwwāt-i; žuwwāt-

hum, žuwwāt-kum, žuwwāt-na 
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1.5.：数詞 
1.5.1. 基数詞 
1.5.1.1.：１ 
男性形：wāḥad 
女性形：waḥade 
(1) 形容詞的用法：名詞に関して「１つの～」を表現する時は形容詞として単数

形名詞の後ろに置かれる（名詞の性に一致する）。名詞の単数形はそれ自体「１」

の概念を含むので数詞「１」の付加によって「１」が強調される。 
kān ᶜin-na bēt wāḥad. 私達には家が一つあった。 ᶜind-i hallaq kilwe waḥade. 私
には今腎臓が１つある。 daqīqa waḥade １分 

 
(2) 名詞的用法。形容詞を従えることができる。 
(a) 定冠詞を伴わないと「ある人」「あるもの」を表す。 

wāḥad rāḥ ᶜa-l-quds, wāḥad žāy hōn. ある者はエルサレムへ行き、ある者はここ

へ来た。 fīh wāḥad bibīᶜ zatūn. オリーブを売る人がいます。 huwwe ᵓaḥsan 
wāḥad. 彼は最も優れたものだ。 ᵓaᶜṭī-ni wāḥad iždīd. 新しいのをくれ。 

(b) l-wāḥad は「一般的な人」を意味する。 
lāzim il-wāḥad yimši bass ᶜa-r-raṣīf. 人は歩道を歩かなければならない。 

(c) 単数形名詞の前に置くと「ある～」を表す。 
wiqfat quddām wāḥad maṭᶜam ṣīni. 彼女はとある中華料理屋の前に立ち止った。

marra kān wāḥad zalame faqīr qāᶜid. 昔ある貧しい男が座っていた。 
 
1.5.1.2.「２」 
男性形：tnēn 
女性形：tintēn 
(1) 形容詞的用法：名詞に関して「２つの～」を表現する時は形容詞として双数

形名詞または複数形名詞の後ろに置かれる（名詞の性に一致する）。名詞の双数

形はそれ自体「２」の概念を含むので数詞「２」の付加によって「２」が強調さ

れる。 
maᶜnayēn itnēn ２つの意味（maᶜnayēn = 双数形） wlād itnēn 二人の少年（wlād 
= 複数形） sayyārtēn tintēn ２台の自動車（sayyārtēn = 双数形） niswān tintēn 
二人の女性（niswān = 複数形） 

また、複数形名詞の前に tnēn（名詞の性に関わりなく男性形）が置かれること

もある。 
mitzawwiž tnēn niswān. 彼は二人の女性と結婚した。 ṭilᶜu tnēn ṭullāb. 二人の学

生が出て来た。 kān fīh tnēn ᵓixwe. 二人の兄弟がいた。 
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(a) 次のような外来語起源の度量衡の場合は、数詞を名詞の前に置く。 
tnēn kīlo banḍōra トマト２キロ tnēn šēkil ２シェケル 

(b) 料理や飲み物を数える時、これらは単数形が用いられ、数詞が先行する 
tnēn ḥummuṣ. フムスを二人分 tintēn qahwe コーヒー二杯 

 
(2) 名詞的用法。形容詞を従えることができる。 
ᵓakalit tnēn ikbār. 私は大きいのを２つ食べた。 ᶜazam itnēn min-hum. 彼は彼らの

うち二人を招待した。 tintēn biḥku. 二人（女性）が話している。 
 
1.5.1.3.「３～１０」 

 独立形 結合形 
3 talāte talat ~ talt 
4 ᵓarbaᶜa ᵓarbaᶜ 
5 xamse xamas ~ xamis ~ xams 
6 sitte sitt 
7 sabᶜa sabiᶜ ~ sabᶜ 
8 tamānye taman 
9 tisᶜa tisaᶜ ~ tisᶜ 
10 ᶜašara ᶜašar 

 
(1) 独立形の用法 
(a) １・２・３・４.．のように数え上げる時 

wāḥad, tnēn, talāte, ᵓarbaᶜa! １・２・３・４！ 
(b) 次のような外来語起源の度量衡の前 

talāte šēkil ３シェケル barkuḍ xamse kīlo ᶜašara kīlo kull yōm. 毎日５キロ１０

キロは走ります。 
(c) 料理や飲み物を数える時。後続の名詞は単数形が用いられる。 

talāte qahwe コーヒー３杯 talāte ḥummuṣ フムス３人分 
(d) 名詞の後に置かれる場合 

l-banāt il-xamse その５人の娘（限定名詞の後に定冠詞を伴って） numra 
ᵓarbaᶜa４番（並置） 

(e) 数えられる名詞を伴わないとき。 
bidd-i ᵓarbaᶜ maᶜāliq ikbār w-talāte zġār. 大きいスプーン４つと小さいのを３つ

欲しい。 zār-ni marrtēn talāte. 彼は私を２・３度訪れた。 
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(2) 結合形は数えられる名詞（複数形）を伴う場合に用いられる。なお、５・７・

９は後続の名詞が CCv- で始まる場合はそれぞれ xams, sabᶜ, tisᶜ が用いられる。 
xamas banāt ５人の娘（xams isnīn ５年） ᶜind-i talat sayyārāt. 私には３台車があ

る（talt izlām ３人の男） ᶜumr-o sitt isnīn 彼は６歳です ᶜind-hum tisᶜ iwlād w-
banāt. 彼らには９人の息子と娘がいる。 
 
1.5.1.4.「１１～１９」 

 独立形 結合形 
11 ḥdaᶜiš ḥdaᶜšar 
12 ṭnaᶜiš ṭnaᶜšar 
13 tlaṭṭaᶜiš tlaṭṭaᶜšar 
14 ᵓarbaᶜṭaᶜiš ᵓarbaᶜṭaᶜšar 
15 xamasṭaᶜiš xamasṭaᶜšar 
16 siṭṭaᶜiš siṭṭaᶜšar 
17 sabaᶜṭaᶜiš sabaᶜṭaᶜšar 
18 tamanṭaᶜiš tamanṭaᶜšar 
19 tisᶜaṭaᶜiš tisᶜaṭaᶜšar 

 
(1) 独立形の用法 
(a) 数え上げる時 

ᶜašara, ḥdaᶜiš, ṭnaᶜiš, tlaṭṭaᶜiš… １０・１１・１２・１３… 
(b) 名詞の後に置かれる場合 

l-banāt is-sittaᶜiš その１３人の娘（限定名詞の後に定冠詞を伴って） numra 
ṭnaᶜiš １２番（並置） 
(c) 数えられる名詞を伴わないとき。 

huwwe ᵓibin sabaᶜṭaᶜiš. 彼は１７歳です。 bāᶜ-l-i l-baṭṭīx b-xamaṣṭaᶜiš. 彼はスイ

カを１５シェケルで売ってくれた。 
(d) 次のような日付の表現で。 

siṭṭaᶜš iš-šahar 今月の１６日 siṭṭaᶜš iḥdaᶜš １１月１６日 
 
(2) 結合形は数えられる名詞（単数形）を伴う場合に用いられる。 

xamsṭaᶜšar šēkil １５シェケル tlaṭṭaᶜšar kīlo １３キロ sittaᶜšar wāḥad １６人 
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1.5.1.5.「２０～９９」 
20 ᶜišrīn 60 sittīn 
30 talatīn 70 sabᶜīn 
40 ᵓarbaᶜīn 80 tamanīn 
50 xamsīn 90 tisᶜīn 

 
１の位は１０の位の数詞の前に置き接続詞 w- で結ぶ 
21 wāḥad w-ᶜišrīn 56 sitte w-xamsīn 
22 tnēn w-ᶜišrīn 67 sabᶜa w-sittīn 
23 talāte w-ᶜišrīn 78 tamānye w-sabᶜīn 
34 ᵓarbaᶜa w-talatīn 89 tisᶜa w-tamanīn 
45 xamse w-ᵓarbaᶜīn   

 
数えられる名詞には単数形が用いられる。 
sittīn sane ６０年 dabaḥu talatīn xarūf. 彼らは３０頭の羊を屠った。 
 
1.5.1.6.「１００以上」 
100 miyye 200 mitēn 
101 miyye w-wāḥad 300 talat-miyye 
102 miyye w-itnēn 400 ᵓarbaᶜ-miyye 
103 miyye w-talāte 500 xams-miyye 
110 miyye w-ᶜašara 600 sitt-miyye 
111 miyye w-iḥdaᶜiš 700 sabaᶜ-miyye 
120 miyye w-ᶜišrīn 800 taman-miyye 
  900 tisaᶜ-miyye 

miyye「１００」は数えられる名詞が後続するとき mīt- となる。 
mīt sane １００年 xamis mīt ᶜēle ５００家族 
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1000 ᵓalf 3000 talat tālāf 
1001 ᵓalf w-wāḥad 4000 ᵓarbaᶜ tālāf 
1002 ᵓalf w-itnēn 5000 xamas tālāf 
1010 ᵓalf w-ᶜašara 6000 xitt tālāf 
1020 ᵓalf w-ᶜišrīn 7000 sabaᶜ tālāf 
1100 ᵓalf w-miyye 8000 taman tālāf 
1200 ᵓalf w-mitēn 9000 tisaᶜ tālāf 
1300 ᵓalf w-talat miyye 10000 ᶜašar tālāf 
2000 ᵓalfēn 11000 ḥdaᶜšar ᵓalf 
100,000 mīt ᵓalf   
1,000,000 milyōn   
2,000,000 milyunēn ~ tnēn malyūn   
3,000,000 talat malayīn   
「２０００」では ᵓalf の双数形 ᵓalfēn が用いられる。複数形は tālāf について

は ☛ II-1.3.2.2.2.(4)。 
 
1.5.2. 序数詞 
１～１０は序数詞に固有の語形がある。 
 m. f.  m. f. 

1 ᵓawwal ᵓūla 6 sādis sātse 
2 tāni tānye 7 sābiᶜ sābᶜa 
3 tālit tālte 8 tāmin tāmne 
4 rābiᶜ rābᶜa 9 tāsiᶜ tāsᶜa 
5 xāmis xāmse 10 ᶜāšir ᶜāšra 

 
１１以上は基数詞を形容詞的に用いる。多くの場合、限定された名詞の後に定冠

詞を付けて、または定冠詞を付けて単独で用いられる。文法性による区別はない。 
11 l-iḥdaᶜiš 
12 iṭ-ṭnaᶜiš 
20 il-ᶜišrīn 
100 il-miyye 
1000 il-ᵓalf 
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1.5.3. 分数 
 sg. pl.  sg. pl. 

1/2 nuṣṣ nṣāṣ 1/7 subuᶜ sbāᶜ 
1/3 tulut tlāt 1/8 tumun tmān 
1/4 rubuᶜ rbāᶜ 1/9 tusuᶜ tsāᶜ 
1/5 xumus xmās 1/10 ᶜušur ᶜšār 
1/6 sudus sdās    

 
1.5.4. 数詞の限定 
(1) 定冠詞＋数詞 

it-tnēn その二人・その二つ it-tintēn その二人の女性・その二つ（女性名詞に

ついて） 
(2) 定冠詞＋数詞＋名詞 

it-talat sayyārāt hadōl こられ３台の自動車 it-talat kutub hadōl これら３冊の本

b-il-mīt sane その百年間で 
(3) 限定名詞＋定冠詞＋数詞 

wlād-i t-tnēn 私の二人の息子たち xawāt-ha t-tintēn 彼女の二人の姉妹たち

id-dyanāt it-talāte 三宗教（イスラーム・キリスト教・ユダヤ教） 
 
【表現】加減乗除 
ᶜidd min wāḥad la-ᶜašara. １から１０まで数えなさい。 
ᶜiddi min ᶜašara la-ᶜišrīn. １０から２０まで数えなさい。 
ma-tᶜidd-iš ‘aktar min xamse. ５以上は数えるな。 
sitte w-talāte bisawwi tisᶜa. ６＋３＝９ 
ᵓarbaᶜa w-xamse bisawwi tisᶜa. ４＋５＝９ 
sabaᶜṭaᶜš nāqiṣ tamanye bisawwi tisᶜa. １７－８＝９ 
sitte w-ᶜišrīn nāqīs sabᶜa bisawwi tisᶜṭaᶜš. ２６－７＝１９ 
miyye nāqiṣ ᵓarbaᶜīn bisawwi sittīn. １００－４０＝６０ 
tisᶜa fi ᵓarbaᶜa bisawwi sitte w-talatīn. ９×４＝３６ 
sabᶜa fi sitte bisawwi tnēn w-ᵓarbᶜīn. ７×６＝４２ 
ᶜašara fi ṭnaᶜiš bisawwi miyye w-ᶜišrīn. １０×１２＝１２０ 
talātīn ᶜala xamse bisawwi sitte. ３０÷５＝６ 
tnēn w-sabᶜīn ᶜala tamanye bisawwi tisᶜa. ７２÷８＝９ 
sabᶜa w-ᶜišrīn ᶜala tisᶜa bisawwi talāte. ２７÷９＝３ 
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1.6.：時間・日付 
1.6.1.：時間 
qaddēš is-sēᶜa? 今何時ですか？ is-sēᶜa talāte. ３時です 
１時 is-sēᶜa waḥade ７時 is-sēᶜa sabᶜa 
２時 is-sēᶜa tintēn ８時 is-sēᶜa tamānye 
３時 is-sēᶜa talāte ９時 is-sēᶜa tisᶜa 
４時 is-sēᶜa ᵓarbaᶜa １０時 is-sēᶜa ᶜašara 
５時 is-sēᶜa xamse １１時 is-sēᶜa ḥdaᶜš 
６時 is-sēᶜa sitte １２時 is-sēᶜa ṭnaᶜš 

 
３時１分 is-sēᶜa talāte w-daqīqa (waḥade) 
３時２分 is-sēᶜa talāte w-daqiqtēn 
３時３分 is-sēᶜa talāte w-talāte daqāyiq 
３時１０分 is-sēᶜa talāte w-ᶜašara 
３時１５分 is-sēᶜa talāte w-rubiᶜ 
３時２０分 is-sēᶜa talāte w-tulit 
３時２５分 is-sēᶜa talāte w-nuṣṣ ᵓilla xamas daqāyiq 
３時３０分 is-sēᶜa talāte w-nuṣṣ 
３時３５分 is-sēᶜa talāte w-nuṣṣ w-xamas daqāyiq 
３時４０分 is-sēᶜa ᵓarbaᶜa ᵓilla tulit 
３時４５分 is-sēᶜa ᵓarbaᶜa ᵓilla rubiᶜ 
３時５０分 is-sēᶜa ᵓarbaᶜa ᵓilla ᶜašar daqāyiq 
３時５５分 is-sēᶜa ᵓarbaᶜa ᵓilla xamas daqāyiq 

 
1.6.2.：曜日の名称 
šū l-yōm? ~ ᵓayya yōm il-yōm? 今日は何曜日ですか？ 
l-yōm yōm il-žimᶜa. 今日は金曜日です。 
日曜日 (yōm) il-ḥadd 
月曜日 (yōm) l-itnēn 
火曜日 (yōm) it-talāta 
水曜日 (yōm) il-ᵓarbaᶜa 
木曜日 (yōm) il-xamīs 
金曜日 (yōm) il-žimᶜa 
土曜日 (yōm) is-sabt 
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1.6.3.：月の名称 
月の名前はパレスチナ・メソポタミアで用いられる伝統的な名称と、数字を使

った名称とがある。 
šū tārīx il-yōm? ~ qaddēš il-yōm fi š-šahir? 今日は何日ですか？ 
l-yōm sabᶜataᶜš ᵓāb. 今日は８月１７日です。 
 伝統的な名称 数詞による名称 
１月 kānūn it-tāni šahir wāḥad 
２月 šbāṭ šahir itnēn 
３月 ᵓādār šahir talāte 
４月 nīsān šahir ᵓarbaᶜa 
５月 ᵓayyār šahir xamse 
６月 ḥzīrān šahir sitte 
７月 tammūz šahir sabᶜa 
８月 ᵓāb šahir tamanye 
９月 ᵓaylūl šahir tisᶜa 
１０月 tišrīn il-ᵓawwal šahir ᶜašara 
１１月 tišrīn it-tāni šahir iḥdaᶜiš 
１２月 kānūn il-ᵓawwal šahir iṭnaᶜiš 
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1.7.：接続詞 
以下で（＋Ｙ）とあるのは動詞Ｙ型と組み合わせた表現を示す。 
baᶜid-ma ～した後で（＋Ｙ）（不確定な事象について述べる）：baᶜid-ma ᵓaxalliṣ 

dirāst-i bidd-i ᵓaṣīr imhandis ᵓaw dōktōr. 卒業したら技師か医師になりたい。；習

慣的、または確定的な事象について述べる場合はＢ型が用いられる：baᶜid-ma 
baržaᶜ ᶜa-l-bēt, batġadda. 帰宅後には昼食を取る。；（＋過去形）baᶜid-ma sāfart 
ᵓakam kīlōmitir ṣār il-mōtōr yᶜaṭṭis. 数キロ行ったところでエンジンがノッキング

し始めた。 
badāl-ma ～するかわりに（＋Ｙ）：badāl-ma tiḥki maᶜ-i rūḥ w-ᵓiḥki maᶜ-o. 私と話す

代わりに彼に話に行け。 
bass ～するやいなや（＋Ｙ）：bass yilāqu bēt bištru-l-ᵓatāt. あの人たちは家を見つ

けるや否や家具を買うだろう。 
bi-dūn-ma ~ min dūn-ma ～することなく（＋Ｙ）：hayy žābū-ni la-hōn bi-dūn ma 

ᵓafham lēš. わけもわからずここに連れてこられた。 
ᶜa-bēn-ma ①～するまで（＋Ｙ）：w-ᶜa-bēn-ma nrūḥ w-niržaᶜ bitkūn ᵓinte ḥaḍḍart il-

ibḍāᶜa. 私が行って帰ってくるまでに品物を用意しておいてくれ。②～してい

る間に：ᶜa-bēn-ma kunna nistannā-h žāb il-garsōn mašrūb. 私達が彼を待っている

間にウェイターが飲み物を持ってきた。 
ᶜa-šān / min-šān ①～ゆえに・～なので ②～するために（＋Ｙ）：lāzim tḥuṭṭ is-

sāyāra hōn ᶜa-šān ᵓafḥaṣ-ha. 検査するのでここに車を置いて行ってもらわない

といけません。 
ᵓaw 又は：minḥuṭṭ-o b-it-tallāže yumēn ᵓaw talāte. それを冷蔵庫に２・３日置いて

おく。 
ᵓawwal-ma ～するやいなや：il-garsōn šāf-ni ᵓawwal-mā futit. 私が入るなりウェイ

ターは私を見た。 
ḥatta ~ la-ḥatta ①～するために（＋Ｙ）：žuḥa rāḥ ᶜa-l-žāmiᶜ ḥatta yṣalli. ジュハー

は礼拝するためモスクへ行った。 ②～するまで：xallēt-o c a-ṭ-ṭāwle ḥtta c affan. 
私はそれを腐るまでテーブルの上に放置した。 

ḥattā-law ～であったとしても：ḥattā-law ᵓaštat id-dinya raḥ tīžu mitl il-ᶜāde ᶜa-l-
madrase. 雨が降ってもいつも通り学校に来なさい。 

ᵓin-kān もし～ならば：ᵓin-kān biddak-itsāfir ᵓana basāfir maᶜak. 貴男が行くのなら

私も行きます。 
ᵓinn-o ～ということ：ḥassēt ᵓinn-o nāqiṣ ḍaġṭ hawa fi-l-ᶜažal. タイヤの空気圧が足

りないのを感じた。 
ᵓiza ①～した時に・もし～ならば： ～かどうか：baᶜraf-iš ɔ iza l-imwaẓẓaf tbarraᶜ 

maṣāri. その職員が寄付したどうか私は知りません。 
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ka-ᵓinn- あたかも～であるかのように：ka-ᵓinno miš mākil xamas sitt ɔ iyyām まるで

５・６日食べていないかのように 
kull-ma ～する度に：kull-ma barūḥ ᶜa-bēt-o biqulū-l-i huwwe muš fi-l-bēt. 彼の家は

いつ行っても彼はいないと言われる。 
la- ～するために（＋Ｙ）：yaḷḷa nimši la-nrawwiḥ! さあ帰ろうか。 
la-ḥadd-ma ～するまで：ᵓakalna la-ḥadd-ma šbiᶜna. 満腹するまで食べた。 
lamma ～する時（＋Ｙ）：šū bidd-ak itkūn lamma tikbar? 大きくなったら何になり

たい？ 
但し、一般的なことを言う場合はＢ型が用いられる：lamma btākul šū btistaᶜmil? 

食べるとき何を使いますか？ 
 
law（☛ II-32.） 
lawinn-（☛ II-32.） 
lōla もし～がなければ（☛ II-32.） 
maᶜ ᵓinn-o ～であるにもかかわらず：xallī-na ništri l-iktāb maᶜ ᵓinn-o ġāli ktīr. とて

も高価ですがその本を買わせてください。 
min ġēr-ma ～せずに（＋Ｙ）：mā tzūr-o min ġēr-ma tāxud maᶜ-ak ᵓiši. 何も持たず

に彼を訪問するな。 
min-šān：～するために（＋Ｙ）：žīna min-šān nitᶜallam c arabi. アラビア語を学ぶた

めに来ました。  
mitil-ma ～する如くに：lāzim inᶜāml-o mitil-ma minᶜāmil l-ikbār. 大人に接するよう

に彼に接しなければならない。 
qabil-ma ～した後で（＋Ｙ）：kunt c ind-o qabil-ma rāḥ c a-šuġl-o. 私は彼が仕事に行

く前に彼の所にいました qabil-ma nitġadda, lāzim nġassil ᵓidē-na b-ṃayye w-
ṣabūn. 食事する前に手を水と石鹸で洗わなければなりません。 

qabil-ma ～する前に（＋Ｙ）：fakkir imnīḥ qabil-ma tžāwib ᶜala suᵓāl il-ᵓustāz. 先生

の質問に答える前によく考えなさい。 
ta ～するまで： 
ta ①～するために・～するまで：kān yišṭaḥ il-basātīn ta-yinsa hmūm-o. 彼は心配

事を忘れるために庭園を散歩していた。 mitᵓassif illi ṭawwalna ta-fataḥnā-l-ak 
il-bāb. ドアを開けるのに手間取って申し訳ない。 ②～したら：ta yīži žōz-ik 
baqūl 旦那さんが来たら言ってあげるよ。 ③ta-nšūf! ちょっと見せてくださ

い。 
tann- ～するために：ruḥt tann-i ɔ ašūf-o, bass ma-lāqēt-o. 彼に会いに行ったが会え

なかった。  
w- ①そして： ②～するから：ᵓana basᵓal-ak, w-ᵓinte bitžāwib-ni. 私が訊きますか
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ら答えてください。 ᵓana baṭlaᶜ bakkīr w-ma-batᵓaxxar-iš. 私は早めに出かける

から遅れませんよ。 
wa-lākin しかし：saᵓal-hum ᶜan il-žuzdān, wa-lākin ma ḥada min-hum ḥaka ᵓiši ᶜann-o. 

彼は彼らに財布について尋ねたが、誰もそれについて言わなかった。 
wa-law ～であったとしても：niḥna miš mistᶜiddīn inbīᶜ ᵓarḍ-na wa-law b-ᶜišrīn 

malyōn šēkil. ２０００万シェケルでも我々の土地を売るつもりはない。 
waqt-ma ～する時に：šuft-o waqt-ma ruḥt ᶜa-šuġl-i. 仕事に行く時、彼を見た。 
wēn-ma ～する所に：huwwe ntaqal la-maḥall tāni wēn-ma štaġalt ᵓinte. 彼はお前が

働いたことがある別の店へ移った。 
willa それとも？：bidd-ak qahwe willa šāy? コーヒーにしますか、紅茶にします

か？ 
ya … ya … ～であろうと～であろうと：ya ᵓinte btuṭbux, ya hiyye btuṭbux w-balāš 

kutrit kalām. 貴男が料理しても彼女が猟師してもどちらでもいいけどとにか

く静かにしてください。 
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1.8.：疑問詞 
ᵓakam いくつの～？：ᵓakam walad ᶜind-ak? お子さんは何人ですか？ 
ᵓanū どの？：ᵓanū bidd-ak? どれが欲しい？ ᵓanū wāḥad bidd-ak? どれが欲し

い？  
ᵓayy どの？：ᵓayy wāḥad bidd-ak? どれが欲しい？ ᵓayy nōᶜ qalam bidd-ak? - bidd-

i yyā-h ᵓaḥmar / yaḅāni. どんなペンが欲しい？－赤いの／日本製のが欲しい。 
ᵓēš 何？（主にムダーフ（☛ IV-2.3.6.）の位置で用いる）：qalam zayy ɔ ēš bidd-ak? 

どんなペンが欲しいって？（説明されたが説明が下手または複雑で理解でき

ない時にその内容を聞き返すような場合） b-ᵓēš ɔ ažu? 彼らは何で来たんです

か？ 6. ᶜan ᵓēš btiftkir? 何について考えているんですか？ 
kīf どのように？：kīf kān mūsa lamma rižiᶜ min šuġl-o? ムーサは仕事から帰った時

にどんな様子でしたか？ 
lēš なぜ？：lēš ᵓinti zaᶜlāne? 何で怒っているんですか？ 
qaddēš いくら？・いくつ？：qaddēš bidd-ak? どのくらい欲しいですか？／必要

ですか？ qaddēš maṣāri maᶜ-ak? いくらお持ちですか？ b-qaddēš il-kīlo? - 
ᶜašara šēkil ib-kīlo. １キロいくらですか？－１キロ１０シェケルです。 

šū 何？：šū numrit il-iḥsāb? 口座番号は何ですか？ šū ṣār? 何があったんです

か？ šū nōᶜ ᵓaxbār bimarrqu b-ha-l-makātīb? 彼らはこれらの手紙でどんな種類

の情報を回したんだ？ 
wēn どこ？：wēn mūsa? ムーサはどこですか la-wēn ruḥt imbēriḥ? 昨日どちら

へ行きましたか？  
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1.9.：副詞 
(1) 場所を表す副詞 
hōn ここに  
hunāk あそこに・あちらに  
ġād あそこに・あちらに 
 
(2) 時間を表す副詞 
ᶜa-l-waqit 時間通りに：iṭ-ṭayyāra wiṣlat ᶜa-l-waqt. 飛行機は時間通り着いた。 
ᵓāxir marra 前回：ᵓāxir marra nažaḥ. 前回彼は合格した。 
ᵓawwal imbēriḥ 一昨日 
b-il-ᵓawwal 最初は：b-il-ᵓawwal kān ṣaᶜib. 最初は難しかった。 
b-il-ᵓāxir 最後に・しまいに：b-il-ᵓāxir maddat ᵓīd-ha w-ᵓaxdat ha-l-ᵓiši. とうとう彼

女は手を伸ばしてその物を取った。 
baᶜid bukra 明後日：baᶜid bukra l-ᶜīd. 明後日はイードだ。 
baᶜd iḍ-ḍuhur 午後に 
bukra 明日：il-ḥafle bukra. パーティーは明日だ。 
yōm min il-ᵓiyyām ある日：yōm min il-iyyām ṭiliᶜ ṣayyād la-l-ġābe. ある日猟師が森

へ出かけた。 
hallaq 今：hallaq s-sēᶜa tintēn. 今２時です。 
halqēt 今：halqēt s-sēᶜa tintēn. 今２時です。 
il-lēle 今晩：fīh ḥafle l-lēle. 今晩パーティーがあります。 
iṣ-ṣubuḥ 今朝：šū ᵓakalt iṣ-ṣubuḥ? 今朝何を食べましたか？ 
il-yōm iṣ-ṣubuḥ 今朝：šū ᵓakalt il-yōm iṣ-ṣubuḥ? 今朝何を食べましたか？ 
iš-šahr iž-žāy 来月：hū raḥ yzūr-ni fi-l-ᵓusbūᶜ iž-žāy. 彼は来月来る。 
iḍ-ḍuhur 昼に 
kull il-yōm 一日中：bištġil kull il-yōm. 彼は一日中働く。 
l-yōm 今日 
il-yōm illi baᶜd-o その翌日に 
lissa, lissāt まだ：lissa ma-xilṣ-iš dōr-i. まだ私の番は終わっていない。 lissāt-hum 

nāymīn. 彼らはまだ寝ている。 
ṭūl il-waqt ずっと：ṭūl il-waqt kunt maᶜ mūsa. 私はずっとムーサと一緒にいた。 
ṭūl in-nhār w-il-lēl 朝から晩まで・一日中 
waqit-ha その時：ᵓamīne kānat nāyme waqit-ha. アミーネはその時寝ていました。 
yōm ᶜan yōm 日を追うごとに：l-wažaᶜ bizīd yōm ᶜan yōm. 痛みが日に日に強まる。 
yōm-ma ～する日に：fīh taqaddum min yōm-ma bdīt tudrus. 勉強を始めた日以来進

歩がある。 
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(3) 様態・程度を表す副詞 
ᶜa-šān hēk それゆえ：ᶜa-šān hēk bidd-i ᵓasāfir w-ᵓatᶜallam fi-l-xāriž. だから私は外国

に学びに行きたいのです。 
ᶜādatan 通常は・ふつうは 
ᶜala ᶜādt- （～の）いつものように：ᶜala bāl-hum ᵓinn-o ysallī-hum ᶜala ᶜādt-o. 彼ら

は彼がいつものように皆を楽しませてくれると思っている。 
ᶜala ġafle 突然 
ᶜala ṭūl まっすぐに・直ちに・たちまち：ᵓašfa ᶜala ṭūl. たちまち回復した。 
b-il-ᶜaqil 真っ当に・冷静に 
b-il-marra（否定文で）全然～でない：taṣarrufāt-o ma-btiᶜžib-ni b-il-marra. あいつ

の態度は全く気に食わない。 
b-il-mōt あやうく～するところだった・なんとか～する：ᵓiza btirkab ha-l-bāṣ, b-

il-mōt (tann-ak) tuṣal b-il-waqt. このバスに乗れば何とか間に合う。 
daqīqtēn mašy すぐ近くに（＝歩いて２分）： 
duġri まっすぐ、率直に 
fažᵓa 突然：wiqfat is-sayyāra fažᵓa. 突然車が止まった。 
li-ḥusn ḥazz- ～の運が良いことに・幸運なことに：li-ḥusn iḥazz-i kān karāž qarīb 

minn-i. 運の良いことに修理工場が近くにあった。 
lōla šwayye あやうく：lōla šwayye kān dahas-ha. 危うく彼は彼女を轢くところだ

った。 
maᶜ kull hāda それにもかかわらず： 
marma ᶜaṣa すぐ近くに（＝杖を投げるほどの距離）：il-bōṣṭa hōn qarībe, marma 

ᶜaṣa. 郵便局はここ、すぐ近くです。 
maxṣūṣ わざと・故意に 
min ġēr-ma ～せずに：qaddam-il-hum il-ᵓakil min ġēr-ma yidfaᶜu. 彼は彼らが金を払

わないのに食べ物を提供した。 
qadd-ma ～の程度に：tfaḍḍal, ɔ išrab qadd-ma bidd-ak. どうぞ好きなだけ飲んでく

ださい。 
qawām すぐに：taᶜāl qawām. すぐに来い！  
sawa 一緒に：fi hadīk is-sane kunna niṭlaᶜ kull yōm sawa. あの年は毎日一緒に出掛

けた。 
šwayy išwayy ゆっくりと・そろそろと 
tamām ①きちんと：hallaq il-bāb btiniftiḥ w-ibtitsakkar tamām. いまドアはきちん

と開閉できる。 ②丁度：mnitqābal fi-s-sēᶜa sitteN w-nuṣṣ tamām. ６時半丁度に

会いましょう。 
taww いま～したところだ：taww-ni rkibit. 今乗ったばかりだ。 
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xāṣṣatan 特に 
ya dōb あやうく～するところだった・なんとか～する：ᵓiza btirkab ha-l-bāṣ, ya 

dōb tuṣal b-il-waqt. このバスに乗れば何とか間に合う。 
zayy-ma ～するように：zayy-ma btiᶜrafu, ġād šōb iktīr. 御存知のように、あちらは

とても暑い。 
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1.10.：限定詞 
限定詞とは名詞の前に位置してその名詞に何らかの意味的限定を加えるもので

ある。 
ᵓakam（☛ IV-1.8.）いくつかの～：baᶜid ᵓakam sēᶜa 数時間後に 
ᵓawwal 最初の～：ᵓawwal ᶜamaliyye 最初の作戦 ᵓawwal marra 始めて・初回 
ᵓāxir 最後の～：ᵓāxir wāḥad 最後の者 ᵓāxir marra 最後 
ᵓayy(a)：（☛ IV-1.8.）：①なんらかの：ᵓiza fīh ɔ ayy suᵓāl 何か質問があれば ②（否

定文で）いかなる～も（しない）ma-kan-l-i-š ᵓayya xabar ᶜann-o. 彼についての

情報は何もなかった。 
ġēr ①他の：hāt ġēr wāḥad. 他のを持ってきてください。 ②～以外：ġēr ᶜēlt-i 

sāknīn fi-d-dār kamān ᶜēltēn. 私の家族以外にその家には２家族住んでいます。

ᵓisᵓal ġēr-i. 他の人（私以外）に訊いてください。 
hēk こんな：ma-fīh ᵓaḥla min hēk ᵓiši このようなものより素晴らしい物はない。 
kamān 更なる～：kamān marra もう一度 kamān išwayy もう少し kamān wāḥad 

もう一つ 
kull ①各々の・全ての：kull šuġul ᵓaḥsan min il-iqᶜād. どんな仕事でもただ座って

いるよりはましだ。 hāda kān kull il-ḥaky illi qāl mūsa. これがムーサの言った

話の全てでした。 w-kull qaddēš kunt titqābal maᶜ-o? どれくらいおきに彼と会

っていた？ 
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2.：統語論 
2.1.：文 
2.1.1.：等位文 
等位文とは述部が主語の動作や状態の変化ではなく、継続的な状態や性質を表

す文。特に時間的な限定を設けない場合は動詞を用いない。主語は限定名詞・非

限定名詞（主語が非限定名詞の場合は「存在文」と呼び、これについては後述）・

代名詞・名詞化辞・動詞句、述部は名詞・形容詞（分詞）・代名詞・前置詞句・

副詞句・名詞化辞・疑問詞である。 
(1) 肯定文 
(a)「主語＋述部」（存在文を除く） 

mūsa falasṭīni. ムーサはパレスチナ人です。 it-tadxīn mamnūᶜ hōn. ここでは喫

煙は禁止だ。 huwwe kaslān. 彼は怠け者だ。 ᵓilli bidfaᶜ ḥaqq mitil ha-ṣ-ṣaḥin 
mitēn šēkil ᵓahbal. こんな皿に２００シェケルを払うやつは馬鹿だ。 mūsa fi l-
maṭᶜam. ムーサはレストランにいる。 ᵓana hōn! 私はここにいます。 ᵓaḥsan 
nāxud sayyārit-na. 車を持って行った方がいい。 ḥarām ᶜalē-na nirmī-hum fi-l-
baḥir. それを海に捨ててはいけない。 

(b)「述部＋主語」 
述部が前置詞句や副詞句の場合、特に主語を強調する時にこの語順となる。 

quddām-na masžid il-aqṣa. 目の前にあるのがアクサーモスクです。 
 
(2) 疑問文 
(a) 全体疑問文は肯定文と同じ語順で語尾を上げる。 
(b) 特殊疑問文：「述部＋主語（＋その他の要素）」 
主文では疑問詞は常に文頭に現れる。 

mīn hāda? こちらはどなたですか？ šū hāda? これは何ですか？ ᵓēmta l-
ḥafle? パーティーはいつですか？ 

 
2.1.2.：存在文 
(1) 肯定文 
(a) 述部が疑似動詞（ᶜind-, ᵓil-, maᶜ-）：「述部＋主語（＋その他の要素）」 

ᶜind mūsa sayyāra. ムーサには車がある。 ᵓil-o ᵓaxx izġīr. 彼には弟がいる。

maᶜ-i muftāḥ. 私は鍵を持っています。 
(b) 述部が疑似動詞（fīh）：「fīh ＋主語（＋その他の要素）」または「その他の要

素＋ fīh ＋主語」 
fīh bisse taḥt iṭ-ṭāwle. テーブルの下に猫がいる。 fi l-ibnūke fīh maṣāri ktīr. 銀行

には金がたくさんある。 
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(c) fīh と ᶜind-, ɔ il-, maᶜ- の両方を含む場合は「fīh ＋前置詞句＋主語（＋その他の

要素）」 
fīh ᶜind-i waqt kāfi. 私には十分時間がある。  
 

(2) 疑問文 
(a) 全体疑問文は肯定文と同じ語順で語尾を上げる。 
(b) 特殊疑問文：「疑問詞（＋ fīh）＋前置詞句（＋主語）」 

qaddēš maᶜ-ak maṣāri? お金いくらある？ šū maᶜ-ak fi l-žuzdān? 財布の中に何

を持っているのですか？ mīn fīh maᶜ-o? 誰が彼といますか？ ᵓakam kitāb 
maᶜ-ak? 本を何冊お持ちですか？ 

 
2.1.3.：動詞を含む文 
(1) 肯定文 
(a) 主語となる名詞・副詞句・前置詞句を含む文では、これらの要素のうち最も

強調されるものが文頭に来る。疑問詞が含まれる文ではこれが文頭に来る。この

際動詞は文の２番目の要素となる。 
mīn qāl hāda? 誰がこんなことを言った？ mūsa qāl hāda. ムーサがこう言っ

た。 mbēriḥ ruḥit ᶜa-bēt-laḥim. 昨日ベツレヘムへ行きました。 baᶜdēn nidim 
ᶜa-ᶜamilt-o. 後になって自分のしたことを後悔した。 ᵓinte btāxud maᶜ-ak it-tōr 
w-ᵓana bāxud il-baqara. お前は牡牛を連れて行け、私は牝牛を連れて行くから。 

(b) 強調されるものが動詞の目的語（ただし接尾代名詞）の場合は「動詞＋接尾

代名詞＋主語」 
laqā-h l-malik w-qal-l-o. 王は彼を見つけて言った。 

(c) 上記ような強調する要素が無い場合は「動詞（＋主語）」の順になる。 
ttafaq mūsa w-ibrahīm ᵓinn-hum yisāfru sawa. ムーサとイブラヒムが一緒に旅を

しようということになった。 btiᶜraf mīn imxabbir ᶜalē-h hēk šī? 誰がこんなこ

とを彼に知らせていたかを知っていますか？  
(d) 主語は文頭に来ない場合、動詞に後続する。 

mbēriḥ qāl mūsa hāda. 昨日ムーサがこう言った。 
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2.2.：否定 
2.2.1.：miš 
この否定辞は、その後に来る要素を否定する。以下では否定される部分に下線を

付す。 
(1) 文の一部 
(a) 等位文の述部 

mūsa miš falasṭīni. ムーサはパレスチナ人ではありません。 it-tadxīn miš 
mamnūᶜ hōn. ここでは喫煙は禁止されていません。 huwwe miš kaslān. 彼は怠

け者ではない。 mūsa miš fi l-maṭᶜam. ムーサはレストランにいない。 ᵓana miš 
hōn! 私はここにいません。 hāda miš illi fhimt-o. これが私の理解したことで

はありません。 il-muhimm miš ɔ inn-ak žīt. 重要なことは貴男が来たということ

ではありません。 il-ḥafle miš bukra. パーティーは明日ではありません。 
(b) 補語 

žōz-i mbayyin ᶜalē-h miš mabsūt il-yōm. 夫は今日体調が良くなさそうだ。 žuḥa 
ᶜimil ḥāl-o miš zaᶜlān w-rāḥ. ジョハは怒っていないふりをして立ち去った。 

(c) 修飾要素 
ṭālib miš mižthid 勤勉でない学生 sāmi ṭālib miš šāṭir bass mižthid. サーミは賢い

わけではないが勤勉な学生だ。 w-ᵓiza fīh ᵓayy suᵓāl ᵓaw nuqṭa miš wāḍḥa, ᵓana 
battaṣil fī-ki. 何か質問やよくわからないことがあったら貴女に連絡します。 

(d) 前置詞句・副詞句 
kunna nižtmiᶜ fi-l-ibyūt miš b-il-qahwe. 私達は喫茶店ではなく家に集まっていた。

ṣār yiḥki c arabi miš baṭṭāl. 彼はアラビア語をそこそこ話すようになった。 ᵓiḥna 
mxayymīn miš ibᶜīd min il-maṭraḥ 私達はその場所から遠くない所に野営してい

る。 miš ibᶜīd min hōn fīh žabal ᶜāli w-ġābe kbīre. ここから遠くない所に高い山

と大きな森がある。 
 
(2) 文全体 
miš mūsa ṭālib?*（下線部を強調）ムーサは学生ということではないのですか（＝

ムーサは学生ですよね）？ miš ᵓinte sākin fi-l-quds? 貴男エルサレムに住んでい

るということではないのですか？ miš ᵓana xāyif. 私は恐れているのではありま

せん（cf. ɔ ana miš xāyif 私は恐れていません）。 miš ma-bithimm-nī-š. 彼は私に関

心がないということではない。 wāld-o miš ᶜažbat-o hal-ḥāle. 彼の父はこの状況

が気に入ったわけではない（☛ 主題＝ IV-2.3.2.）。 muš ᵓana ᵓaxadit is-salle, 
huwwe ᵓaxad is-salle. 私が籠を取ったのではない。彼が取ったのです。 ᶜala kull 
ḥāl muš ᵓana lli kasart-o. いずれにせよ壊したのは私ではない。 bass bidd-i 
ᵓanabbh-ik ᵓinn-o miš kull yōm itrūḥi ᶜa-l-bank w-tisḥabi maṣāri. 毎日銀行へ行って金
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を下ろすようなことをしないようにと注意しておくよ（否定されているのは 
kull yōm だけではなく後続の文も）。 
＊mūsa ṭālib, miš hēk? とほぼ同義。 
 
2.2.2.：疑似動詞 
(a) 疑似動詞に (ma-)…-š を付ける。 

ma-ᶜind-īš maṣāri. 私はお金を持っていません。 ma-ᶜind-i wa-la walad. 私には

子供は一人もいない。 ma-l-ī-š ᵓayya ᶜalāʠa fi ha-l-masᵓale. 私はこの問題に何

の関係もない。 
(b) fīh が疑似動詞（ᶜind-, ᵓil-, maᶜ-）と組み合わさる場合は fīh の部分のみ否定す

る。 
mūsa fišš c ind-o sayyāra. ムーサは車を持っていない。 lēš ma-fišš maᶜ-ak tasrīḥ? 
なぜ許可証を持っていない？  

 
2.2.3.：動詞 
(1) 過去形 
(a) ma-… 

ma-katab. 彼は書かなかった。 ma-ḍarabit mūsa. 私はムーサを殴らなかった。

mūsa ma-širib il-qahwe. ムーサはコーヒーを飲まなかった。 lēš ma-nādu bulīs? 
なぜ彼らは警官を呼ばなかったのですか？ 

(b) ma-…-š 
ma-ḍarabt-iš mūsa. 私はムーサを殴らなかった。 mūsa ma-širb-iš il-qahwe. ム
ーサはコーヒーを飲まなかった。 ma-katab-iš. 彼は書かなかった。 

 
(2) 現在形Ｂ型 
(a) ma-… 

ma-bašrab qahwe. 私はコーヒーは飲みません。 
(b) ma-…-š 

ma-bifhim-iš ᶜarabi. 彼はアラビア語がわかりません。 
(c) …-š 

ᵓana babīᶜ-iš ɔ adawāt maṭbax. 私は台所用品は売っていません。 baṭlub-iš ɔ aktar. 
それ以上は要求しません。 ᵓana baqdar-iš ᵓaṭīq ha-š-šōb. この暑さは我慢でき

ない。 bašrab-iš qahwe. 私はコーヒーは飲みません。 
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(3) ᶜam ＋現在形Ｂ型：～している（☛ II-15.3.(2)） 
否定は miš ᶜam ＋現在形Ｂ型 

miš ᶜam baktib maktūb. 私は手紙を書いているのではない。 
 
(4) raḥ ＋現在形Ｙ型：～しようとする・～するだろう 
否定は miš raḥ ＋現在形Ｙ型 

il-imsāfir miš raḥ yiržaᶜ ᶜad-dār. その旅行者は家に戻ってこないだろう。 il-
ižrāᵓāt illi ttaxadū-ha miš raḥ itḥill il-mašākil. 彼らの取った方策は問題を解決し

ないだろう。 baᵓakkid-l-ak ᵓinn-hum miš rāḥ yitdāxalu ᵓabadan fī masᵓalt-i. 彼ら

が私の問題に絶対立ち入ってこないだろうということは請合いますよ。 
 

2.2.4.：否定命令＝禁止 
ma-…-š, ma-…, …-š, la …-š, la … 
txāf-iš. 恐れるな tisᵓal-iš ᶜa-l-maṣāri. 金の事を訊くな。 
 
2.2.5.：様々な否定 
(1) ma-ᶜād-iš 最早～しない：ma ᶜād-iš fīh šuġul min-šān-ak. 貴男の仕事はもうあり

ません。 
 
(2) c umr- ma- ①～したことがない（☛ II-12.【表現】）：ᶜumr-i ma-ᵓakalt iknāfe. ク
ナーフェを食べたことがありません。 ᶜumr-i ma-ruḥt-iš c a-s-sīnama. 映画館に行

ったことがありません。 ②二度と～しない：ᶜumr-i ma-raḥ ᵓaᶜmal hēk.（これま

でにしたが）こんなことは二度としません。 ᶜumr-i ma-baᶜmal hēk. （これまで

もしたことがないし今後も）私はそんなことはしませんよ。 
 
(3) ma-…-š ɔ iši 何も～しない：ma-ṣār-iš ɔ iši 何も起きなかった。 ma-fakkart-iš ib-
ᵓiši. 何も考えなかった。 lissa ma-ᵓakaltū-š ᵓiši あなた達はまだ何も食べていま

せん。 ᵓana ma ᶜmilt-iš ᵓiši 私は何もしていない。  
 
(4) wa-la… 
(a) wa-la + N いかなる～もなく：ᵓiṭlaᶜ min is-sayyāra, wa-la kilme. 黙って車から降

りろ！ rūḥ min hōn w-wa-la kilme. 何も言わずにここから去れ！ lā, ma-
baqā-l-nā-š wa-la qunbula. いえ、私達の所にはもう爆弾は一つも残っていない。 

(b) wa-la + V 何も～しない：wa-la ɔ iši ṣār. / ma-ṣār-iš wa-la ɔ iši 何も起きなかった。

ma-ṣarát-iš wa-la ᵓayy ḥādse. 何の事故も起きなかった。 ma-lāqēt-iš wa-la ᵓayy 
ḥada. 誰とも会わなかった。 ma-fakkart-iš wa-la ᵓiši 私は何も考えなかった。
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waqqif ᶜand-ak, wa-la titḥarrak. 止まれ、動くな！ 
(c) ＡもＢも（し）ない：ma-ᶜimlat dōše wa-la kilme. 彼女は音も言葉も立てなか

った。 kunna nižtmiᶜ fi-l-ibyūt, miš b-il-qahwe wa-la fi-š-šāriᶜ. 私達は喫茶店や表

ではなく家に集まっていました。 ᵓana ma baḥkī-hā-š la-wa-la wāḥad w-ḥatta lā 
la-marat-i, w-la la-ᵓaxū-y. 私は誰にも妻にも兄弟にも話しません。 muš rāḥ 
nitxānaq wa-la nitṣāyaḥ mahma kān. 何がどうあっても私達は喧嘩も怒鳴りあい

もしません。  
(d) ～ではなく～：žār-ak il-qarīb wa-la ɔ axū-k il-ibᶜīd. 遠くの兄弟より近くの隣人。

il-ḥamd lillāh illi ᵓažat minn-ak wa-la minn-i. 私の所からではなく貴男の所から来

たのは幸いだった。 
 
(5) ḥada 誰も～しない 
(a) ma-…-ḥada：ma-kān-iš maᶜ-o ḥada. 誰も彼と一緒にいなかった。 ma-lāqēt-iš 

ḥada. 私は誰にも会わなかった。 ma-ḥakēt-iš maᶜ ḥada. / ma-ḥakēt-iš maᶜ wa-la 
ḥada. 私は誰とも話さなかった。 

(b) ma-ḥadā-š, ma-ḥadd-iš：ma-ḥadā-š fakkar fī-ha. そのことについて誰も考えなか

った。 il-yōm ma-ḥadā-š bidd-o ḥarb fi-l-ᶜālam. 今日では誰も世界で戦争を望ん

でいない。 ma-ḥadā-š maraq min hōn. 誰もここを通らなかった。 sallam c alē-
hum wa-lākin ma-ḥadā-š radd ᶜalē-h. 彼は彼らに挨拶したが誰も答えなかった。

ma-ḥadd-iš biᶜraf wēn bēt-o. 彼の家がどこか誰も知らない。 
(c) wa-la ḥada ~ wa-la ḥadd ~ wa-la wāḥad：ma-šuft-iš wa-la ḥadd nāṭiṭ. 誰も飛び降

りるのを見ませんでした。 ma-ḥakēt-iš maᶜ ḥada. / ma-ḥakēt-iš maᶜ wa-la ḥada. 
私は誰とも話さなかった。 ma-tiḥkī-š ha-š-šī la-wa-la wāḥad. このことを誰に

も話すなよ。 wa-la ḥada daxal il-ġurfe ġēr-i. 私以外誰も部屋に入らなかった。 
(d) ḥatta wāḥad：ḥatta wāḥad ma ᵓažā-š. 誰も来なかった。  
 
(6) ᵓilla（否定文で）～以外～（し）ない 
miš lāqi ᵓilla ḥmār tilᶜab maᶜā-h? ロバしか遊び相手がいないのか？ ma-biṣīr ᵓilla 
l-imqaddar c alē-na. 定められたこと以外起きない。 ma-btinfitiḥ ɔ illa fatḥa zġīre. 少
ししか開かない。 kull-hum kānu ḥāḍrīn ɔ illa ɔ inte. 貴男以外全員いました。 ma-
šufnā-š minn-ak ᵓilla l-xēr. 私達は貴男の善行しか見たことがない。  
 
(7) ġēr（否定文で）～以外～（し）ない 

ma-kān ᶜind-o ġēr-ha. 彼はそれ以外持っていなかった。 ma-ᶜam biḥki wa-la 
kilme ġēr “laᵓ, ma-fišš”. 彼は「いや、ない。」という言葉しか言わない。 marat-
i ma-btišġil-iš bāl-ha ġēr ᶜala wlād-ha. 妻は子供の事しか頭にない。 kull-hum 
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kānu ḥāḍrīn ġēr ᵓinte. 貴男以外全員いました。 ma-fataḥt-hā-š ġēr hōn. 私はそ

れをここ以外で開けなかった。 ma-ḥada ġēr-i (ġēr ᵓana). 私以外誰もいない。

fišš ᶜind-ak ġēr ha-l-quṣaṣ? そのほかの話なないのかね？ 
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2.3.：文の諸要素 
2.3.1.：主語 
主語が異なった人称から成る場合 
動詞に対する主語が複数存在する場合は次のように表す。 
１人称＋２人称  ᵓana (ᵓiḥna) w-iyyā-k, ᵓana w-iyyā-ki, ᵓana w-iyyā-kum 

１人称＋３人称 
代名詞＋代名詞 

代名詞＋名詞 

ᵓana (ᵓiḥna) w-iyyā-h, ᵓana w-iyyā-ha, ᵓana w-iyyā-hum 

ᵓana w-mūsa, ᵓana w-ṣāḥb-i 

２人称＋３人称 
代名詞＋代名詞 

代名詞＋名詞 

ᵓinte (ᵓinti, ᵓintu) w-iyyā-h… 

ᵓinte w-mūsa 

３人称＋３人称 
代名詞＋代名詞 

代名詞＋名詞 

huwwe (hyye, humme) w-iyyā-h… 

hū w-mūsa, hū w-ṣāḥb-o… 

yōm min il-ᵓiyyām rāḥ ibrahīm huwwe w-marat-o ᶜala l-balad. ある日イブラヒムと奥

さんは町へ出た。 ᵓamīne zārat hiyye w-yūri l-matḥaf. アミーネはユリと博物館を

訪れた。 fīh wāḥad kān māši hū w-marat-o fi š-šāriᶜ. ある男が妻と通りを歩いてい

た。 kīf ᵓinte w-il-madrase? 貴男と学校の様子はいかがですか？ w-ṭāḥu huwwe 
w-iyyā-h la-l-imġāra. 彼と彼は洞窟へと落ちた。 il-maġrib ḥaṭṭ rās-o w-nām hū w-
wlād-o w-marat-o. 日没になって彼は横になり子供達と妻と一緒に寝た。 rāḥ hu 
w-iyyā-ha w-wiqfu žamb birke malāne ṃayye. 彼と彼女は行き、水が一杯の池のそば

で立ち止まった。 rbīt ᵓana w-iyyā-h fi hadīk il-balad. 私と彼はこの村で育った。

tfāhamna niḥna w-iyyā-hum b-il-ᵓišāra. 私達と彼らは互いに合図してわかり合った。

mbēriḥ il-lēl ishirna ᵓana-w-ṣāḥb-i. 昨晩私と友人は夜更かしをした。 
 
2.3.2.：主題 
文の主語以外の名詞句を主題とする時これを文頭に置き、必要な個所で代名詞

で受ける。 
ᵓašyāᵓ mitil hādi ᵓana ma-baḥkī-hā-š la-wa-la wāḥad. このようなことは私は誰にも

話しません。 hadīk iṭ-ṭāwle ᶜalē-ha bisse. あのテーブルは猫が乗っている。 
 
2.3.3.：目的語 
目的語は基本的に特に表示する方策を必要としないが、目的語であることがわ

かりにくいような文脈や目的語を強調する文脈では次のような操作が行われる。 
(1) 前置詞 la- 
mīn ḍarab la-mūsa? 誰がムーサを殴ったのか？（mīn ḍarab mūsa? は「誰がムー

サを殴ったのか？」「ムーサは誰が殴ったのか？」の両方で解釈しうる。） 
 
 

346



347 
 
 

(2) 主語が疑問詞 mīn, šū の場合、目的語を文頭（主語の前）に置く。 
mūsa mīn ḍarab? ムーサは誰が殴ったのか？ 
 
(3) 疑問詞が目的語 mīn, šū の場合、主語の名詞を動詞の前に、疑問詞を動詞の

後に置く。 
mūsa ḍarab mīn? ムーサは誰を殴ったのか？（標準的な語順は mīn ḍarab mūsa? 
だが、これは通常「誰がムーサを殴ったのか？」の意味に解釈できる。） 
 
2.3.4.：分詞の用法 
2.3.4.1.：能動分詞 
能動分詞は動詞の持つ意味に応じて次のような用法がある。 
(1) 継続した状態（～しているところだ（＝現在進行）・～の状態が続いている）、 
以下のような動詞の能動分詞は継続した状態を表現する。 
(a) 往来発着動詞：rāḥ 行く ᵓaža 来る sāfar 旅する・行く rižiᶜ 帰る・戻る

rawwaḥ 帰宅する ṭiliᶜ 出る など 
taᶜāl ib-surᶜa! - hayy-ni žāy. 早く来い！－はい、来たよ（今行く）！ hayy-o ṭāliᶜ. 
ほら彼が出ていく！ šū ha-d-dahab illi ṭāliᶜ min žyūb-ak? お前のポケットから

顔をのぞかせているその金（塊）は一体何だ？ wēn nāzle žamāᶜt-ak il-yōm? あ
なた達のグループは今日どこにいます（降り立っている）か？ yaᶜni, miš rāyiḥ 
maᶜ-ak ᶜala bēt mūsa. つまり君とはムーサの家に行かないってことだ。 wēn 
rāyiḥ? - ɔ ana rāyiḥ c a-l-madrase. どこへ行くんですか？ － 学校へ行くところで

す。 
 
往来発着動詞ではその動作を行う意思「～するところだ」も表す。 
ᵓinte ṭāliᶜ? 出かけるんですか？ min wēn žīt w-la-wēn ᵓinte msāfir? どこから来て

どこへ行こうとしているのだ？ wiṣlu s-suyyāḥ illi msāfrīn bukra ᶜala ᶜammānTP. 
明日アンマンへ出発する旅行者たちが到着した。 
 
(b) ある場所にいること、または継続的な行為を表す動詞：sakan 住む qaᶜad 座
る・居る tlaqqaḥ 寝転がる tkawwam ゴロゴロする・正体なく寝転がる・積み

重なる nām 寝る sakat 黙る ᶜirif 知っている žāb 持ってくる ḥamal 運
ぶ など 

qaddēš ṣār-l-ak qāᶜid hōn? ここにはどの位（前から）いるのですか？ hayy-o 
qāᶜid quddām it-tilfizyōn ほら彼はテレビの前にいる。 lissāt-ak nāyim? 貴男は

まだ寝ているのですか？ fēn il-maḥrūs žōz-ak? - hayy-o mitlaqqiḥ quddām-ak hōn. 
御主人はどちら？－ほら、そこの貴男の目の前で寝転がっています。 mitᵓassif, 
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miš ḥāmil sēᶜa. 申し訳ない、時計を持っていないんです。 hāda žāyib maᶜ-o 
maṣāri. こいつは金を持ってきている。 

 
qāᶜid ＋Ｙ型・Ｂ型：～している 
šū qāᶜid bitsāwi hōn? ここで何をしている？。 žōz mastūl qāᶜid yšaxwir ṭūl in-nhār 
w-il-lēl. 酔っ払い亭主は朝から晩までずっといびきをかいているし。 
 
(2) 完了（かつて行った行為の結果が現在に至る） 
mūsa fātiḥ maṭᶜam iždīd. ムーサは新しいレストランをやっている（開業して今に

至る）。 brahīm mēxid bint c amm-o. イブラヒムは叔父の娘と結婚した（結婚して

現在に至る：「結婚式を行った」という意味ではない）。 hāda ᵓilli māxidt-o min 
id-dinya. これが私が世の中から（選んで）一緒になった人なんだわ。 lamma 
daxalt ᶜa-l-maṭbax, šuft il-bisse šārbe l-ḥalīb kull-o. 台所に入った時、猫はミルクを

全部飲んでいた（「入った時点で飲んでいる」と言う意味ではなく、飲んでしま

ったのでミルク入れが空になっている状態）。 niḥna msāmḥīn-ak, yā-ḅa. お父さ

ん、もう私達は貴男を許しています。 huwwe mᶜallim-ni 彼は私を教えてきた。

zēt il-mōtōr nāqiṣ išwayy. エンジンオイルが少し減っている。 mittihmīn-o ᵓinn-o 
tqābal maᶜ ᵓakam šaxṣ 彼らは彼が何人かの人物に会ったということで訴え出てい

る。 il-waḍiᶜ hāda ᶜāžib-ha ktīr. この状況は彼女にとってとてもうれしい。

ᵓōsaka ᶜāžbit-ni. 大阪が気に入っています*。 
＊現在形で表現すると ᵓōsaka btiᶜžb-ak.「きっと大阪が気に入りますよ。」という

意味になる。 
 
2.3.4.2.：分詞とＢ型の区別 
往来発着動詞・行為に継続性のある動詞は分詞を用いると「現在進行」を、現在

形Ｂ型では「習慣的な行為」を表現する。 
分詞（現在進行） 現在形Ｂ型（習慣的行為） 

ᵓana rāyiḥ ᶜa-l-bēt. 
家に帰るところだ 

ᵓana barūḥ ᶜa-s-sīnama marra fi š-šahir. 
月に一度映画館に行く 

imsik il-kalb, ᵓana xāyif yᶜuḍḍ-ni. 
その犬を捕まえてくれ、噛まれそうで怖い 

ma-baxāf-iš min il-iklāb. 
私は犬など怖くはない 

ᵓabū-y nāyim. 
父は寝ています 

ᵓabū-y binām baᶜd iḍ-ḍuhur. 
父は午後寝ます。 

上記以外の動詞では能動分詞は現在進行を表現するものではなく主に現在完了

の用法で用いられる。現在形Ｂ型は習慣的行為と現在進行の両方を表現できる

が、特に現在進行を明確に表現する場合は ᶜam と組み合わせる。 
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分詞 
（＝完了） 

šuft il-bisse šārbe l-ḥalīb kull-o. 
猫はミルクを全部飲んでいた 

現在形Ｂ型 
（＝習慣的行為・現在進行） 

bašrab qahwe. 
今コーヒーを飲んでいる／普段コーヒーを飲む 

ᶜam ＋現在形Ｂ型 
（＝現在進行） 

ᶜam bašrab qahwe. 
コーヒーを飲んでいる 

 
2.3.4.3.：受動分詞 
ある行為がなされた結果が継続している状態を表す。通常形容詞として用いら

れる。 
manāfs-o mfattaḥa. 食欲旺盛である（（食欲への）気持ちが開かれている）。

riwāye maᶜrūfe 有名な小説（< c irif） it-tadxīn waqt id-dars muš masmūḥ. 授業中の

喫煙は許されていない。 ᵓana mašġūl iktīr. 私はとても忙しい。 ᵓinte maᶜzūm 
ᶜind-i l-yōm. 今日御招待いたします 
 
2.3.5.：不定 
(1) šī + n.sg.：何か 
laqī-l-ak šī šaġle tiᶜmal-ha? 何かやることがないんですか（ぶらぶらしている相手

に）？ qarēt šī žarīde? 何か新聞読みましたか？ lēš rafaḍit, kān-l-ak šī sabab 
imᶜayyan? なぜ拒否したのですか？何らかの理由があったんですか？ qabil 
ziyārt-ak la-ᵓisraᵓīl zurt šī blād ᶜarabiyye? 貴男はイスラエルへ行く前にどこかアラ

ブの国に行きましたか？ 
(2) wāḥad 
(a) wāḥad：ある人 

wāḥad ᵓaxad xamse w-ᶜišrīn raṭil qamiḥ ある人が２５ラトルの小麦を持って行っ

た。 qām wāḥad žāwab-ni. 一人が答え始めた。 hāda wāḥad ɔ ažnabi ma-bifham-
iš ᶜarabi. この人はアラビア語のわからない外国人です。 

(b) il-wāḥad：（一般的に）人は・（誰とは言わないが）その人 
il-wāḥad biṣᶜab ᶜalē-h yžāwib ᶜala hēk šī. こんなことには誰でも答えずらい。

ᵓēmta bitkūn manāfis il-wāḥad mfattaḥa? 人の食欲が旺盛になるのはいつです

か？ w-ma-šuft-iš il-wāḥad illi ᵓinte btištbih fī-h? 貴男が疑っているその男を貴

男は見ませんでしたか？ 
(c) wāḥad min il-n.pl.：ある～ 

ʠarrar wāḥad min il-ʠarawiyyīn yrūḥ ᶜala l-madīne. ある村人が街に出かけること

を決めた。 
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(d) n.sg. min il-n.pl.：ある～ 
sane min is-snīn ある年（に） w-kānat il-bint bitḥibb šabb min šabāb il-ʠarye. そ
の娘は村のある青年を好きだった。 

 
(3) ḥada 
iltaqēt ib-ḥada hunāk? そこで誰かと会いましたか？ ḥada bizammir is-sēᶜa talāte 
wužh iṣ-ṣubuḥ? 一体どこのどいつが朝の３時にラッパを鳴らしているんだ？ 
 
(4) šī maḥall どこか 
fi šī maḥall raḥ idzūr fi-l-ᶜuṭle? 休暇にどこか行く所がありますか？ bidd-i ᵓākul 
falāfil min šī maḥall. どこかからファラーフェルを買って食べたい。 bidd-i ᵓākul 
falāfil fi šī maḥall. どこかでファラーフェルを食べたい。 
 
2.3.6.：イダーファ句 
２つ以上の名詞の組み合わせによって一つの概念を表すものを「イダーファ句

（☛ II-8.2.）」と呼ぶ。イダーファ句は所有関係や主客関係を表す。イダーファ

句で先行する名詞を「ムダーフ・イライヒ」、後行する名詞を「ムダーフ」と呼

ぶ。またムダーフ・イライヒの位置で変化した名詞の語形を「構成位相（☛ IV-
1.3.6.）」と言う。 
 
2.3.6.1.：イダーファ句の限定 
イダーファ句には次のような特徴がある。 
(1) ムダーフが非限定名詞の場合はイダーファ句全体が非限定となる。 
ktāb ṭālib 生徒用の本（例えば教師用の虎の巻に対して） 
ṭrūd (bakitāt) hadāya プレゼントの小包 (pl.) 
 
この場合、イダーファ句を修飾する要素も非限定となる。 
ktāb ṭālib iždīd 新しい生徒用の本 
ṭrūd hadāya wiṣlu mbēriḥ 昨日届いたプレゼントの小包 
 
(2) ムダーフが限定名詞（定冠詞付名詞・接尾代名詞付名詞・指示形容詞付名詞・

固有名詞・の場合はイダーファ句全体が限定となる。 
ktāb iṭ-ṭālib ①その生徒用の本、②その学生の本 
muftāḥ bēt-i 私の家の鍵 
daftar hāda ṭ-ṭālib, daftar ha-ṭ-ṭālib (daftar iṭ-ṭālib hāda (?)) この学生のノート 
bard il-quds エルサレムの寒さ 
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この場合、イダーファ句を修飾する要素も限定となる。 
ktāb iṭ-ṭālib iž-ždīd その新しい生徒用の本 
ṭrūd il-hadāya lli wiṣlu mbēriḥ 昨日届いたそのプレゼントの小包 
 
(3) イダーファ句は２つ以上の名詞で構成されうる。この時句の最後に来る名詞

にのみ定冠詞・接尾代名詞を付けることができる。 
taḥsīn šurūṭ ᶜamal-hum 彼らの労働条件の改善  
muftāḥ ġurfit bēt bint ṣāḥb-i 私の友人の娘の家の部屋の鍵 
 
しかし実際に見られるのは多くても３つの名詞の組み合わせである。それ以上

の場合は前置詞を用いて分割する。 
muftāḥ ġurfit il-bēt tabaᶜ bint ṣāḥb-i 私の友人の娘の家の部屋の鍵 
 
2.3.6.2：名詞以外のムダーフ 
ムダーフは通常名詞だが、次のような要素もムダーフの位置に現れる。 
(1) 疑問詞 
kull wāḥad biᵓallif iḥkāyāt kīf kānat il-maᶜārik. 皆それぞれ戦闘がどのようであった

かの話を作っている。 bidd-i ᵓaxabbir-kum quṣṣit kīf ᵓana ṣurit kull ᵓusbūᶜ ᵓaṭlaᶜ fi 
žarīdit il-ᵓayyām アル・アイヤーム紙にどうして私が毎週登場するようになった

かというお話をしましょう。 
 
(2) 動詞 
sayyib-na min quṣṣit ištaġalit w-ma-štaġalt-iš. 働いたの働かないのという話はもう

やめてくれ。 
 
2.3.7.：倫理与格 
パレスチナ方言では前置詞 l- + SP で示される。ここでは特に２人称の動詞と共

に用いられる２人称に対する与格を倫理与格とする。 
xud-l-ak manšafe nḍīfe. きれいなナプキンを使ってください。 rūḥ dawwir-l-ak 
ᶜala wāḥad ġēr-i. 私以外の人を探してくださいよ。 ᵓiᶜmal-l-ak šabake. 網を仕掛

けよ！ lāzim tištrī-l-ak ġēr-o. 貴男は他の物を買わなければなりません。 
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