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まえがき 

 
 本書は、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 2010 年（平成 22 年）度
言語研修「スィンディー語」のテキストとして作成されました。 
 本書は、スィンディー語の基礎文法をまとめたものです。まとめるにあたり、以下の文

献を参照しました。 
 

                                          j                                 
      （ウルドゥー語で書かれた、スィンディー語学習書） 

Lekhwani, Kanhaiyalal. 1987. An intensive course in Sindhi. Mysore: Central 
Institute of Indian Languages. 

Trumpp, Ernest. 1986 (1st. 1872) The grammar of the Sindhi language. Delhi: 
Asian Educatinal Services, New Delhi. 

 
 スィンディー語に関する日本語で書かれた文献は、これまでほぼ皆無でした。本書

では、基礎文法を可能な限り網羅できるように、また文字については、スィンディー文

字だけでなく、インドで用いられているデーヴァナーガアリー文字についても説明を試

みました。 
 本書で用いた例文は、今回の研修の外国人講師であるバルデーヴ・バカトラーイ・マ

トラーニー氏(Dr. Baldev Bakhatrai Matlani)に校閲をお願いしました。また音声教材
として活用していただけるよう、同氏には音声収録もお願いしました。ただし、作成中

の手違いにより、音声データがない例文や、表記と音声が一致していない部分があり

ます。 
 
 本書の作成に当たり、テキスト処理全般について、東京外国語大学アジア・アフリカ

言語文化研究所の町田和彦教授にご協力いただきました。ご尽力に、この場を借りて

心より御礼申し上げます。また、本書で使用されたデーヴァナーガリー文字のフォント

はアジア・アフリカ言語文化研究所に置かれている文字情報学の研究拠点 GICAS「ア
ジア書字コーパスに基づく文字情報学の創成」で開発されたものを使用させていただ

きました。 
 

萬宮健策    
2010年 7月 28日 

 



スィンディー語を学ぶみなさんへ 
 
 インド亜大陸を中心とした南アジアでは､非常に多くの言語が話されています｡インドの公用語の

１つであるヒンディー語や､パーキスターンの国語であるウルドゥー語は､現代インド･アーリヤ諸語

の中のインド語派を形成します｡このインド語派には､ヒンディー語やウルドゥー語のほかにも､多く

の言語が含まれます｡その中の１つが､これから学ぶスィンディー語(Sindhi: سنڌي         です｡ 
 
 スィンディー語は､主として､パーキスターン･イスラーム共和国の南東部に位置するスィンド州を

中心とした地域で話されている言語です｡隣国インドでも､言語州こそ形成されていませんが､インド

の重要18言語の１つに数えられており､ムンバイー（旧名ボンベイ）やデリーといった大都市を中心
に多くの話者がいます｡両国を合わせると､2,000万人以上の人々が日常生活に用いています｡ 
 
 主としてパーキスターンとインド両国にまたがって話されているスィンディー語には､２種類の文字

があります｡主としてパーキスターン側で用いられているのは､アラビア語アラビア文字に変更が加

えられた､52 文字からなるアルファベットです｡本講座では､この 52 文字のアルファベットを｢スィン
ディー文字｣と呼ぶことにします｡また､本講座でスィンディー語を表記する場合､原則としてこのスィ

ンディー文字を用います｡ 
 一方インド側では､スィンディー文字以外に､ヒンディー語等を書き表すデーヴァナーガリー文字

も併用されています｡ 
 
 スィンディー語には、大きく分けて６つの方言があると言われています｡本講座で扱ったのは､パ

ーキスターンのハイダラーバードやナワーブシャーを中心とする地域で話されている､中央（ヴィチ

ョーリー）方言です｡この方言は､文語標準語という位置づけがなされており､出版やマス･メディアで

用いられる言語はこの中央方言です｡ 
 
 ところで､スィンド地方は 1843年に英国統治下に置かれることになりました｡当時､決まった文字を
持たなかったスィンディー語を学ぶ必要に迫られた英国人統治者が､スィンディー学者とともに協

議を行った末､1853 年に正書法を制定しました。これが現在用いられているスィンディー文字です｡ 
 
 スィンディー語といっても､一般には､なじみのない言語だと思います｡しかし､文学作品を例にとっ

ても､シャー･アブドゥッラティーフ･ビターイー(Shah Abdul Latif Bhitai, (ڀٽائيعبداللطيفشاھ)
1689-1752)の｢シャーの書(shah jo risalo) (رسالوجوشاھ) ｣に代表されるように､インド亜大陸の

諸言語のそれに決して引けを取るものではありません｡また､その歴史に目を向けると､スィンディー

民族のたどってきた繁栄と苦難の道のりが見えてきます｡ 
 
 スィンディー民族は､自らの言語とそれを取り巻く文化に強い誇りを持っています｡その誇りが､今

日までスィンディー語やスィンディー文学の発展を支えてきたと言えるでしょう｡ 
 みなさんは今､これまで日本ではほとんど目を向けられることのなかったスィンディー語への入り口

に立っています｡一緒にスィンディー語の世界を楽しんでみませんか？ 
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１．１．文字と発音の基礎 

 スィンディー語は、２種類の文字を使って表記されています。パーキスターンでは、ア

ラビア語を表記するアラビア文字に改良を加えたスィンディー文字を用います。インド

では、そのスィンディー文字に加えて、アラビア文字に接する機会が少ないヒンドゥー

教徒のことを考慮して、ヒンディー語を表記するデーヴァナーガリー文字も用いられて

います。このデーヴァナーガリー文字は、インド政府がその使用を推奨していますが、

それほど普及しているとは言えません。 
 本講座では、使用者人口が多いスィンディー文字を中心に説明をします。また本講

座では、スィンディー語を表記するアラビア文字を｢スィンディー文字｣と呼ぶことにしま

す｡アラビア語を表記するアラビア文字が 28 文字からなっているのに比べ､スィンディ
ー文字は､その倍近い 52 文字からなっています｡アラビア語にはない､スィンディー語
の音を表記するために文字数が増えているためです｡ 
 また､パーキスターンの国語であるウルドゥー語や､ペルシア語がナスターリークという

書体で書かれるのに対して､スィンディー語は､アラビア語と同じナスフという書体で書

かれます｡ 
 ここでは､52 の文字がそれぞれどのような形をしていて､どのような音を表すのかをみ
ていくことにします｡実際に書かれる場合には､文字はつながった形で書かれますが､

まず単独で書かれる場合の形（独立形）とその発音要領を挙げます｡ 
 ローマ字は､発音の手助けのために本書で用いる転写記号です｡スィンディー文字 
(S) では、原則として語中や語尾の短母音を表記できません。ですから、こうした補助
記号がないと正確な発音がわからない場合が少なからずあります。本講座では、スィン

ディー文字とともに原則としてこの転写記号を示すことにします。 
また、参照用にそれぞれの文字に対応するデーヴァナーガリー文字 (D) も付してあ
ります。デーヴァナーガリー文字については、あとで説明します。 
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S 名称 カナ D 発音要領 

 alifu アリフ ا

 

語頭では､短母音｢ア a ｣､｢イ i ｣､｢ウ u ｣のうち､どれか
１つを表します｡語中や語尾に用いられた場合は、常に

｢アー   ｣という長母音を表します｡ 
語頭では、別の文字 ي をともなって、「イー   」「エー 
e 」「アェー ai 」、 و をともなって「ウー   」や「オー o 」
「アォー au 」という長母音を表します。また、語頭の長母
音「アー   」は、この文字単独で表記しますが、マッダと
いう省略できない記号を加えます。 

 be ベー ब ب
両唇有声無気閉鎖音｡日本語の｢バ｣行から母音を除い

た音です｡本書では b と表します｡ 

 ベー ॾ     ٻ

両唇有声入破音｡日本語にはない音です｡最初は日本語

の｢バ｣行で代用してもかまいません｡あとで解説する､｢入

破音の発音要領｣を参照してください｡本書では    と表し
ます｡ 

 ʰ  ベー भ  ڀ

両唇有声有気閉鎖音｡日本語では「バ」行に聞こえる、普

段区別されていない音です｡最初は日本語の｢バ｣行で代

用してもかまいません｡あとで解説する｢有気音の発音要

領｣を参照してください｡本書では  ʰ と表します｡ 

 te テー त ت
歯無声無気閉鎖音｡日本語の｢タ｣､｢テ｣､｢ト｣から母音を

除いた音に近い音です｡本書では t と表します｡ 
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 tʰ  テー थ ٿ

歯無声有気閉鎖音｡日本語では「タ」行に聞こえる、普段

区別されていない音です｡最初は｢タ｣､｢テ｣､｢ト｣で代用し

てもかまいません｡あとで解説する｢有気音の発音要領｣を

参照してください｡本書では tʰ と表します｡ 

 テー ट    ٽ

反舌無声無気閉鎖音｡上歯の後ろ側に広がる硬い部分

（硬口蓋といいます）に舌の裏側をつけた状態で､｢タ｣､

｢テ｣､｢ト｣を発音します｡これも最初は｢タ｣､｢テ｣､｢ト｣で代

用してもかまいません｡本書では   と表します｡ 

 ʰ  テー ठ  ٺ
反舌無声有気閉鎖音｡ ٽ    と同じ要領で発音する有気
音です｡あとで解説する｢有気音の発音要領｣を参照して

ください｡本書では  ʰ と表します｡ 

 セー स     ث
歯茎無声摩擦音。日本語の｢サ｣､｢セ｣､｢ソ｣から母音を除

いた音と同じ音です｡本書では    と表します｡ 

 pe ペー प پ
両唇無声無気閉鎖音｡日本語の｢パ｣行から母音を除い

た音に相当します｡本書では p で表します｡ 

 ジーム ज     ج
硬口蓋有声無気破擦音｡日本語の｢ジャ｣行から母音を除

いた音に相当します｡本書では j と表します｡ 

 ジェー ॼ     ڄ
硬口蓋有声入破音｡日本語にはない音です｡最初は｢ジ

ャ｣行で代用してもかまいません｡あとで解説する｢入破音

の発音要領｣を参照してください｡本書では    と表します｡ 

 ʰ  ジェー झ  جھ

硬口蓋有声有気破擦音｡ ج     と同じ要領で発音する
有気音です｡最初は｢ジャ｣行で代用してもかまいません｡

あとで解説する｢有気音の発音要領｣を参照してください｡

本書では  ʰ と表します｡ 
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 ニェー ञ    ڃ
硬口蓋有声鼻音｡日本語の｢ニャ｣行から母音を除いた音

です｡本書では   と表します｡ 

 ce チェー च چ
硬口蓋無声無気破擦音｡日本語の｢チャ｣行から母音を除

いた音です｡本書では c と表します｡ 

 cʰ  チェー छ ڇ
硬口蓋無声有気破擦音｡ چ ce と同じ要領で発音する有
気音です｡あとで解説する｢有気音の発音要領｣を参照し

てください｡本書では cʰ と表します｡ 

 ヘー ह    ح
咽頭無声摩擦音。日本語の｢ハ｣､｢ヘ｣､｢ホ｣から母音を除

いた音です｡本書では   と表します｡ 

 xe ヘー ख़ خ

口蓋垂無声摩擦音｡ ح    よりも奥で出す音です｡うがい
をするときにでる音が､比較的近い音です｡また､インドの

スィンディー語話者には kʰ と発音する人がいます｡本書
では x と表します｡ 

 ダール द      د
歯有声無気閉鎖音｡日本語の｢ダ｣､｢デ｣､｢ド｣から母音を

除いた音に近い音です｡本書では d と表します｡ 

 ʰ  デー ध  ڌ
歯有声有気閉鎖音｡ د      と同じ要領で発音する有気
音です｡あとで解説する｢有気音の発音要領｣を参照して

ください｡本書では  ʰ と表します｡ 

 デー ॽ      ڏ
反舌有声入破音｡日本語にはない音です｡あとで解説す

る｢入破音の発音要領｣を参照してください｡本書では     
と表します。 

 デー ड    ڊ
反舌有声無気閉鎖音｡ ٽ    と同じ要領で｢ダ｣､｢デ｣､
｢ド｣を発音します｡本書では   と表します｡ 
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 ʰ  デー ढ  ڍ
反舌有声有気閉鎖音｡ ڊ    と同じ要領で発音する有気
音です｡あとで解説する｢有気音の発音要領｣を参照して

ください｡ 

 ザール ज़       ذ
歯茎有声摩擦音｡日本語の｢ザ｣､｢ゼ｣､｢ゾ｣から母音を除

いた音です｡本書では    と表します｡  

 re レー र ر
歯茎有声流音。日本語の「ラ」行に近い音です。本書で

は r と表します｡ 

 レー ड़    ڙ
反舌有声流音。 ٽ   や ڊ   を発音する要領で、「ラ」行
を発音します。本書では   と表します｡ 

 ze ゼー ज़ ز
歯茎有声摩擦音｡ ذ       と同じ音を表します｡本書では 
z と表します｡ 

 スィーン स      س
歯茎無声摩擦音｡ ث     と同じ音です｡本書では s と表
します｡ 

 シーン      ش
श, 
ष 

硬口蓋無声摩擦音｡日本語の｢シャ｣行と同じ音です｡本

書では   と表します｡ 

 スワード स      ص
歯茎無声摩擦音｡ ث     や س    u と同じ音です｡本書
では   と表します｡ 

 ズワード ज़      ض
歯茎有声摩擦音｡ ذ      や ز ze と同じ音です｡本書で
は   と表します｡ 

t ط     トーエ त 
歯無声無気閉鎖音｡ ت te と同じ音です｡本書では t   と
表します｡ 
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 ゾーエ ज़      ظ
歯茎有声摩擦音｡ ذ       や ز ze ､ ض      と同じ音
です｡本書では    と表します｡ 

 ain アイン` ع

 

スィンディー語では、 ا alif と同様に､さまざまな母音を
表します｡単語ごとに発音は異なるので、それぞれ覚える

必要があります。 

 ガイン ग़      غ
口蓋垂有声摩擦音｡ xe と同じ場所から出す有声音で
す｡日本語にはない音です｡最初は｢ガ｣行で代用しても

かまいません｡本書では   と表します｡ 

 fe フェー फ़ ف
唇歯無声摩擦音｡英語の単語 fineの語頭に来る音と同じ
です｡本書では f と表します｡ 

 pʰ  ぺー फ ڦ
両唇有声無気閉鎖音｡ پ pe と同じ要領で発音する有
気音です｡あとで解説する｢有気音の発音要領｣を参照し

てください｡本書では pʰ と表します｡ 

 fu カーフ क़   ق
軟口蓋無声無気閉鎖音｡日本語の｢カ｣行から母音を除

いた音です｡次の  ڪk    と同じ音を表しますが、文字
上の差を示すため、本書では q と表します｡ 

 k    カーフ क ڪ
軟口蓋無声無気閉鎖音｡ ق      と同じ音です｡本書で
は k と表します｡ 

 kʰ  ケー ख ک

軟口蓋無声有気閉鎖音｡ ق      や ڪ k    と同じ調
音点で発音する有気音です｡最初は｢カ｣行で代用しても

かまいません｡あとで解説する｢有気音の発音要領｣を参

照してください｡本書では kʰ と表します｡ 
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 ガーフ ग      گ
軟口蓋有声無気閉鎖音｡日本語の｢ガ｣行から母音を除

いた音です｡本書では g と表します｡ 

 ゲー ॻ    ڳ
軟口蓋有声入破音｡日本語にはない音です｡最初は｢ガ｣

行で代用してもかまいません｡あとで解説する｢入破音の

発音要領｣を参照してください｡本書では   と表します｡ 

 ʰ  ゲー घ  گھ

軟口蓋有声有気閉鎖音｡ گ      と同じ要領で発音す
る有声音です｡最初は｢ガ｣行で代用してもかまいません｡

あとで解説する｢有気音の発音要領｣を参照してください｡

本書では  ʰ と表します｡ 

 ゲー ङ    ڱ
軟口蓋有声鼻音｡日本語の｢カンガエル(考える)｣や｢サン
ガイ(三階)｣に現れる｢ガ｣から母音を除いた音です｡本書
では   と表します｡ 

 ｡ラーム ल 歯茎有声側音｡本書では l と表します      ل

 ミーム म      م
両唇有声鼻音｡日本語の｢マ｣行から母音を除いた音で

す｡本書では m と表します｡ 

 ヌーン न      ن
歯有声鼻音｡日本語の｢ナ｣行から母音を除いた音です｡

本書では n と表します｡ 

 ヌーン ण      ڻ
反舌有声鼻音｡ ڙ   の鼻音化した音です｡日本語にはな
い音です｡最初は｢ナ｣行で代用してもかまいません｡本書

では   と表します｡ 
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 ワーオ व     و

母音、半母音、唇歯有声摩擦音。本書では w または v 
と表します｡また､語中や語尾で母音を表す場合､   、 
o 、 au と転写します｡語頭では ا alif や ع `ain ととも
に現れて、「ウー   」「オー o 」「アォー au 」を表しま
す。 

 he ヘー ह ھ
咽頭無声摩擦音。 ح    と同じ音です｡本書では h と表
します｡ 

 ء
alifu 

hamzo 

アリフ 

ハムゾー 

 

特定の音を表す文字ではありません｡この文字の働きは

大きく分けて２つあります。まず、連続する２つの母音を示

す記号としての働きがあります。２つめとして、語末に母

音連続が現れた場合、あとの母音が短母音であれば、こ

の記号を用います。具体的には、   ء -a や、   ء -i 、   ء -u 
と表記、発音されます。一人称単数人称代名詞主格「私」

についても、この文字を用いて、   ٗا ء       と表記、発音する
ことがあります。 

 ye イェー य ي

母音、半母音。本書では半母音を表す場合には､ y と
表します｡また､語中、語尾で母音を表す場合､   、 e 、 
ai と転写します｡語頭では、 alif や ع `ain とともに現
れて、「イー   」「エー e 」「アェー ai 」を表します。 
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１．１．１． 文字の綴り方 

 では、上記のスィンディー文字が、実際にどのように書かれるかを、見てゆきましょう。

つながりを示しているため、実際の単語とは異なります。 

尾字 中字 頭字 独立字 
 ا ا ا ا

 ب ة ت ب

 پ ڐ ڑ ڏ

 ٻ ڍ ڎ ڌ

 ة ج ح ث

 ٽ ږ ڗ ڕ

 ټ ٽ ٽ ٽ

 ٺ ړ ڔ ڒ

 ت د ذ خ

 پ پ پ پ

 ث ز س ر

 ڀ ڜ ڝ ڛ

 زھ زھ سھ سھ

 ٿ ڃ ڃ ڃ

 چ چ چ چ

 ځ ڇ ڇ ڇ
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 ج ص ض ش

 ح ظ ع ط

 خ خ غ غ

 ڃ ڃ ڌ ڌ

 څ څ ڏ ڏ

 ڂ ڂ ڊ ڊ

 ڄ ڄ ڍ ڍ

 د د ػ ػ

 ذ ذ ؼ ؼ

 چ چ ڙ ڙ

 ر ر ؽ ؽ

 ز ؿ ـ ؾ

 س ق ك ف

 ش م ن ل

 ص و ى ه

 ض ً ٌ ي

 ط َ ُ ٍ

 ظ ّ ْ ِ

 ع ٔ ٕ ٓ



~ 13 ~ 

 

 ف ٗ ٘ ٖ

 ڇ ڙ ښ ژ

 ق ٚ ٛ ٙ

 ڈ ڪ ڪ ڪ

 ک ک ک ک

 گ گ گ گ

 ڊ ڳ ڳ ڳ

 گھ گھ گھ گھ

 ډ ڱ ڱ ڱ

 ك ٝ ٞ ٜ

 ل ٠ ١ ٟ

 م ٣ ٤ ٢

 ڋ ڻ ڻ ڻ

 و و و و

 ھ ھ ھ ھ

 ي ي ي ي
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上記に加えて、特定の文字の連続は、不規則な形になりますので、気をつけてくだ

さい。 

 

 
 ک ا کا کا

 
 گ ا گا گا

 ک ك کٜ  

 گ ك گٜ  

  
 ك ا ال

 ک ك ا کال  

 گ ك ا گال  
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１．１．２．有気音（帯気音）の発音要領 
 有気音は､肺からの強い呼気をともなって出される音です｡帯気音とも呼ばれます｡ 
を例に取ると､日本語の｢パ｣行の音を､口の前に置いたハンカチが､口から出 (pʰ) ڦ
る空気で揺れるように発音するようにします｡｢パハ｣とならないように注意してください｡

同じ要領で､ k や j ､ t などを発音すると有気音になります｡スィンディー語には有
気音がたくさんあるので､よく練習してください｡ 
 日本語においても、たとえばスポーツの観戦の時、自分が応援するチームが勝った

ときに、思わず「勝った！」と口走ることがあると思いますが、そのときの「カ」は、自然と

有気音になっているはずです。 

１．１．３．入破音（内破音とも）の発音要領 
 入破音は､声門閉鎖音と呼ばれる音の１種です｡日本語に用いられるすべての言語

音や、スィンディー語の多くの言語音は､肺から出る空気が鼻や口を通るときに何らか

の邪魔が入ることにより、つくられます｡それに対して入破音は､口から入った空気が肺

に行かずにそのまま､また口から出るときにつくられます｡このように説明すると､非常に

難しく感じられると思いますが､次の要領で練習してみてください｡ 
 日本語では､驚いたときに｢あっ！｣という声が思わず出ます。その声が出た瞬間には

声門という喉の奥にある部分が一瞬閉じられます｡その閉じた状態を維持しながら ب 
(b) や ج (j) ､ گ ､ ( ) ڊ (g) を発音すると､入破音になります｡本書で扱うスィンディ
ー語中央方言には、４つの入破音があります｡ 

１．１．４．母音の発音要領 
 スィンディー語には長母音が７つ､短母音が３つあります｡また､それぞれの母音に対

して､鼻音化された母音があります｡ 
 短母音３つは､日本語の｢ア a ｣｢イ i ｣｢ウ u ｣と同じだと考えて差し支えありません｡
ただ､｢ウ u ｣については日本語の｢ウ｣よりも唇を丸めるように心がけてください｡｢エ 
e ｣｢オ o ｣については、それぞれ「イ」「ウ」の異音と考えますので、転写記号では長
短の区別をしていません。 
 長母音７つのうち３つは､短母音３つが長く発音されると考えてください｡すなわち､日

本語の｢アー   ｣｢イー   ｣｢ウー   ｣とほぼ同じ音です｡｢ウー｣については､短母音の
｢ウ｣と同様唇を丸めるようにして発音します｡｢エー e ｣｢オー o ｣についても、日本語
とほぼ同じです。 
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 残りの２つの長母音は､本書ではそれぞれ転写記号では ai ､ au と､書かれていま
す｡ ai は英語の cat に見られる/a/の発音が､ au は､英語の coat の/oa/の発音が
相当します｡ ai は｢エ｣の口の形で｢ア｣を発音し､ au は｢ア｣の口の形で｢オ｣を発音
すると､近くなります｡ 
 鼻音化母音については､それぞれの母音の発音のあとに鼻から抜けるように発音し

ます｡たとえば､｢ア｣に対して｢アン   ｣､｢エー｣に対して｢エーン   ｣という具合です｡ 

１．１．５．発音上のそのほかの注意 
 スィンディー語は､原則としてすべての語が母音で終わります｡英語やウルドゥー語の

単語が子音で終わることが多いのとは異なります｡ただ､実際にスィンディー語を耳に

すると､語尾の短母音は非常に軽く発音され､聞き取れないこともあるほどです｡語末の

母音は､スィンディー語では､文法上重要な働きをするので､正確に発音し､聞き取るよ

うに心がけてください｡ 
 なお､アラビア語､ペルシア語からの外来語､英語からの外来語については､もとの発

音どおりに､子音で終わることがあります｡このような語彙も年月が経って､スィンディー

語の語彙として認識されるとともに､発音が変化していきます｡ 
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１．２．さまざまな記号と母音の表し方 
１．２．１．語頭の長母音 
 語頭の長母音は､次のようにして表します｡ 

｢アー   ｣  
  もしくは ا  

 اع  、 عا

アリフの上に「マッド」という記号をつけて表します｡この記

号がついたアリフは必ず｢アー   ｣という発音になります｡語
頭にのみ現れる記号です｡また、アインを伴って現れる場

合も、語頭では必ず「アー」という発音になります。  

｢イー   ｣・ 
｢エー e ｣・ 
｢アェー ai ｣  

もしく اي
は   عي 

アリフ  ا 、もしくはアイン  ع にイェー  ي をつけて表

します｡ 

｢ウー ( ) ｣・
｢オー (o) ｣・
｢アォー 
(au) ｣  

もしく او
は   عو 

アリフ  ا 、もしくはアイン  ع にワーオ  و をつけて表
します｡ 

 
１．２．２．語中､語末の長母音 
アリフ  ا は､語中や語末に来ると､すべて長母音｢アー ( ) ｣を表します｡ 
 
イェー  ي は、語中や語末に来ると、   、 e 、 ai のどれかを表しますが、どれにな
るかは、単語によって異なるので、いちいち覚える必要があります。 
 
ワーオ  و は、語中や語末に来ると、   、 o 、 au のどれかを表しますが、どれにな
るかは、単語によって異なるので、いちいち覚える必要があります。 
 
１．２．３．語頭の短母音 
 スィンディー文字では､語頭の短母音を表す文字はアリフ  ا とアイン  ع の２つ

があります｡ただ､文字の性格上､どの短母音になるかは､発音補助記号なしにはわかり

ません｡つづりとともに､正確な発音を覚える必要があります｡発音補助記号については､

別の項目でまとめて説明してあります｡ 
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１．２．４．語中、語末の短母音 
スィンディー文字を使っている場合、表記できません。必要に応じて補助記号を用い

ますが、補助記号を用いない場合、母音の有無やどんな母音があるのかは、いちいち

覚える必要があります。 

 
 
１．２．５．鼻音化母音 
スィンディー文字で表記する場合、鼻音化する母音字の直後に文字 ن を付加します。
ただし、この文字は子音 n を表す場合もあるので、文字からはその区別をすることが
できません。具体的には 
نھ ن  مي 
は、「雨」という単語ですが、文字上はm, y（もしくは母音          のどれか）, n, h, n を
表す文字が並んでいるだけです。したがって、この単語の発音は文字 يが、母音   を
表すと限った場合でも 
        
        
         
       
の４つの可能性があるということになります。母音を示す補助記号がなければ、可能性

がある組み合わせはより多くなります。 
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１．３．補助記号 
 

 先にも触れたとおり、スィンディー語を表記するスィンディー文字は、原則として短母

音を表記できません。したがって、単語の読み方を知っていないと、正確な発音はでき

ません。しかし、こうした文字の特徴を補う記号があります。ここでは、そうした記号を説

明します。 

 

１．３．１．省略できない記号 

 ا  
「マッド」と呼びます。文字アリフの上に付けられる記号で、原則として語頭にしか現れ

ません。この記号が付くアリフは、常に「アー」という長母音を表します。 

 

 ء
「アリフ・ハムゾー」と呼びます。単語の途中に現れる場合、母音が連続することを示す

記号です。たとえば、以下の例を参照してください。 

 ムンバイー         ممبئي

 ムンビー        ممبي

上記の例では、ムンバイーの「バ」にある「ア」と「イー」が連続することを、その間に挟ま

れたアリフ・ハムゾーが示しています。そのため、この記号がないと、 ب の文字には
母音が含まれないことになり、結果として「ムンビー」という発音になってしまいます。以

下の例も参照してください。 
 ナウーン         نئون
 ヌーン        نون
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この記号は、語末の短母音を表記する際にも用いられます。その場合、以下で説明す

る「ザバラ」「ゼール」「ペーシュ」を伴い、省略はできません。 

کي   دريء           kʰ   窓を 

 これ（女性名詞を示す指示代名詞）、この人（指すのは女性）       ھيء  
 のために～       لاء  

 場所       جاء  

 ʰ    兄弟   ڀاء  

 ʰ    娘   ڌيء  

 
  ٍ   t        
「タンウィーン」と呼びます。アラビア語から借用された副詞に限って、常に文字「アリ

フ」とともに現れます。この記号が付加されたアリフは、常に「アン」と発音されます。 
 fauran  すぐに  فورا  
 たとえば           مثلا  
 
１．３．２．注意すべき記号・文字 
上記以外にも、スィンディー語では注意すべき表記があります。 
         ٗا ء  
一人称単数形人称代名詞です。一般的には مان       が用いられますが、この語彙
もしばしば用いられます。 
 
      ۽
順接接続詞（そして）です。文字で表記すると、 عين となりますが、常に ۽ と表記さ
れます。 
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      ۾
位置格（～で）を示す後置詞です。文字で表記すると、 مين となりますが、常に ۾ と
表記されます。 
 
１．３．３．省略可能な記号 
上記以外に、省略可能な記号があります。その多くは短母音を補助的に示す記号で

す。これらの記号は実際の文章では、省略されることが多く、実際にはあまり用いられ

ていません。 
  ٍ   (zabara)  
子音字とともに現れ、短母音「ア」 (a) を表します。たとえば、   ر  ʰ    では、文字  گھ 
ٍ   がگھ  を、文字 رが   ٍ  を伴っています。 
 
  ٍ   (zeri)  
子音字とともに現れ、短母音「イ」 (i) を表します。また、母音を示す يとともに現れて、
長母音「イー」 ( ) を表します。たとえば、   ڀ ٽ   ʰ    （壁）や、   ري cʰ k    （少  ڇوڪ 
女） 
 
  ٍ   (p   )  
子音字とともに現れ、短母音「ウ」 (u) を表します。また、母音を示す وとともに現れて、
長母音「ウー」 ( ) を表します。たとえば、 نجو ڻ   、や（私の）         م نھ         لو 
（塩） 
 
  ٍ   t        
「タシュディード」と呼びます。促音を表す記号です。 
ٺو  ʰ  （いい、すばらしい）      س 
ٺو  ʰ  （甘い）      م 
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１．４．デーヴァナーガリー文字によるスィンディー語表記 
 インドでは､スィンディー語を表記する文字として､スィンディー文字とともに､デーヴァ

ナーガリー文字が用いられています｡スィンディー語で用いるデーヴァナーガリー文字

は､ヒンディー語のそれと同じだと考えて差し支えありません｡ただし入破音については､

ヒンディー語を書き表すデーヴァナーガリー文字だけでは表記できないため､新たに

付け加えられています｡本章では､デーヴァナーガリー文字によるスィンディー語表記

法をみてみましょう｡ 
 デーヴァナーガリー文字でスィンディー語を表記すると､スィンディー文字では表記

するのが困難であった短母音や､鼻母音か鼻子音かの別もわかります｡まず､アルファ

ベットからみていきましょう｡それぞれの文字に､対応するスィンディー文字を示しました

ので､発音に関しては､そちらを参照するようにしてください｡ 

デーヴァナーガリー文字によるアルファベットの表 

अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ 
a   i   u   e ai o au 

क ख ख़ ग ॻ  ग़  घ  ङ 
ka kʰ  xa ga       

 
 ʰ  

 
   

च छ  ज ॼ ज़  झ  ञ 
ca cʰ  

 
ja     za 

 
 ʰ  

 
   

ट ठ  ड ॽ ड़  ढ ढ़ ण 
    ʰ  

 
           

 
 ʰ   ʰ     

त थ  द    ध  न 
ta tʰ  

 
da 

   
 ʰ  

 
na 

प फ फ़ ब ॾ   भ  म 
pa pʰ  fa ba     

  
 ʰ  

 
ma 

य र ल व       
ya ra la wa 

      
श ष स ह       
      sa ha 
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 上で見たアルファベットは､そのままで短母音 a をともなって発音します｡それ以外
の母音を表すには､以下のような母音記号を用います｡ 
 また、デーヴァナーガリー文字の場合､スィンディー文字とは異なり､つながり具合に

よって文字の形が変化するということがありません｡ですから､基本的には上に示した文

字を覚えれば､スィンディー語を正確に読むことができます｡ 

क を例に具体例をみてみましょう。 

क का कक की क ु क ू क े क ै को कौ 
ka k  ki k  ku k  ke kai ko kau 

各文字に付加される母音を示す部分は、以下のとおりです。 

◌ ◌ा ि◌ ◌ी ◌ु ◌ू ◌  ◌  ◌ो ◌ौ 
a   i   u   e ai o au 

鼻音化母音を表す場合は、以下のとおりとなります。ここでも、文字 क を例に見てみ

ます 

क ँ कााँ ककिं कीं कुाँ कूाँ कॉ कैं कों कौं 
k  k    k  k    k  k    k  k   k  k   

 
半子音字・結合文字 
 子音が連続する綴り(C1C2)の場合、C1 の文字は半子音字と呼ばれる形になります。 
प्यारु p     では、文字 प が、半子音字となっているのがわかります。 
 
 また、結合文字と呼ばれる文字があります。促音をはじめとして子音が連続する場合、

文字の形が変化します。 
सुट्ठो     ʰ   
 



~ 24 ~ 

 

１．５．スィンディー語の音韻体系 
 
１．５．１．子音 
 
 スィンディー語で用いられる子音音素は、次の表のとおりです。インドやパーキスター

ンで話されている他の現代インド・アーリヤ諸語と同様、閉鎖音の種類が豊富です。ス

ィンディー語では、そのほかに入破音と呼ばれる、声門閉鎖音の１種があることが特徴

です。 
 なお、以下の表には「同音異字」は含んでいません。文字の左に 1から5までの数字
がある文字には、同音異字があります。本表には、もっとも使用頻度の高い文字を挙

げてあります。同音異字については、表の下の注意点を参照してください。また、本表

のローマ字表記は、文字に慣れるまでの補助記号として用います。 



~ 25 ~ 

 

 

スィンディー語子音音素一覧 

 

両唇音 唇歯音 歯音 反舌音 硬口蓋音 軟口蓋音 咽頭音 

無声 有声 無声 有
声 無声 有声 無

声 有声 無声 有声 無声 有声 無声 有
声 

閉

鎖

音 

無

気 
p  b   t  d        c  j  k  g      

  ग گ क ڪ ज 2 ج च چ ड ڊ ट ٽ द د त ت ब  1 ب प پ
有

気 
pʰ   ʰ   tʰ   ʰ   ʰ   ʰ  cʰ   ʰ  kʰ   ʰ   

  घ گھ ख ک झ جھ छ ڇ ढ ڍ ठ ٺ ध ڌ थ ٿ  भ ڀ फ ڦ
内

破

音 

                     

  ॻ ڳ  ॼ ڄ  ॽ ڏ  ॾ ٻ 

鼻

音 

無

気 
 m   n                  
  ङ ڱ  ञ ڃ  ण ڻ  न ن  म م 

有

気 
  ʰ    ʰ    ʰ   
  ڻھ  نھ  مھ 

摩

擦

音 

 f  v  s  z       x     h   

  ह ھ ग़ 5 غ ख़ خ  श ش  ज़ ز स 4 س व 3 و फ़ ف 

流

音 

無

気 
 r       
  ड़ ڙ  र ر 

有

気 
  ʰ   
  ढ़ ڙھ 

側

音 

無

気 
 l   
  ल ل 

有

気 
  ʰ   
  لھ 

半

母

音 

 w   y   

  य ي  व و 
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注意点 
 スィンディー語には次のような同音異字があります。これらの文字は、発音上同じ音

を示し、アラビア語やペルシア語からの借用語に用いられます。同じ音を表すからとい

って、別の文字を用いることはできません。 
 
 te の同音異字 ت  1
t ط       
 
 k    の同音異字 ڪ  2
       ق 
 
 nuの同音異字   س  3
      ث 
       ص 
 
 ze の同音異字 ز  4
        ذ 
       ض 
       ظ 
 
 he の同音異字 ھ  5
     ح 
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１．５．２．母音 
 
 スィンディー語の基本母音は以下のとおりです。日本語のそれとほぼ同じだと考えて

差し支えありません。 u 「ウ」に関しては、少し唇を丸めるように意識して発音します。 
  ai と au については、それぞれ「アイ」「アウ」とならないように気をつけてください。 
 詳細は、文字と発音の項を参照してください。 

母音音素 

 
前舌 

   
後舌 

狭 i 
   

u 

  
e 

  
o 

   
ai 

 
au 

広 
   

a 
 

 

 

１．６．抑揚・アクセント 
 スィンディー語には、日本語のような高低アクセントはありません。たとえば、日本語

では「ハシ」という語彙の発音は、アクセントの位置によって、「箸」になったり、「橋」、

「端」となりますが、そのような区別はスィンディー語にはありません。 
 単語のアクセントは、英語のような強弱アクセントですが、英語ほど厳密ではありませ

ん。長母音を含む音節を比較的強く発音しますが、アクセントに関しては、それほど気

にする必要はありません。 
 文の抑揚も、それほど気にする必要はありません。強調したい部分を強く発音したり、

「はい」「いいえ」で答えられる疑問文の文末は強く発音します。 
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１．７．語順 
 スィンディー語の語順は、基本的に日本語と同じ SOV型となります。 

  . ا ھي   ڪتاب   ھيء  
    k t          

ヒーウ（これは） キターブ（本） アーヘー（です）。 
これは本です。 

  . وياسين   ٽيء  يونيورس   اٿي   بجي   ستين   اسين
        t        tʰ                          

アスィーン（私たちは） サテーン（７） バジェー（時に） ウティー（起きて） ユーニーヴァルスィティ

ーア（大学へ） ヴィヤースィーン（行きました） 
私たちは、７時に起きて大学へ行きました。 

 ا ھن؟   دوست   جا   توھان   ھو   ڇا
cʰ     t  ʰ          t          

チャー フー（彼ら） タヴァーン（あなた） ジャー（の） ドースタ（友人） アーヒン（です） 
彼らはあなたの友人ですか？ 

 ا ھي؟   گاڏي   جي  توھان   ھيء     ڇا
cʰ      t  ʰ                   

チャー ヒーア（これ） タヴァーンジー（あなたの） ガーディー（車） アーヘー（です） 
これはあなたの車ですか？ 
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 疑問詞を用いる疑問文では、補助動詞の部分が倒置されることがあります。疑問詞

を用いない疑問文では、文頭に  ڇا cʰ  を加えることがあります。 

 ڪري؟   ٿي   ڇا   ھوء  
    cʰ  tʰ  k      

フーア（彼女は） チャー（何を） ティー（です） カレー（する） 
彼女は何をするんですか？ 

 ھلون؟   ٿا   ڪٿي   اسين
      k tʰ  tʰ           

アスィーン（我々） キテー（どこ） ター（です） ハルーン（行く） 
我々は、どこへ行きますか？ 

 

 否定文についても、補助動詞 ٿيڻ tʰ      が用いられる文の場合、否定辞とこの補
助動詞が結びついて倒置される場合があります。 

  . اچي   نٿي   گجراتي   کي   ھن
     kʰ        t    tʰ   c    

ヒナ（彼） ケー（には） グジャラーティー（グジャラーティー語） ナティー（ない） アチェー（来る） 
彼はグジャラーティー語ができない。 

  . پڙھي   ٿو   نہ   ڪتاب   ھو
   k t      tʰ  p  ʰ    

フー（彼） キターブ（本） ナトー（ない） パレー（読む） 
彼は本を読まない。 

否定辞の naは、続けて書いても、分けて書いてもかまいません。 
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 上記以外でも、スィンディー語で多用される人称接尾辞を用いる文では、日本語と語

順が異なる文が現れます。 
  . ھو   نہ   ماڻھو   بہ   ڪو   ۾   گھر   ھن   تہ   چيومانس

c          t        ʰ       k        ʰ          
チャヨー（言った）マーン（私は）スィ（彼に） タ ヒナ（この） ガラ（家） メン（中に） コー ビ（誰も） 

マーヌー（人） ナ（ない） ホー（だった） 
私は彼に、この家には誰もいなかった、と言った。 

 کاراياسونن   انب
    kʰ             

アンバ（マンゴー） カーラーヤー（食べさせた）スーン（我々が）ニ（彼らに） 

 کاراياسين   انب   کي   ھنن
       kʰ      kʰ           

フナン（彼ら） ケー（に） アンバ（マンゴー） カーラーヤー（食べさせた）スィーン（我々） 
我々は、彼らにマンゴーを食べさせた。 
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第２章 名詞 
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２．１．名詞の変化 
 モノの名前などを表す語彙を名詞と呼びます。 

 

２．１．１．名詞の性 
 スィンディー語の名詞は､語尾変化のしかたによって２種類に分類することができま

す｡一般に､一方を男性名詞と呼び､もう一方を女性名詞と呼びます｡｢男の子｣を意味

する語が男性名詞に､｢少女｣を意味する語が女性名詞に分類されるのは理解できる

でしょう｡ 
 しかし､｢本｣を意味する語が男性名詞で､｢目｣を意味する語が女性名詞になるといわ

れても､理解するのは難しいと思います｡ 
 スィンディー語では､すべての一般名詞が男性名詞か女性名詞かのどちらかに必ず

分類されます｡無性物を表す名詞については､どのような名詞がどちらに属するかとい

うことに関しては､規則性はありません｡ 
 ただし､名詞はその語尾変化のしかたによって分類されるため､規則を覚えておけば､

その名詞がどちらに属するかを判断する基準になる場合があります｡同時に､例外も数

多くあることも頭に入れて置かねばなりません｡ 
 
２．１．２．名詞の数 
 数えられるモノを示す名詞には、単数形と複数形とがあります。男性名詞と女性名詞

では、変化の仕方が異なります。 
 
２．１．３．名詞の格 
 名詞には､主格や後置格などの､格による変化もあります｡主格とは､文中で､主語に

なることができる形をいいます｡また後置格は､その名詞の後ろに後置詞（日本語の助

詞に似た働きをする品詞）がくる場合にとる格をいいます｡そのほかにも､呼格がありま

す｡呼格とは、それを呼ぶ場合に用いられる格です。 
 それぞれの格について､原則として､単数形と複数形があります｡ 
 
 スィンディー語では、名詞の性・数・格による変化は、語尾変化により表されます。で

は､具体例を参照しながら名詞をみていくことにしましょう｡ 
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２．２．男性名詞 
 男性名詞の多くは､主格単数形の語尾が o （オー）ないしは､ u （ウ）で終わります｡
それぞれ､以下のような変化をします｡ 

２．２．１． o （オー）で終わる男性名詞 ڪمرو 部屋  

 
主格 後置格 呼格 

単数 

 ڪمرا ڪمري ڪمرو
kamro kamre       
カムロー カムレー カムラー 

複数 

 ڪمرا ڪمرن ڪمرا
      kamrani       
カムラー カムラン カムラー 
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２．２．２． u （ウ）で終わる男性名詞 گھر 家 

 
主格 後置格 呼格 

単数 
 گھر گھر گھر

gʰ  u gʰ    gʰ    
ガル ガラ ガラ 

複数 
 گھرا گھرن گھر

gʰ    gʰ   ni gʰ    
ガラ ガラン ガラー 

 語末の短母音は､スィンディー文字では書き表すことができないので､正確な発音を

するためには注意が必要です｡ 

 

例文 
 .ا ھيڪمروھڪ۾گھرمنھنجي

       gʰ        i u             
ムンヒンジェー ガラ メン ヒク カムロー アーヘー 

私の家には部屋が一つある。 

 .ا ھنڪمراٻہ۾گھرمنھنجي
       gʰ                   ini   

ムンヒンジェー ガラ メン バ カムラー アーヒン 
私の家には部屋が二つある。 

 .ا ھيگھرھڪھتي
 i    i u gʰ  u       

ヒテー ヒク ガル アーヘー 
ここに一軒の家がある。 
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 .ا ھنرگھٻہھتي
 i       gʰ      ini   

ヒテー バ ガラ アーヒン 
ここに二軒の家がある。 

 .ا ھنرھندا۾گھرنھننھو
    in ni gʰ   ni             ini   

フー ヒナン ガラン メン ラハンダー アーヒン 
彼らはこれらの家に住んでいる。 
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２．３．女性名詞 

女性名詞の多くは､主格単数形の語尾が   （イー） i （イ）、もしくは a （ア）で終わり
ます｡それぞれ､以下のような変化をします｡ 

２．３．１．   （イー）で終わる女性名詞 راڻي 王女 

 
主格 後置格 呼格 

単数 
 راڻي راڻيء  راڻي
                

ラーニー ラーニーア ラーニー 

複数 
 راڻيون راڻين راڻيون
   i u      i uni    i u   

ラーニユーン ラーニユン ラーニユーン 

 

２．３．２． a （ア）で終わる女性名詞 زال 女性 

 
主格 後置格 呼格 

単数 
 زال زال زال
               
ザーラ ザーラ ザーラ 

複数 
 زالون زالن زالون
   u      uni    u   

ザールーン ザールン ザールーン 
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２．３．３． i （イ）で終わる女性名詞 اک 目 

 
主格 後置格 呼格 

単数 

 اک اک اک

  ʰi   ʰi   ʰi 
アキ アキ アキ 

複数 

 اکيون اکين اکيون
  ʰi u     ʰi uni   ʰi u   

アキユーン アキユン アキユーン 

 

例文 

 .ا ھيراڻيھڪ۾ملڪھن
 in   u        i             

ヒナ ムルカ メン ヒカ ラーニー アーヘー 
この国には王妃が一人いる。 

 .ا ھنراڻيونٻہ۾ملڪھن
 in   u              i u     ini   

ヒナ ムルカ メン バ ラーニユーン アーヒン 
この国には王妃が二人いる。 

 ا ھي؟ڇانالوجوعورتھن
 un    u        n     ʰ        

フナ オウラタ ジョー ナーロー チャー アーヘー 
この女性の名前は何ですか。 
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 ا ھن؟ڇانالاجاعورتنھنن
 un ni   u    ni    n     ʰ        

フナン オウラタン ジャー ナーラー チャー アーヒン 
この女性らの名前は何ですか。 

 .ا ھناکيونٻہکياسان
       ʰ        ʰi u     ini   

アサーン ケー バ アキユーン アーヒン 
我々には目が二つあります。 

 .ا ھيتڪليفڪجھ۾اکينمنھنجي
         ʰi uni     u ʰu               

ムンヒンジェー アキユン メン クジュ タクリーファ アーヘー 
私の目には少し痛みがあります。 
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２．４．名詞変化の例外 
 すべての名詞が、上記の規則に当てはまるわけではありません。ここでは、例外的な

変化をする名詞を取り上げます。 

２．４．１．語尾が ي   （イー）で終わる男性名詞 ھاٿي ゾウ 

 
主格 後置格 呼格 

単数 
 ھاٿي ھاٿيء  ھاٿي
   ʰ     ʰ      ʰ  

ハーティー ハーティーア ハーティー 

複数 
 ھاٿي ھاٿين ھاٿي
   ʰ     ʰi uni    ʰ  

ハーティー ハーティユン ハーティー 
 
この変化に該当する男性名詞には、以下のようなものがあります。 

 پاڻي
      

パーニー 
水 

 موتي
      

モーティー 
真珠 

 پکي
   ʰ   
パキー 

鳥 
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 ڌوٻي
 ʰ      

ドービー 
洗濯屋 

 

 

 

 

演奏に耳を傾ける村の人々 
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２．４．２．語尾が و   （ウー）や ون     （ウーン）で終わる女性名詞の例 ماء  母親 

 

 
主格 後置格 呼格 

単数 
 ماء  ماء  ماء 
  u   u   u 
マーウ マーウ マーウ 

複数 
 مائرون مائرن مائر
  i     i uni   u   
マーイラ マーイルン マーウーン 

 

この変化に該当する女性名詞には、以下のようなものがあります。 

 سس
sasu  
サス 

しゅうとめ 

 وڄ
 i  u  

ヴィジュ 
雷 

 ا برو
      

アーブルー 
希望、理想 
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 ڀون
 ʰu    

ブーン 
土地 

 ڳئون
  u    

ガウーン 
雌牛 
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ウマルコートの街並み 
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第３章 代名詞 
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３．１．人称代名詞 
人称代名詞には、１人称、２人称、３人称の区別があり、それぞれの形が単数形と複数

形を有しています。また、主格形と後置格形の区別もあります。 
 
主格形 

 
単数形 複数形 

一人称 
 اسين مان
           
マーン アスィーン 

二人称 
 توھين تون
             

トゥーン タヴィーン 

三人称 
（男性・近称） 

 ھي ھيءُ 
       
ヒーウ ヒー 

三人称 
（男性・遠称） 

 ھو ھو
      
フー フー 

三人称 
（女性・近称） 

 ھي ھيءُ 
       
ヒーア ヒー 

三人称 
（女性・遠称） 

 ھو ھوءُ 
       
フーア フー 

一人称単数については、  ُُٗا ء       （アーウーン）という形も用いられます。 
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後置格形 
後置格形とは、後ろに後置詞が来る場合に用いられる形です。後置詞は日本語の助

詞に似た働きをする品詞です。下記の表のとおり、後置格形では、三人称に男性・女

性の区別はありません。 

 
単数形 複数形 

一人称 
 اسان مون
           
ムーン アサーン 

二人称 
 توھان تو
to         
トー タヴァーン 

三人称 
（近称） 

 ھنن ھن
hina hinani 
ヒナ ヒナン 

三人称 
（遠称） 

 ھنن ھن
huna hunani 
フナ フナン 

 
 上記のうち、 مون      と تو to については、その後ろに属格を示す後置詞 جو jo 
が来る場合、以下のような形になります。 جو jo は、その後ろに来る名詞（相当語）の
性・数により変化します。例えば、「私の机」という場合には ميز meza が女性名詞単
数形なので、 ميزُُُمنھنجي              となります。 
 



~ 49 ~ 

 

 なお、下記の表の形以外に、 منھنجي        や تنھنجي        という形もあります。
同一文節内にある最後に来る属格後置詞以外の属格後置詞は、すべて جي je に変
化します。以下の例を参照してください。 

 
単数形 複数形 単数形 複数形 

男性 

اتنھنج تنھنجو منھنجا منھنجو  

                            

ムンヒンジョー ムンヒンジャー トゥンヒンジョー トゥンヒンジャー 

女性 

 تنھنجون تنھنجي منھنجون منھنجي

                                

ムンヒンジー ムンヒンジューン トゥンヒンジー トゥンヒンジューン 

 

 گھرُُُمنھنجو
              

ムンヒンジョー ガル 
私の家（家は、一軒） 

 گھرُُُمنھنجا
              

ムンヒンジャー ガラ 
私の家（家は、複数） 

 ايڊريسُُُجيُُُگھرُُُمنھنجي
                         

ムンヒンジェー ガラ ジー アイドレースィ 
私の家（家は、一軒）の住所 
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 نالوُُُتنھنجو
             

トゥンヒンジョー ナーロー 
あなたの名前 

 اکيونُُُمنھنجون
                   

ムンヒンジューン アキユーン 
私の目（複数） 

 تڪليفُُُ۾ُُُاکينُُُتنھنجي
                            

トゥンヒンジェー アキユン メン タクリーファ 
あなたの目（複数）の不調 
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３．２．指示代名詞 
 スィンディー語の指示代名詞には大きく分けて２種類あります。一つは近称と呼ばれ

る、話者の近くにあるモノ（もしくは人）を指す代名詞、もう一つは遠称と呼ばれる、話

者から遠くにあるモノ（もしくは人）を指す代名詞です。ここで示す語彙は、初出のモノ

に用いられ、既出のモノについては、後述の強調形が用いられることに注意してくださ

い。日本語には「これ」「それ」「あれ」という３つがありますが、スィンディー語は２つだけ

です。 
 指すモノ（もしくは人）が、単数か複数か、男性名詞か女性名詞かでその形は変化し

ます。また、主語になる形（主格）と、後置詞を伴う形（後置格）の違いもあります。なお、

この語彙は、人称代名詞の３人称としても用います。 

 

３．２．１．近称 

 これ（指すモノが女性名詞の場合） ھيءُ     これ（指すモノが男性名詞の場合） ھيءُ 

 
単数 複数   単数 複数 

主格 
 ھي ھيءُ 

主格 
 ھي ھيءُ 

              
ヒーウ ヒー ヒーア ヒー 

後置格 
 ھنن ھن

後置格 
 ھنن ھن

hina hinani hina hinani 
ヒナ ヒナン ヒナ ヒナン 
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３．２．２．遠称 

 あれ（指すモノが女性名詞の場合）  ھوءُ     あれ（指すモノが男性名詞の場合）  ھو

 
単数 複数   単数 複数 

主格 
  ھو ھو

主格 
 ھو ھوءُ 

             
フー フー フーア フー 

後置格 
 ھنن ھن

後置格 
 ھنن ھن

huna hunani huna hunani 
フナ フナン フナ フナン 

 

３．２．３．強調形 
 次に、強調形と呼ばれる形を見てみましょう。 
iho の形は、既出で、話者から見えるモノに用いられます。また、 uho も既出ですが、
話者から見えないモノに用いられるという違いがあります。 
近称 

 これ（指すモノが女性名詞の場合） اھا     これ（指すモノが男性名詞の場合） اھو

 単数 複数   単数 複数 

主格 
ھوا   اھي 

主格 
 اھي اھا

iho ihe     ihe 
イホー イヘー イハー イヘー 

後置格 
ُُانھيءُ  ُانھن   

後置格 
 انھن انھيءُ 

      inhani       inhani 
イニヒーア インハン イニヒーア インハン 
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遠称 

 あれ（指すモノが女性名詞の場合） اھا      あれ（指すモノが男性名詞の場合） اھو

 
単数 複数   単数 複数 

主格 
 اھي اھو

主格 
 اھي اھا

uho uhe     uhe 
ウホー ウヘー ウハー ウヘー 

後置格 
 انھن انھيءُ 

後置格 
 انھن انھيءُ 

      unhani       unhani 
ウニヒーア ウンハン ウニヒーア ウンハン 

 

例文 

 ُ.ُا ھيُُُحيدرا بادُُُپاڪستان،ُُُريڊيوُُُھيءُ 
                                      

ヒーウ レーディヨー パーキスターヌ ハイダラーバード アーヘー 
こちらはラジオ・パキスタン、ハイダラーバード局です。 

 ا ھي؟ُُُڇاُُُھو
             

フー チャー アーヘー 
あれは何ですか？ 

 ُ.ُا ھيُُُميزُُُتوھانجيُُُھيءُ 
                         

ヒーア タヴァーンジー メーザ アーヘー 
これが、あなたの机です。 
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 ُ.ُاينداسينُُُوريُُُتيُُُتاريخُُُانُُُاسين
                                     

アスィーン ウナ ターリーハ テー ワリー イーンダースィーン 
我々は、その日にまた参ります。 

 ُ.ُھوُُُمقصدُُُاسانجوُُُئيُُُاھو
                           

イホー イー アサーンジョー マクサド ホー 
まさにこれが我々の目的だった。 

 ُ.ُوٺوُُُھڪڙوُُُمانُُُھنن
                           
ヒナン マーン ヒクロー ワトー 

これらの中から、１つ取ってください。 

 ُ.ُگھرجنُُُپڙھڻُُُٻوليونُُُجونُُُايشياُُُڏکڻُُُکيُُُاسانُُُڪريُُُانھيءُ 
                                                                         

イニヒーア カレー アサーン ケー ダカン エーシヤー ジューン ボーリユーン パラヌ グルジャン 

だからこそ、我々は南アジアの言語を学ぶ必要がある。 
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３．３．不定代名詞 
 不定代名詞とは、「誰か」、「何か」を表す語彙です。否定辞 na とともに用いられると、
「誰も」、「何も」ない、と言う強い否定を表します。 

 

男性 女性 
主格 後置格 主格 後置格 

単数 
 ڪنھن ڪا ڪنھن ڪو
ko              
コー カンヒン カー カンヒン 

複数 
 ڪن ڪي ڪن ڪي
ke kini ke kini 
ケー キン ケー キン 

 

例文 
 ُ.ُا ھيُُُڪوُُُ۾ُُُگھرُُُھن

                       
フナ ガラ メン コー アーヘー 

あの家に、誰かがいる。 

 ُ.ُا ھيُُُنہُُُڪوُُُ۾ُُُگھرُُُھن
                          

フナ ガラ メン コー ナ アーヘー 
あの家には、誰もいない。 

 ُ.ُڏٺوُُُنہُُُڊوڙندوُُُکيُُُڇوڪريُُُھنُُُبہُُُڪنھن
                                             

カンヒン ビ フナ チョーキレー ケー ドーランドー ナ ディトー 
誰もあの少年が走っているのを見なかった。 
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３．４．再帰代名詞 
 再帰代名詞とは、「自分の」という意味を表す代名詞です。 

 

男性 女性 
主格 後置格 主格 後置格 

単数 
 پنھنجي پنھنجي پنھنجي پنھنجو
                            

パンヒンジョー パンヒンジェー パンヒンジー パンヒンジー 

複数 
 پنھنجين پنھنجون پنھنجي پنھنجا
                            iyuni 

パンヒンジャー パンヒンジェー パンヒンジューン パンヒンジユン 

 

例文 
 ُ.ُرکوُُُوٽُُُپاڻُُُڪتابُُُھيُُُتوھين

                                  
タヴィーン ヒー キターバ パーナ ワティ ラコー 
あなたは、これらの本を自分で持っていてください。 

 ُ.ُا ھيُُُڪنديُُُڪمُُُھيءُ ُُُلاءُ ُُُپنھنجيُُُھوءُ 
                                   

フーア パンヒンジェー ラーイ ヒーウ カム カンディー アーヘー 
彼女は、自分のためにこの仕事をしている。 
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３．５．関係代名詞 
 関係代名詞は、以下のとおりです。 
スィンディー語には、２種類の関係代名詞があります。１つは、 جو jo です。もう１つは、 
。jo の後置格形と同じになります جو 、jeko の後置格形は جيڪو 。jeko です جيڪو
それぞれの格変化のしかたは、以下の表を参照してください。 

 

男性 女性 
主格 後置格 主格 後置格 

単数 
 جنھن جا جنھن جو
jo              
ジョー ジャンヒン ジャー ジャンヒン 

複数 
 جن جي

  
je jini   

ジェー ジン 
  

 

 

男性 女性 
主格 後置格 主格 後置格 

単数 
 جيڪو

 
 جيڪا

 jeko        
ジェーコー 

 
ジェーカー 

 

複数 
 جيڪي

   jeke    
ジェーケー 
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例文 

 ُ.ُھوُُُڀاءُ ُُُننڍوُُُنھنجومُُُاھوُُُا يو،ُُُھتيُُُگڏُُُسانُُُاسانُُُجيڪو
                                                            

ジェーコー アサーン サーン ガディ ヒテー アーヨー、ウホー ムンヒンジョー ナンドー バー

ウ ホー 
私たちとここへ一緒に来たのは、私の弟でした。 

 ُ.ُکپيُُُفھرستُُُجيُُُانھنُُُا ھن،ُُُورتاُُُتوھانُُُڪتابُُُجيڪي
                                                            

ジェーカー キターバ タヴァーン ワルター アーヒン、ウンハン ジー フィヒリスタ カペー 
あなたが購入した本のリストが欲しいのですが。 

 ُ.ُا ھنُُُڪنداُُُڪمُُُاتيُُُڀاءُ ُُُوڏاُُُجاُُُجنھنُُُھوس،ُُُويوُُُجپانُُُگڏُُُسانُُُانُُُمان
                                                                                 

マーン ウナ サーン ガドゥ ジャパーナ ワヨー ホースィ、ジャンヒン ジョー ワダー バーウ ウ

テー カム カンダー アーヒン 
私は彼と一緒に日本へ行きました。彼の兄は日本で仕事をしているんです。 

 نيشنلُُُانڊينُُُنالوُُُجوُُُجنھنُُُٺاھيائون،ُُُجماعتُُُھڪُُُپنھنجيُُُپوءُ ُُُکانُُُوقتُُُڪجھ
 ُ.ُئونرکياُُُڪانگريسُُُ

                                                                                     
                     

クジュ ワクタ カーン ポーイ パンヒンジー ヒカ ジャマーアタ ターヒヤーウーン、ジャンヒン ジ

ョー ナーロー インディアン ナショナル コングレス ラキヤーウーン 
少し経って、彼らは自分たちの政党を作った。彼らは、その名をインド国民会議派と名付けた。 

 ُ.ُھئاُُُگجراتيُُُاھيُُُھئا،ُُُسمجھياُُُسنڌيُُُکيُُُجن
                                                 

ジン ケー スィンディー サムジヤー フアー、ウヘー グジャラーティー フアー 
スィンディーだと思っていた人々は、グジャラーティーでした。 

ُ
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 ُسانُُُچينُُُکيُُُڪستانپاُُُجيڪوُُُا ھي،ُُُويوُُُٺاھيوُُُرستوُُُھڪُُُڪريُُُڪاٽيُُُکيُُُجبلن
 ُ.ُٿوُُُملائيُُ

                                                                              
            

ジャブラン ケー カーティー カレー ヒク ラストー ターヒヨー ワヨー アーヘー、ジェーコー 

パーキスターナ ケー チーナ サーン ミラーエー トー 
山々を削って１本の道が作られ、それがパキスタンを中国とつなげているのです。 

 

 

 

 

ミッティーの街で見かけた子供たち 
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タル砂漠の人々の足 「ケークラー」 
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第４章 後置詞 
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 後置詞は、名詞（相当語）の後ろに置かれ、日本語の助詞に似た働きをします。単純

後置詞と、複合後置詞とに分けることができます。後置詞の前にある名詞（相当語）は、

後置格形に変化します。 

 

４．１．単純後置詞 
４．１．１．属格 

 属格を表す後置詞 جو jo は、その後ろに来る名詞（相当語）の性・数・格により次の

ような変化形を持ちます。 

 

 jo ：後ろに来る名詞（相当語）が男性名詞単数形の場合 جو

 درجوگھر
gʰara jo daru  
ガラ ジョー ダル 

家の扉 

 

 jā ：後ろに来る名詞（相当語）が男性名詞複数形の場合 جا

 رسالاجاسنڌيء 
sindʰīa jā risālā  

スィンディーア ジャー リサーラー 
スィンディー語の雑誌 
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 jī ：後ろに来る名詞（相当語）が女性名詞単数形の場合 جي

 تاريخجيجلسي
jalse jī tārīxa  

ジャルセー ジー ターリーハ 
集会の期日 

 

 ju ̄̃ ：後ろに来る名詞（相当語）が女性名詞複数形の場合 جون

 دريونجونڪمري
kamre ju ̄̃ dariyu ̄̃  

カムレー ジューン ダリユーン 
部屋の窓 

 

 je ：後ろに別の後置詞を伴った名詞がくる場合 جي

 ڳوٺجوپاسيجيممبئيء 
mumbaīa je pāse jo ḡoṭʰu  

ムンバイーア ジェー パーセー ジョー ゴート 
ムンバイーの近くの村 
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４．１．２．人称代名詞の属格 
「私の」や「あなたたちの」など、人称代名詞の属格形は、以下のような形になります。

語尾の部分は、上記属格後置詞 جو jo に準じた変化をします。また、下記の語彙で

は جو jo の部分は分割して書かれる場合もあります。 

 
単数形 複数形 

一人称 

 اسانجا منھنجو
mũhĩjo asa ̄̃jo 

ムンヒンジョー アサーンジョー 

二人称 

 توھانجو تنھنجو
tũhĩjo tavʰa ̄̃jo 

トゥンヒンジョー タヴァーンジョー 

三人称 

جوھن جوھنن   

huna jo hunani jo 
フナ ジョー フナン ジョー 

 

例文 
 ڀيڻننڍيجيمنھن

mũhĩjī nãḍʰī bʰeṇa  
ムンヒンジー ナンディー ベーナ 
私の妹（１人） 

 ڀائروڏامنھنجا
mũhĩjā wad ̣̄ā bʰāura  
ムンヒンジャー ワダー バーウラ 
私の兄（複数） 
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 گھراسانجو
asa ̄̃jo gʰaru  

アサーンジョー ガル 
私たちの家（１軒） 

 نالوتنھنجو
tũhĩjo nālo  

トゥンヒンジョー ナーロー 
君の名前 

 ڪرسيونتوھانجون
tavʰa ̄̃ju ̄̃ kursiyu ̄̃  

タヴァーンジューン クルスィユーン 
あなた（たち）の椅子（複数） 

 ڪتابجوھن
huna jo kitābu  

フナ ジョー キターブ 
彼（彼女）の本（１冊） 

 دوستجاھنن
hunani jā dosta  

フナン ジャー ドースタ 
彼ら（彼女ら）の友人（複数） 

 

例文 
 ا ھي؟مطلبڇاجوھن

huna jo cʰā matl̤abu āhe?  
フナ ジョー チャー マトラブ アーヘー 

それはどういう意味ですか。 
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 .ا ھنڀائرجاھنھي
hī huna jā bʰāura āhini.  

ヒー フナ ジャー バーウラ アーヒン 
この人たちは、あの人の兄弟です。 

 ا ھي؟ڪٿيڀيڻاسانجي
asa ̄̃ jī bʰeṇa kitʰe āhe?  

アサーン ジー ベーナ キッテー アーヘー 
我々の姉（妹）はどこですか。 

 .ا ھنکليلدريونٽيجونڪمريان
ina kamre ju ̄̃ ṭe dariyu ̄̃ kʰuliyala āhini.  

イナ カムレー ジューン テー ダリユーン クリヤラ アーヒン 
この部屋の窓が３つ、開いています。 

 .ا ھياحمدنالوجوپيء جيھنن
hunani je pīu jo nālo aḥmadu āhe.  

フナンジェー ピーウ ジョー ナーロー アフマド アーヘー 
彼らの父親の名前は、アフマドです。 

 
４．２．上記以外の単純後置詞 
 に、～へ、～を（与格、対格）～  کي

 .ڏناڪتابٽيکيتوھانمونڪالھ
kālʰa mu ̄̃ tavʰa ̄̃ kʰe ṭe kitāba d ̣̄inā.  

カーラ ムーン タヴァーン ケー テー キターバ ディナー 
昨日私はあなたに３冊の本を渡しました。 

 کپي؟ڇاکيتوھان
tavʰa ̄̃ kʰe cʰā kʰape?  

タヴァーン ケー チャー カペー 
何がご入り用ですか。 
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 .کپنساڙھيونچڱيونٻہجونرنگڳاڙھيکياسان
asa ̄̃ kʰe ḡāṛʰe rãga ju ̄̃ b a caṅiyu ̄̃ sāṛʰiyu ̄̃ kʰpani.  

アサーン ケー ガーレー ランガ ジューン バ チャンギユーン サーリユーン カパン 
我々は、赤い色のいいサリーが２着欲しいんです。 

後置詞  کي は、上記のような用法以外に、義務・必要・強制を表す文にも用いられ
ます。こちらは、１１．１．２．で説明します。 

 の中に～  ۾

 .ا ھينہڪجھ۾دٻيھن
hina dab e mẽ kujʰu na āhe.  

ヒナ ダベー メン クジュ ナ アーヘー 
この箱の中には何もない。 

 .ھيونرھنديونسالٻہ۾ممبئيء اسين
asi  ̄̃ mumbaīa mẽ b a sāla rahãdiyu ̄̃ huyu ̄̃.  

アスィーン ムンバイーア メン バ サーラ ラハンディユーン フユーン 
私たちは、ムンバイーに２年住んでいました。 

 

 の上に～  تي

 .رکوڪتابپنھنجاتيميزھ ن
huna meza te pãhĩjā kitāba rakʰo.  

フナ メーザ テー パンヒンジャー キターバ ラコー 
その机の上に自分の本を置いてください。 

 .اينداسينوڳيڇھينساڍيتيتاريخنائينء اسين
asi  ̄̃ nāi  ̄̃a tārīxa te sāḍʰe cʰahẽ waḡe i  ̄̃dāsi  ̄̃.  

アスィーン ナーイーンア ターリーハ テー サーデー チャヘーン ワゲー イーンダースィーン 
我々は、９日の６時半に来ます。 
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 から、～より（奪格）～  کان

比較を表すには、この後置詞を用います。以下に例文を示します。 
 .ا ھيوڏوڪمروھوکانڪمريھن

hina kamre kʰa ̄̃ hū kamro wad ̣̄o āhe.  
ヒナ カムレー カーン フー カムロー ワドー アーヘー 

この部屋より、あの部屋が大きい。 

 

なお、比較を表すには、４．３．で説明する複合後置詞 ۾ڀيٽجي  je bʰeṭa mẽ という

表現もしばしば用いられます。 
 .ا ھيوڏوڪمروھو۾ڀيٽجيڪمريھن

hina kamre je bʰeṭa mẽ hū kamro wad ̣̄o āhe.  
ヒナ カムレー ジェー ベータ メン フー カムロー ワドー アーヘー 

この部屋に比べて、あの部屋は大きい。 

 

最上級を表すには、 کانسڀ  sabʰa kʰa ̄̃ 「すべてより～」という表現を用います。 

 .ا ھيڪمروسٺوکانسڀ۾ھوٽلھنھي
hī ina hoṭala mẽ sabʰa kʰa ̄̃ suṭʰo kamro āhe.  

ヒー イナ ホータラ メン サバ カーン ストー カムロー アーヘー 
これは、このホテルでもっともいい部屋です。 
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 まで～  تائين

 .ڪريوانتظارھتيتائينوڳيڏھين
d ̣̄ahẽ waḡe tāi  ̄̃ hite intizā̤ru kariyo.  

ダヘーン ワゲー ターイーン ヒテー インティザール カリヨー 

10時までここでお待ちください。 

 لڳندو؟وقتگھڻو۾گاڏيء ريلتائينپڻيکانممبئيء 
mumbaīa kʰa ̄̃ puṇe tāi  ̄̃ rela gād ̣̄īa mẽ gʰaṇo waqtu laḡãdo?  

ムンバイーア カーン プネー ターイーン レール ガーディーア メン ガノー ワクトゥ ラガンドー 

ムンバイーからプネーまで、列車でどのくらい時間がかかりますか。 

 

 とともに、と一緒に～  سان

 .ملوسانھن
huna sa ̄̃ milo.  

フナ サーン ミロー 
彼（彼女）に会ってください。 

 .ٿياگڏھيٺجھنڊيجيليگمسلممسلمان،جاايشياڏکڻسانڪوششسندس
sandasa košiša sa ̄̃ d ̣̄akʰaṇa ešiyā jā musalmāna, muslim līg je jʰãḍe heṭʰi gad ̣̄u 

tʰiyā.  
サンダサ コーシシャ サーン ダカヌ エーシヤー ジャー ムサルマーナ、ムスリム リーグ ジェ

ー ジャンデー ヘーティ ガドゥ ティヤー 
彼らの努力により、南アジアのムスリムたちはムスリム連盟の旗の下に集結した。 
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 の中から～  مان

 .وٺوھڪڙومانھنن
hinani ma ̄̃ hikiṛo waṭʰo.  
ヒナン マーン ヒクロー ワトー 

これらの中から、一つ取ってください。 

 .نڪتوماڻھوھڪمانڪمرياناوچتو
ocito una kamre ma ̄̃ hiku māṇʰū nikto.  

オーチトー ウナ カムレー マーン ヒク マーヌー ニクトー 
急にあの部屋から人が出てきた。 

 

 の上から～  تان

 .کنيوگلاسجوپاڻيتانميزھن
huna meza ta ̄̃ pāṇī jo gilāsu kʰaniyo.  

フナ メーザ ターン パーニー ジョー ギラース カニヨー 
彼女は、机の上から水が入ったコップをとった。 

 .ا ھنپھچنداتيھنڌٻئياڏريتانھنڌھڪدڙاجاواريء سانھوائنتيزاھڙيناتي
ute ihiṛiyani tez hawāani sa ̄̃ wārīa jā daṛā hika hãdʰa ta ̄̃ ud ̣̄rī b ie hãdʰa te 

pahcãdā āhini.  
ウテー イヒリヤン テーズ ハワーアン サーン ワーリーア ジャー ダラー ヒカ ハンダ ターン 

ウドリー ビエー ハンダ テー パフチャンダー アーヒン 
そこではとても強い風のため、砂のかたまりが一カ所から別の場所に飛んでいきます。 
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能格(ergative)を表す後置詞は、スィンディー語にはありませんが、他動詞完了分詞
を用いる文の意味上の主語は、後置格形になります。また、動詞は直接目的語の性・

数に応じた形に変化します。 
例文 

 .کاڌيمانيمون
mu ̄̃ mānī kʰādʰī.  

ムーン マーニー カーディー 
私は食事をしました。 

 .ا ھيپڙھيوڪتاباسان
asa ̄̃ kitābu paṛʰiyo āhe.  

アサーン キターブ パリヨー アーヘー 
私たちは、本（１冊）を読みました。 

 .ا ھنپڙھياڪتاباسان
asa ̄̃ kitāba paṛʰiyā āhini.  

アサーン キターバ パリヤー アーヒン 
私たちは、本（複数）を読みました。 

 کوليون؟دريونجونڪمريھنتوڇا
cʰā to hina kamre ju ̄̃ dariyu ̄̃ kʰoliyu ̄̃?  

チャー トー ヒナ カムレー ジューン ダリユーン コーリユーン 
君が窓を開けたんですか？ 

 .ھئاٻڌاياگاناسٺاتوھانڪالھ
kālʰa tavʰa ̄̃ suṭṭʰā gānā b udʰāyā huā.  

カーラ タヴァーン スッター ガーナー ブダーヤー フアー 
昨日、あなたはすばらしい歌を聴かせました。 

 .ايندسسڀاڻيمانتہچيوھن
huna cayo ta ma ̄̃ subʰāṇe i  ̄̃dusi.  

フナ チャヨー タ マーン スバーネー イーンドゥスィ 
彼は「明日来ます」と言いました。 
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 .ھيونلکيونچٺيونکيدوستنجيممبئيء ھنن
hinani mumbaīa je dostani kʰe ciṭṭʰiyu ̄̃ likʰiyu ̄̃ huyu ̄̃.  

ヒナン ムンバイーア ジェー ドースタン ケー チッティユーン リキユーン フユーン 
この人々は、ムンバイーの友人たちに手紙を書きました。 

 

 を通って～  وچان

 の方へ～  ڏانھن

 

例文 
 .ٿاسگھونوڃيافغانستاناسينوچانسرنگھجيجبلھن

hina jabala je surangʰa vica ̄̃ asi  ̄̃ afǧānistāna waňī sagʰu ̄̃ tʰā.  
ヒナ ジャバラ ジェー スランガ ヴィチャーン アスィーン アフガーニスターナ ワニー サグーン ター 

この山のトンネルを通って、我々はアフガニスタンへ行くことができる。 

 .ٿوڃيوڏانھنٽوڪيوکاناوساڪارستوھيء 
hīu rasto osākā kʰa ̄̃ ṭokyo d ̣̄a ̄̃hã waňe tʰo.  

ヒーウ ラストー オーサカ カーン トーキョー ダーンハン ワニェー トー 
この道は、大阪から東京の方へ行く。 
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４．３．複合後置詞 
 スィンディー語には、単純後置詞のほかにも、複合後置詞と呼ばれる語彙群がありま

す。 جي je に代表される属格後置詞のあとにさまざまな語彙を加えて表し、副詞句を

つくります。 
   の上に、～から、～より（奪格）～مٿانجي

je matʰa ̄̃  ジェー マターン 
   の下に（空間がある）～ھيٺانجي

je heṭʰa ̄̃   ジェー ヘーターン 
   のために～ڪريجي

je kare  ジェー カレー 
   であるから～لاء جي

je lāi   ジェー ラーイ 
   とともに～گڏسان

sa ̄̃ gad ̣̄u   サーン ガドゥ 
   を持って～وٽ

waṭi   ワティ 
   として、～という立場で～سانحيثيتجي

jī ḥaisi̤yata sa ̄̃ ジー ハイスィヤタ サーン 
   に反対して～خلافجي

je xilāfu   ジェー ヒラーフ 
   の前（位置）に～اڳيانجي

je aḡiya ̄̃   ジェー アギヤーン 
   の方から、～の方向から～طرفانجي

je ta̤rfa ̄̃ ジェー タルファーン 
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   によると、～にしたがって～موجبجي
je mojibu  ジェー モウジブ 

   という名前で～سانناليجي
je nāle sa ̄̃  ジェー ナーレー サーン 

   の前（位置）に、前方に～سامھونجي
je sāmʰu ̄̃  ジェー サームーン 

   の問題で、～に関連して～۾معامليجي
je mu`āmle mẽ  ジェー ムアームレー メン 

   の間に～۾وچجي
je vica mẽ  ジェー ヴィチャ メン 

   の近くに～ڀرسانجي
je bʰarsa ̄̃ ジェー バルサーン 

   にもかかわらず～باوجودجي
je bāwujūd ジェー バーウジュード 

   を通って、～の手段で、～の方法で～ذريعيجي
je za̠rīye ジェー ザリーエー 

   の観点から～کانلحاظجي
je liḥāza̤ kʰa ̄̃  ジェー リハーザ カーン 

   の価値がある～لائقجي
je lāiq   ジェー ラーイク 

   に関して～۾سلسليجي
je silsile mẽ   ジェー スィルスィレー メン 

   の代わりに～بدليجي
je badle  ジェー バドレー 
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   と比較して、～と比べて～۾قابليمجي
je muqābile mẽ   ジェー ムカービレー メン 

   より前（時間）～اڳکان
kʰa ̄̃ aḡu   カーン アグ 

   より後、～の後～پوء کان
kʰa ̄̃ poi   カーン ポーイ 

   を除いて～سواء کان
kʰa ̄̃ siwāi   カーン スィワーイ 

   のほかに、～以外に～علاوہکان
kʰa ̄̃ `alāwa   カーン アラーワ 

   よりも下に～ھيٺکان
kʰa ̄̃ heṭʰi   カーン ヘーティ 
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例文 
 .ھئاھونداپيالڳاميڙاجاسوداگرنلاء خريداريء جيمال

māla jī xarīdārīa lāi saudāgarani jā meṛā laḡā payā hu ̄̃dā huā.  
マーラ ジー ハリーダーリーア ラーイ ソウダーガラン ジャー メーラー ラガー パヤー フー

ンダー フアー 
モノの購入のために、商人たちの市（いち）がたっていたものだった。 

 ا ھن؟ڇومھانگاايتراڪپڙاھو۾ڀيٽجيھن
hina je bʰeṭa mẽ hū kapiṛā etirā maha ̄̃gā cʰo āhini?  

ヒナ ジェー ベータ メン フー カプラー エーティラー マハーンガー チョー アーヒン 
これに比べて、あの服はなぜこんなに高いのですか？ 

 تيسرزمينجيھندوستان۽پاڪستاناڳکانزاديء ا جيملڪپياريجياسان
 .ھئيھونديحڪومتجيانگريزن

asa ̄̃ je pyāre mulka jī āzādīa kʰa ̄̃ aḡu pākistāna aĩ hindūstāna je sarzamiīna te 
angrezani jī ḥukūmata hu ̄̃dī huī.  

アサーン ジェー ピヤーレー ムルカ ジー アーザーディーア カーン アグ パーキスターナ 

アイン ヒンドゥースターナ ジェー サルザミーナ テー アングレーザン ジー フクーマタ フー

ンディー フイー 
我々の愛するこの国の独立前には、パキスタンとインドの大地には英国の政権があった。 

 .ا ھيڪئيترقيگھڻي۾ڪارخاننپاڪستانپوء کانا زاديء 
āzādīa kʰa ̄̃ poi pākistāna kārxānani mẽ gʰaṇī taraqqī kaī āhe.  

アーザーディーア カーン ポーイ パーキスターナ カールハーナン メン ガニー タラッキー 

カイー アーヘー 
独立後、パキスタンは工場を非常に発展させた。 

 .ا ھيلازميھجڻبہجوسکياھنريگڏسانپڙھڻ۽لکڻ
likʰaṇa aĩ paṛʰaṇa sa ̄̃ gad ̣̄u hunarī sikʰiyā jo bi hujaṇu lāzmī āhe.  

リカナ アイン パラナ サーン ガドゥ フナリー スィキヤー ジョー ビ フジャヌ ラーズミー ア

ーヘー 
読み書きとともに、専門的知識があることも必須である。 



~ 78 ~ 
 

 .ا ھيپيسوگھٽوٽاسان
asa ̄̃ waṭi gʰaṭi paiso āhe.  

アサーン ワティ ガティ パイソー アーヘー 
私たちは、あまりお金を持っていない。 

 .ا ھنگاڏيونٻہوٽھن
huna waṭi b a gād ̣̄iyu ̄̃ āhini.  

フナ ワティ バ ガーディユーン アーヒン 
彼女は２台の車を持っている。 

（注）所有を表す場合、人称代名詞のあとの جي je は通常省略されます。 

 .ھونہماڻھوبہڪو۾ڪمريھنسواء کاناسان
asa ̄̃ kʰa ̄̃ siwāi hina kamre mẽ ko bi māṇʰū na ho.  

アサーン カーン スィワーイ ヒナ カムレー メン コー ビ マーヌー ナ ホー 
我々を除けば、この部屋には誰もいなかった。 

 ا ھي؟ڪھڙوڪتابسٺوکانسڀمتعلقادبسنڌي
sindʰī adaba muta`liqu sabʰa kʰa ̄̃ suṭʰo kitābu kihiṛo āhe?  

スィンディー アダバ ムターリク サバ カーン ストー キターブ ケヘロー アーヘー 
スィンディー文学に関してもっともよい本はどれでしょうか。 

 .ا ھيرھيوٿيبحث۾اسيمبليء قوميھاڻي۾سلسليجيبجيٽ
bajeṭi je silsile mẽ hāṇe qaumī asemblīa mẽ baḥsṳ tʰī rahiyo āhe.  

バジェーティ ジェー スィルスィレー メン ハーネー コウミー アセンブリーア メン バヘス ティ

ー ラヒヨー アーヘー 
予算に関する議論が下院議会で行われている。 

 .ا ھيموجودذخيروگھڻوتمامعلاوہکانرساليجيشاھ۾ادبسنڌي
sindʰī adaba mẽ šāha je risāle kʰa ̄̃ `alāwa tamāmu gʰaṇo za̠xairo maujūd āhe.  

スィンディー アダバ メン シャー ジェー リサーレー カーン アラーワ タマーム ガノー ザハ

イロー モウジュード アーヘー 
スィンディー文学には、シャーの書以外にも非常に多くの作品群が存在する。 
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 .ا ھيھوٽلوڏيڪھسامھونجياسٽيشن
isṭešani je sāmʰu ̄̃ hika wad ̣̄ī hoṭala āhe.  

イステーシャン ジェー サームーン ヒカ ワディー ホータラ アーヘー 
駅の前に、大きなホテルが１つある。 

 

 

 

 

 

 

インダス河で漁をする人々（サッカル近郊） 
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タル砂漠に暮らす人々 
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第５章 動詞 １ 
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５．１．コピュラ動詞 
 動詞の中で最も頻繁に用いられるのが､コピュラ動詞（繋辞とも言います）です｡コピュ

ラ動詞は､英語の be動詞に相当します｡スィンディー語では､ ھئڻ  huaṇu という動詞
がコピュラ動詞です｡ 
 コピュラ動詞は､｢ＡはＢである｣というたぐいの文に用いられたり､一般動詞を使う文で

補助動詞として用いられます｡まず､コピュラ動詞がどのような変化をするのかをみてお

きましょう｡コピュラ動詞の変化は、上記の変化とは異なります。また補助動詞としての

用法は、別に説明します。 

 

５．１．１．コピュラ動詞現在 
コピュラ動詞現在の変化は、不規則です。 

 
男性変化 女性変化 

単数 複数 単数 複数 

一人称 
آ ھيانمان آ ھيونآسين  آ ھيانمان  آ ھيونآسين   

ma ̄̃ āhiya ̄̃ asi  ̄̃ āhiyu ̄̃ ma ̄̃ āhiya ̄̃ asi  ̄̃ āhiyu ̄̃ 
マーン アーヒヤーン アスィーン アーヒユーン マーン アーヒヤーン アスィーン アーヒユーン 

二人称 
آ ھينتون آ ھيوتوھين  آ ھينتون  آ ھيوتوھين   

tu ̄̃ āhi  ̄̃ tavʰi  ̄̃ āhiyo tu ̄̃ āhi  ̄̃ tavʰi  ̄̃ āhiyo 
トゥーン アーヒーン タヴィーン アーヒヨー トゥーン アーヒーン タヴィーン アーヒヨー 

三人称（近称） 

آ ھيھيء  آ ھنھي  آ ھيھيء   آ ھنھي   

hīu āhe hī āhini hīa āhe hī āhini 
ヒーウ アーヘー ヒー アーヒン ヒーア アーヘー ヒー アーヒン 

三人称（遠称） 

آ ھيھو آ ھنھو  آ ھيھوء   آ ھنھو   

hū āhe hū āhini hūa āhe hū āhini 
フー アーヘー フー アーヒン フーア アーヘー フー アーヒン 
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コピュラ動詞現在形を用いた例文 
 .آ ھيان(جاپاني)جپانيمان

ma ̄̃ japānī (jāpānī) āhiya ̄̃.  
マーン ジャパーニー（ジャーパーニー） アーヒヤーン 

私は日本人です。 

 .آ ھيونپاڪستانيآسين
asi  ̄̃ pākistānī āhiyu ̄̃.  

アスィーン パーキスターニー アーヒユーン 
私たちはパキスタン人です。 

 .آ ھينڀارتيتون
tu ̄̃ bʰārtī āhi  ̄̃.  

トゥーン バールティー アーヒーン 
あなたはインド人です。 

 .آ ھيوسنڌيتوھين
tavʰi  ̄̃ sindʰī āhiyo.  

タヴィーン スィンディー アーヒヨー 
あなたたちはスィンディーです。 

 .آ ھيپنجابيھيء 
hīu panjābī āhe.  

ヒーウ パンジャービー アーヘー 
この人（男性）はパンジャービーです。 

 .آ ھيبنگاليھيء 
hīa bangālī āhe.  

ヒーア バンガーリー アーヘー 
この人（女性）はベンガーリーです。 
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 .آ ھنگجرآتيھي
hī gujarātī āhini.  

ヒー グジャラーティー アーヘー 
この人々（男性）はグジャラーティーです。 

 .آ ھنپنجابيھي
hī panjābī āhini.  

ヒー パンジャービー アーヒン 
この人々（女性）はパンジャービーです。 

 .آ ھيھندوھو
hū hindū āhe.  

フー ヒンドゥー アーヘー 
彼はヒンドゥーです。 

 .آ ھيمسلمانھوء 
hūa musalmān āhe.  

フーア ムサルマーン アーヘー 
彼女はムスリムです。 

 آ ھي؟ڪير ھو
hū keru āhe?  

フー ケール アーヘー 
彼は誰ですか？ 

 آ ھن؟ڪير ھو
hū kera āhini?  

フー ケーラ アーヒン 
彼らは誰ですか？ 
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５．１．２．コピュラ動詞単純過去形 
 以下の表が、コピュラ動詞の単純過去変化です。現在形の時よりも、人称や性による

変化が複雑になっているのがわかります。 

 
男性変化 女性変化 

単数 複数 単数 複数 

一人称 
ھوسمان سينھئاآسين  ھيسمان  ھيونسينآسين   

ma ̄̃ hosi asi  ̄̃ huāsi  ̄̃ ma ̄̃ huyasi asi  ̄̃ huyu ̄̃si  ̄̃ 
マーン ホースィ アスィーン フアースィーン マーン フアスィ アスィーン フユーンスィーン 

二人称 
ھئينتون ھئاتوھين  ھئيئ نتون  ھيونتوھين   

tu ̄̃ huẽ tavʰi  ̄̃ huā tu ̄̃ huīã tavʰi  ̄̃ huyu ̄̃ 
トゥーン フエーン タヴィーン フアー トゥーン フイーアン タヴィーン フユーン 

三人称（近称） 

ھوھيء  ھئاھي  ھئيھيء   ھيونھي   

hīu ho hī huā hīa huī hī huyu ̄̃ 
ヒーウ ホー ヒー フアー ヒーア フイー ヒー フユーン 

三人称（遠称） 

ھوھو ھئ اھو  ھئيھوء   ھيونھو   

hū ho hū huā hūa huī hū huyu ̄̃ 
フー ホー フー フアー フーア フイー フー フユーン 
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例文 
 .ھئاسينننڍآآسين

asi  ̄̃ nãḍʰā huāsi  ̄̃  
アスィーン ナンダー フアースィーン 

我々は、（年齢が）小さかった。 

 .ھوڪممنھنجوئيآھو
iho ī mũhĩjo kamu ho.  

イホー イー ムンヒンジョー カム ホー 
これこそが、私の仕事だった。 

 .ھئي۾آحمدآ بادمھلآنھوء 
hūa una mahala aḥmadābād mẽ huī.  

フーア ウナ マハラ アフマダーバード メン フイー 
そのとき、彼女はアフマダーバードにいました。 

 .ھيونٻليونٻہ۾ڪمريھن
huna kamre mẽ b a b iliyu ̄̃ huyu ̄̃.  

フナ カムレー メン バ ビリユーン フユーン 
この部屋に２匹の猫がいました。 
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５．１．３．コピュラ動詞単純未来形 
現在形、過去形に続き、以下に未来形を示します。ここで見ているコピュラ動詞の変

化は、今後学ぶ一般動詞のさまざまな時制や態にも補助動詞的に用いられます。上

で見た、単純過去変化と、構造がとても似ています。 

 
男性変化 女性変化 

単数 複数 単数 複数 

一人称 

ھوندسمان ھوندآسينآسين  ھونديسمان  ھونديونسينآسين   

ma ̄̃ hu ̄̃dusi asi  ̄̃ hu ̄̃dāsi  ̄̃ ma ̄̃ hu ̄̃diyasi asi  ̄̃ hu ̄̃diyu ̄̃si  ̄̃ 
マーン 

フーンドゥスィ 
アスィーン 

フーンダースィーン 
マーン 

フーンディヤスィ 
アスィーン 

フーンディユーンスィーン 

二人称 

ھوندينتون ھوندآتوھين  ھونديئنتون  ھونديونتوھين   

tu ̄̃ hu ̄̃dẽ tavʰi  ̄̃ hu ̄̃dā tu ̄̃ hu ̄̃dīã tavʰi  ̄̃ hu ̄̃diyu ̄̃ 
トゥーン 

フーンデーン 
タヴィーン フーンダー 

トゥーン 
 フーンディーアン 

タヴィーン 
フーンディユーン 

三人称（近

称） 

ھوندوھيء  ھوندآھي  نديھوھيء   ھونديونھي   

hīu hu ̄̃do hī hu ̄̃dā hīa hu ̄̃dī hī hu ̄̃diyu ̄̃ 
ヒーウ フーンドー ヒー フーンダー ヒーア フーンディー ヒー フーンディユーン 

三人称（遠

称） 

ھوندوھو ھوندآھو  ھونديھوء   ھونديونھو   

hū hu ̄̃do hū hu ̄̃dā hūa hu ̄̃dī hū hu ̄̃diyu ̄̃ 

フー フーンドー フー フーンダー 
フーア 

フーンディー 
フー フーンディユーン 
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例文 
 .ھونديس۾ممبئيء مانسالآيندڙ

i  ̄̃daṛa sāla ma ̄̃ mumbaīa mẽ hu ̄̃diyasi  
イーンダラ サーラ マーン ムンバイーア メン フンディヤスィ 

来年私（女性）は、ムンバイーにいるでしょう。 

 .ھوندو۾مقدآرڪافيپاڻي۾دريائن
daryāani mẽ pāṇī kāfī miqdāra mẽ hu ̄̃do.  

ダルヤーアン メン パーニー カーフィー ミクダーラ メン フーンドー 
川の水は十分な量であろう。 

 .ھوندوگھڻوتعدآدجومسلمانن۾آ باديء جيعلائقيھن
hina `ilāiqe je ābādīa mẽ musalmānani jo ta`dādu gʰaṇo hu ̄̃do.  

ヒナ イラーイケー ジェー アーバーディーア メン ムサルマーナン ジョー ターダード ガノー 

フーンドー 
この地域の人口は、ムスリムの数が多いのだろう。 
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５．２．一般動詞現在形（補助動詞 ٿيڻ tʰiyaṇu ）  

次に、   tʰiyaṇu を説明します。「～になる」という意味を持ちます。この動詞も ٿيڻ
 huaṇu と同様に、補助動詞としても重要な役割を果たします。別の動詞の未完 ھئڻ
了分詞とともに用いられ、現在形を表します。 

まず、その一般動詞現在形を見てゆきましょう。動詞未完了分詞が、人称を示し、 
tʰiyaṇu の部分が、動作主の性・数を示しています。 

 の現在形変化「書く」 لکڻ

 

 
男性変化 女性変化 

単数 複数 単数 複数 

一人称 

ٿولکانمان ٿالکونآسين  ٿيلکانمان  ٿيونلکونآسين   

ma ̄̃ likʰa ̄̃ tʰo asi  ̄̃ likʰu ̄̃ tʰā ma ̄̃ likʰa ̄̃ tʰī asi  ̄̃ likʰu ̄̃ tʰiyu ̄̃ 
マーン リカーン 

トー 
アスィーン 
リクーン ター 

マーン リカーン ティー 
アスィーン リクーン 

ティユーン 

二人称 

ٿولکينتون ٿالکوتوھين  ٿيلکينتون  ٿيونلکوتوھين   

tu ̄̃ likʰi  ̄̃ tʰo tavʰi  ̄̃ likʰo tʰā tu ̄̃ likʰi  ̄̃ tʰī tavʰi  ̄̃ likʰo tʰiyu ̄̃ 
トゥーン リキーン 

トー 
タヴィーン リコー 

ター 
トゥーン リキーン ティー 

タヴィーン リコー 
ティユーン 

三人称 
（近称） 

ٿولکيھيء  ٿالکنھي  ٿيلکيھيء   ٿيونلکنھي   

hīu likʰe tʰo hī likʰani tʰā hīa likʰe tʰī hī likʰani tʰiyu ̄̃ 
ヒーウ リケー トー ヒー リカン ター ヒーア リケー ティー ヒー リカン ティユーン 

三人称 
（遠称） 

ٿولکيھو ٿالکنھو  ٿيلکيھوء   ٿيونلکنھو   

hū likʰe tʰo hū likʰani tʰā hūa likʰe tʰī hū likʰani tʰiyu ̄̃ 
フー リケー トー フー リカン ター フーア リケー ティー フー リカン ティユーン 

 
 



~ 91 ~ 
 

上記の形は、 tʰiyaṇu の変化を pavaṇu の完了分詞に変えることにより、現在進行
形を表します。この形は、 rahaṇu の現在完了形を補助的に用いる形と同じ意味を表
し、相互に置き換え可能です。 

 
男性変化 女性変化 

単数 複数 単数 複数 

一人称 

پيولکانمان پيالکونآسين  پيئيلکانمان  پيونلکونآسين   

ma ̄̃ likʰa ̄̃ payo asi  ̄̃ likʰu ̄̃ payā ma ̄̃ likʰa ̄̃ peī asi  ̄̃ likʰu ̄̃ payu ̄̃ 
マーン リカーン 

パヨー 
アスィーン リクーン 

パヤー 
マーン リカーン 
ペーイー 

アスィーン リクーン 
パユーン 

二人称 

پيولکينتون پيالکوتوھين  پيئيلکينتون  پيونلکوتوھين   

tu ̄̃ likʰi  ̄̃ payo tavʰi  ̄̃ likʰo payā tu ̄̃ likʰi  ̄̃ peī tavʰi  ̄̃ likʰo payu ̄̃ 
トゥーン リキーン 

パヨー 
タヴィーン リコー 

パヤー 
トゥーン リキーン 

ペーイー 
タヴィーン リコー 

パユーン 

三人称（近称） 
پيولکيھيء  پيالکنھي  پيئيلکيھيء   پيونلکنھي   

hīu likʰe payo hī likʰani payā hīa likʰe peī hī likʰani payu ̄̃ 
ヒーウ リケー パヨー ヒー リカン パヤー ヒーア リケー ペーイー ヒー リカン パユーン 

三人称（遠称） 

پيولکيھو پيالکنھو  پيئيلکيھوء   پيونلکنھو   

hū likʰe payo hū likʰani payā hūa likʰe peī hū likʰani payu ̄̃ 

フー リケー パヨー フー リカン パヤー 
フーア リケー 
ペーイー 

フー リカン パユーン 
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 tʰiyaṇuの主な変化 ٿيڻ．５．３

次に、 ٿيڻ tʰiyaṇu の不確定未来形を見てみましょう。主語の性による差はありません。 

 
男性変化 女性変化 

単数 複数 単数 複数 

一人称 
ٿيانمان ٿيونآسين  ٿيانمان  ٿيونآسين   

ma ̄̃ tʰiya ̄̃ asi  ̄̃ tʰiyu ̄̃ ma ̄̃ tʰiya ̄̃ asi  ̄̃ tʰiyu ̄̃ 
マーン ティヤーン アスィーン ティユーン マーン ティヤーン アスィーン ティユーン 

二人称 
ٿينتون ٿيوتوھين  ٿينتون  ٿيوتوھين   

tu ̄̃ tʰi  ̄̃ tavʰi  ̄̃ tʰiyo tu ̄̃ tʰi  ̄̃ tavʰi  ̄̃ tʰiyo 
トゥーン ティーン タヴィーン ティヨー トゥーン ティーン タヴィーン ティヨー 

三人称（近称） 
ٿئيھيء  ٿينھي  ٿئيھيء   ٿينھي   

hīu tʰie hī tʰiyani hīa tʰie hī tʰiyani 
ヒーウ ティエー ヒー ティヤン ヒーア ティエー ヒー ティヤン 

三人称（遠称） 
ٿئيھو ٿينھو  ٿئيھوء   ٿينھو   

hū tʰie hū tʰiyani hūa tʰie hū tʰiyani 
フー ティエー フー ティヤン フーア ティエー フー ティヤン 
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上記の不確定未来形も、一般動詞と同様、補助動詞としての tʰiyaṇu の変化をともな
って現在形をつくります。 
現在形 

 
男性変化 女性変化 

単数 複数 単数 複数 

一人称 

ٿوٿيانمان ٿاٿيونآسين  ٿيٿيانمان  ٿيونٿيونآسين   

ma ̄̃ tʰiya ̄̃ tʰo asi  ̄̃ tʰiyu ̄̃ tʰā ma ̄̃ tʰiya ̄̃ tʰī asi  ̄̃ tʰiyu ̄̃ tʰiyu ̄̃ 
マーン ティヤーン 

トー 
アスィーン ティユーン 

ター 
マーン ティヤーン 

ティー 
アスィーン ティユーン 

ティユーン 

二人称 

ٿوٿينتون ٿاٿيوتوھين  ٿيٿينتون  ٿيونٿيوتوھين   

tu ̄̃ tʰi  ̄̃ tʰo tavʰi  ̄̃ tʰiyo tʰā tu ̄̃ tʰi  ̄̃ tʰī tavʰi  ̄̃ tʰiyo tʰiyu ̄̃ 
トゥーン ティーン 

トー 
タヴィーン ティヨー ター 

トゥーン ティーン 
ティー 

タヴィーン ティヨー 
ティユーン 

三人称（近称） 

ٿوٿئيھيء  ٿاٿينھي  ٿيٿئيھيء   ٿيونٿينھي   

hīu tʰie tʰo hī tʰiyani tʰā hīa tʰie tʰī hī tʰiyani tʰiyu ̄̃ 

ヒーウ ティエー トー ヒー ティヤン ター 
ヒーア ティエー 

ティー 
ヒー ティヤン 
ティユーン 

三人称（遠称） 

ٿوٿئيھو ٿاٿينھو  ٿيٿئيھوء   ٿيونٿينھو   

hū tʰie tʰo hū tʰiyani tʰā hūa tʰie tʰī hū tʰiyani tʰiyu ̄̃ 

フー ティエー トー フー ティヤン ター フーア ティエー ティー 
フー ティヤン 
ティユーン 
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単純過去形 

 
男性変化 女性変化 

単数 複数 単数 複数 

一人称 

ٿي سمان ٿيونسونآسين  ٿي سمان  ٿيونسيونآسين   

ma ̄̃ tʰiyusi asi  ̄̃ tʰiyu ̄̃su ̄̃ ma ̄̃ tʰiyasi asi  ̄̃ tʰiyu ̄̃siyu ̄̃ 

マーン ティユスィ 
アスィーン 

ティユーンスーン 
マーン ティヤスィ 

アスィーン 
ティユーンスィユーン 

二人称 
ٿينتون ٿياتوھين  ٿيئنتون  ٿيونتوھين   

tu ̄̃ tʰẽ tavʰi  ̄̃ tʰiyā tu ̄̃ tʰīã tavʰi  ̄̃ tʰiyu ̄̃ 
トゥーン テーン タヴィーン ティヤー トゥーン ティーアン タヴィーン ティユーン 

三人称（近称） 
ٿيوھيء  ٿياھي  ٿيھيء   ٿيونھي   

hīu tʰiyo hī tʰiyā hīa tʰī hī tʰiyu ̄̃ 
ヒーウ ティヨー ヒー ティヤー ヒーア ティー ヒー ティユーン 

三人称（遠称） 
ٿيوھو ٿياھو  ٿيھوء   ٿيونھو   

hū tʰiyo hū tʰiyā hūa tʰī hū tʰiyu ̄̃ 
フー ティヨー フー ティヤー フーア ティー フー ティユーン 
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単純未来形 

 
男性変化 女性変化 

単数 複数 単数 複数 

一人称 

سمان ٿيند  ٿيندآسينآسين  ٿيندي سمان  ٿينديونسينآسين   

ma ̄̃ tʰi  ̄̃dusi asi  ̄̃ tʰi  ̄̃dāsi  ̄̃ ma ̄̃ tʰi  ̄̃diyasi asi  ̄̃ tʰi  ̄̃diyu ̄̃si  ̄̃ 
マーン 

ティーンドゥスィ 
アスィーン 

ティーンダースィーン 
マーン 

ティーンディヤスィ 
アスィーン 

ティーンディユーンスィーン 

二人称 

ٿيندينتون ٿيندآتوھين  ٿينديئنتون  ٿينديونتوھين   

tu ̄̃ tʰi  ̄̃dẽ tavʰi  ̄̃ tʰi  ̄̃dā tu ̄̃ tʰi  ̄̃dīã tavʰi  ̄̃ tʰi  ̄̃diyu ̄̃ 
トゥーン 

ティーンデーン 
タヴィーン 
ティーンダー 

トゥーン 
ティーンディーアン 

タヴィーン 
ティーンディユーン 

三人称（近称） 
ٿيندوھيء  ٿيندآھي  ٿينديھيء   ٿينديونھي   

hīu tʰi  ̄̃do hī tʰi  ̄̃dā hīa tʰi  ̄̃dī hī tʰi  ̄̃diyu ̄̃ 
ヒーウ ティーンドー ヒー ティーンダー ヒーア ティーンディー ヒー ティーンディユーン 

三人称（遠称） 
ٿيندوھو ٿيندآھو  ٿينديھوء   ٿينديونھو   

hū tʰi  ̄̃do hū tʰi  ̄̃dā hūa tʰi  ̄̃dī hū tʰi  ̄̃diyu ̄̃ 
フー ティーンドー フー ティーンダー フーア ティーンディー フー ティーンディユーン 
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例文 
 .ٿيوڊآڪٽر۾۰۹۹۱ھو

hū uṇuvīha sau navve mẽ ḍākṭaru tʰiyo.  
フー ウヌヴィーハ ソウ ナッヴェー メン ダークタル ティヨー 

彼は１９９０年に博士になった。 

 .ٿيٿئيگولڌرتي
dʰartī goli tʰie tʰī  

ダルティー ゴーリ ティエー ティー 
地球は丸い。 

 .آ ھيٿيندوڏينھنسانآڀرڻسج
sija ubʰraṇa sa ̄̃ d ̣̄i  ̄̃hũ tʰi  ̄̃do āhe.  

スィジャ ウバラナ サーン ディーンフン ティーンドー アーヘー 
太陽が昇り、昼になる。 

 رآء عامجيڪشميرينفيصلوجوآن۾،پاڪستانياٿئيشريڪ۾ڀارتڪشمير
 .وڃيڪيوسانشماريء 

kašmīru bʰārata mẽ šarīku tʰie yā pākisutāna mẽ, una jo faiṣlo kašmīriyani je 
`āma rāi šumārīa sa ̄̃ kayo waňe.  

カシュミール バーラタ メン シャリーク ティエー ヤー パーキスターナ メン、 ウナ ジョー フ

ァイスロー カシュミーリヤン ジェー アーム ラーイ シュマーリーア サーン カヨー ワニェー 
カシュミールがインドに入るか、パキスタンかの決定は、カシュミール人の住民投票によりなされる

べきであろう。 

 .ٿوٿئيشروعڀرسانجيڪرآچيء علائقوسامونڊيھي
hī sāmu ̄̃ḍī `ilāiqo karācīa je bʰarsa ̄̃ šurū tʰie tʰo.  

ヒー サームーンディー イラーイコー カラーチーア ジェー バルサーン シュルー ティエー トー 

この海岸地域はカラーチーの近くから始まります。 
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５．４．自動詞句と他動詞句 

 上記の例文のうち最後の２文のように、名詞句＋ ٿيڻ tʰiyaṇu という形で、自動詞句
をつくります。名詞句＋ ڪرڻ karaṇu という他動詞句と対をなす場合が多く見られま
す。 

自動詞句 他動詞句 
 ڪرڻشروع ٿيڻشروع

šurū tʰiyaṇu šurū karaṇu 
シュルー ティヤヌ シュルー カラヌ 

始まる 始める 

 ڪرڻبند ٿيڻندب
bandu tʰiyaṇu bandu karaṇu 
バンド ティヤヌ バンド カラヌ 
閉まる、終わる 閉める、終える 

 ڪرڻمرمت ٿيڻمرمت
marammata tʰiyaṇu marammata karaṇu 
マランマタ ティヤヌ マランマタ カラヌ 
直る、修理される 直す、修理する 

 ڪرڻعلاج ٿيڻعلاج
`ilāju tʰiyaṇu `ilāju karaṇu 
イラージュ ティヤヌ イラージュ カラヌ 

治療される 治療する 

 ڪرڻپيش ٿيڻپيش
peši tʰiyaṇu peši karaṇu 
ペーシ ティヤヌ ペーシ カラヌ 
提出される 提出する 
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 ڪرڻڪوشش ٿيڻڪوشش
košiša tʰiyaṇu košiša karaṇu 
コーシシャ ティヤヌ コーシシャ カラヌ 

努力される 努力する 

 ڪرڻتيار ٿيڻتيار
tayyāri tʰiyaṇu tayyāri karaṇu 
タイヤーリ ティヤヌ タイヤーリ カラヌ 

準備される 準備する 
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例文 
 .آ ھيٿينديڪوششلاء پڙھڻسنڌي

sindʰī paṛʰaṇa lāi košiša tʰi  ̄̃dī āhe.  
スィンディー パラナ ラーイ コーシシャ ティーンディー アーヘー 

スィンディー語を読むための努力がなされている。 

 .آ ھيونڪندآڪوششلاء پڙھڻسنڌيآسين
asi  ̄̃ sindʰī paṛʰaṇa lāi košiša kãdā āhiyu ̄̃.  

アスィーン スィンディー パラナ ラーイ コーシシャ カンダー アーヒユーン 
我々は、スィンディー語を読むためにがんばっている。 

 .ٿيٿئيتيارھتيآجرڪ
ajraka hite tayyāri tʰie tʰī.  

アジュラカ ヒテー タイヤーリ ティエー ティー 
アジュラクはここでつくられています。 

 .ٿانڪتيارآجرڪھتيڪاريگر
kārīgara hite ajraka tayyāri kani tʰā.  

カーリーガラ ヒテー アジュラカ タイヤーリ カン ター 
職人たちがここでアジュラクをつくっています。 

 .ھئيٿيمرمتجيوآچ
wāca jī marammata tʰī huī  

ワーチャ ジー マランマタ ティー フイー 
時計が直りました。 

 .ھئيڪئيمرمتجيوآچھن
hina wāca jī marammata kaī huī.  

ヒナ ワーチャ ジー マランマタ カイー フイー 
彼が時計を直しました。 
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風の取り込み装置 「マング」 
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第６章 形容詞 
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 形容詞は、その語尾変化の仕方によって、大きく２種類に分類することができます。

すなわち、基本形の語尾が、 o （オー）で終わるものと、それ以外のものです。基本形
の語尾が o で終わる形容詞については、その後ろに来る（修飾される）名詞の性・
数・格によって、形容詞の語尾も、語尾が o で終わる男性名詞と同様の規則変化を
します。 
 逆に、語尾が o で終わらないものについては、後ろに来る名詞（相当語）がどんな
形であれ、一切変化しません。 
 
 

６．１． o、ī で終わる形容詞 

 では、実際の変化を以下に示します。後置格形で、名詞のあとに来る  کي  kʰe  

は、与格を示す後置詞です。 

 

ڇوڪروسٺو  suṭʰo cʰokiro いい少年 

 
主格 後置格 

単数 

 (کي)ڇوڪريسٺي ڇوڪروسٺو
suṭʰo cʰokiro suṭʰe cʰokire (kʰe) 

ストー チョークロー ステー チョークレー （ケー） 

複数 

 (کي)ڇوڪرنسٺن ڇوڪرآسٺا
suṭʰā cʰokirā suṭʰani cʰokirani (kʰe) 

スター チョークラー スタン チョークラン （ケー） 
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ڇوڪريسٺي  suṭʰī cʰokirī いい少女 

 
主格 後置格 

単数 
 (کي)ڇوڪريء (سٺي)سٺيء  ڇوڪريسٺي

suṭʰī cʰokirī suṭʰīa (suṭʰī) cʰokirīa (kʰe) 
スティー チョークリー スティーア（スティー）チョークリーア （ケー） 

複数 
 (کي)ڇوڪرينسٺين ڇوڪريونسٺيون

suṭʰiyu ̄̃ cʰokiriyu ̄̃ suṭʰiyuni cʰokiriyuni (kʰe) 
スティユーン チョークリユーン スティユン チョークリユン （ケー） 
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６．２． o で終わらない形容詞 

سوآلمشڪل  muškilu sawālu 難しい質問 

 。sawālu  は、男性名詞  سوآل

 
主格 後置格 

単数 
 (کي)سوآلمشڪل سوآلمشڪل

muškilu sawālu muškilu sawāla (kʰe) 
ムシュキル サワール ムシュキル サワーラ （ケー） 

複数 
 (کي)سوآلنمشڪل سوآلمشڪل

muškilu sawāla muškilu sawālani (kʰe) 
ムシュキル サワーラ ムシュキル サワーラン （ケー） 

 

ٻوليمشڪل  muškilu b olī 難しい言語 

 。b olī  は、女性名詞  ٻولي

 
主格 後置格 

単数 
 (کي)ٻوليء مشڪل ٻوليمشڪل

muškilu b olī muškilu b olīa (kʰe) 
ムシュキル ボーリー ムシュキル ボーリーア （ケー） 

複数 
 (کي)ٻولينمشڪل ٻوليونمشڪل

muškilu b oliyu ̄̃ muškilu b oliyani (kʰe) 
ムシュキル ボーリユーン ムシュキル ボーリヤン （ケー） 
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例文 
 .آ ھيدلچسپ ڪتابھيء 

hīu kitābu dilcaspu āhe.  
ヒーウ キターブ ディルチャスプ アーヘー 

この本はおもしろいです。 

 .آ ھيڪتابدلچسپ ھيء 
hīu dilcaspu kitābu āhe.  

ヒーウ ディルチャスプ キターブ アーヘー 
これはおもしろい本です。 

 .آ ھيرھيلڳيھوآٿڌيآڄ
aj  u tʰadʰī hawā laḡī rahī āhe.  

アジュ タディー ハワー ラギー ラヒー アーヘー 
今日は冷たい風が吹いている。 

 .آ ھيھڪمانشھرنوڏن۾جپانآوساڪا
osākā japāna mẽ wad ̣̄ani šaharani ma ̄̃ hiku āhe.  

オーサカ ジャパーナ メン ワダン シャハラン マーン ヒク アーヘー 
大阪は日本の大きい都市の一つです。 

 .آ ھندريونننڍيونٽي۾ڪمريآن
una kamre mẽ ṭe nãḍʰiyu ̄̃ dariyu ̄̃ āhini.  

ウナ カムレー メン テー ナンディユーン ダリユーン アーヒン 
その部屋には小さな窓が３つある。 

 .آ ھنڀائروڏآٻہکيمون
mu ̄̃ kʰe b a wad ̣̄ā bʰāura āhini.  

ムーン ケー バー ワダー バーウラ アーヒン 
私には兄が２人いる。 
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 .کپنڪپڙآجارنگڪاريھنکيآسان
asa ̄̃ kʰe huna kāre rãga jā kapiṛā kʰapani.  

アサーンケー フナ カーレー ランガ ジャー カプラー カパン 
私たちは、あの黒い色の服が欲しいんです。 

 .آ ھنڪتابکلڏہگھٽ۾گھٽ۾ڪتبخانيھن
hina kutbxāne mẽ gʰaṭi mẽ gʰaṭi d ̣̄aha lakʰa kitāba āhini.  

ヒナ クトゥブハーネー メン ガト メン ガト ダハ ラカ キターバ アーヒン 
この図書館には少なくとも 100万冊の本がある。 

 .ڪانھيمشڪلڪاٻوليسنڌي
sindʰī b olī kā muškilu kānhe.  

スィンディー ボーリー カー ムシュキル カーンヘー 
スィンディー語は全く難しくありません。 
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話し合う村人たち 
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第７章 副詞 
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本章では、スィンディー語の副詞を学びます。例文を参照しながら、その用法を見てゆ

きましょう。 
副詞は通常、文頭に置かれます。 
７．１．時を表す副詞 

 ھاڻي
hāṇe  

ハーネー 
今 

 ھينئر
hi  ̄̃ara  

ヒーンアラ 
今 

 آڃا
aňā  

アニャー 
まだ 

 مھلآن
una mahala  
ウナ マハラ 

そのとき 
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例文 
 .ٻڌندآخبرونکانعبدآلعزيزھينئر

hi  ̄̃ara `abdul `azīz kʰa ̄̃ xabru ̄̃ b udʰãdā.  
ヒーンアラ アブドゥル アズィーズ カーン ハブルーン ブダンダー 

では、アブドゥル・アズィーズがニュースをお伝えします。 

 آ ھنوڳاآٺساڍآھاڻي
hāṇe sāḍʰā aṭʰa waḡā āhini.  

ハーネー サーデー アティーン ワガー アーヒン 
今、８時半です。 

 .ھئاسينرھيا۾ڪرآچيء آسينمھلنآ
una mahala asi  ̄̃ karācīa mẽ rahiyā huāsi  ̄̃.  

ウナ マハラ アスィーン カラーチーア メン ラヒヤー フアースィーン 
そのとき、私たちはカラチに住んでいました。 

 .آ ھيانويونہتيمزآرجيڀٽائيء عبدآللطيفشاھآڃا
aňā šāh `abdul latī̤f bʰiṭāīa jī mazāri te na wayo āhiya ̄̃.  

アニャー シャー アブドゥッラティーフ ビターイーア ジー マザーリ テー ナ ワヨー アーヒヤーン 

まだ、シャー・アブドゥッラティーフ・ビターイーの廟には行ったことがありません。 

 .آ ھيونمليوننہبہسانڪنھنتائينآڃا
aňā tāi  ̄̃ kãhĩ sa ̄̃ bi na miliyu ̄̃ āhiyu ̄̃.  

アニャー ターイーン カンヒン サーン ナ ミリユーン アーヒユーン 
まだ、誰とも会っていません。 
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以下の語彙も、時を表す副詞です。 
 سڀاڻي

subʰāṇe  
スバーネー 

明日 

 ڪالھ
kālʰa  
カーラ 
昨日 

 پرينھنڏينھن،ٽيون
ṭiyõ d ̣̄i  ̄̃hũ, pari  ̄̃hũ  

ティヨーン ディーンフン、パリーンフン 
おととい、あさって 

 سالھن
hina sāla  
ヒナ サーラ 

今年 

 سالآيندڙ
i  ̄̃daṛa sāla  

イーンダラ サーラ 
来年 

 سالگذريل
guzr̠iyala sāla  
グズリヤラ サーラ 

昨年 
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例文 
 .آيندسوريجوصبحسڀاڻي

subʰāṇe ṣubuḥa jo warī i  ̄̃dusi.  
スバーネー スブハ ジョー ワリー イーンドゥスィ 

明日朝、また来ます。 

 .ھوپيومينھنتيزمھلسانجھيء ڪالھ
kālʰa sa ̄̃jʰīa mahala tezu mi  ̄̃hũ payo ho.  

カーラ サーンジーア マハラ テーズ ミーンフン パヨー ホー 
昨日の夕方、ひどい雨が降りました。 

 .ملندآسينوري۾ممبئيء تيموڪلجيگرمينسالآيندڙ
i  ̄̃daṛa sāla garmiyuni je mokala te mumbaīa mẽ warī milãdāsi  ̄̃.  

イーンダラ サーラ ガルミユン ジェー モーカラ テー ムンバイーア メン ワリー ミランダースィ

ーン 
来年夏休みに、ムンバイーでまた会いましょう。 

 .ھوٿيوبخارکيمونجورآتڪالھ
kālʰa rāti jo mu ̄̃ kʰe buxāru tʰiyo ho.  

カーラ ラーティ ジョー ムーン ケー ブハール ティヨー ホー 
昨日の夜、私は熱が出ました。 

 .آ ھيڪندوڪم۾ڪارخانيھنکانجون۷۲سالگذريلھو
hū guzr̠iyala sāla satāvīha jūna kʰa ̄̃ hina kārxāne mẽ kamu kãdo āhe.  

グズリヤラ サーラ サターヴィーハ ジューン カーン フー ヒナ カールハーネー メン カム カ

ンドー アーヘー 
昨年６月 27日から、彼はこの工場で働いている。 

 .ھيآ ويئيڪئيپيش۾آسيمبليء قوميبجيٽجيسالماليآن
ina mālī sāla jī bajeṭi qaumī asemblīa mẽ peši kaī waī āhe.  

イナ マーリー サーラ ジー バジェーティ コウミー アセンブリーア メン ペーシュ カイー ワ

イー アーヘー 
今会計年度の予算が、下院議会に提出された。 
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 صبح
ṣubuḥu  
スブフ 
朝 

 ڏينھن
d ̣̄i  ̄̃hũ  

ディーンフン 
昼 

 منجھند
mãjʰãdu  

マンジャンド 
昼間 

 سانجھي
sa ̄̃jʰī  

サーンジー 
夕方 

 رآت
rāti  

ラーティ 
夜 
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例文 
 ملندو؟ڇاڇا۾نيرنجيصبح

ṣubuḥa je nerana mẽ cʰā cʰā milãdo?  
スブハ ジェー ネーラナ メン チャー チャー ミランドー 

朝食には、何がありますか？ 

 .آ ھيدعوتطرفانآستادوڳيستينرآتآڄ
aj  u rāti satẽ waḡe ustāda ta̤rfa ̄̃ da`wata āhe.  

アジュ ラーティ サテーン ワゲー ウスターダ タルファーン ダーワタ アーヘー 
今晩７時、先生からのご招待があります。 

 ٿيندي؟ڇامانيجيمنجھندآڄ
aj  u mãjʰãda jī mānī cʰā tʰi  ̄̃dī?  

アジュ マンジャンダ ジー マーニー チャー ティーンディー 
今日の昼食は何でしょうか？ 

 

 

 



~ 117 ~ 
 

７．２．場所を表す副詞 
تي  ھ 
hite  
ヒテー 
ここ 

 ھ تي
hute  
フテー 

そこ、あそこ 

 ھيڏآنھن
hed ̣̄a ̄̃hũ  

ヘーダーンフン 
こっち、こちら 

 ھوڏآنھن
hūd ̣̄a ̄̃hũ  

フーダーンフン 
そっち、そちら、あっち、あちら 

 مٿي
matʰe  
マテー 
上に 

 مٿان
matʰa ̄̃  
マターン 
上から 
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 ھيٺ
heṭʰi  

ヘーティ 
下に 

 ھيٺان
heṭʰa ̄̃  

ヘーターン 
下から 

 پري
pare  
パレー 
遠い 

 ھوويج
vejʰo  

ヴェージョー 
近くに 

 نزديڪ
nazdīku  

ナズディーク 
近くに 
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例文 
 .ويھوھتيآچيآندر

andari acī hite veho.  
アンダリ アチー ヒテー ヴェーホー 
中に入って、ここにお座りください。 

 .ڏسوھيڏآنھن
hed ̣̄a ̄̃hũ d ̣̄iso.  

ヘーダーンフン ディソー 
こちらをご覧ください。 

 .آ ھيٻليھڪھيٺڪرسيء 
kursīa heṭʰi hika b illī āhe.  

クルスィーア ヘーティ ヒカ ビッリー アーヘー 
いすの下に猫が一匹いる。 

 .نڪتيٻليھڪھيٺانڪرسيء 
kursīa heṭʰa ̄̃ hika billī niktī.  

クルスィーア ヘーターン ヒカ ビッリー ニクティー 
いすの下から猫が一匹出てきた。 

 .ڪونھيپريممبئيھتان
hita ̄̃ mumbaī pare konhe.  

ヒターン ムンバイー パレー コーンヘー 
ここからムンバイーは遠くありません。 
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７．３．上記以外の副詞 
 جلد

jaldu  
ジャルド 

早く（時間） 

 آ ھستي
āhiste  

アーヒステー 
ゆっくり 

 ذرآ
za̠rā  
ザラー 
ちょっと 

 آوچتو
ocito  

オーチトー 
急に、突然 
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例文 
 .ٻڌندآڳالھمنھنجيذرآ

za̠rā mũhĩjī ḡālʰi b udʰãdā.  
ザラー ムンヒンジー ガーリ ブダンダー 

ちょっと私の話を聞いてください。 

 .ٻڌوذرآ
za̠rā b udʰo.  
ザラー ブドー 

ちょっとすみません。 

 .ڳالھايوآ ھستيڪريمھرباني
mihirbānī kare āhiste ḡālʰāyo.  

メヘルバーニー カレー アーヒステー ガーラーヨー 
すみませんが、ゆっくり話してください。 

 .گھرجيھلائڻآ ھستيگاڏي۾علائقيھن
hina `ilāiqe mẽ gād ̣̄ī āhiste halāiṇu gʰurije.  

ヒナ イラーイケー メン ガーディー アーヒステー ハラーイヌ グルジェー 
この地域では、車はゆっくり走らせるべきです。 

 .لڳاڊوڙڻآوچتوھو
hū ocito ḍoṛaṇu laḡā.  

フー オーチトー ドーラヌ ラガー 
彼らは、急に走り始めた。 
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７．４．関係副詞 
次に、関係副詞を見てゆきましょう。それぞれに、主節を受ける語彙があります。 

 جڏھن
jad ̣̄ahĩ  

ジャダヒン 
そのとき 

 جتي
jite  

ジテー 
そこで 

 جتان
jita ̄̃  

ジターン 
そこから 

 جھڙو
jihiṛo  

ジェヘロー 
そのような 

 جيئن
jīã  

ジーアン 
そのように 
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例文 
 .ھونہماڻھوبہڪو۾ڪمريآنتڏھنھئاسين،پھتاھتيآسينجڏھن

jad ̣̄ahĩ asi  ̄̃ hite pahutā huāsi  ̄̃, tad ̣̄ahĩ ina kamre mẽ ko bi māṇʰū na ho.  
ジャダヒン アスィーン ヒテー パホター フアースィーン、タダヒン イナ カムレー メン コー ビ 

マーヌー ナ ホー 
私たちがここに着いたときには、この部屋には誰もいませんでした。 

 .آ ھيگھربہجوآسانآتيآ ھي،گھرجوھننجتي
jite hunani jo gʰaru āhe, ute asa ̄̃ jo bi gʰaru āhe.  

ジテー フナン ジョー ガル アーヘー、ウテー アサーン ジョー ビ ガル アーヘー 
彼らの家がある場所に、我々の家もあります。 

 .آ ھنآيندآبہآنبآتانآ ھن،آيندآڪيلاجتان
jita ̄̃ kelā i  ̄̃dā āhini, uta ̄̃ ãba bi i  ̄̃dā āhini.  

ジターン ケーラー イーンダー アーヒン、ウターン アンバ ビ イーンダー アーヒン 
バナナが来る場所から、マンゴーも来ています。 

 .ٿاوڃنسڪيوآھآھيٿيو،گھٽپاڻيجودريائنئيجيئن
jīã ī daryāani jo pāṇī gʰaṭi tʰiyo, ihe wāha sukī waňani tʰā.  

ジーアン イー ダルヤーアン ジョー パーニー ガティ ティヨー、イヘー ワーハ スキー ワニ

ャン ター 
川の水が減ると、運河が干上がってしまう。 

 کوٽجيبجليء آ ھي،رھيوڌيآ بادي۽آ ھيرھيوڪريترقيملڪجيئنجيئن
 .آ ھيرھيٿيمحسوس

jīã jīã mulku taraqqī kare rahiyo āhe aĩ ābādī wadʰī rahī āhe, bijlīa jī kʰoṭa 
maḥsūsu tʰī rahī āhe.  

ジーアン ジーアン ムルク タラッキー カレー ラヒヨー アーヘー アイン アーバーディー ワ

ディー ラヒー アーヘー、ビジリーア ジー コータ マフスース ティー ラヒー アーヘー 
国が発展し、人口が増えるにつれて、電力不足を感じている。 
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 ڇڏي۾وآھپاڻيموجبآنھجي،گھرججيتريٿو،وڃيڪيوبندکيآنھن

 .سگھجي
unhani kʰe bandu kayo waňe tʰo, jetirī gʰurja huje, una mojibu pāṇī wāha mẽ 

cʰad ̣̄ī sagʰije.  
ウンハン ケー バンド カヨー ワニェー トー、ジェートリー グルジャ フジェー、ウナ モージブ 

パーニー ワーハ メン チャディー サギジェー 
必要に応じて、水が運河に残るように、そこがせき止められます。 
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接続詞 
スィンディー語の接続詞には以下のようなものがあります。 

 

８．１．順接の接続詞 
 ۽
aĩ  

アイン 
そして、だから 

 تہ
ta  
タ 

すると、 

 ڪريآن
ina kare  

イナ カレー 
だから、そのため 

 ڪريآنھيء 
inihīa kare  

イニヒーア カレー 
だからこそ、そのため 

 لاء آن
ina lāi  

イナ ラーイ 
だから、そのため 
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例文 
下線部が、接続詞を示します。 

 .ٿاھلونممبئيء توھين۽مان
ma ̄̃ aĩ tavʰi  ̄̃ mumbaīa halu ̄̃ tʰā.  

マーン アイン タヴィーン ムンバイーア ハルーン ター 
私とあなたがムンバイーへ行きます。 

 .آيندسبہمان۽آيندو،ھتيسڀاڻيھو
hū subʰāṇe hite i  ̄̃do, aĩ ma ̄̃ bi i  ̄̃dusi.  

フー スバーネー ヒテー イーンドー、アイン マーン ビ イーンドゥスィ 
彼は明日ここへ来るでしょう。そして私も来ます。 

 .ويئيٿيديرڪريآنٿيو،وحادثجوگاڏيء ۾رستي
raste mẽ gād ̣̄īa jo ḥādiso̤ tʰiyo, una kare deri tʰī waī.  

ラステー メン ガーディーア ジョー ハーディソー ティヨー、ウナ カレー デーリ ティー ワイ

ー 
途中で車の事故があったので、遅くなりました。 

 .ويولڳيوقت۾پڙھڻلاء آنآ ھي،مشڪلڏآڍولاء منھنجيڪتابھيء 
hīu kitābu mũhĩje lāi d ̣̄āḍʰo muškilu āhe, ina lāi paṛʰaṇa mẽ waqtu laḡī wayo.  
ヒーウ キターブ ムンヒンジェー ラーイ ダードー ムシュキル アーヘー、イナ ラーイ パラナ 

メン ワクトゥ ラギー ワヨー 
この本は私には難しい。なので、読むのには時間がかかりました。 

ڪريآنھيء آ ھي،مشھورگھڻوشڪارجومڇين۾نديء سنڌوء 
 .ٿيونکائجنمڇيونپلاھتي

sindʰūa nadīa mẽ macʰiyuni jo šikāru gʰaṇo mašahūru āhe, inihīa kare hite pallā 
macʰiyu ̄̃ kʰāijani tʰiyu ̄̃.  

スィンドゥーア ナディーア メン マチユン ジョー シカール ガノー マシャフール アーヘー、イ

ニヒーア カレー ヒテー パッラー マチユーン カーイジャン ティユーン 
インダス河では漁がとても有名です。だからこそ、ここではパッラーが食べられているのです。 
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８．２．逆接の接続詞 
 پر

para  
パラ 
しかし 

 ليڪن
lekin  

レーキン 
しかし、けれど 

 مگر
magar  
マガル 

しかし、けれど 

 

例文 
 .ھئاسينآ يانہآسينپرھئي،آ ئيھتيھوء ڪالھ

kālʰa hūa hite āī huī, para asi  ̄̃ na āyā huāsi  ̄̃.  
カーラ フーア ヒテー アーイー フイー、パラ アスィーン ナ アーヤー フアースィーン。 

彼女は昨日ここへ来たが、我々は来なかった。 

 .آچينٿيپنجابيليڪنٿي،آچيسنڌيکيآسان
asa ̄̃ kʰe sindʰī ace tʰī, lekin panjābī natʰī ace.  

アサーン ケー スィンディー アチェー ティー、レーキン パンジャービー ナティー アチェー。 
我々は、スィンディー語はできますが、パンジャービー語はできません。 

 .آ ھيسٺيموسمآڄمگرھو،پيومينھنڪالھ
kālʰa mi  ̄̃hũ payo ho, magar aj  u mausami suṭṭʰī āhe.  

カーラ ミーンフン パヨー ホー、マガル アジュ モウサム スッティー アーヘー。 
昨日雨が降ったが、今日は天気がいい。 
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８．３．上記以外の接続詞 
 يا
yā  
ヤー 

あるいは、それとも 

 بہ
bi  
ビ 
も 

 پڻ
paṇa  
パナ 
も 

 تہ...آيترو
etiro... ta  

エートロー……タ 
このように……なので 
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例文 
 آچو؟وٽمونتوھينياآچان،وٽتوھانمانڇا

cʰā ma ̄̃ tavʰa ̄̃ waṭi aca ̄̃, yā tavʰi  ̄̃ mu ̄̃ waṭi aco?  
チャー マーン タヴァーン ワティ アチャーン、ヤー タヴィーン ムーン ワティ アチョー？ 

私があなたのところへ行きましょうか、それともあなたが私のところにいらっしゃいますか？ 

 .آ ھينہجھڙيھڪ۾ملڪسڄيآ بھوآ۾ڀارتتہآ ھيخبرکيتوھان
tavʰa ̄̃ kʰe xabara āhe ta bʰārata mẽ ābhawā saj  e muluka mẽ hika jihiṛī na āhe.  
タヴァーン ケー ハバラ アーヘー タ バーラタ メン アーブハワー サジェー ムルカ メン ヒ

カ ジェヘリー ナ アーヘー 
あなたが知っているとおり、インドでは気候は、国全体で同じではありません。 

 .آ ھيگھٽڪٿيتہآ ھيگھڻيڪٿيآ باديجيملڪ
mulka jī ābādī kitʰe gʰaṇī āhe ta kitʰe gʰaṭi āhe.  

ムルカ ジー アーバーディー キテー ガニー アーヘー タ キテー ガティ アーヘー 
国の人口は、多いところと少ないところがあります。 

 .کائيندآسينآنببہآسينسڀاڻي
subʰāṇe asi  ̄̃ bi ãba kʰāi  ̄̃dāsi  ̄̃.  

スバーネー アスィーン ビ アンバ カーイーンダースィーン 
明日、私たちもマンゴーを食べましょう。 

 .آ ھنملياذخيرآجاڪوئليپڻ۾علائقيوآريٿر
tʰara wāre `ilāiqe mẽ paṇa koile jā za̠xairā miliyā āhini.  

タラ ワーレー イラーイケー メン パナ コーイレー ジャー ザハイラー ミリヤー アーヒン 
タル地域でも石炭資源が見つかった。 

 .سگھياوڃينہٻاھرماڻھوجوھئيگرميتہآيتري
etirī ta garmī huī jo māṇʰū b āhiri na waňī sagʰiyā.  

エーティリー タ ガルミー フイー ジョー マーヌー バーハリ ナ ワニー サギヤー 
とても暑かったので、人々は外へ出られなかった。 
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水を汲みに行く女性たち（タル・パールカル近郊） 
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第９章 疑問詞・疑問文 
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９．１．「はい」「いいえ」で答える疑問文 

 「はい」「いいえ」で答えられる疑問文の文頭に ڇا cʰā を付加して、その文が疑問文
であることを示します。省略されることもあります。その場合は、抑揚で疑問文であるこ

とを示します。日本語と同様、文末を高くすれば、疑問文となります。 
 「はい」「いいえ」の答え方は、原則として、事実がどうかによります。どんな質問をされ

ても、事実に即していれば、「はい」で答え、そうでなければ「いいえ」で答えます。 

 آ ھي؟ڪتابتوھانجوھيء ڇا
cʰā hīu tavʰa ̄̃jo kitābu āhe?  

チャー ヒーウ タヴァーンジョー キターブ アーヘー 
これは、あなたの本ですか？ 

 .آ ھيڪتابمنھنجوھيء ھائو،جي
jī hāo, hīu mũhĩjo kitābu āhe.  

ジー ハーオー、ヒーウ ムンヒンジョー キターブ アーヘー 
はい、これは私の本です。 

 .ناھيڪتابمنھنجوھيء نہ،جي
jī na, hīu mũhĩjo kitābu nāhe.  

ジー ナ、ヒーウ ムンヒンジョー キターブ ナーヘー 
いいえ、これは、私の本ではありません。 
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９．２．疑問詞を用いる疑問文 
 スィンディー語の主な疑問詞は、次のとおりです。 

 cʰā       チャー           何          ڇا

 kad ̣̄ahĩ   カダヒン          いつ       ڪڏھن

 kitʰe     キテー            どこ        ڪٿي

 ked ̣̄a ̄̃hũ   ケーダーンフン    どっち（方向）     ڪيڏآنھن

 keru     ケール           誰         ڪير

 kihiṛo    ケヘロー          どのような、どちら（選択）       ڪھڙو

 ketiro    ケーティロー       どのくらい       ڪيترو

 ketirā     ケーティラー      どのくらい（変化あり）       ڪيترآ

 kīã       キーアン         どのように       ڪيئن

 cʰo       チョー           なぜ         ڇو

 kitʰa ̄̃     キターン          どこから       ڪٿان

 
 上記の疑問詞のうち、 ڪٿان kitʰa ̄̃ 以外は、後置詞を伴うことがあります。以下の例
文を参照してください。 
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例文 
 آ ھي؟مطلبڇاجوھن

huna jo cʰā matl̤abu āhe?  
フナ ジョー チャー マトラブ アーヘー 

それはどういう意味ですか？ 

 آ ھي؟ڪيرھو
hū keru āhe?  

フー ケール アーヘー 
あれは誰ですか？ 

 آ ھيو؟آ يونھتيگڏسانڪنھنتوھين
tavʰi  ̄̃ kãhĩ sa ̄̃ gad ̣̄u hite āyu ̄̃ āhiyo?  

タヴィーン カンヒン サーン ガドゥ ヒテー アーユーン アーヒヨー 
あなた（女性）は、誰と一緒にここへ来たのですか？ 

 آ ھي؟ڪٿيآسٽيشنسکر
sakkʰaru isṭešani kitʰe āhe?  

サッカル イステーシャン キテー アーヘー 
サッカル駅はどこですか？ 

 آ ھي؟ڪڏھنعرسجوڀٽائيء عبدآللطيفشاھ
šāha `abdullatī̤fa bʰiṭāīa jo `urs kad ̣̄ahĩ āhe?  

シャー アブドゥッラティーフ ビターイーア ジョー ウルス カダヒン アーヘー 
シャー・アブドゥッラティーフ・ビターイーのウルスはいつですか？ 

 ھئا؟آ يانہڇوڪالھتوھين
tavʰi  ̄̃ kālʰa cʰo na āyā huā?  

タヴィーン カーラ チョー ナ アーヤー フアー 
あなたは昨日、なぜ来なかったのですか？ 
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 آ ھيو؟آ يلڪٿانتوھين
tavʰi  ̄̃ kitʰa ̄̃ āyala āhiyo?  

タヴィーン キターン アーヤラ アーヒヨー 
あなたはどこからいらっしゃっているのですか？ 

 آ ھي؟حالڪھڙو
kihiṛo ḥalu āhe?  

ケヘロー ハール アーヘー 
お元気ですか？ 
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９．３．語尾変化をする疑問詞 

 上記のうち、語尾が o で終わる疑問詞は、語尾が o で終わる形容詞と同様の語

尾変化をします。 

 kihiṛo  どのような、どちら（選択） ڪھڙو

 
男性形 女性形 

主格 後置格 主格 後置格 

単数 
 ڪھڙيء  ڪھڙي ڪھڙي ڪھڙو

kihiṛo kihiṛe kihiṛī kihiṛīa 
ケヘロー ケヘレー ケヘリー ケヘリーア 

複数 
 ڪھڙين ڪھڙيون ڪھڙن ڪھڙآ

kihiṛā kihiṛani kihiṛiyu ̄̃ kihiṛiyuni 
ケヘラー ケヘラン ケヘリユーン ケヘリユン 

 

例文 

 آ ھي؟ڏينھنڪھڙوآڄ
aj  u kihiṛo d ̣̄i  ̄̃hũ āhe?  

アジュ ケヘロー ディーンフン アーヘー 
今日は何曜日ですか？ 

 آ ھن؟موجودوسيلاقدرتي۾حصنڪھڙنڪھڙنجيملڪھن
hina mulka je kihiṛani kihiṛani ḥiṣṣani mẽ qudratī wasīlā maujūdu āhini?  

ヒナ ムルカ ジェー ケヘラン ケヘラン ヒッサン メン クドラティー ワスィーラー モウジュード 

アーヒン 
この国のどことどこの地域に天然資源がありますか？ 
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 آ ھي؟ڪھڙوڪمجوھن
huna jo kamu kihiṛo āhe  

フナ ジョー カム ケヘロー アーヘー 
彼女の仕事はどんなものですか？ 

 

 「誰」という疑問詞も、以下のような変化をします。 

 keru  誰 ڪير

 

男性形 女性形 
主格 後置格 主格 後置格 

単数 
 ڪنھن ڪير ڪنھن ڪير

keru kãhĩ kera kãhĩ 
ケール カンヒン ケーラ カンヒン 

複数 
 ڪن ڪير ڪن ڪير

keru kini kera kini 
ケール キン ケーラ キン 
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９．４．そのほかの疑問文 
 値段や時間を尋ねる場合、上記の疑問詞を使わない、別の表現もあります。 
（１）値段・金額 

 آ ھن؟پيساگھڻا
gʰaṇā paisā āhini?  

ガナー パイサー アーヒン？ 
いくらですか？ 

 آ ھي؟قيمتڪيتريجيمڇيء ھن
hina macʰīa jī ketirī qīmata āhe?  

ヒナ マチーア ジー ケーティリー キーマタ アーヘー 
この魚は、いくらですか？ 

（２）時間・距離など 

 ن؟آ ھوڳاڪيترآ
ketirā waḡā āhini?  

ケーティラー ワガー アーヒン？ 
何時ですか？ 

 آ ھي؟پريگھڻوممبئيکاندھليء نئينء 
nai  ̄̃a dihilīa kʰa ̄̃ mumbaī gʰaṇo pare āhe?  

ナイーンア ディヒリーア カーン ムンバイー ガノー パレー アーヘー 
ニューデリーからムンバイーまでどのくらいの距離がありますか。 
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授業が終わった子供たち（ミッティー） 
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第 10章 数詞 
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１０．１．基数詞１ 

 

 スィンディー語の基数詞（１から 100 まで）は、以下のとおりです。なお、48 までの数

字は、修飾する名詞（相当語）の性・数に応じて語尾が変化するので、注意が必要で

す。10以上の数字については、基本的に１の位を先に言い、10の位があとに来ます。

また、１の位が９の数字は、－１と考えます。例えば、49 は、50－1 という表現をします。 

 なお、スィンディー文字は右から左に向かって書きますが、数字だけは左から右に向

かって書きます。 
 
 

数字 表記 転写記号 読み 

 hiku ヒク ھڪ ۱

 b a バー ٻہ ۲

 ṭe テー ٽي ۳

 cāri チャール چار ۴

 pãja パンジャ پنج ۵

 cʰaha チャハ ڇھہ ۶

 sata サタ ست ۷

 aṭʰa アタ آٺ ۸

 nawa ナワ نو ۹

 d ̣̄aha ダハ ڏھ ۱۱
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数字 表記 転写記号 読み 

 yārahã ヤーラハン يارھن ۱۱

 b ārahã バーラハン ٻارھن ۱۲

 terahã テーラハン تيرھن ۱۳

 cod ̣̄ahã チョウダハン چوڏھن ۱۴

 pãdrahã パンドラハン پندرھن ۱۵

 sorahã ソーラハン سورھن ۱۶

 satrahã サトラハン سترھن ۱۷

 arṛihã アルリハン آرڙھن ۱۸

 uṇuvīha ウヌヴィーハ آڻويھ ۱۹

 vīha ヴィーハ ويھ ۲۱

 
数字 表記 転写記号 読み 

 ekivīha エーキヴィーハ آيڪويھ ۲۱

 b āvīha バーヴィーハ ٻاويھ ۲۲

 ṭevīha テーヴィーハ ٽيويھ ۲۳

 codvīha チョウヴィーハ چوويھ ۲۴

 pãjuvīha パンジュヴィーハ پنجويھ ۲۵

 cʰavīha チャヴィーハ ڇھويھ ۲۶

 satāvīha サターヴィーハ ستاويھ ۲۷

 aṭʰāvīha アターヴィーハ آٺاويھ ۲۸

 uṇaṭīha ウナティーハ آڻٽيھ ۲۹

 ṭīha ティーハ ٽيھ ۳۱
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数字 表記 転写記号 読み 

 ekaṭīha エーカティーハ آيڪٽيھ ۳۱

 b aṭīha バティーハ ٻٽيھ ۳۲

 ṭeṭīha テーティーハ ٽيٽيھ ۳۳

 coṭīha チョウティーハ چوٽيھ ۳۴

 pãjaṭīha パンジャティーハ پنجٽيھ ۳۵

 cʰaṭīha チャティーハ ڇٽيھ ۳۶

 sataṭīha サタティーハ ستٽيھ ۳۷

 aṭʰaṭīha アタティーハ آٺٽيھ ۳۸

 ūṇetālīha ウーネーターリーハ آوڻيتاليھ ۳۹

 cālīha チャーリーハ چاليھ ۴۱

 
数字 表記 転写記号 読み 

 eketālīha エーケーターリーハ آيڪيتاليھ ۴۱

 b āetālīha バーエーターリーハ ٻائيتاليھ ۴۲

 ṭetālīha テーターリーハ ٽيتاليھ ۴۳

 coetālīha チョウエーターリーハ چوئيتاليھ ۴۴

 pãjetālīha パンジェーターリーハ پنجيتاليھ ۴۵

 cʰāetālīha チャーエーターリーハ ڇائيتاليھ ۴۶

 satetālīha サテーターリーハ ستيتاليھ ۴۷

 aṭʰetālīha アテーターリーハ آٺيتاليھ ۴۸

 uṇvãjāhu ウヌワンジャー آڻونجاھ ۴۹

 pãjāhu パンジャーフ پنجاھ ۵۱
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数字 表記 転写記号 読み 

 ekivãjāhu エーキワンジャーフ آيڪونجاھ ۵۱

 b āvãjāhu バーワンジャーフ ٻاونجاھ ۵۲

 ṭevãjāhu テーワンジャーフ ٽيونجاھ ۵۳

 covãjāhu チョウワンジャーフ چوونجاھ ۵۴

ونجاھپنج ۵۵  pãjuvãjāhu パンジュワンジャーフ 

 cʰahavãjāhu チャハワンジャーフ ڇھونجاھ ۵۶

 satuvãjāhu サトゥワンジャーフ ستونجاھ ۵۷

 aṭʰuvãjāhu アトゥワンジャーフ آٺونجاھ ۵۸

 uṇhaṭʰi ウヌハティ آڻھٺ ۵۹

 saṭʰi サティ سٺ ۶۱

 
数字 表記 転写記号 読み 

 ekahaṭʰi エーカハティ آيڪھٺ ۶۱

 b āhaṭʰi バーハティ ٻاھٺ ۶۲

ھٺٽي ۶۳  ṭehaṭʰi テーハティ 

 cohaṭʰi チョウハティ چوھٺ ۶۴

 pãjahaṭʰi パンジャハティ پنجھٺ ۶۵

 cʰāhaṭʰi チャーハティ ڇاھٺ ۶۶

 satahaṭʰi サタハティ ستھٺ ۶۷

 aṭʰhaṭʰi アタハティ آٺھٺ ۶۸

 uṇahatari ウナハタリ آڻھتر ۶۹

 sattari サッタリ ستر ۷۱
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数字 表記 転写記号 読み 

 ekahatari エーカハタリ آيڪھتر ۷۱

 b āhatari バーハタリ ٻاھتر ۷۲

 ṭehatari テーハタリ ٽيھتر ۷۳

 cohatari チョウハタリ چوھتر ۷۴

 pãjahatari パンジャハタリ پنجھتر ۷۵

 cʰāhatari チャーハタリ ڇاھتر ۷۶

 satahatari サタハタリ ستھتر ۷۷

 aṭʰahatari アタハタリ آٺھتر ۷۸

 uṇāsī ウナースィー آڻاسي ۷۹

 asī アスィー آسي ۸۱

 
数字 表記 転写記号 読み 

 ekāsī エーカースィー آيڪاسي ۸۱

 b yāsī ビャースィー ٻياسي ۸۲

 ṭiyāsī ティヤースィー ٽياسي ۸۳

 corāsī チョウラースィー چورآسي ۸۴

 pãjāsī パンジャースィー پنجاسي ۸۵

 cʰahāsī チャハースィー ڇھاسي ۸۶

 satāsī サタースィー ستاسي ۸۷

 aṭʰāsī アタースィー آٺاسي ۸۸

 uṇānave ウナーナヴェー آڻانوي ۸۹

 nave ナヴェー نوي ۹۱
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数字 表記 転写記号 読み 

 ekānave エーカーナヴェー آيڪانوي ۹۱

 b yānave ビャーナヴェー ٻيانوي ۹۲

 ṭiyānave ティヤーナヴェー ٽيانوي ۹۳

 corānave チョウラーナヴェー چورآنوي ۹۴

 pãjānave パンジャーナヴェー پنجانوي ۹۵

 cʰahānave チャハーナヴェー ڇھانوي ۹۶

 satānave サター－ナヴェー ستانوي ۹۷

 aṭʰānave アターナヴェー آٺانوي ۹۸

 niwānave ニワーナヴェー نوآنوي ۹۹

 sau ソウ سو ۱۱۱
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１０．２．基数詞２ 
一般に用いられる数詞には、いわゆる基数詞以外にも、以下のような語彙がしばしば

用いられます。時間や値段の表現には必須だと言えます。 
 pāu パーウ پاء  1/4

 adʰu アドゥ آڌ 1/2

 d ̣̄eḍʰu デードゥ ڏيڍ 1+1/2

 aḍʰāī アダーイー آڍآئي 2+1/2

 sawā サワー سوآ 1/4+

 pauṇo ポウノー پوڻو 1/4-

 muno ムノー منو 3/4+

 sāḍʰā サーダー ساڍآ 1/2+

 
（１）時間表現 

 .آ ھنوڳاٽيپوڻاھاڻي
hāṇe pauṇā ṭe waḡā āhini.  

ハーネー ポウナー テー ワガー アーヒン 

今、３時 15分前です。 

 .ٿوآچانمانتيوڳيٽينپوڻي
pauṇe ṭĩ waḡe ma ̄̃ aca ̄̃ tʰo.  

ポウネー ティーン ワゲー マーン アチャーン トー 

３時 15分前に、私（男性）は来ます。 

 .آچوموٽيتائينوڳيپنجينسوآ
sawā pãjẽ waḡe tāi  ̄̃ moṭī aco.  

サワー パンジェーン ワゲー ターイーン モーティー アチョー 

５時 15分までに戻ってきてください。 
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 .آ ھيپھتوجھازوڳيڏيڍ
d ̣̄eḍʰu waḡe jahāzu pahto āhe.  

デードゥ ワゲー ジャハーズ パホトー アーヘー 
１時半に飛行機が到着した。 

 .آ ھنوڳاآڍآئيھاڻي
hāṇe aḍʰāī waḡā āhini.  

ハーネー アダーイー ワガー アーヒン 
今、２時半です。 

 .وينديٿيختمتقريبھيء وڳيستينساڍي
sāḍʰe satẽ waḡe hīa taqrībi xatamu tʰī vi  ̄̃dī.  

サーデー サテーン ワゲー ヒーア タクリービ ハタム ティー ヴィーンディー 
７時半にこの式典は終わるでしょう。 

 

（２）物の値段・金額、距離 
 .آ ھنروپياسوپنجساڍآتائينآسٽيشنڪرآچيء 

karācīa isṭešani tāi  ̄̃ sāḍʰā panja sau rupayā āhini.  
カラーチーア イステーシャン ターイーン サーダー パンジャ ソウ ルパヤー アーヒン 

カラーチー駅まで 550ルピーです。 

 .ورتوڪمروھيء ۾روپينھزآرآئيآڍمون
mu ̄̃ aḍʰāī hazāra rūpayani mẽ hīa kamro warto.  

ムーン アダーイー ハザーラ ルーパヤン メン ヒーウ カムロー ワルトー 
2500ルピーで、私はこの部屋を取った。 

 .آ ھنميٽرڪلوسوٽيساڍآتائينآحمدآ بادکانممبئيء 
mumbaīa kʰa ̄̃ aḥmadābād tāi  ̄̃ sāḍʰā ṭe sau kilo mīṭara āhini.  

ムンバイーア カーン アフマダーバード ターイーン サーダー テー ソウ キローミータル アーヒン 

ムンバイーからアフマダーバードまで 350kmあります。 
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１０．３． 100 を超える数字 
 100 以上の数字については、以下のとおりとなります。位取りが日本語とは異なりま
すので、注意してください。 
100を超える数字 

数字 表記 転写記号 読み 

 hiku sau hiku ヒク ソウ ヒク ھڪسوھڪ ۱۱۱

 hiku sau b a ヒク ソウ バ ٻہسوھڪ ۱۱۲

 hiku sau ṭe ヒク ソウ テー ٽيسوھڪ ۱۱۳

 hiku sau cāri ヒク ソウ チャール چارسوھڪ ۱۱۴

 hiku sau pãja ヒク ソウ パンジャ پنجسوھڪ ۱۱۵

 b a sau バ ソウ سوٻہ ۲۱۱

 b a sau d ̣̄aha バ ソウ ダハ ڏھسوٻہ ۲۱۱

 ,cāri sau pãjāha سوچارساڍآپنجاھ،سوچار ۴۵۱
sāḍʰā cāri sau 

チャール ソウ パ

ンジャーハ、 
サーダー チャー

ル ソウ 

 cʰaha sau satāvīha チャハ ソウ ستاويھسوڇھہ ۶۲۷
 サターヴィーハ 

 hiku hazāru ヒク ハザール ھزآرھڪ ۱۱۱۱

۲۵۱۱ 
،آڍآئي  ھزآر 

 سوپنجھزآرٻہ
aḍʰāī hazāru, b a 
hazāra pãja sau 

アダーイー ハザ

ーラ、 
バ ハザーラ パン

ジャ ソウ 

 hiku lakʰu ヒク ラク لکھڪ ۱۱۱۱۱۱

۱۲۳۴۵۶ 
 ھزآرٽيويھہلکھڪ
 ڇھونجاھسوچار

hiku lakʰu ṭevīha 
hazāru cāri sau 
cʰahawãjāhu 

ヒク ラク テーヴィ

ーハ ハザール 

チャール ソウ チ

ャハワンジャーフ 

 hiku karoṛu ヒク カロール ڪروڙھڪ ۱۱۱۱۱۱۱۱
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 hiku karoṛu ṭīha آٺھترسونوھزآرٽيھڪروڙھڪ ۱۱۱۳۱۹۷۸
hazāru nawa sau 

aṭʰahatari 

ヒク カロール テ

ィーハ ハザール 

ナワ ソウ アタハ

タリ 

 

 

 

 

 

カラーチー・カントンメント駅 
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１０．４．分数、小数など 
（１）小数 
小数の読み方は、日本語と同じで、小数点以下を一桁ずつ読んでいきます。 

۳ء۷۶  3.76  

ṭe d ̣̄ihāī sata cʰaha 

۱ ء۱۸  0.08  

b uṛī d ̣̄ihāī b uṛī aṭʰa 
（２）分数 
分数は、先に分子を読みます。 

ٽيڀاڱيٻہ   2/3  

b a bʰāṅe ṭe 

ٻاويھہڀاڱيتيرھن   13/22  

terahã bʰāṅe b āvīha 
（３）百分率 

「パーセント」を表す語彙は、 سيڪڙو  sekiṛo です。 

سيڪڙوآٺانوي  98%  

aṭʰānave sekiṛo 

 

例文 
 .ٿيآچيسنڌيکيماڻھنسيڪڙو۶۱جيآ باديء جيعلائقيآن

ina `ilāiqe je ābādīa je saṭʰa sekiṛo māṇʰuni kʰe sĩdʰī ace tʰī.  
イナ イラーイケー ジェー アーバーディーア ジェー サタ セーキロー マーヌン ケー スィン

ディー アチェー ティー 
この地域の人口の 60％は、スィンディー語ができる。 
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１０．５．基数詞に関する注意事項 

 

基数詞は、後置詞を伴う表現の場合、以下のような語尾変化を伴うので、注意が必要

です。 

数字 ھڪ hiku の例 

 منٽھڪ
hiku minṭu 
ヒク ミント 
１分 

 ۾منٽھڪ
hika minṭa mẽ 
ヒカ ミンタ メン 

１分で 

数字 ٻہ b a の例 

 .ٿالڳنڪلاڪٻہ
b a kalāka laḡani tʰā.  
バ カラーカ ラガン ター 

２時間かかります。 

 .ويندوٿيختم۾ڪنڪلاٻن
b ini kalākani mẽ xatam tʰī vi  ̄̃do.  

ビン カラーカン メン ハタム ティー ヴィーンドー 
２時間で終わるでしょう。 

 .آچووڳيٻين
b i  ̄̃ waḡe aco.  

ビーン ワゲー アチョー 
２時に来て下さい。 
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数字 ڇھ cʰaha の例 

 ڄڻاڇھ
cʰaha j  aṇā  

チャハ ジャナー 
６人の人間 

 .ڏناتحفاکيڄڻنڇھنمون
mu ̄̃ cʰahani j  aṇani kʰe toḥfā d ̣̄inā.  

ムーン チャハン ジャナン ケー トホファー ディナー 
私は、６人の人に贈り物を渡した。 
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基数詞１から 12までの変化は以下のとおりとなります。 

主格 後置格 時間表現 

 hika ھڪ hika ھڪ hiku ھڪ

b i ٻين b ini ٻن b a ٻہ  ̄̃ 

ṭi ٽين ṭini ٽن ṭe ٽي  ̄̃ 

cai چئين caini چئن cāri چار  ̄̃ 

 pãjẽ پنجين pãjani پنجن panja پنج

 cʰahẽ ڇھين cʰahani ڇھن cʰaha ڇھ

 satẽ ستين satani ستن sata ست

 aṭʰẽ آٺين aṭʰani آٺن aṭʰa آٺ

 nawẽ نوين nawani نون nawa نو

 d ̣̄ahẽ ڏھين d ̣̄ahani ڏھن d ̣̄aha ڏھ

 yārahẽ يارھين yārahani يارھن yārahã يارھن

 b ārahẽ ٻارھين b ārahani ٻارھن b ārahã ٻارھن
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１０．６．序数詞 
 スィンディー語の序数詞は、基数詞に接辞 õ （オーン）を付加することにより、規則的
に導き出すことができます。ただし、１から４までについては、不規則変化をするので注

意が必要です。また、序数詞は、語尾が o で終わる形容詞に準じた語尾変化をしま
す。１から 10までの序数詞は、以下のとおりです。 
 

主格・男性 主格・女性 

pahri پھرين pahriyõ ペヘリヨーン پھريون  ̄̃ ペヘリーン 

b i ٻين b iyõ ビヨーン ٻيون  ̄̃ ビーン 

ṭi ٽين ṭiyõ ティヨーン ٽيون  ̄̃ ティーン 

cotʰi چوٿين cotʰõ チョウトーン چوٿون  ̄̃ チョウティーン 

pãji پنجين pãjõ パンジョーン پنجون  ̄̃ パンジーン 

cʰahi ڇھين cʰahõ チャホーン ڇھون  ̄̃ チャヒーン 

sati ستين satõ サトーン ستون  ̄̃ サティーン 

ٺينآ aṭʰõ アトーン آٺون  aṭʰi  ̄̃ アティーン 

navi نوين naõ ナオーン نئون  ̄̃ ナヴィーン 

d ̣̄ahi ڏھين d ̣̄ahõ ダホーン ڏھون  ̄̃ ダヒーン 
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後置格・男性 後置格・女性 

pahri پھرينء  pahrẽ  ペヘレーン پھرين  ̄̃a  ペヘリーンア 

b i ٻينء  b ie  ビエー ٻئي  ̄̃a  ビーンア 

ṭi ٽينء  ṭiẽ  ティエーン ٽيئن  ̄̃a  ティーンア 

cotʰi چوٿينء  cotʰẽ  チョウテーン چوٿين  ̄̃a  チョウティーンア 

pãji پنجينء  pãjẽ  パンジェーン پنجين  ̄̃a  パンジーンア 

cʰahi ڇھينء  cʰahẽ  チャヘーン ڇھين  ̄̃a  チャヒーンア 

sati ستينء  satẽ  サテーン ستين  ̄̃a  サティーンア 

aṭʰi آٺينء  aṭʰẽ  アテーン آٺين  ̄̃a  アティーンア 

nāi نائينء  navẽ  ナヴェーン نوين  ̄̃a  ナーイーンア 

d ahi ڏھينء  d ahẽ  ダヘーン ڏھين  ̄̃a  ダヒーンア 

 

 101以上の序数詞は、次のようになります。 

数字 表記 転写記号 読み 

پھريونسوھڪ ۱۱۱  hiku sau pahariyõ ヒク ソウ ペヘリヨーン 

ٻيونسوھڪ ۱۱۲  hiku sau b iyõ ヒク ソウ ビヨーン 
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例文 
 .آ ھيونپڙھنديون۾جماعتآٺينء آسين

asi  ̄̃ aṭʰi  ̄̃a jamā`ata mẽ paṛʰãdiyu ̄̃ āhiyu ̄̃.  
アスィーン アティーンア ジャマーアタ メン パランディユーン アーヒユーン 

私たち（女性）は、８年生で学んでいます。 

 .آ ھيويوڪيوآعلانجوآ غازجيآجلاسپنجين
pãjẽ ijlāsa je āǧāza jo elānu kayo wayo āhe.  

パンジェーン イジュラーサ ジェー アーガーザ ジョー エーラーヌ カヨー ワヨー アーヘー 
第５回会議開始の発表がなされた。 

 .آ ھيٻارپھريونآسانجوھيء 
hīu asa ̄̃jo pahriyõ b aru āhe.  

ヒーウ アサーンジョー パヘリヨーン バール アーヘー 
この子は、私たちの最初の子供です。 

 .ڏيکاريوڪپڙآٻيا
b iyā kapṛā d ̣̄īkʰāriyo.  

ビヤー カプラー ディーカーリヨー 
別の服を見せてください。 

 .آچوورييتتاريخڏھينء جيمھينيھن
hina mahīne je d ̣̄ahi  ̄̃a tārīxa te warī aco.  

ヒナ マヒーネー ジェー ダヒーンア ターリーハ テー ワリー アチョー 
今月１０日にもう一度来てください。 
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１０．７．集まりを表す数字（主格） 
 ٻئي
b aī  

バイー 
両方 

 ٽئي
ṭaī  

タイー 
３つとも 

 چارئي
cāraī  

チャーライー 
４つとも 

 پنجئي
pãjaī  

パンジャイー 
５つとも 

 



~ 163 ~ 
 

 

 

 

 

 

第 11章 動詞２ 
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１１．１．不定詞 
 
 動詞の形のうち、語尾が -    もしくは -    で終わる形を不定詞と呼びます。この
形は辞書の見出し語となります。不定詞以外の動詞のさまざまな変化形は、その形が

特別な意味を持つ場合を除いて、辞書の見出し語にはなりません。 
 
１１．１．１．そのままの形を用いる文 
 動詞不定詞には、さまざまな働きがあります。まず、単独で用いられると、「～するこ

と」という動名詞として用いることができます。 
 

例文 
 .ھيڪونمشڪلھلائڻگاڏي

                                
ガーディー ハラーイヌ ムシュキル コーンヘー 

車を運転することは、難しいことではない。 

 .آ ھيمنعڪرڻآ وآزوڏو۾لائبريريء 
                                             

ラーイブレリーア メン ワドー アーワーズ カラヌ マナー アーヘー 
図書館で大きな声を出すことは禁止です。 

 .آ ھيضروريآچڻموٽيتائينيسڀاڻ
                                      

スバーネー ターイーン モーティー アチャヌ ザルーリー アーヘー 
明日までに戻ることが必要です。 
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１１．１．２．義務・強制等を表現する 

 スィンディー語で、義務や強制等を表すには、動詞不定詞と کپي   ape や 

 کي urije という語彙を組み合わせます。この表現では、動作主は後置詞   گھرجي

  e をともなって後置格形となります。 

 
例文 

 .کپيڪرڻتائينسڀاڻيڪمھيء کيآسان
                                                

アサーン ケー ヒーウ カム スバーネー ターイーン カラヌ カペー 
我々は、この仕事を明日までにすべきだ。 

 .گھرجيگھمڻشھرجوممبئيء کيتوھان
                                                

タヴァーン ケー ムンバイーア ジョー シャハル グマヌ グルジェー 
あなたたちは、ムンバイーの街を散歩した方がいい。 

 کپي؟ڪرآئڻڇاکانھنن
                                 

フナン カーン チャー カラーイヌ カペー 
彼らには何をさせるべきでしょうか。 
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 とともに用いる      وآرو ．１１．１．３

は、一般動詞不定詞ともに用いられると、動作主、別の名詞（句）を修     وآرو  

飾する形容詞句となります。この語彙は語尾が o で終わる男性名詞と同様の変化を
します。 

 
例文 

 .آ ھيھوء وآريھلائڻمشين
                              

マシーナ ハラーイヌ ワーリー ヒーア アーヘー 
機械を動かすのは彼女です。 

 .يوسگھٿينہبہڪموآروٿيڻڪريجيبيماريء منھنجي
                                                             

ムンヒンジェー ビーマーリーア ジェー カレー ティヤヌ ワーロー カム ビ ナ ティー サギヨー 
私の病気のために、すべき仕事ができませんでした。 

 .ملنديمانيئيکيوآرنڪرڻڪم
                                       

カム カラヌ ワーラン ケー イー マーニー ミランディー 
仕事をする人は、食べるものがもらえます。 
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１１．１．４．予定表現 
 不定詞を用いる表現の中には、不定詞語尾を -    に変化させる表現があります。 
 この形は、用いられる動詞が自動詞の場合、動詞の形は主語の性・数に応じた変

化をします。また、用いられる動詞が他動詞の場合、動作主は後置詞   e をともな
って後置格形となり、動詞は直接目的語の性・数に一致する、いわゆる能格構文とな

ります。 
不定詞 -    形 
 ڊوڙڻو ڊوڙڻ

              
ドーラヌ ドーリノー 

 وڃڻو وڃڻ
              
ワニャヌ ワニノー 

 مارڻو مارڻ
              
マーリヌ マーリノー 

 لکڻو لکڻ
                
リカヌ リキノー 

 
例文 

 .آ ھيونوڃڻاآجميرآسين
                               

アスィーン アジメーリ ワニナー アーヒユーン 
我々（男性）は、アジュメールへ行かねばなりません。 

 .ھيونسينوڃڻيونآجميرآسين
                                      

アスィーン アジメーリ ワニニユーン フユーンスィーン 
我々（女性）は、アジュメールへ行かねばならなかった。 
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 .آ ھيڊوڙڻيتائينآسٽيشنھوء 
                                

フーア イステーシャン ターイーン ドーリニー アーヘー 
彼女は駅まで走らなければなりません。 

 .ھونديڊوڙڻيتائينآسٽيشنھوء 
                                  

フーア イステーシャン ターイーン ドーリニー フーンディー 
彼女は駅まで走らなければならないだろう。 

 .آ ھيڪرڻوڪمھيء کيمون
                               

ムーン ケー ヒーウ カム カリノー アーヘー 
私はこの仕事をしなければなりません。 

 .ھوڪرڻوڪمھيء کيمون
                              

ムーン ケー ヒーウ カム カリノー ホー 
私はこの仕事をしなければならなかった。 

 .آ ھنکولڻيوندريونھيکيآسان
                                          

アサーン ケー ヒー ダリユーン コーリニユーン アーヒン 
我々は、この窓を開けなければならない。 

 .ھونديونکولڻيوندريونھيکيآسان
                                               

アサーン ケー ヒー ダリユーン コーリニユーン フーンディユーン 
我々は、この窓を開けなければならないだろう。 
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１１．２．動詞の分類 
 スィンディー語動詞は、例外なくその不定詞形が آ ڻ       もしくは ِآڻ       で終
わります。動詞は、この変化のしかたによって、分類することができます。つまり、 
（１）不定詞語尾が     （アヌ）で終わるもの 
（２）不定詞語尾が     （イヌ）で終わるもの 
です。この違いは、これから学ぶ動詞の変化に大きな影響を与えます。ただ、スィン

ディー文字で表記すると、先述のとおり、短母音が原則として表記できないため、文

字からはどの動詞がどのパターンかを把握することが困難です。 
      で終わる動詞は、ほぼすべての自動詞と、一部の他動詞、     で終わる動詞
は、すべての使役動詞と一部の他動詞です。まずその具体例を見てゆきましょう。 

 
 ڊوڙڻ

        
ドーラヌ 
走る 
ڻ+ڊوڙ  

           

 
 ويھڻ
     u  
ヴェーハヌ 
座る 
ڻ+ويھ  

           

 

 

 

 

 

 

 

 لکڻ
      u  
リカヌ 
書く 
ڻ+لک  

            

 

 مارڻ
     u  
マーリヌ 
叩く 
ڻ+مار  

        u  

 
 کائڻ
     u  
カーイヌ 
食べる 

ئڻ+کا  
        u  
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１１．２．１．動詞の人称語尾 
 スィンディー語の動詞の基本構造は、上記の動詞語幹＋分詞形語尾＋人称語尾

です。動詞の変化形にともなって現れる人称語尾は、以下のとおりです。語幹や各分

詞の末尾の音により、音変化をともなう場合もありますが、この動詞語幹＋分詞形語

尾＋人称語尾で、ほぼすべての変化が説明できます。 

 

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 si       asi          
スィ アースィーン アスィ ユーンスィーン 

二人称                
エーン アー（ヤー） イーアン ユーン 

三人称 o         
オー アー イー ウーン 
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１１．３．未完了分詞 
 動詞語幹に     もしくは       という語尾を付加して作ります。 -    語尾を持つ動
詞には、その代わりに     を、 -    語尾を持つ動詞には、その代わりに       を付加
して作ることができます。 
未完了分詞を用いて表すことができる時制には次のようなものがあります。 
（１）単純未来形 
（２）動作の反復 
（３）未来進行形 
 
未完了分詞の基本形 
 走る         ڊوڙڻ

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

 ڊوڙنديون ڊوڙندي ڊوڙندآ ڊوڙندو
                                
ドーランドー ドーランダー ドーランディー ドーランディユーン 

 

 u  たたく      مارڻ

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

 مارينديون ماريندي ماريندآ ماريندو
                                        

マーリーンドー マーリーンダー マーリーンディー マーリーンディユーン 

 

 では、動詞 ڊوڙڻ        （走る）と مارڻ      u を例に、未完了分詞を用いたさ
まざまな形を見てゆきましょう。 
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１１．３．１．単純未来形 

 
男性変化 女性変化 

単数 複数 単数 複数 

一人称 

 ڊوڙنديونسينآسين ڊوڙنديسمان ڊوڙندآسينآسين ڊوڙندسمان
                                                                    

マーン 
ドーランドゥスィ 

アスィーン  
ドーランダースィーン 

マーン  
ドーランディヤスィ 

アスィーン  
ドーランディユーンスィーン 

二人称 

 ڊوڙنديونتوھين ڊوڙنديئنتون ڊوڙندآتوھين ڊوڙندينتون
                                                           
トゥーン  

ドーランデーン 
タヴィーン  
ドーランダー 

トゥーン  
ドーランディーアン 

タヴィーン  
ドーランディユーン 

三人称 
（近称） 

 ڊوڙنديونھي ڊوڙنديھيء  ڊوڙندآھي ڊوڙندوھيء 
                                              

ヒーウ  
ドーランドー 

ヒー ドーランダー ヒーア ドーランディー ヒー ドーランディユーン 

三人称 
（遠称） 

 ڊوڙنديونھو ڊوڙنديھوء  ڊوڙندآھو ڊوڙندوھو
                                             

フー  
ドーランドー 

フー ドーランダー フーア ドーランディー フー ドーランディユーン 
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 次に、語尾が       となる動詞 مارڻ      u の単純未来形を見ておきます。上記の、 

 。と、どこが異なっているかを確認しておきましょう        ڊوڙڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 

 مارينديونسينآسين مارينديسمان ماريندآسينآسين ماريندسمان
                                                                            

マーン 
マーリーンドゥスィ 

アスィーン  
マーリーンダースィーン 

マーン  
マーリーンディヤスィ 

アスィーン  
マーリーンディユーンスィーン 

二人称 

 مارينديونتوھين مارينديئنتون ماريندآتوھين ماريندينتون
                                                                   
トゥーン  

マーリーンデーン 
タヴィーン  

マーリーンダー 
トゥーン  

マーリーンディーアン 
タヴィーン  

マーリーンディユーン 

三人称 
（近称） 

 مارينديونھي مارينديھيء  ماريندآيھ ماريندوھيء 
                                                      

ヒーウ  
マーリーンドー 

ヒー マーリーンダー 
ヒーア  

マーリーンディー 
ヒー マーリーンディユーン 

三人称 
（遠称） 

 مارينديونھو مارينديھوء  ماريندآھو ماريندوھو
                                                     

フー  
マーリーンドー 

フー マーリーンダー 
フーア  

マーリーンディー 
フー マーリーンディユーン 
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１１．３．２．現在の動作の反復 

次に、動作の反復を表す表現を考えます。ここでは動詞 ھلڻ        （歩く）と、 آ ڻڻ 
    u （持ってくる）を例に、その変化を見ます。 

 歩く          ھلڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 

 آ ھيونھلنديونآسين آ ھيانھلنديمان آ ھيونھلندآآسين آ ھيانھلندومان
            

                                         
                                 

マーン ハランドー 
アーヒヤーン 

アスィーン ハランダー ア

ーヒユーン 
マーン ハランディー 

アーヒヤーン 
アスィーン ハランディユー

ン アーヒユーン 

二人称 

 آ ھيوھلنديونتوھين آ ھينھلنديتون آ ھيوھلندآتوھين آ ھينھلندوتون
                                                                                  
トゥーン ハランドー 

アーヒーン 
タヴィーン ハランダー ア

ーヒヨー 
トゥーン ハランディー 

アーヒーン 
タヴィーン ハランディユー

ン アーヒヨー 

三人称

（近称） 

 آ ھنھلنديونھي آ ھيھلنديھيء  آ ھنھلندآھي آ ھيھلندوھيء 
                                                                  
ヒーウ ハランドー  

アーヘー 
ヒー ハランダー  

アーヒン 
ヒーア ハランディー  

アーヘー 
ヒー ハランディユーン 

 アーヒン 

三人称

（遠称） 

 آ ھنھلنديونھو آ ھيھلنديھوء  آ ھنھلندآھو آ ھيھلندوھو
                                                                 
フー ハランドー 
アーヘー 

フー ハランダー アーヒン 
フーア ハランディー 

アーヘー 
フー ハランディユーン 

アーヒン 
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 u  持ってくる    آ ڻڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 

 آ ھيونآ ڻينديونآسين آ ھيانآ ڻينديمان آ ھيونآ ڻيندآآسين آ ھيانآ ڻيندومان
                                                                                          

マーン 
アーニーンドー 
アーヒヤーン 

アスィーン 
アーニーンダー 
アーヒユーン 

マーン 
アーニーンディー 
アーヒヤーン 

アスィーン 
アーニーンデイユーン 

アーヒユーン 

二人称 

 آ ھيوآ ڻينديونتوھين آ ھينآ ڻينديتون آ ھيوآ ڻيندآتوھين آ ھينآ ڻيندوتون
                                                                                    

トゥーン 
アーニーンドー 
アーヒーン 

タヴィーン 
アーニーンダー 
アーヒヨー 

トゥーン 
アーニーンディー 
アーヒーン 

タヴィーン 
アーニーンディユーン 

アーヒヨー 

三人称

（近称） 

 آ ھنآ ڻينديونھي آ ھيآ ڻينديھيء  آ ھنآ ڻيندآھي آ ھيآ ڻيندوھيء 
                                                                      

ヒーウ 
アーニーンドー 
アーヘー 

ヒー アーニーンダー 
アーヒン 

ヒーア 
アーニーンディー 

アーヘー 

ヒー アーニーンディユーン 

アーヒン 

三人称

（遠称） 

 آ ھنآ ڻينديونھو آ ھيآ ڻينديھوء  آ ھنآ ڻيندآھو آ ھيآ ڻيندوھو
                                                                     

フー アーニーンドー 

アーヘー 
フー アーニーンダー 

 アーヒン 

フーア  
アーニーンディー 

 アーヘー 

フー 
アーニーンディユーン 

 アーヒン 
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１１．３．３．過去の動作の反復 
続いて、同じ動詞による、過去の反復動作を表す表現です。コピュラ動詞の部分が変

わっているだけだという点が、わかると思います。 

          ھلڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 

 ھلنديونآسين ھيسھلنديمان ھئاسينھلندآآسين ھوسھلندومان
 ھيونسين

                                                                          
           

マーン ハランドー 
ホースィ 

アスィーン ハランダー 

フアースィーン 
マーン ハランディー 

フヤスィ 

アスィーン 
ハランディユーン 
フユーンスィーン 

二人称 

 ھلنديونتوھين ھئيئنھلنديتون ھئاھلندآتوھين ھئينھلندوتون
 ھيون

                                                                       
       

トゥーン ハランドー 
フエーン 

タヴィーン ハランダー 

フアー 
トゥーン ハランディー 

フイーアン 

タヴィーン 
ハランディユーン 

フユーン 

三人称

（近称） 

 ھيونھلنديونھي ھئيھلنديھيء  ھئاھلندآھي ھوھلندوھيء 
                                                                    
ヒーウ ハランドー 

ホー 
ヒー ハランダー フアー 

ヒーア ハランディー 
フイー 

ヒー ハランディユーン 

フユーン 

三人称

（遠称） 

 ھيونھلنديونھو ھئيھلنديھوء  ھئاھلندآھو ھوھلندوھو
                                                        

       
フー ハランドー 

ホー 
フー ハランダー フアー 

フーア ハランディー 
フイー 

フー ハランディユーン 

フユーン 
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  u      آ ڻڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 

آ ڻيندآآسين ھوسآ ڻيندومان
 آ ڻينديونآسين ھيسآ ڻينديمان سيناھئ 

 ھيونسين
                                                                              

           

マーン アーニーンドー 

ホースィ 

アスィーン 
アーニーンダー フアー

スィーン 

マーン 
アーニーンディー 

フヤスィ 

アスィーン 
アーニーンデイユーン 

フユーンスィーン 

二人称 

 آ ڻينديونتوھين ھئيئنآ ڻينديتون ھئاآ ڻيندآتوھين ھئينآ ڻيندوتون
 ھيون

                                                                         
       

トゥーン 
アーニーンドー 
フエーン 

タヴィーン 
アーニーンダー フアー 

トゥーン 
アーニーンディー 
フイーアン 

タヴィーン 
アーニーンディユーン 

フユーン 

三人称

（近称） 

 ھيونآ ڻينديونھي ھئيآ ڻينديھيء  ھئاآ ڻيندآھي ھوآ ڻيندوھيء 
                                                                    

ヒーウ アーニーンドー 

ホー 
ヒー アーニーンダー 

フアー 
ヒーア アーニーンディー 

フイー 

ヒー 
アーニーンディユーン 

フユーン 

三人称

（遠称） 

 ھيونآ ڻينديونھو ھئيآ ڻينديھوء  ھئاآ ڻيندآھو ھوآ ڻيندوھو
                                                                   

フー アーニーンドー 

ホー 
フー アーニーンダー 

フアー 
フーア 

アーニーンディー フイー 

フー 
アーニーンディユーン 

フユーン 
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１１．３．４．未来の動作の反復 
           ھلڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 

ھلندومان
 ھوندس

ھلندآآسين
 ھوندآسين

ھلنديمان
 ھونديس

ھلنديونآسين
 نھونديونسي

            
                                             

           
                 
               

マーン ハランドー 

フーンドゥスィ 
アスィーン ハランダー 

フーンダースィーン 
マーン ハランディー 

フーンディヤスィ 

アスィーン 

ハランディユーン 

フーンディユーンスィーン 

二人称 

ھلندوتون
لنديھتون ھوندآھلندآتوھين ھوندين

 ھوندئن
ھلنديونتوھين
 ھونديون

                                                                                
           

トゥーン ハランドー 

フーンデーン 
タヴィーン ハランダー 

フーンダー 
トゥーン ハランディー 

フーンディーアン 

タヴィーン 

ハランディユーン 

フーンディユーン 

三人称

（近称） 

ھلنديھيء  ھوندآھلندآيھ ھوندوھلندوھيء 
 ھوندي

ھلنديونھي
 ھونديون

                                                                   
           

ヒーウ ハランドー フ

ーンドー 
ヒー ハランダー フーン

ダー 
ヒーア ハランディー 

フーンディー 
ヒー ハランディユーン 

フーンディユーン 

三人称

（遠称） 

ھلنديھوء  ھوندآھلندآھو ھوندوھلندوھو
 ھوندي

ھلنديونھو
 ھونديون

                                                                  
           

フー ハランドー 

フーンドー 
フー ハランダー 

フーンダー 
フーア ハランディー 

フーンディー 
フー ハランディユーン 

フーンディユーン 
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  u      آ ڻڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 

 آ ڻيندومان
 ھوندس

 آ ڻيندآآسين
 ھوندآسين

 آ ڻينديمان
 ھونديس

 آ ڻينديونآسين
 ھونديونسين

                                                            
           

                  
               

マーン アーニーンドー 
フーンドゥスィ 

アスィーン アーニーンダー 
フーンダースィーン 

マーン アーニーンディー 
フーンディヤスィ 

アスィーン 
アーニーンデイユーン 
フーンディユーンスィーン 

二人称 

 آ ڻيندوتون
 آ ڻينديتون ھوندآآ ڻيندآتوھين ھوندين

 ھوندئن
 آ ڻينديونتوھين
 ھونديون

                                                                                  
           

トゥーン アーニーンドー 

フーンデーン 
タヴィーン アーニーンダー 

フーンダー 
トゥーン アーニーンディー 

フーンディーアン 
タヴィーン 

アーニーンディユーン 
フーンディユーン 

三人称

（近称） 

 آ ڻينديھيء  ھوندآآ ڻيندآھي ھوندوآ ڻيندوھيء 
 ھوندي

 آ ڻينديونھي
 ھونديون

                                                                       
           

ヒーウ アーニーンドー フ
ーンドー 

ヒー アーニーンダー 
フーンダー 

ヒーア アーニーンディー 
フーンディー 

ヒー 
アーニーンディユーン 
フーンディユーン 

三人称

（遠称） 

 آ ڻينديھوء  ھوندآآ ڻيندآھو ھوندوآ ڻيندوھو
 ھوندي

 آ ڻينديونھو
 ھونديون

                                                                      
           

フー アーニーンドー 
フーンドー 

フー アーニーンダー 
フーンダー 

フーア アーニーンディー 
フーンディー 

フー 
アーニーンディユーン 
フーンディユーン 
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１１．３．５．未来進行形 
進行表現は、補助動詞 رھڻ        を用いても表現されますが、スィンディー語特
有の表現として、補助動詞 پوڻ        の変化形を用いても表すことができます。未
来進行形は、動詞の未完了分詞＋ پوڻ        の変化形で表現されます。 
 
         ڊوڙڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 

 ڊوڙندآسينآسين پيوڊوڙندسمان
 پيا

 ڊوڙنديسمان
 پيئي

 ڊوڙنديونسينآسين
 پيون

              
payo                                       

    
                     

       
マーン ドーランドゥスィ 

パヨー 

アスィーン 
ドーランダースィーン 

パヤー 

マーン 
ドーランディヤスィ 

ペーイー 

アスィーン 
ドーランディユーンスィーン 

パユーン 

二人称 

 ڊوڙنديئنتون پياڊوڙندآتوھين پيوڊوڙندينتون
 پيئي

 ڊوڙنديونتوھين
 پيون

                                                                         
       

トゥーン ドーランデーン 

パヨー 
タヴィーン ドーランダー 

パヤー 

トゥーン 
ドーランディーアン 

ペーイー 

タヴィーン 
ドーランディユーン 

パユーン 

三人称

（近称） 

 ڊوڙنديھيء  پياڊوڙندآھي پيوڊوڙندوھيء 
 پيونڊوڙنديونھي پيئي

                                                                   
ヒーウ ドーランドー 

パヨー ヒー ドーランダー パヤー ヒーア ドーランディー 
ペーイー 

ヒー ドーランディユーン 
パユーン 

三人称

（遠称） 

 پيونڊوڙنديونھو پيئيڊوڙنديھوء  پياڊوڙندآھو پيوڊوڙندوھو
                                                                  
フー ドーランドー パヨー フー ドーランダー パヤー フーア ドーランディー 

ペーイー 
フー ドーランディユーン 

パユーン 
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  u      مارڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 

 ماريندآسينآسين پيوماريندسمان
 پيا

 مارينديسمان
 پيئي

 آسين
 پيونمارينديونسين

                
payo                                           

    
                       

       
マーン マーリーンドゥスィ 

パヨー 

アスィーン 
マーリーンダースィーン 

 パヤー 

マーン 
マーリーンディヤスィ 

ペーイー 

アスィーン 
マーリーンディユーンスィーン 

パユーン 

二人称 

 مارينديئنتون پياماريندآتوھين پيوماريندينتون
 پيئي

 مارينديونتوھين
 پيون

                                                                                 
       

トゥーン マーリーンデーン 

パヨー 
タヴィーン マーリーンダー 

パヤー 

トゥーン 
マーリーンディーアン 

ペーイー 

タヴィーン 
マーリーンディユーン 

パユーン 

三人称

（近称） 

 مارينديھيء  پياماريندآھي پيوماريندوھيء 
 پيئي

 مارينديونھي
 پيون

                                                                           
ヒーウ マーリーンドー 

パヨー 
ヒー マーリーンダー 

パヤー 
ヒーア マーリーンディー 

ペーイー 
ヒー マーリーンディユーン 

パユーン 

三人称

（遠称） 

 مارينديھوء  پياماريندآھو پيوماريندوھو
 پيئي

 ونمارينديھو
 پيون 

                                                                   
       

フー マーリーンドー 
パヨー 

フー マーリーンダー 
パヤー 

フーア マーリーンディー 

ペーイー 
フー マーリーンディユー

ン パユーン 
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１１．４．状態・動作主を示す未完了分詞 
男性単数形を示す未完了分詞の語尾     および       の部分を、それぞれ       
および       u に変化させることにより、状態や動作主を示す形を作ることができます。
動詞 ڊوڙڻ        と مارڻ      u を例に、その変化を見ます。 

 
ڊوڙندڙ  ماريندڙ     

                     u 
ドーランダル    マーリーンダル 

 
例文 

 .آ ھيويوٿيپھچائيندڙآ رآمڏآڍوسفرھوآئي
                                                        

ハワーイー サファル ダードー アーラーム パフチャーイーンダル ティー ワヨー アーヘー 
空の旅は、非常に快適なものになった。 

 .ٿاسڏينبجليٿرملکيبجليء ٿيندڙپيدآسانمددجيگئس۽تيلڪوئلي،
                                                                                           

      
コーイレー、テール アイン ガィサ ジェー マダダ サーン パェダー ティーンダラ ビジリーア 

ケー タルマル ビジリー サディヤン ター 
石炭、石油、それにガスからつくられる電気を、火力電力と呼びます。 

 .آ ھيپڙھيلآڻڪريگھڻوتہآ باديرھندڙ۾ڳوٺن
                                                            

ゴータン メン ラハンダラ アーバーディー タ ガノー カレー アン パリヤル アーヘー 
村に住む人々は、多くが文字を読めません。 

 .آ ھيچئبوچانڊوڪيکيروشنيء آيندڙکانچنڊ
                                                     

チャンダ カーン イーンダラ ロウシュニーア ケー チャーンドーキー チェイボー アーヘー 
月から来る光は、月光と呼ばれます。 
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１１．５．完了分詞 
 動詞語幹に iyo という語尾を付加して作ります。語尾の種類に無関係に、この語
尾を付加します。ただし、完了分詞には、不定詞から導き出す際に、不規則変化をす

るものが多いので、注意が必要です。また、他動詞の完了分詞を用いる文は、能格

構文となります。すなわち、動詞は主語ではなく、直接目的語の性や数に応じた変化

をします。 
 
 完了分詞を用いて表すことができる時制には次のようなものがあります。 
（１）単純過去 
（２）完了形 
（３）過去の動作の反復･継続 
（４）過去進行形 
 
 では、未完了分詞の例と同じ動詞で、完了分詞の変化を見てゆきましょう。 

 走る（自動詞）  ڊوڙڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

 ڊوڙيون ڊوڙي ڊوڙيا ڊوڙيو
                            
ドーリヨー ドーリヤー ドーリー ドーリユーン 

 

 たたく（他動詞）  مارڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

 ماريون ماري ماريا ماريو
                            
マーリヨー マーリヤー マーリー マーリユーン 



~ 185 ~ 
 

１１．５．１．単純過去形 
 この形を用いた、単純過去形の変化は以下のとおりとなります。単純過去形は、完

了分詞のあとに、人称語尾を付加してつくります。人称語尾が付加されることにより、

完了分詞の語尾が音変化をしていることに気をつけてください。 

 走る         ڊوڙڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 

 ڊوڙيونسينآسين ڊوڙيسمان ڊوڙياسينآسين ڊوڙيسمان
                                                                

マーン ドーリユスィ 
アスィーン 

ドーリヤースィーン 
マーン ドーリヤスィ 

アスィーン 

ドーリユーンスィーン 

二人称 

 ڊوڙيونتوھين ڊوڙيئنتون ڊوڙياتوھين ڊوڙينتون
                                                     

トゥーン ドーレーン タヴィーン ドーリヤー トゥーン ドーリーアン タヴィーン ドーリユーン 

三人称

（近称） 

 ڊوڙيونھي ڊوڙيھيء  ڊوڙياھي ڊوڙيوھيء 
                                          
ヒーウ ドーリヨー ヒー ドーリヤー ヒーア ドーリー ヒー ドーリユーン 

三人称

（遠称） 

 ڊوڙيونھو ڊوڙيوء ھ ڊوڙياھو ڊوڙيوھو
                                         
フー ドーリヨー フー ドーリヤー フーア ドーリー フー ドーリユーン 
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 u  たたく       مارڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 
 ماريوآسان ماريومون ماريوآسان ماريومون

                                                      
ムーン マーリヨー アサーン マーリヨー ムーン マーリヨー アサーン マーリヨー 

二人称 
 ماريوتوھان ماريوتو ماريوتوھان ماريوتو

                                                      
トー マーリヨー タヴァーン マーリヨー トー マーリヨー タヴァーン マーリヨー 

三人称

（近称） 

 ماريوھنن ماريوھن ماريوھنن ماريوھن
                                                        
ヒナ マーリヨー ヒナン マーリヨー ヒナ マーリヨー ヒナン マーリヨー 

三人称

（遠称） 

 ماريوھنن ماريوھن ماريوھنن ماريوھن
                                                        
フナ マーリヨー フナン マーリヨー フナ マーリヨー フナン マーリヨー 
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１１．５．２．過去の習慣を表す形 

上記の単純過去形のあとに、不変化詞 ٿي   e を加えることにより、過去の習慣を表
す表現となります。 

 走る         ڊوڙڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 

 ٿيڊوڙيونسينآسين ٿيڊوڙيسمان ٿيڊوڙياسينآسين ٿيڊوڙيسمان
              

                                                                  

マーン ドーリユスィ 
テー 

アスィーン 
ドーリヤースィーン テー 

マーン ドーリヤスィ テー 
アスィーン 

ドーリユーンスィーン テー 

二人称 

 ٿيڊوڙيونتوھين ٿيڊوڙيئنتون ٿيڊوڙياتوھين ٿيڊوڙينتون
                                 t                                   
トゥーン ドーレーン 

テー 
タヴィーン ドーリヤー テー 

トゥーン ドーリーアン 

テー 
タヴィーン ドーリユーン テー 

三人称

（近称） 

 ٿيڊوڙيونھي ٿيڊوڙيھيء  ٿيڊوڙياھي ٿيڊوڙيوھيء 
                                                          
ヒーウ ドーリヨー テー ヒー ドーリヤー テー ヒーア ドーリー テー ヒー ドーリユーン テー 

三人称

（遠称） 

 ٿيڊوڙيونھو ٿيڊوڙيھوء  ٿيڊوڙياھو ٿيڊوڙيوھو
                                                         
フー ドーリヨー テー フー ドーリヤー テー フーア ドーリー テー フー ドーリユーン テー 
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ڻمار       u  たたく 

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 

 ٿيماريوآسان ٿيماريومون ٿيماريوآسان ٿيماريومون
                                                                  
ムーン マーリヨー 

テー 
アサーン マーリヨー テー ムーン マーリヨー テー アサーン マーリヨー テー 

二人称 

 ٿيماريوتوھان ٿيماريوتو ٿيماريوتوھان ٿيريوماتو
                                                                  
トー マーリヨー テー タヴァーン マーリヨー テー トー マーリヨー テー タヴァーン マーリヨー テー 

三人称

（近称） 

 ٿيماريوننھ ٿيماريوھن ٿيماريوھنن ٿيماريوھن
            

                                                        

ヒナ マーリヨー テー ヒナン マーリヨー テー ヒナ マーリヨー テー ヒナン マーリヨー テー 

三人称

（遠称） 

 ٿيماريوھنن ٿيماريوھن ٿيماريوھنن ٿيماريوھن
            

                      h                                 

フナ マーリヨー テー フナン マーリヨー テー フナ マーリヨー テー フナン マーリヨー テー 
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１１．５．３．過去進行形 

単純過去形のあとに、不変化詞 پئي pie を付加して、過去進行形をつくります。現

在進行形と同様に、補助動詞 رھڻ        を用いても表すことができます。 

 走る         ڊوڙڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 

 پئيڊوڙيونسينآسين پئيڊوڙيسمان پئيڊوڙياسينسينآ پئيڊوڙيسمان
              

pie                                                               

マーン ドーリユスィ 

ピエー 

アスィーン 

ドーリヤースィーン ピエー 

マーン ドーリヤスィ 

ピエー 

アスィーン 

ドーリユーンスィーン ピエー 

二人称 

 پئيڊوڙيونتوھين پئيڊوڙيئنتون پئيڊوڙياتوھين پئيڊوڙينتون
                                                                     
トゥーン ドーレーン 

ピエー 

タヴィーン ドーリヤー 

ピエー 

トゥーン ドーリーアン 

ピエー 

タヴィーン ドーリユーン 

ピエー 

三人称

（近称） 

 پئيڊوڙيونھي پئيڙيڊوھيء  پئيڊوڙياھي پئيڊوڙيوھيء 
                                                          
ヒーウ ドーリヨー 

ピエー 
ヒー ドーリヤー ピエー ヒーア ドーリー ピエー ヒー ドーリユーン ピエー 

三人称

（遠称） 

 پئيڊوڙيونھو پئيڊوڙيھوء  پئيڊوڙياھو پئيڊوڙيوھو
              h                                          
フー ドーリヨー ピエー フー ドーリヤー ピエー フーア ドーリー ピエー フー ドーリユーン ピエー 
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 u  たたく       مارڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 

 پئيماريوآسان پئيماريومون پئيماريوآسان پئيماريومون
                                                                  
ムーン マーリヨー 

ピエー 

アサーン マーリヨー 

ピエー 
ムーン マーリヨー ピエー アサーン マーリヨー ピエー 

二人称 

 پئيماريوتوھان پئيماريوتو پئيماريوتوھان پئيماريوتو
                                                          iyo pie 

トー マーリヨー ピエー 
タヴァーン マーリヨー 

ピエー 
トー マーリヨー ピエー タヴァーン マーリヨー ピエー 

三人称

（近称） 

 پئيماريوھنن پئيماريوھن پئيماريوھنن پئيماريوھن
                                                                    
ヒナ マーリヨー ピエー ヒナン マーリヨー ピエー ヒナ マーリヨー ピエー ヒナン マーリヨー ピエー 

三人称

（遠称） 

 پئيماريوھنن پئيماريوھن پئيماريوھنن پئيماريوھن
            

pie 
              

pie                                   

フナ マーリヨー ピエー フナン マーリヨー ピエー フナ マーリヨー ピエー フナン マーリヨー ピエー 
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１１．５．４．現在完了形 
 現在完了形は、「完了分詞＋コピュラ動詞現在形」で表します。 

 走る         ڊوڙڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 

 آ ھيونڊوڙيونآسين آ ھيانڊوڙيمان آ ھيونڊوڙياآسين آ ھيانڊوڙيومان
            

                                                                    

マーン ドーリヨー 

アーヒヤーン 

アスィーン ドーリヤー 

アーヒユーン 

マーン ドーリー 

アーヒヤーン 

アスィーン ドーリユーン 

アーヒユーン 

二人称 

 آ ھيوڊوڙيونتوھين آ ھينڊوڙيتون آ ھيوڊوڙياتوھين آ ھينڊوڙيوتون
                                                                              
トゥーン ドーリヨー 

アーヒーン 

タヴィーン ドーリヤー 

アーヒヨー 

トゥーン ドーリー 

アーヒーン 

タヴィーン ドーリユーン 

アーヒヨー 

三人称

（近称） 

 آ ھنڊوڙيونھي آ ھيڊوڙيھيء  آ ھنڊوڙياھي آ ھيڊوڙيوھيء 
                                                              
ヒーウ ドーリヨー 
アーヘー 

ヒー ドーリヤー アーヒン ヒーア ドーリー アーヘー ヒー ドーリユーン アーヒン 

三人称

（遠称） 

 آ ھنڊوڙيونھو آ ھيڊوڙيھوء  آ ھنڊوڙياھو آ ھيڊوڙيوھو
                                                             
フー ドーリヨー 

アーヘー 
フー ドーリヤー アーヒン フーア ドーリー アーヘー フー ドーリユーン アーヒン 
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 他動詞の場合は、能格構文となるため、動詞の変化は直接目的語がない文の場合、

常に男性単数形となります。 

 u  たたく       مارڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 

 آ ھيماريوآسان آ ھيماريومون آ ھيماريوآسان آ ھيماريومون
                                                                  
ムーン マーリヨー 

アーヘー 

アサーン マーリヨー 

アーヘー 

ムーン マーリヨー 

アーヘー 
アサーン マーリヨー アーヘー 

二人称 

 آ ھيماريوتوھان آ ھيماريوتو آ ھيماريوتوھان آ ھيماريوتو
                                                                  
トー マーリヨー 

アーヘー 

タヴァーン マーリヨー 

アーヘー 
トー マーリヨー アーヘー 

タヴァーン マーリヨー 

アーヘー 

三人称

（近称） 

 آ ھيماريوھنن آ ھيماريوھن آ ھيماريوھنن آ ھيماريوھن
            

    
              

                                      

ヒナ マーリヨー 
アーヘー 

ヒナン マーリヨー 
アーヘー 

ヒナ マーリヨー アーヘー ヒナン マーリヨー アーヘー 

三人称

（遠称） 

 آ ھيماريوھنن آ ھيماريوھن آ ھيماريوھنن آ ھيوماريھن
            

    
              

                                      

フナ マーリヨー 

アーヘー 

フナン マーリヨー 

アーヘー 

フナ マーリヨー 

アーヘー 
フナン マーリヨー アーヘー 
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１１．５．５．過去完了形 
 過去完了形は、「完了分詞＋コピュラ動詞過去形」で表します。 

 

 走る         ڊوڙڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 

 ھيونسينڊوڙيونآسين ھيسڊوڙيمان ھئاسينڊوڙياآسين ھوسڊوڙيومان
                                                                                 
マーン ドーリヨー 

ホースィ 

アスィーン ドーリヤー 

フアースィーン 

マーン ドーリー 

フユスィ 

アスィーン ドーリユーン 

フユーンスィーン 

二人称 

 ھيونڊوڙيونتوھين ھئيئنڊوڙيتون ھئاڊوڙياتوھين ھئينڊوڙيوتون
                                                                          
トゥーン ドーリヨー 

フエーン 
タヴィーン ドーリヤー 

フアー 
トゥーン ドーリー 
フイーアン 

タヴィーン ドーリユーン 
フユーン 

三人称

（近称） 

 ھيونڊوڙيونھي ھئيڊوڙيھيء  ھئاڊوڙياھي ھوڊوڙيوھيء 
                                                            
ヒーウ ドーリヨー ホー ヒー ドーリヤー フアー ヒーア ドーリー フイー ヒー ドーリユーン フユーン 

三人称

（遠称） 

 ھيونڊوڙيونھو ھئيڊوڙيھوء  ھئاڊوڙياھو ھوڊوڙيوھو
                                                           
フー ドーリヨー ホー フー ドーリヤー フアー フーア ドーリー フイー フー ドーリユーン フユーン 
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 現在完了形の場合と同様に、他動詞の場合は、能格構文となるため、動詞の変化

は直接目的語がない文の場合、常に男性単数形となります。 

 

 u  たたく       مارڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 

 ھوماريوآسان ھوماريومون ھوماريوآسان ھوماريومون
                                                              
ムーン マーリヨー ホー アサーン マーリヨー ホー ムーン マーリヨー ホー アサーン マーリヨー ホー 

二人称 

 ھوماريوتوھان ھوماريوتو ھوماريوتوھان ھوماريوتو
                                                              
トー マーリヨー ホー タヴァーン マーリヨー ホー トー マーリヨー ホー タヴァーン マーリヨー ホー 

三人称

（近称） 

 ھواريومھنن ھوماريوھن ھوماريوھنن ھوماريوھن
                                                                
ヒナ マーリヨー ホー ヒナン マーリヨー ホー ヒナ マーリヨー ホー ヒナン マーリヨー ホー 

三人称

（遠称） 

 ھوماريوھنن ھوماريوھن ھوماريوھنن ھوماريوھن
                                            ho                  
フナ マーリヨー ホー フナン マーリヨー ホー フナ マーリヨー ホー フナン マーリヨー ホー 
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１１．５．６．未来完了形 
 未来完了形は、「完了分詞＋コピュラ動詞未来形」で表します。 

 

 走る         ڊوڙڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 

 ڊوڙيومان
 ھوندس

 ڊوڙياآسين
 ڊوڙيونآسين ھونديسڊوڙيمان ھوندآسين

 نسينھونديو
            
                                                                   

               
マーン ドーリヨー 

フーンドゥスィ 

アスィーン ドーリヤー 

フーンダースィーン 

マーン ドーリー 

フーンディユスィ 

アスィーン ドーリユーン 

フーンディユーンスィーン 

二人称 

 ڊوڙيتون
 ڊوڙيونتوھين ھونديئنڊوڙيتون ھوندآڊوڙياتوھين ھوندين

 ھونديون
                                                                            

           
トゥーン ドーリヨー 
フーンデーン 

タヴィーン ドーリヤー 
フーンダー 

トゥーン ドーリー 
フーンディーアン 

タヴィーン ドーリユーン 
フーンディユーン 

三人称

（近称） 

 ڊوڙيوھيء 
 ڊوڙيونھي ھونديڊوڙيھيء  ھوندآڊوڙياھي ھوندو

 ھونديون
           

                                                               

ヒーウ ドーリヨー 

フーンドー 
ヒー ドーリヤー フーンダー 

ヒーア ドーリー 

フーンディー 

ヒー ドーリユーン 

フーンディユーン 

三人称

（遠称） 

 آ ھنڊوڙيونھو آ ھيڊوڙيء ھو آ ھنڊوڙياھو آ ھيڊوڙيوھو
                                                                         

フー ドーリヨー 
フーンドー 

フー ドーリヤー フーンダー 
フーア ドーリー 
フーンディー 

フー ドーリユーン 
フーンディユーン 
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 現在完了形や過去完了形の場合と同様、他動詞の場合は、能格構文となるため、

動詞の変化は直接目的語がない文の場合、常に男性単数形となります。 

 

 u  たたく       مارڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 

 ھوندوماريوآسان ھوندوماريومون ھوندوماريوآسان ھوندوماريومون
            

                                       
                           

ムーン マーリヨー 
フーンドー 

アサーン マーリヨー 
フーンドー 

ムーン マーリヨー 
フーンドー 

アサーン マーリヨー 
フーンドー 

二人称 

 ھوندوماريوتوھان ھوندوماريوتو ھوندوماريوتوھان ھوندوماريوتو
                                                                       

       
トー マーリヨー 

フーンドー 

タヴァーン マーリヨー 

フーンドー 

トー マーリヨー 

フーンドー 

タヴァーン マーリヨー 

フーンドー 

三人称

（近称） 

 ھوندوماريوھنن ھوندوماريوھن ھوندوماريوھنن ھوندوماريوھن
            

                                        
       

              
       

ヒナ マーリヨー 

フーンドー 

ヒナン マーリヨー 

フーンドー 

ヒナ マーリヨー 

フーンドー 

ヒナン マーリヨー 

フーンドー 

三人称

（遠称） 

 ھوندوماريوھنن ھوندوماريوھن ھوندوماريوھنن ھوندوماريوھن
            

                                        
       

              
       

フナ マーリヨー 
フーンドー 

フナン マーリヨー 
フーンドー 

フナ マーリヨー 
フーンドー 

フナン マーリヨー 
フーンドー 
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１１．６．状態を表す完了分詞 
スィンディー語には、完了分詞から導くことができる状態を表す形が別にあります。完

了分詞は語尾が يو yo で終わりますが、その部分を يل yalu に変えることによりつ
くられます。この形は、修飾する名詞（相当語）が男性名詞単数形の場合、 yalu と
なり、それ以外の場合は yala となります。以下に、いくつか例を挙げてみましょう。 

 
例文 

 .آ ھيعلائقوجوڪشميررياست۾آترمليل،بلڪلسانپاڪستان
                                                                            

パーキスターナ サーン ビルクル ミリヤル、ウッタラ メン リヤーサタ カシュミーラ ジョー イラ

ーイコー アーヘー 
パキスタンと続いている、北にはカシュミール藩王国の地域がある。 

 .آ ھيرکيلتيجاءِپنھنجيپنھنجيشيءِھر۾گھر
                                                       

ガラ メン シーイ パンヒンジー パンヒンジー ジャーイ テー ラキヤラ アーヘー 
家では、モノがそれぞれの（決まった）場所に置かれている。 

 .آ ھنسينگاريلسانساوڪڪنارآجاڍنڍ
                                                  

ダンダ ジャー キナーラー サーワカ サーン スィーンガーリヤラ アーヒン 
湖の岸は緑で飾られている。 

 .آ ھيمليلڪجھسڀکيآسانپارآنقدرت
                                                    

クドラタ パーラーン アサーン ケー サブ クジュ ミリヤル アーヘー 
自然から、我々はすべてを得られている。 
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１１．７．不規則変化をする完了分詞 
 スィンディー語において、完了分詞が規則的に導き出せない、いわゆる不規則変化

をする動詞を以下に示します。これらの動詞の完了分詞形は、それぞれ覚える必要

があります。なお、不定詞形と、完了分詞形（語尾は三人称男性単数を示す o の形
のみ）を示します。必要に応じて、人称･性･数を示す語尾             に置き換えます。 
 グリヤソン(G.A. Grierson, 1851-1941)の「インド言語調査(Linguistic Survey of 
India)」によると、スィンディー語における不規則変化動詞の合計は 128 ですが、現
在あまり使われない動詞も含まれているため、この表には、一般に用いられる動詞を

中心に挙げてあります。 
 

不定詞形 完了分詞形 意味 
 来る آ يو آچڻ

           
アチャヌ アーヨー 

 嘘をつく、だます آلتو آلڻ 

      alto  
アラヌ アルトー 

 飛ぶ آڏآڱو آڏآمڻ 

                   
ウダーマヌ ウダーゴー 

 拭く آگھٺو آگھڻ 

                
ウガヌ ウガトー 

 持ってくる آ ندو آ ڻڻ 

          o  
アーナヌ アーンドー 

 立つ بيٺو بيھڻ 

              
ビーハヌ ビートー 
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 締める、固まる ٻڌوٻجھو، ٻجھڻ

                         
バジャヌ バジョー、バドー 

 聞く ٻڌو ٻڌڻ 

                 
ブダヌ ブドー 

 溺れる ٻڏو ٻڏڻ 

                   
ブダヌ ブドー 

 逃げる ڀڳو ڀڄڻ 

                
バジャヌ バゴー 

 濡れる ڀڱو ڀڄڻ 

                
ビジャヌ ビゴー 

 壊れる ڀڳو ڀڃڻ 

               
バニャヌ バゴー 

 揚げる ڀڳو ڀنڻ 

               
ブナヌ ブゴー 

 さまよう、うろうろする ڀڱو ڀڻڻ 

               
バナヌ ブゴー 
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 疲れる ٿڪو ٿڪڻ

               
タカヌ タコー 

 着る پاتو پائڻ 

            
パーイヌ パートー 

 料理する、調理する پڪو پڇڻ 

        pako  
パチャヌ パコー 

 落ちる پيو پوڻ 

       payo  
パヴァヌ パヨー 

 着く、到着する پھتو پھچڻ 

         pahuto  
パフチャヌ パホトー 

 粉にする、粉砕する پيٺو پيسڻ 

              
ピーサヌ ピートー 

 飲む پيتو پيئڻ 

            
ピーアヌ ピートー 

 知っている ڄاتو ڄاڻڻ 

               
ジャーナヌ ジャートー 
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 言う چيو چوڻ

       cayo  
チャワヌ チャヨー 

 逃げる、逃走する ٽوڇ ڇٽڻ 

               
チュティヌ チュトー 

 壊れる نوڇ ڇڄڻ 

                
チジャヌ チノー 

 触れる、触る ڇتو ڇھڻ 

               
チュハヌ チュトー 

 見る ڏٺو ڏسڻ 

                   
ディサヌ ディットー 

 苦しめる、困らせる ڏڌو ڏھڻ 

                  
ダヒヌ ダドー  
 乳を搾る ڏڌو ڏھڻ

                  
ドゥヒヌ ドゥドー  
 与える、あげる ڏنو ڏيڻ

                 
ディヤヌ ディノー 
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 怖がる ڊرنو ڊرڄڻ

                
ドリジャヌ ドリノー 

 料理する رڌو رڌڻ 

               
ラダヌ ラドー 

 泣く رنو روئڻ 

      runo  
ローイヌ ルノー 

 腫れる سوڱو سڄڻ 

              
スジャヌ スーゴー 

 わかる、判別する سڃاتو سڃاڻڻ 

                 
スニャーナヌ スニャートー 

 乾く سڪو سڪڻ 

       suko  
スカヌ スコー 

 破裂する ڦاٽو ڦاٽڻ 

               
パータヌ パートー 

 膨らます ڦاٽو ڦاڙڻ 

               
パーラヌ パートー 
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 巻き込まれる、（罠に）はまる وٿڦا ڦاسڻ

             o  
パーサヌ パートー 

 巻き込まれる وٿڦا ڦسڻ 

             o  
パサヌ パトー 

 する ڪيو ڪرڻ 

       kayo  
カラヌ カヨー 

 食べる کاڌو کائڻ 

               
カーイヌ カードー 

 こする وٺگ گھڻ 

              
ガヒヌ ガトー 

 落とす لاٿو لاھڻ 

              
ラーヒヌ ラトー 

 、かかる（時間が） لڳو لڳڻ 
（壁などにものが）かかる 

             
ラガヌ ラゴー 

 死ぬ مئو مرڻ 

       muo  
マラヌ ムオー 
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 出る نڪتو نڪرڻ

         nikto  
ニキラヌ ニクトー 

 取る、もらう ورتو وٺڻ 

        warto  
ワタヌ ワルトー 

 入れる、注ぐ وڌو وجھڻ 

               
ヴィジャヌ ヴィドー 

 行く ويو وڃڻ 

       wayo  
ワニャヌ ワヨー 

 雨が降る وٺو وسڻ 

              
ワサヌ ワトー 

 売れる وڪاڱو وڪامڻ 

                 
ヴィカーマヌ ヴィカーゴー 

 売る وڪيو وڪڻڻ 

        vikiyo  
ヴィクナヌ ヴィキヨー 

 座る ويٺو ويھڻ 

              
ヴェーハヌ ヴェートー 

 である～ ھو ھئڻ 

      ho  
フアヌ ホー 
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１１．８．接続分詞 
 接続分詞を用いて、以下のような表現をします。接続分詞は、動詞語幹のあとに   
もしくは e という語尾を付加してつくります。原則として、不定詞語尾が     なら、   
を、不定詞語尾が     なら e を付加してつくります。 
 なお、どちらの発音の場合も、スィンディー文字では ي で表記するため、動詞ごと
にどちらの音なのかを覚える必要があります。 

不定詞 接続分詞 

 kare ڪري        ڪرڻ

      کائي        کائڻ

      ماري        رڻما

     آچي       آچڻ

       پڙھي         پڙھڻ

      ڊوڙي        ڊوڙڻ
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１１．８．１．現在進行形 

 走る         ڊوڙڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 

 ڊوڙيمان
 آ ھيانرھيو

 رھياڊوڙيآسين
 آ ھيون

 رھيڊوڙيمان
 آ ھيان

 رھيونڊوڙيآسين
 آ ھيون

          
               

                  
        

               
        

                    
        

マーン ドーリー 

ラヒヨー アーヒヤーン 

アスィーン ドーリー 

ラヒヤー アーヒユーン 

マーン ドーリー ラヒー 

アーヒヤーン 

アスィーン ドーリー 

ラヒユーン アーヒユーン 

二人称 

 ڊوڙيتون
 آ ھينرھيو

 رھياڊوڙيوھينت
 آ ھيو

 رھيڊوڙيتون
 آ ھين

 رھيونڊوڙيتوھين
 آ ھيو

                 
      

                   
                                                 

      
トゥーン ドーリー 

 ラヒヨー アーヒーン 
タヴィーン ドーリー ラヒヤー 

アーヒヨー 
トゥーン ドーリー ラヒー 

アーヒーン 
タヴィーン ドーリー ラヒユーン 

アーヒヨー 

三人称

（近称） 

 ڊوڙيھيء 
 رھيڊوڙيھيء  آ ھنرھياڊوڙيھي آ ھيرھيو

 آ ھنرھيونڊوڙيھي آ ھي

         
           

               
                                               

ヒーウ ドーリー 

ラヒヨー アーヘー 

ヒー ドーリー ラヒヤー 

アーヒン 

ヒーア ドーリー ラヒー 

アーヘー 

ヒー ドーリー ラヒユーン 

アーヒン 

三人称

（遠称） 

رھيوڊوڙيھو
 رھيڊوڙيھوء  آ ھنرھياڊوڙيھو آ ھي

 آ ھنرھيونڊوڙيھو آ ھي

        
           

               
                                               

フー ドーリー 

ラヒヨー アーヘー 

フー ドーリー ラヒヤー 

アーヒン 

フーア ドーリー ラヒー 

アーヘー 

フー ドーリー ラヒユーン 

アーヒン 
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１１．８．２．過去進行形 

 走る         ڊوڙڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 

 ڊوڙيمان
 ھوسرھيو

 رھياڊوڙيآسين
 ھئاسين

 رھيڊوڙيمان
 ھيس

 رھيونڊوڙيآسين
 ھيونسين

          
rahiyo hosi 

                  
        

               
huyasi                                

マーン ドーリー 

ラヒヨー ホースィ 

アスィーン ドーリー ラヒヤー 

フアースィーン 

マーン ドーリー ラヒー 

フヤスィ 

アスィーン ドーリー ラヒユーン 

フユーンスィーン 

二人称 

 ڊوڙيتون
 ھئينرھيو

 رھياڊوڙيتوھين
 ھئا

 رھيڊوڙيتون
 ھئيئن

 رھيونڊوڙيتوھين
 ھيون

          
           

                   
                                              

       
トゥーン ドーリー  

ラヒヨー フエーン 
タヴィーン ドーリー ラヒヤー 

フアー 
トゥーン ドーリー ラヒー 

フイーアン 
タヴィーン ドーリー ラヒユーン 

フユーン 

三人称

（近称） 

 ڊوڙييء ھ
 ڊوڙيھيء  ھئارھياڊوڙيھي ھورھيو

 ھيونرھيونڊوڙيھي ھئيرھي

         
rahiyo ho                      -            

                            

ヒーウ ドーリー 

ラヒヨー ホー 

ヒー ドーリー ラヒヤー 

フアー 

ヒーア ドーリー ラヒー 

フイー 

ヒー ドーリー ラヒユーン 

フユーン 

三人称

（遠称） 

 ڊوڙيھو
 رھيڊوڙيھوء  ھئارھياڊوڙيھو ھورھيو

 ھيونرھيونڊوڙيھو ھئي

        
rahiyo ho                                                              

フー ドーリー 

ラヒヨー ホー 

フー ドーリー ラヒヤー 

フアー 

フーア ドーリー ラヒー 

フイー 

フー ドーリー ラヒユーン 

フユーン 
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１１．８．３．未来進行形 

 走る         ڊوڙڻ

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

一人称 

 رھيوڊوڙيمان
 ھوندس

 رھياڊوڙيآسين
 ھوندآسين

 رھيڊوڙيمان
 ھونديس

 رھيونڊوڙيآسين
 ھونديونسين

                 
       

                  
         

               
         

                    
             

マーン ドーリー ラヒヨー 

フーンドゥスィ 

アスィーン ドーリー 

ラヒヤー フーンダースィーン 
マーン ドーリー ラヒー 

フンディユス 

アスィーン ドーリー ラヒユーン 

フーンディユーンスィーン 

二人称 

 رھيوڊوڙيتون
 ھوندين

 رھياڊوڙيتوھين
 ھوندآ

 رھيڊوڙيتون
 نديئنھو

 رھيونڊوڙيتوھين
 ھونديون

                 
       

                   
       

               
        

                      
           

トゥーン ドーリー 
ラヒヨー フーンデーン 

タヴィーン ドーリー 
ラヒヤー フーンダー 

トゥーン ドーリー 
ラヒー フーンディーアン 

タヴィーン ドーリー ラヒユーン 
フーンディユーン 

三人称

（近称） 

 رھيوڊوڙيھيء 
 ھوندو

 رھياڊوڙيھي
 ھوندآ

 ڊوڙيھيء 
 ھونديرھي

 رھيونڊوڙيھي
 ھونديون

                
       

               
       

              
                                   

ヒーウ ドーリー ラヒヨー 

フーンドー 

ヒー ドーリー ラヒヤー 

フーンダー 

ヒーア ドーリー ラヒー 

フーンディー 

ヒー ドーリー ラヒユーン 

フーンディユーン 

三人称

（遠称） 

 رھيوڊوڙيھو
 ھوندو

 رھياڊوڙيھو
 ھوندآ

 رھيڊوڙيھوء 
 ھوندي

 رھيونڊوڙيھو
 ھونديون

               
       

               
       

              
       

                 
           

フー ドーリー ラヒヨー 

フーンドー 

フー ドーリー ラヒヤー 

フーンダー 

フーア ドーリー ラヒー 

フーンディー 

フー ドーリー ラヒユーン 

フーンディユーン 



~ 209 ~ 
 

１１．９．動作主を示す形 -      と -      u  
スィンディー語には、上記で見た以外にも、動作主を示す形として -      や -      u 
という形があります。この形は、語尾が以下のとおりに変化します。動詞 ڊوڙڻ        
を例にその形を見てゆきましょう。 ڊوڙڻ        からは ڊوڙندڙ          という形が
導かれます。 

 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

主格 
 ڊوڙندڙ ڊوڙندڙ ڊوڙندڙ ڊوڙندڙ

                                    

後置格 
 ڊوڙندڙين ڊوڙندڙ ڊوڙندڙن ڊوڙندڙ

                                          

 
例文 

 .ٿورھي۾آثرجيھوآئنچوماسيآيندڙکانعلائقنخشڪپاڪستان،۾سردين
                                                                                 

           
サルディユン メン パーキスターン、フシュク イラーイカン カーン イーンダラ チョウマースィ

ー ハワーアン ジェー アサル メン ラヘー トー 
冬には、パキスタンは乾燥地域から来る季節風の影響を受ける。 

 .آ ھيويوٿيپھچائيندڙآ رآمڏآڍوسفرھوآئي
                                                        

ハワーイー サファル ダードー アーラーム パフチャーイーンダル ティー ワヨー アーヘー 
空の旅は非常に心地よいものとなった。 
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結婚式に使われる首飾り 
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第 12章 動詞３ 
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１２．１．命令形 
 
 命令形は、相手に対する命令、依頼、懇願を表現するために用います。ここでは、 
u 「燃やす」という動詞を例に、その      ساڙڻ 、と、「会う、手に入る」        ملڻ
変化を見てゆきましょう。 
 「会う、手に入る」という動詞は、語幹が a で終わる動詞、「燃やす」という動詞は、
語幹が i で終わる動詞の例です。 
 以下の表で、単数は、相手を تون      で呼ぶ場合に用いられる形を、複数は、相手
を توھين         で呼ぶ場合に用いられる形を、表します。 
 否定文にするためには、動詞の直前に否定辞  نہ  na  を置きます。 
 
１２．１．１．単純命令形 
 単純命令形は、「～しなさい」「～してください」という命令を表します。 
 

単数 複数 

 .ملو .مل
milu. milo. 
ミル ミロー 

会いなさい 会ってください 

 .ساڙيو .ساڙ
              
サーリ サーリヨー 

燃やしなさい 燃やしてください 
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１２．１．２．未来命令形 
 未来命令形は、たとえば、明日やその先など、未来のある時点で何かをするように

伝えるための命令形です。文脈によっては、「～してくれませんか」という懇願の意味

を持つ場合もあります。 

 

単数 複数 

 .ملجو(سڀاڻي) .ملج(سڀاڻي)
                                    

ミリジュ ミリジョー 
会いなさい 会ってください 

 .ساڙجو(سڀاڻي) .ساڙج(سڀاڻي)
                                    

（スバーネー）サーリジュ （スバーネー）サーリジョー 
（明日）燃やしなさい （明日）燃やしてください 

 
１２．１．３．願望・希求形 
 上記未来命令形よりもいっそう願望・希求の意味が強い場合に用いられる形です。

実際には上記未来命令形が持つ懇願の意味とほとんど差はないといえます。単数形

しか用いられません。 

 

単数 複数 

 .ملجانءِ
 

         .  
ミリジャーンイ 

 .ساِڙجانءِ 
 

         .  
サーリジャーンイ 
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１２．１．４．継続命令形 
 反復する動作や継続する動作をしてもらいたい場合に用いられる形です。単数形し

か用いられません。 
単数 複数 

 .ملپيو
 

payo milu.  
パヨー ミル 

 .ساڙپيو 
 

            
パヨー サーリ 

 
 

例文 

 .رکتيميزڪتابھيء 
                           

ヒーウ キターブ メーザ テー ラク 
この本を机の上に置きなさい。 

 .پيء پاڻيپوءِکانکاڌي
                            

カーデー カーン ポーイ パーニー ピーウ 
食事の後に水を飲みなさい。 

 .آچوآندر۾ڪمري
                      

カムレー メン アンダリ アチョー 
部屋の中にお越しください。 

 .ڳالھايوآ ھستہڪريمھرباني
                                

メヘルバーニー カレー アーヒスタ ガーラーヨー 
すみませんが、ゆっくり話してください。 
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 .ڪجسڀاڻيڪمھي
                       

ヒー カム スバーネー カジュ 
この仕事は、明日しなさい。 

 .وڃجآ فيسسڀاڻي
                       

スバーネー アーフィーサ ワニジュ 
明日、事務所へ行きなさい。 

 .لکجوخطلاءِجيھن
                            

フナ ジェー ラーイ ハトゥ リキジョー 
彼のために手紙を書いてくれませんか。 

 .آچجودفعوٻيونسڀاڻي
                            

スバーネー ビヨーン ダフォー アチジョー 
明日、もう一度来てください。 

 .ملجانءِسانمون
                      

ムーン サーン ミリジャーンイ 
私とお会いしてくれませんか。 

 .پڙھجانءِسانغورڪاغذھي
                                   

ヒー カーガズ ゴウラ サーン パリジャーンイ 
この書類をよく読んでください。 

 .پيء پيوپاڻيصاف
                    

サーフ パーニー パヨー ピーウ 
きれいな水を飲み続けなさい。 
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 .لکپيوچٺيکيپيء پنھنجي
                                   

パンヒンジェー ピーウ ケー チッティー パヨー リク 
自分の父親に手紙を書き続けなさい。 
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１２．２．受動態 
 
 スィンディー語の受動態表現方法には、大きく分けて２種類あります。まず、新聞など

でよくみられる表現として、補助動詞 وڃڻ waňaṇu （ワニャヌ：本来の意味は「行く」）
を用いる表現があります。他動詞の未完了分詞のうしろに、補助動詞  وڃڻwaňaṇu 
の変化形を付加します。 وڃڻの変化が現在変化なら受動態現在形、未来変化なら受
動態未来形、過去変化なら受動態過去形をそれぞれ表します。 
 
 スィンディー語では、補助動詞 وڃڻを用いる方法以外にも、他動詞語幹に受動態を
示す要素を付加して導き出される受動態があります。 
 たとえば、動詞 لکڻ likʰaṇu （リカヌ：書く）を例にとると、 لکجڻ likʰijaṇu （リキジャ
ヌ：書かれる）という動詞を形成します。 
 それでは、動詞 لکڻ likʰaṇu を例に、受動態の変化を見てゆきましょう。 
 
１２．２．１．受動態現在形 
 likʰijaṇu を用いる場合 لکجڻ

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

 ٿيون   لکجن ٿي   لکجي ٿا   لکجن ٿو   لکجي
likʰije tʰo likʰijani tʰā likʰije tʰī likʰijani tʰā 

リキジェー トー リキジャン ター リキジェー ティー リキジャン ティユーン 

 

補助動詞 وڃڻ waňaṇu を用いる場合 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

 ٿيون   وڃن   لکيون ٿي   وڃي   لکي ٿا   وڃن   لکيا ٿو   وڃي   لکيو
likʰiyo waňe tʰo  likʰiyā waňani tʰā  likʰī waňe tʰī  likʰiyu ̄̃ waňani tʰiyu ̄̃  
リキヨー ワニェー トー リキヤー ワニャン ター リキー ワニェー ティー リキユーン ワニャン ティユーン 
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例文 
  . ايندي   تبديلي   ۾   سرڪار   تہ   ٿو   وڃي   چيو

cayo waňe tʰo ta sarkāra mẽ tabdīlī i  ̄̃dī.  
チャヨー ワニェー トー タ サルカーラ メン タブディーリー イーンディー 

政権が交代するだろうと言われている。 

 

次の文と比較しましょう。  
  . ايندي   تبديلي   ۾   سرڪار   تہ   ٿو   چئجي

caije tʰo ta sarkāra mẽ tabdīlī i  ̄̃dī.  
  . ايندي   تبديلي   ۾   سرڪار   تہ   ا ھي   چئبو

caibo āhe ta sarkāra mẽ tabdīlī i  ̄̃dī.  
  . ٿو   سڏجي   ۾   پوليس   کي   ھنن

hunani kʰe polīsa mẽ sad ̣̄ije tʰo.  
フナン ケー ポーリーサ メン サディジェー トー 

彼らは、警察に呼ばれている。 

  . ٿو   وڃي   سڏيو   ۾   پوليس   کي   ھنن
hunani kʰe polīsa mẽ sad ̣̄iyo waňe tʰo.  

  . ا ھي   سڏبو   ۾   پوليس   کي   ھنن
hunani kʰe polīsa mẽ sad ̣̄ibo āhe.  

  . ٿي   وڃي   ٺاھي   کان   پرزن   ھنن   مشين   ھيء  
hīa mašīna hinani purzani kʰa ̄̃ ṭʰāhī waňe tʰī.  

ヒーア マシーナ ヒナン プルザン カーン ターヒー ワニェー ティー 
この機械は、これらの部品から作られている。 
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  . ٿيون   وڃن   لکيون   چٺيون   گھڻيون   لاء     جي   ھنن
hunani je lāi gʰaṇiyu ̄̃ ciṭṭʰiyu ̄̃ likʰiyu ̄̃ waňani tʰiyu ̄̃.  

フナン ジェー ラーイ ガニユーン チッティユーン リッキユーン ワニャン ティユーン 
彼らのために、多くの手紙が書かれている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マクリーの丘（タッタ郊外） 
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１２．２．２．受動態過去形 
受動態の過去形は、補助動詞 وڃڻ waňaṇu を用いる形のみが用いられます。受動
態を形成する要素 ij を用いる動詞は、過去形には用いません。 
 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

 يونو   لکيون ويئي   لکي ويا   لکيا ويو   لکيو
likʰiyo wayo likʰiyā wayā likʰī waī likʰiyu ̄̃ wayu ̄̃ 
リキヨー ワヨー リキヤー ワヤー リキー ワイー リキユーン ワユーン 

 

例文 
  . ويو   ا ندو   سامان   گھڻو   ۾   ڪمري

kamre mẽ gʰaṇo sāmānu a ̄̃do wayo.  
カムレー メン ガノー サーマーン アーンドー ワヨー 

部屋の中に多くの荷物が運び込まれた。 

  . ويون   ٻڌايون   ھيونڳال   مکيہ   کي   قوم
qauma kʰe mukʰiyu ḡālʰiyu ̄̃ b udʰāyu ̄̃ wayu ̄̃.  

コウム ケー ムキユ ガーリユーン ブダーユーン ワユーン 
国民に重要な話が聞かされた。 

  . ا ھي   ويو   ڪيو   اعلان   جو   ڪرڻ   ملاکڙو   قومي   طرفان   حڪومت
ḥukūmata ta̤rfa ̄̃ qaumī malākʰiṛo karaṇa jo elānu kayo wayo āhe.  

フクーマタ タルファーン コウミー マラーキロー カラナ ジョー エーラーン カヨー ワヨー アーヘー 

政府から国民レスリング大会を行うという発表がなされた。 

  . ويو   ڪيو   تباھ   بلڪل   کي   حالت   سياسي   ۽   مالي   جي   مسلمانن
musalmānani jī mālī aĩ siyāsī ḥālata kʰe bilkul tabāhu kayo wayo.  

ムサルマーナン ジー マーリー アイン スィヤースィー ハーラタ ケー ビルクル タバー カヨー ワヨー 

ムスリムたちの財政、政治状況は完全に壊滅させられた。 
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１２．２．３．受動態未来形 
 受動態現在形では、 ij という要素を他動詞の語幹に付加して受動態動詞を形成し
た形を用いましたが、受動態未来形では ib という要素を加える形があります。ここで
も他動詞 لکڻ を例にその変化を見てゆきましょう。 
 なお、この形は、あとに ھئڻ huaṇu の現在変化をともなって、習慣的な意味を持た
せる表現になります。 
 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

 لکبيون لکبي لکبا لکبو
likʰibo likʰibā likʰibī likʰibiyu ̄̃ 
リキボー リキバー リキビー リキビユーン 

 

補助動詞 وڃڻ waňaṇu を用いる場合 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

 وينديون   لکيون ويندي   لکي ويندا   لکيا ويندو   لکيو
likʰiyo vi  ̄̃do likʰiyā vi  ̄̃dā likʰī vi  ̄̃dī likʰiyu ̄̃ vi  ̄̃diyu ̄̃ 

リキヨー ヴィーンドー リキヤー ヴィーンダー リキー ヴィーンディー リキユーン ヴィーンディユーン 

 

例文 
  . ويندو   ڪيو   تائين   پرينھنء     ڪم   ھي

hī kamu pari  ̄̃hãa tāi  ̄̃ kayo vi  ̄̃do.  
ヒー カム パリーンハンア ターイーン カヨー ヴィーンドー 

この仕事は明後日までになされるでしょう。 
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  . وينديون   لڳايون   ۾   ڪارخاني   ھن   مشينون   ھي
hī mašīnu ̄̃ huna kārxāne mẽ laḡāyu ̄̃ vi  ̄̃diyu ̄̃.  

ヒー マシーヌーン フナ カールハーネー メン ラガーユーン ヴィーンディユーン 
これらの機械は、あの工場に設置されるでしょう。 

  . ويندي   ڪئي   تقريب   ھڪ   ھتي   بجي   اٺين   جو   صبح   سڀاڻي
subʰāṇe ṣubuḥa jo aṭʰẽ baje hite hika taqrībi kaī vi  ̄̃dī.  

スバーネー スブハ ジョー アテーン バジェー ヒテー ヒカ タクリーブ カイー ヴィーンディー 
明日朝８時、ここで、ある会議が行われるでしょう。 

 ۾،   ا باديء     جي   ملڪ   جي   اسان   تہ   ڪبو،   حساب   ڪري   گڏ   کي   انداز   جي   اقليتن   ٻين
  . ٿو   ٿئي   سيڪڙو   ۳   تناسب   جو   انھن   

b iyani aqaliyatani je andāza kʰe gad ̣̄i kare ḥisābu kabo, ta asa ̄̃ je mulka jī ābādīa 
mẽ, unhani jī nisbata faqat ̤3 sekiṛo tʰie tʰo.  

ビヤン アカリヤタン ジェー アンダーザ ケー ガディ カレー ヒサーブ カボー、タ アサーン 

ジェー ムルカ ジー アーバーディーア メン ウンハン ジー ニスバタ ファカトゥ テー セーキ

ロー ティエー トー 
ほかの少数派を考慮して計算されると、我々の国の人口における彼らの割合はわずか３パーセント

になる。 

  . ا ھي   سڏبو   کوٽيندڙ   کاڻ   کي   انھن   ٿا،   ڪن   ڪم   ۾   کاڻين   ماڻھو   جيڪي
jeke māṇʰū kʰāṇiyani mẽ kamu kani tʰā, ũhani kʰe kʰāṇu kʰoṭi  ̄̃daṛu sad ̣̄ibo āhe.  
ジェーケー マーヌー カーニヤン メン カム カン ター、ウンハン ケー カーヌ コーティーン

ダル サディボー アーヘー 
鉱山で働く人は鉱夫と呼ばれます。 
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１２．３．使役動詞 
 使役動詞は、「～させる」、あるいは仲介者にさせる、という意味を持つ動詞を指しま

す。スィンディー語では、多くの場合、他動詞から規則的に導き出すことができます。 
 二重使役動詞は、ほかの現代インド・アーリヤ諸語にも見られます。以下に示す例文

でその用法を学びます。 
他動詞 使役動詞 二重使役動詞 

 ڪرارائڻ ڪرائڻ ڪرڻ
karaṇu karāiṇu karārāiṇu 
カラヌ カラーイヌ カラーラーイヌ 

する させる （仲介者に）させる 

 پيارائڻ پيارڻ پيئڻ
pīaṇu piyāriṇu piyārāiṇu 
ピーアヌ ピヤーリヌ ピヤーラーイヌ 

飲む 飲ませる （仲介者に）飲まさせる 

 کارارائڻ کارائڻ کائڻ
kʰāiṇu kʰārāiṇu kʰārārāiṇu 
カーイヌ カーラーイヌ カーラーラーイヌ 

食べる 食べさせる （仲介者に）食べさせる 
 

例文 
  . ڪيو   ڪم   ھيء     مون   .1

mu ̄̃ hīu kamu kayo.  
ムーン ヒーウ カム カヨー 

私はこの仕事を（自分で）しました。 

  . ڪرايو    ( کان   ھنن )    ڪم   ھيء     مون   .2
mu ̄̃ hīu kamu (hunani kʰa ̄̃) karāyo.  

ムーン ヒーウ カム （フナン カーン）カラーヨー 
私はこの仕事を（彼らに）させました。 
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  . ڪرارايو   کي   C  کان B    ڪم   ھيء     مون   .3
mu ̄̃ hīu kamu B sa ̄̃ C kʰe karārāyo.  

ムーン ヒーウ カム ビー サーン スィー ケー カラーラーヨー 
私は、ＢをしてＣにこの仕事をさせました。 

 
 1.の文は、他動詞完了分詞を用いた単純過去形の文です。それに対し、2.の文は、
使役動詞完了分詞を用いた文、3.は、二重使役動詞完了分詞を用いた文です。二重
使役とは、話者が第三者に命じて相手に何かをしてもらう場合に用いられることを指し

ています。上記 3.の文で、第三者は「Ｂ」、実際に仕事をしたのは「Ｃ」です。 
 

例文 
  . پيتو   پاڻي   مون

mu ̄̃ pāṇī pīto.  
ムーン パーニー ピートー 

私は水を飲んだ。 

  . پياريو   پاڻي   کي   ھن   مون
mu ̄̃ huna kʰe pāṇī piyāriyo.  

ムーン フナ ケー パーニー ピヤーリヨー 
私は彼に水を飲ませた。 

  . پيارايو   پاڻي   کي   جلال   کان   محمد   مون
mu ̄̃ muḥammada kʰa ̄̃ jalāla kʰe pāṇī piyārāyo.  

ムーン ムハンマダ カーン ジャラーラ ケー パーニー ピヤーラーヨー 
私は、ムハンマドをして、ジャラールに水を飲まさせた。（ジャラールに直接水を飲ませたのは、ムハ

ンマド） 

  . کاڌي   ماني   جي   رات   ھن
huna rāti jī mānī kʰādʰī.  

フナ ラーティ ジー マーニー カーディー 
彼は夕食を食べた。 
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  . کارائي   يمان   کي   اڪبر   ھن
huna akbara kʰe mānī kʰārāī  

フナ アクバラ ケー マーニー カーラーイー 
彼はアクバルに食事を食べさせた。 

  . کارارائي   ماني   کي   اڪبر   کان   عابد   ھن
huna `ābida kʰa ̄̃ akbara kʰe mānī kʰārārāī  

フナ アービダ カーン アクバラ ケー マーニー カーラーラーイー 
彼は、アービドをしてアクバルに食事を食べさせた。（アクバルに直接食事を食べさせたのは、アー

ビド） 

 
 スィンディー語では、上記のとおり語幹に را rā を付加することにより使役動詞や二
重使役動詞をつくることができますが、規則上はより多くの仲介者を介するような動詞

をつくることもできます。 سڙڻ saṛaṇu （燃える）を例に以下を参照してください。 
 سڙڻ

saṛaṇu 
サラヌ 

燃える（自動詞） 

 ساڙڻ
sāṛiṇu 
サーリヌ 

燃やす（他動詞） 

 ساڙائڻ
sāṛāiṇu 
サーラーイヌ 

（誰かに）燃やさせる（使役動詞） 
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 ساڙارائڻ
sāṛārāiṇu 

サーラーラーイヌ 
燃やさせる（二重使役動詞） 

 ساڙارارائڻ
sāṛārārāiṇu 

サーラーラーラーイヌ 
燃やさせる（三重使役動詞） 

 

 ただし、実際には二重使役より複雑な動詞が用いられることはまずありません。二重

使役動詞が発達したことは、歴史的に、使用者と被使用者の関係が確立された社会、

あるいはいわゆる「カースト制度」をはじめとした社会階層が厳格に守られている社会

だったということが関係していると言われています。 
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１２．４．補助動詞 
 補助動詞とは、「～できる」「～したい」など、補助的な意味を付加するために用いら

れる動詞を指します。補助動詞の前に置かれる本動詞は、不定詞形を用いる場合、接

続分詞形を用いる場合とがありますので、どちらの形を用いるのかに注意を払う必要

があります。 

 

１２．４．１．接続分詞を使う補助動詞 
以下に挙げる動詞は、接続分詞形を用いる補助動詞です。 

 سگھڻ
sagʰaṇu  
サガヌ 

できる（可能・許可） 

 چڪڻ
cukaṇu  
チュカヌ 

してしまう（完了） 

 ڇڏڻ
cʰad ̣̄iṇu  
チャディヌ 

してしまう（強調） 

 وڃڻ
waňaṇu  
ワニャヌ 
してしまう 

 رھڻ
rahaṇu  
ラハヌ 

進行表現をつくる 
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 ڏيڻ
d ̣̄iyaṇu  
ディヤヌ 

してしまう、してあげる 

 وٺڻ
waṭʰaṇu  

ワタヌ 
してしまう、してもらう 

 

例文 
  . ٿا   سگھو   وڃي   تائين   پڻي   بہ   ۾   گاڏيء     ريل   توھين

tavʰi  ̄̃ rela gād ̣̄īa mẽ bi puṇe tāi  ̄̃ waňī sagʰo tʰā.  
タヴィーン レーラ ガーディーア メン ビ プネー ターイーン ワニー サゴー ター 

あなたは、列車でもプネーまで行けます。 

 ٿو؟   سگھان   اچي   اندر   مان   ڇا
cʰā ma ̄̃ andari acī sagʰa ̄̃ tʰo?  

チャー マーン アンダリ アチー サガーン トー 
中に入ってもいいですか。 

  . ھئي   چڪي   پڙھي   بڪتا   چار   ۾   ڏينھن   ھڪ   ھوء  
hūa hika d ̣̄i  ̄̃hã mẽ cāri kitāba paṛʰī cukī huī.  

フーア ヒカ ディーンハン メン チャーリ キターバ パリー チュキー フイー 
彼女は１日で４冊の本を読んでしまいました。 

  . ا ھي   ڇڏيو   ماري   کي   چور   ھن
huna cora kʰe māre cʰad ̣̄iyo āhe.  

フナ チョーラ ケー マーレー チャディヨー アーヘー 
彼は、泥棒を殴りました。 
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  . ا ھيون   رھيا   کائي   ماني   اسين   ھاڻي
hāṇe asi  ̄̃ mānī kʰāī rahiyā āhiyu ̄̃.  

ハーネー アスィーン マーニー カーイー ラヒヤー アーヒユーン 
今、我々は食事をしています。（現在進行形） 

  . اٿم   ڏنو   لکي   خط   لاء     جي   توھان
tavʰa ̄̃ je lāi xatṳ likʰī d ̣̄ino atʰami.  

タヴァーン ジェー ラーイ ハトゥ リキー ディノー アタミ 
私は、あなたのため手紙を書きました。 

  . وڃو   ويھي   ھتي
hitte vehī waňo.  

ヒッテー ヴェーヒー ワニョー 
ここに座ってください。 

 

 なお、本動詞が他動詞の場合でも、補助動詞を伴った文の場合、その補助動詞が

自動詞であれば、能格構文にはなりません。以下の２つの文を例として示します。 
  . ويس   ڪري   ڪم   ھيء     مان

ma ̄̃ hīu kamu kare wayusi.  
マーン ヒーウ カム カレー ワユスィ 

私がこの仕事をしました。（補助動詞 waňaṇu を伴った場合） 

  . ڪيو   ڪم   ھيء     مون
mu ̄̃ hīu kamu kayo.  

ムーン ヒーウ カム カヨー 
私がこの仕事をしました。（補助動詞を伴わない場合） 

 
、karaṇu は、他動詞なので、完了分詞を用いる文では、能格構文になりますがڪرڻ 
上の文では、補助動詞 وڃڻ waňaṇu が用いられ、この動詞が自動詞なので文全体
が能格構文になりません。 
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１２．４．２．不定詞を用いる補助動詞 

 چاھڻ
cāhiṇu  
チャーヒヌ 
～したい 

 گھرجي
gʰurije  

グルジェー 
～すべきである 

 گھرجن
gʰurjani  
グルジャン 

～すべきである、欲しい（複数）（後置詞の項参照） 

 کپي
kʰape  
カペー 

～すべきである 

 کپن
kʰapani  
カパン 

～すべきである、欲しい（複数）（後置詞の項参照） 

 

（注） گھرجي gʰurije と کپي kʰape は、相互に入れ替えて使うことができると考えて

差し支えありません。また、意味上の主語が、後置詞 کي kʰe を伴い、後置格形に変

化することに注意してください。 
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例文 
  . ٿيون   چاھيون   ھلڻ   دھليء     گڏ   سان   توھان   اسين

asi  ̄̃ tavʰa ̄̃ sa ̄̃ gad ̣̄u dihilīa halaṇu cāhiyu ̄̃ tʰiyu ̄̃.  
アスィーン タヴァーン サーン ガドゥ ディヒリーア ハラヌ チャーヒユーン ティユーン 

私たちは、あなたと一緒にデリーへ行きたいんです。 

  . ٿو   چاھيان   پڇڻ   ڳالھہ   ھڪ   کان   توھان
tavʰa ̄̃ kʰa ̄̃ hika ḡālʰi pucʰaṇu cāhiya ̄̃ tʰo.  

タヴァーン カーン ヒカ ガーリ プチャヌ チャーヒヤーン トー 
あなたに尋ねたいことが一つあります。 

  . کپي   کائڻ   ماني   دفعا   ٽي   روز   کي   مريضن   ھنن
hinani marīẓani kʰe roza ṭe dafā mānī kʰāiṇu kʰape.  

ヒナン マリーザン ケー ローザ テー ダファー マーニー カーイヌ カペー 
この病人は、１日３回食事をしなければなりません。 

  . گھرجي   ڪرڻ   ا رام   پوء     کان   ڪلاڪن   ٻن   تہ   ا ھي   چوڻ   جو   ڊاڪٽر
ḍākṭara jo cawaṇu āhe ta b ini kalākani kʰa ̄̃ poi ārāmu karaṇu gʰurije.  

ダークタラ ジョー チャワヌ アーヘー タ ビン カラーカン ポーイ アーラーム カラヌ グルジェー 

医者の話では、２時間たったら休息すべきだ。 
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第 13章 人称接尾辞 
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１３．１．人称接尾辞とは 

 

１３．１．１．親族名称等とともに用いられる人称接尾辞 

人称接尾辞を伴った親族名称等の名詞は、主格のみで用います。ここでは、  پٽ 

puṭu （息子）を例にその変化を見てゆきます。 

 息子  پٽ

 
単数 複数 

一人称 
 پُٽُئون پُٽُمِ 

puṭumi puṭuu ̄̃ 
プトゥミ プトゥウーン 

二人称 

 پُٽُوِ  پُُٽءِ 
puṭui puṭuva 
プトゥイ プトゥヴァ 

三人称 
ُِ پُٽُسِ   ٽُنِ پ

puṭusi puṭuni 
プトゥスィ プトゥニ 

 

例文 
 ِ.ِآ يوِِِھتيِِِپٽم

puṭumi hite āyo.  
プトゥミ ヒテー アーヨー 

私の息子（１人）がここへ来た。 
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上記の文は、以下のとおり言い換えることができます。 

 ِ.ِآ يوِِِھتيِِِپٽِِِمنھنجو
mũhĩjo puṭu hite āyo.  

ムンヒンジョー プトゥ ヒテー アーヨー 

 

例文 
 آ ھي؟ِِِويوِِِٿيڪِِِپٽو

puṭuva kitʰe wayo āhe?  
プトゥヴァ キテー ワヨー アーヘー 

あなたの息子（１人）はどこへ行きましたか。 

 ِ.ِآ ھيِِِويوِِِٿيِِِڊآڪٽرِِِپٽن
puṭuni ḍākṭaru tʰī wayo āhe.  

プトゥニ ダークタル ティー ワヨー アーヘー 
彼らの息子（１人）は医者になった。 
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 息子たち  پٽ

 
単数 複数 

一人称 
 پُٽ ئون پُٽ مِ 

puṭami puṭau ̄̃ 
プタミ プタウーン 

二人称 
ُِ ءِ پ  پُٽ وِ  ٽ 

puṭai puṭava 
プタイ プタヴァ 

三人称 
 پُٽ نِ  پُٽ سِ 

puṭasi puṭani 
プタスィ プタニ 
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１３．１．２．後置詞とともに用いられる人称接尾辞 
 後置詞とともに用いられる人称接尾辞は、以下のとおりです。人称接尾辞を用いるか

どうかで、文意に変化はありません。どの表現を用いるかは話者に委ねられています。 

 

（１）後置詞 وٽ waṭi とともに用いられる場合 

 ِ.ِآ ھيِِِڪدوِِِوٽِِِھن
huna waṭi kadū āhe.  

フナ ワティ カドゥー アーヘー 
彼（彼女）のところにはカボチャがあります。 

 ِ.ِآ ھيِِِڪدوِِِوٽس
waṭisi kadū āhe.  

ワティスィ カドゥー アーヘー 

 

この文は、以下のとおり言い換えることもできます。 
 ِ.ِآٿسِِِڪدو

kadū atʰasi.  
カドゥー アタスィ 
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（２）後置詞 کي kʰe とともに用いられる場合 

 ِ.ِڏنوِِِڪتابِِِکيِِِھن
huna kʰe kitābu d ̣̄ino.  

フナ ケー キターブ ディノー 
彼（彼女）に本をあげた。 

 ِ.ِڏنوِِِڪتابِِِکيس
kʰesi kitābu d ̣̄ino.  

ケースィ キターブ ディノー 

 ِ.ِڏنوِِِڪتابِِِکيِِِھنن
hunani kʰe kitābu d ̣̄ino.  

フナン ケー キターブ ディノー 
彼（彼女）らに本をあげた。 

 ِ.ِڏنوِِِڪتابِِِکين
kʰeni kitābu d ̣̄ino.  

ケーン キターブ ディノー 

 

（３）後置詞 کان kʰa ̄̃ とともに用いられる場合 

 ِ.ِورتوِِِڪتابِِِکانِِِھن
huna kʰa ̄̃ kitābu warto.  

フナ カーン キターブ ワルトー 
彼（彼女）から本をもらった。 

 ِ.ِورتوِِِڪتابِِِکانئس
kʰa ̄̃usi kitābu warto.  

カーンウスィ キターブ ワルトー 
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 sando とともに用いられる場合 سندو （４）
この語彙は単独では用いられず、必ず人称接尾辞を伴って用いられます。語尾の o 
の部分は、その語尾が o で終わる男性名詞と同じ語尾変化が起きます。まず、以下
の表を見てください。 
 

男性変化 女性変化 
単数 複数 単数 複数 

  سندي سندآ سندو
sando sandā sandī  
サンドー サンダー サンディー 

 

 

 sando の主格変化 سندوِ

 
単数 複数 

一人称 

 سندون سندم
sandumi sandu ̄̃ 
私の 私たちの 

二人称 

 سندو سندءِ 
sandui sanduva 
あなたの あなたたちの 

三人称 

 سندن سندس
sandusi sanduni 
彼（彼女）の 彼ら（彼女ら）の 
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 sandā の変化（主格） سندآ

 
単数 複数 

一人称 

 سندئون سندم
sandami sandau ̄̃ 
私の 私たちの 

二人称 

 سندو سندءِ 
sandai sandava 
あなたの あなたたちの 

三人称 

 سندن سندس
sandasi sandani 
彼（彼女）の 彼ら（彼女ら）の 

 

 sandī の変化（主格） سندي

 
単数 複数 

一人称 

 ئونسندي سنديم
sandiyami sandiyau ̄̃ 
私の 私たちの 

二人称 

 سنديو سنديءِ 
sandiyai sandiyava 
あなたの あなたたちの 

三人称 

 سندين سنديس
sandiyasi sandiyani 
彼（彼女）の 彼ら（彼女ら）の 
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 sandī の変化（主格・複数） سندي

 
単数 複数 

一人称 

  سنديم
sandiyumi  

私の 
 

二人称 

 سنديو سنديءِ 
sandiyui sandiyuva 
あなたの あなたたちの 

三人称 

 سندين سنديس
sandiyusi sandiyuni 
彼（彼女）の 彼ら（彼女ら）の 

 

例文 

 ِ.ِآ ھيِِِويوِِِمريِِِپٽِِِسندسِِِتہِِِمڃيِِِنٿيِِِھوءِ 
hūa natʰī maňe ta sandusi puṭu marī wayo āhe.  

フーア ナティー マニェー タ サンドゥスィ プトゥ マリー ワヨー アーヘー 
彼女は、自分の息子が死んでしまったことを認めていない。 

 ِ.ِِآ ھيِِويوِِِٿيِِِتباھِِِ۾ِِِباھِِِسامانِِِسڄوِِِسندن
sandani saj  o sāmānu bāha mẽ tabāha tʰī wayo āhe.  

サンダン サジョー サーマーヌ バーハ メン タバー ティー ワヨー アーヘー 
彼らのすべての荷物が火事でなくなってしまった。 

 ِ.ِآ ھيونِِِڪندآِِِعزتِِِسندنِِِآسين
asi  ̄̃ sandani `izzata kãdā āhiyu ̄̃.  

アスィーン サンダン イッザタ カンダー アーヒユーン 
我々は、彼らを尊敬しています。 

ِ
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 ِ!ِلڳنِِِٿيونِِِسھڻيونِِِنہِِِڪھڙيونِِِقطارونِِِسندن
sandani qatṳru ̄̃ na suhṇiyu ̄̃ tʰiyu ̄̃.  

サンダン カトゥルーン ナ スフニユーン ティユーン 
それらのかけらは美しくない。 

 

 sāṇu とともに用いられる場合 ساڻ （５）

後置詞 ساڻ sāṇu は、「～とともに」を表す後置詞です。 سندو sando と同様に、単独

では用いられず、必ず人称接尾辞を伴って用いられます。 

 

 
単数 複数 

一人称 
 ساڻھون ساڻم

sāṇumi sāṇuhu ̄̃ 
私とともに 私たちとともに 

二人称 

 ساڻو ساڻءِ 
sāṇui sāṇuva 

あなたとともに あなたたちとともに 

三人称 
 ساڻن ساڻس
sāṇusi sāṇuni 

彼（彼女）とともにの 彼ら（彼女ら）とともに 
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１３．１．３．コピュラ動詞に付加される形 
一般的に、所有表現でみられます。所有しているものの性・数には無関係に、語尾が

以下のとおり変化します。コピュラ動詞に付加される場合、コピュラ動詞にも音変化が

現れるので、注意が必要です。 

 
単数形 複数形 

一人称 
 ُون مِ 

mi u ̄̃ 
ミ ウーン 

二人称 

،  وِ  يِِِء 
i, ī va 

イ、イー ヴァ 

三人称 

 نِ  سِ 
si ni 
スィ ニ 

 

現在形における変化形は以下のとおりです。 
単数形 

 
単数形 複数形 

一人称 
 آٿ ئُون آٿ مِ 

atʰami atʰau ̄̃ 
アタミ アタウーン 

二人称 

 آٿ وِ  آٿيئي
atʰeī atʰava 

アテーイー アタヴァ 

三人称 

 آٿ نِ  آٿ سِ 
atʰasi atʰani 
アタスィ アタニ 



~ 245 ~ 
 

 

複数形 

 
単数形 複数形 

一人称 
 آٿ نئُون آٿ نمِ 

atʰanami atʰanau ̄̃ 
アタナミ アタナウーン 

二人称 
 آٿ ن وِ  آٿن ئي

atʰanaī atʰnava 
アタナイー アタナヴァ 

三人称 
 آٿ ن نِ  آٿ ن سِ 

atʰanasi atʰanani 
アタナスィ アタナニ 
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例文 
一人称単数 

 ِ.ِآ ھيِِِپالڪِِِوٽِِِمون
mu ̄̃ waṭi pālaka āhe.  

私のところにはホウレンソウ（女性名詞単数）があります。 

 ِ.ِآٿنمِِِپالڪ
pālaka atʰami.  
パーラク アタミ 

ِ
 ِ.ِآ ھنِِِپٽاٽاِِِوٽِِِمون

mu ̄̃ waṭi paṭāṭā āhini.  
私のところにはジャガイモ（男性名詞複数）があります。 

 ِ.ِآٿنمِِِپٽاٽا
paṭāṭā atʰanami.  
パターター アタナミ 

 

一人称複数  
 ِ.ِآ ھيِِِڪڻڪِِِوٽِِِآسان

asa ̄̃ waṭi kaṇka āhe.  
我々のところにはコムギがあります。 

 ِ.ِآٿئونِِِڪڻڪ
kaṇka atʰau ̄̃.  

カンカ アターウーン 
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二人称単数  
 ِ.ِآ ھيِِِبيھِِِوٽِِِتو

to waṭi bīha āhe.  
あなたのところにはレンコンがあります。 

 ِ.ِآٿيئيِِِبيھ
bīha atʰeī.  

ビー アテーイー 

 

二人称複数  
 ِ.ِآ ھنِِِچانورِِِوٽِِِتوھان

tavʰa ̄̃ waṭi ca ̄̃wara āhini.  
あなたたちのところにはコメがあります。 

 ِ.ِآٿنوِِِچانور
ca ̄̃wara atʰanava.  

チャーンワラ アタナヴァ 
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三人称単数  
 ِ.ِآ ھيِِِڪدوِِِوٽِِِھن

huna waṭi kadū āhe.  
彼（彼女）のところにはカボチャがあります。 

 ِ.ِآٿسِِِوڪد
kadū atʰasi.  

カドゥー アタスィ（アタス） 

 

三人称複数  
 ِ.ِآ ھيِِِدآلِِِوٽِِِھنن

hunani waṭi dāli āhe.  
彼（彼女）らのところにはマメがあります。 

 ِ.ِآٿنِِِدآل
dāli atʰani.  

ダーリ アタニ（アタン） 

 

 



~ 249 ~ 
 

では、次にコピュラ動詞単純過去形とともに用いられる場合の形を見ましょう。単純過

去形は、性・数により形が変換するので、注意が必要です。 

 ho  男性単数形 ھوِ

 
単数形 複数形 

一人称 
 ھوسُون ھومِ 

homi hosu ̄̃ 
ホーミ ホースーン 

二人称 

 ھووِ  ھوءِ 
hoi hova 
ホーイ ホーヴァ 

三人称 

 ھونِ  ھوسِ 
hosi honi 
ホースィ ホーニ 

 

 huā  男性複数形 ھئاِ

 
単数形 複数形 

一人称 
 ھئاسُون ھئامِ 

huāmi huāsu ̄̃ 
フアーミ フアースーン 

二人称 

، ، ُھئ ئِ ِِِھئاء   ُھئ وِ ِِِھئاو 
huāi, huai huāva, huava 
フアーイ、フアイ フアーヴァ、フアヴァ 

三人称 

 ھئانِ  ھئسِ 
huasi huāni 
フアスィ フアーニ 
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 huī  女性単数形 ھئيِ

 
単数形 複数形 

一人称 
 ھئي سُون ُھي مِ 

huyami huīsu ̄̃ 
フヤミ フイースーン 

二人称 
وِ  ھيئِ   ھئي 

huyaa huīva 
フヤア フイーア 

三人称 

 ُھي نِ  ُھي سِ 
huyasi huyani 
フヤスィ フヤニ 

 

 huyu ̄̃  女性複数形 ھيونِ

 
単数形 複数形 

一人称 
 ُھيونسُون ُھيونمِ 

huyu ̄̃mi huyu ̄̃su ̄̃ 
フユーンミ フユーンスーン 

二人称 

 ُھيونوِ  ُھيونءِ 
huyu ̄̃i huyu ̄̃va 
フユーンイ フユーンヴァ 

三人称 

 ُھيوننِ  ُھيونسِ 
huyu ̄̃si huyu ̄̃ni 

フユーンスィ フユーンニ 
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１３．１．４．他動詞単純過去形とともに用いられる、主格を示す人称接尾辞 
 他動詞の単純過去形とともに用いられる人称接尾辞は、その文の主語を示します。

語尾に、以下の表で示す音を付加することにより、人称代名詞を省略できます。 

 
単数 複数 

一人称 
 سين مِ 

mi si  ̄̃ 
ミ スィーン 

二人称 

 ي ن ِِ 
i i  ̄̃ 
イ イーン 

三人称 
 ُون وِ 

va u ̄̃ 
ヴァ ウーン 

 
 上記の人称接尾辞が用いられる場合、直接目的語の性・数に応じて変化する動詞

語尾が以下のとおり変化します。 
 人称接尾辞 mi, i が来る場合、男性単数を示す語尾 o は、 a に変化します。ま
た、それ以外の語尾、すなわち男性複数 ā 、女性単数 ī 、女性複数 yu ̄̃ はすべて、 ā 
に変化します。 
また、人称接尾辞 i  ̄̃ が来る場合、男性複数以外の語尾 o, ī, yu ̄̃ はすべて、 ā に変化
します。 
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１３．１．５．自動詞単純過去、単純未来とともに用いられる人称接尾辞 
 
 以下の表は、自動詞の単純過去形および単純未来形とともに用いられる人称接尾

辞です。人称接尾辞自体は共通です。空欄の箇所は、用いられないことを示します。 
 

 

主語 
一人称 二人称 三人称 

単数形 複数形 単数形 複数形 単数形 複数形 

 
間

接

目

的

語 

一

人

称 

単数形     ِم  ي مِ  يُمِ  ي و 
   yavami yumi yami 

複数形 
  

     
       

二

人

称 

単数形 
  ينمِ  سُونءِ  سانءِ 

  ُيءِ 
sa ̄̃i su ̄̃i ẽmi  yui  

複数形 
 ي وِ  يُوِ    سُونوِ  سانوِ 
sa ̄̃va su ̄̃va   yuva yava 

三

人

称 

単数形 
سِ  ينسِ  سُونسِ  سانسِ  ُِ ي و   ي سِ  سِ ي
sa ̄̃si su ̄̃si ẽsi yavasi yusi yasi 

複数形 
نِ  يننِ  سُوننِ  ساننِ   ي نِ  يُنِ  ي و 
sa ̄̃ni su ̄̃ni ẽni yavani yuni yani 
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１３．１．６．他動詞単純過去形とともに用いられる人称接尾辞 
 
 ここでは、主格および間接目的語双方が人称接尾辞により示される場合の変化を示

します。空欄の箇所は、用いられないことを示します。 

 
主語 

 
一人称 二人称 三人称 

 
単数形 複数形 単数形 複数形 単数形 複数形 

関

節

目

的

語 

一

人

称 
  

単数形    ِم مِ  ء  نمِ  و   ُونمِ  ي 

     imi vami i  ̄̃mi u ̄̃mi 

  
複数形 ِِِ      

   
   

     

 

二

人

称 
単数形  ِسُونءِ  مانء     

   
ma ̄̃i su ̄̃i     

  
複数形  ِسُونوِ  مانو     

   
ma ̄̃va su ̄̃va     

 

三

人

称 
単数形  ِسِ  سُونسِ  مانس سِ  ء  نسِ  و   ُونسِ  ي 

   
ma ̄̃si su ̄̃si isi vasi i  ̄̃si u ̄̃si 

  
複数形  ِنِ  سُوننِ  مانن نِ  ء  ننِ  و   ُوننِ  ي 

   
ma ̄̃ni su ̄̃ni ini vani i  ̄̃ni u ̄̃ni 
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上記の人称接尾辞が用いられる場合、直接目的語の性・数に応じて動詞語尾が変化します。ただ

し、以下のように音が変化します。 
主語が二人称の場合 
直接目的語が男性単数形の場合、その語尾 o は、 u に変化します。 
直接目的語が男性複数形、女性単数形、女性複数形の場合、それぞれに対応する動詞語尾 ā, ī, 
yu ̄̃ は、 a に変化します。 
主語が三人称の場合 
直接目的語により変化する動詞語尾は、その性・数に関係なくすべて ā に変化します。 
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１３．１．７．人称接尾辞を用いた動詞の変化例 
 では、他動詞の単純過去形が人称接尾辞を伴う場合の変化を、 چوڻ cawaṇu を例
に見てゆきましょう。 
 
主格を示す人称接尾辞 
動詞が男性単数形 چيو cayo の場合 
 

 
単数 複数 

一人称 

 چيوسون چيوم
cayomi cayosu ̄̃ 
チャヨーミ チャヨースーン 
私は言った 私たちは言った 

二人称 

 چيوو چيوءِ 
cayoi cayova 
チャヨーイ チャヨーヴァ 

あなたは言った あなたたちは言った 

三人称 

 چيائون چيائين
cayāi  ̄̃ cayāu ̄̃ 

チャヤーイーン チャヤーウーン 
彼（彼女）は言った 彼ら（彼女ら）は言った 

 

与格、対格を表す人称接尾辞が付加される場合の変化 

 

 
単数 複数 

三人称 

 چيون چيوس
cayosi cayoni 

チャヨースィ チャヨーニ 
彼（彼女）に言った 彼ら（彼女ら）に言った 



~ 256 ~ 
 

主格を示す人称接尾辞 

動詞が男性複数形 چيا cayā の場合 

 
単数 複数 

一人称 

 چياسون چيام
cayāmi cayāsu ̄̃ 
チャヤーミ チャヤースーン 
私は言った 私たちは言った 

二人称 

 چياو چياءِ 
cayāi cayāva 

チャヤーイ チャヤーヴァ 
あなたは言った あなたたちは言った 

三人称 

 چيانئون چيانئين
caya ̄̃i  ̄̃ caya ̄̃u ̄̃ 

チャヤーンイーン チャヤーンウーン 

彼（彼女）は言った 彼ら（彼女ら）は言った 

 

与格、対格を表す人称接尾辞が付加される場合の変化 

 

 
単数 複数 

三人称 

 چين چيس
cayasi cayani 
チャヤスィ チャヤニ 

彼（彼女）に言った 彼ら（彼女ら）に言った 
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主格を示す人称接尾辞 

動詞が女性単数形 چئي caī の場合 

 
単数 複数 

一人称 

 چئيسون چيم
cayami caīsu ̄̃ 
チャヤミ チャイースーン 
私は言った 私たちは言った 

二人称 

 چياو چياءِ 
cayāi cayāva 

チャヤーイ チャヤーヴァ 
あなたは言った あなたたちは言った 

三人称 

 چيانئون چيانئين
caya ̄̃i  ̄̃ caya ̄̃u ̄̃ 

チャヤーンイーン チャヤーンウーン 
彼（彼女）は言った 彼ら（彼女ら）は言った 

 

与格、対格を表す人称接尾辞が付加される場合の変化 

 

 
単数 複数 

三人称 

 چيان چياس
cayāsi cayāni 

チャヤースィ チャヤーニ 
彼（彼女）に言った 彼ら（彼女ら）に言った 
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主格を示す人称接尾辞 

動詞が女性複数形 چيون cayu ̄̃ の場合 

 
単数 複数 

一人称 

 چيونسون چيونم
cayu ̄̃mi cayu ̄̃su ̄̃ 
チャユーンミ チャユーンスーン 
私は言った 私たちは言った 

二人称 

 چيونو چيونءِ 
cayu ̄̃i cayu ̄̃va 

チャユーンイ チャユーンヴァ 
あなたは言った あなたたちは言った 

三人称 

 چيانئون چيانئين
caya ̄̃i  ̄̃ caya ̄̃u ̄̃ 

チャヤーンイーン チャヤーンウーン 
彼（彼女）は言った 彼ら（彼女ら）は言った 

 

与格、対格を表す人称接尾辞が付加される場合の変化 

 

 
単数 複数 

三人称 

 نچيون چيونس
cayu ̄̃si cayu ̄̃ni 

チャユーンスィ チャユーンニ 
彼（彼女）に言った 彼ら（彼女ら）に言った 
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１３．１．８．主格を表す人称接尾辞と、対格を表す人称接尾辞がともに用いられる場

合 

 

この場合、必ず先に来る人称接尾辞が主格を表し、あとの人称接尾辞が対格を表

します。二人称が主語の形は用いられません。 

 

主格が一人称単数の場合 

 
単数 複数 

二人称 

 چيومانو ومانءِ چي
cayoma ̄̃i cayoma ̄̃va 

チャヨーマーンイ チャヨーマーンヴァ 
私はあなたに言った 私はあなたたちに言った 

三人称 

 چيومان چيومانس
cayoma ̄̃si cayomāni 

チャヨーマーンスィ チャヨーマーニ 
私は彼に言った 私は彼らに言った 

 

主格が一人称複数の場合 

 
単数 複数 

二人称 

 چيوسوو چيوسونءِ 
cayosu ̄̃i cayosu ̄̃va 

チャヨースーンイ チャヨースーンヴァ 
私たちはあなたに言った 私たちはあなたたちに言った 

三人称 

 چيوسون چيوسونس
cayosu ̄̃si cayosūni 

チャヨースーンスィ チャヨースーニ 
私たちは彼に言った 私たちは彼らに言った 
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主格が三人称単数の場合 

 
単数 複数 

一人称 

 چيانئينسون چيانئينم
caya ̄̃i  ̄̃mi caya ̄̃i  ̄̃su ̄̃ 

チャヤーンイーンミ チャヤーンイーンスーン 
彼は私に言った 彼は私たちに言った 

二人称 

 چيانئينو چيانئينءِ 
caya ̄̃i  ̄̃i caya ̄̃i  ̄̃va 

チャヤーンイーンイ チャヤーンイーンヴァ 
彼はあなたに言った 彼はあなたたちに言った 

三人称 

 چيانئينن چيانئينس
caya ̄̃i  ̄̃si caya ̄̃i  ̄̃ni 

チャヤーンイーンスィ チャヤーンイーンニ 
彼は（別の）彼に言った 彼は（別の）彼らに言った 
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主格が三人称複数の場合 

 
単数 複数 

一人称 

 چيانئونسون چيانئونم
caya ̄̃u ̄̃mi caya ̄̃u ̄̃su ̄̃ 

チャヤーンウーンミ チャヤーンウーンスーン 
彼らは私に言った 彼らは私たちに言った 

二人称 

 چيانئونو چيانئونءِ 
caya ̄̃u ̄̃i caya ̄̃u ̄̃va 

チャヤーンウーンイ チャヤーンウーンヴァ 
彼らはあなたに言った 彼らはあなたたちに言った 

三人称 

 چيانئون چيانئونس
caya ̄̃u ̄̃si caya ̄̃u ̄̃ni 

チャヤーンウーンスィ チャヤーンウーンニ 
彼らは（別の）彼に言った 彼らは（別の）彼らに言った 
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