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語尾複数 

日本人［複］（不定形） 

yābānīyūna – yābānīyīna 

（定形） 

al-yābānīyūna – al-yābānīyīna 

نَيَياَباِنيِّ -  وَنَياَباِنيُّ  

نَيَاْلَياَباِنيِّ -  وَنَاْلَياَباِنيُّ  
日本人［女複］（不定形） 

yābānīyātun – yābānīyātin 

（定形） 

al-yābānīyātu – al-yābānīyāti 

اٍتَياَباِنيَّ – اٌتَياَباِنيَّ  

اِتَاْلَياَباِنيَّ – اُتَاْلَياَباِنيَّ  
 

複数には、語尾複数と語幹複数があります。 

語尾複数には、男性語尾複数と女性語尾複数とがあります。 

 

（１）男性語尾複数 

 単数形の語尾に、主格 وَن ـُ  （ūna）、所有格・対格 をつけるとで(īna)  نَيـِ

きます。定冠詞がついても、男性語尾複数の語尾は変わりません。 

 

 
男性語尾複数 

単数 所有格・対格 

 (īna) 

主格 
（ūna） 

教師 

（不定形） 
نَيُمَعلِِّم وَنُمَعلُِّم   ُمَعلٌِّم 

mu‘allimīna mu‘allimūna mu‘allimun 

（定形） 
نَيَاْلُمَعلِِّم وَنَاْلُمَعلُِّم   َاْلُمَعلُِّم 

al-mu‘allimīna al-mu‘allimūna al-mu‘allimu 
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男性語尾複数名詞が他の名詞で限定されるとき、つまり「A の B」の「B」であ

るとき、語尾の َن は消失します。 
 

 所有格・対格 主格 

学校の 

教師達 
（不定形） 

َمْدَرَسٍة يُمَعلِِّم َمْدَرَسٍة وُمَعلُِّم   
mu‘allimī madrasatin mu‘allimū madrasatin 

学校の 

教師達 
（定形） 

َمْدَرَسِةٱْل يُمَعلِِّم َمْدَرَسِةٱْل وُمَعلُِّم   
*mu‘allimi l-madrasati *mu‘allimu l-madrasati 

 

 

ハムザトルワスル 

長母音で終わる語にハムザトルワスルが続くときは、長母音は短母音で

読みます。 

 

 

 

（２）女性語尾複数 

 単数の語尾のター・マルブータ ( ة ) をとり、主格 ・所有格、(ātun)  اٌتـَ

対格  。ātin）をつけるとできます)  اٍتـَ

定冠詞がつくと、タンウィーン、すなわち語尾の nが失われます。 
 

 
女性語尾複数 

単数 所有格・対格 
(ātin） 

主格 
(ātun) 

女性教師 

（不定形） 
اٍتُمَعلَِّم اٌتُمَعلَِّم  ٌةُمَعلَِّم   

mu‘allimātin mu‘allimātun mu‘allimatun 

（定形） 
اِتَاْلُمَعلَِّم اُتَاْلُمَعلَِّم  ُةَاْلُمَعلَِّم   

al-mu‘allimāti al-mu‘allimātu al-mu‘allimatu 
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（３）名詞を修飾する形容詞は、性・格・数・定冠詞の有無の４点を名詞と一致さ

せます。 
 

 所有格・対格 主格 

忙しい 

教師達 
（不定形） 

 ُمَعلُِّموَن َمْشُغولُونَ  ُمَعلِِّميَن َمْشُغولِينَ 
mu‘allimīna mashghūlīna mu‘allimūna mashghūlūna 

（定形） 
َمْشُغولِينَ ٱلْ اَلُْمَعلِِّميَن  َمْشُغولُونَ ٱلْ اَلُْمَعلُِّموَن    

al-mu‘allimīna l-mashghūlīna al-mu‘allimūna l-mashghūlūna 
忙しい 

教師達 

[女] 
（不定形） 

تٍ َلاُمَعلَِّماٍت َمْشُغو ت  َمْشُغوَلا ُمَعلَِّمات     
mu‘allimātin mashghūlātin mu‘allimātun mashghūlātun 

（定形） 
تِ َلاَمْشُغوٱلْ اَلُْمَعلَِّماِت  تُ َلاَمْشُغوٱلْ اَلُْمَعلَِّماُت    

al-mu‘allimāti l-mashghūlāti al-mu‘allimātu l-mashghūlātu 
 

 

形容詞が名詞文の述語のときは、性・格・数の３点を主語と一致させます。 

 

教師達は忙しい。 

al-mu‘allimūna mashghūlūna.  

 َاْلُمَعلُِّموَن َمْشُغوُلوَن.
述語      主語   

女性教師達は忙しい。 

al-mu‘allimātu mashghūlātun.  
 َاْلُمَعلَِّماُت َمْشُغوالٌت.

述語      主語   
 
 

男性と女性が混じっているときは、男性複数形を使います。 

 

 

 

  َ  
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語幹複数 

小さな子供達 

’awlādun s ighārun   َد  ِصَغار  ااَْول  
小さな家［複］ 

buyūtun s aghīratun    ُبُيوت  َصِغيَرة 
 

（１）名詞・形容詞の多くは語幹複数をとります。語幹複数は全体の形が変わりま

すので、一つ一つ覚えていく必要があります。 

 

 複数 単数  複数 単数 

都市 َمِديَنٌة ُمُدٌن 男   َرُجل   ِرَجال 
mudunun madīnatun rijālun rajulun 

大きい 

年長の 

偉大な 

 َجار   ِجيَران   隣人 َكِبير   ِكَبار  
kibārun kabīrun jīrānun jārun 

優しい 

親切な 

 َلِطيٌف ِلَطاٌف، ُلَطَفاُء
学生 

 َطاِلٌب ُطالٌَّب، َطَلَبٌة
lit āfun, 

lut  afā’u lat īfun t  ullābun, 

t  alabatun t  ālibun 

新しい 
 病人 َجِديد   ُجُدد  

患者 

病気の 

 َمِريٌض َمْرَضى
jududun jadīdun mard ā marīd un 

賢い 

聡明な 

 َذِكيٌّ َأْذِكَياُء
ニュース 

 َخَبٌر َأْخَباٌر

’adhkiyā’u dhakīyun ’akhbārun khabarun 
 

＊ t) َطَلَبٌة   alabatun）のように、ター・マルブータがつく男性複数名詞もあります。 
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（２）名詞を修飾する形容詞は、性・格・数・定冠詞の有無の４点を名詞と一致さ

せます。複数名詞を修飾する形容詞は複数形です。しかし、人間以外の複数名

詞は文法上、女性単数として扱われ、形容詞は女性単数形になります。 
 

年配の男達、偉人達（不定形） 

rijālun kibārun  
 ِرَجال  ِكَبار  

年配の男達、偉人達（定形） 

ar-rijālu l-kibāru 
َجالُ اَل ِكَبارُ ٱلْ  رِّ  

＊その男達は年配である。 

ar-rijālu kibārun.  
 َالرَِّجاُل ِكَباٌر.
述語   主語     

 

優しい隣人達（不定形） 

jīrānun lut  afā’u 
  لَُطَفاءُ  ِجيَران  

優しい隣人達（定形） 

al-jīrānu l-lut  afā’u 
لَُّطَفاءُ ٱل ِجيَرانُ اَلْ   

＊隣人達は優しい。 

al-jīrānu lut  afā’u.  
 َاْلِجرَياُن ُلَطَفاُء.
述語   主語   

 

新しいニュース（不定形） 

’akhbārun jadīdatun 
ة  َجِديدَ  َأْخَباٌر  

新しいニュース（定形） 

al-’akhbāru l-jadīdatu 
ةُ َجِديدَ ٱلْ  َاأَلْخَباُر  

＊それらのニュースは新しい。 

al-’akhbāru jadīdatun.  
 َاأَلْخَباُر َجِديَدٌة.

述語   主語  
 

大都市（不定形） 

mudunun kabīratun 
 ُمُدن  َكِبيَرة  

大都市（定形） 

al-mudunu l-kabīratu 
َكِبيَرةُ ٱلْ  اَلُْمُدنُ   

＊それらの都市は大きい。 

al-mudunu kabīratun.  
 َاْلُمُدُن َكِبرَيٌة.
述語  主語   

 

    ْ  

    ْ  


