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動詞完了形 

作家は手紙を書いた。 

kataba l-kātibu maktūban.  َكَتَب ٱْلَكاِتُب َمْكُتوًبا.  
コーラン誦みはコーランを読んだ。 

al-qāri’u qara’a l-qur’āna.  َنَاْلَقاِرُئ َقَرَأ ٱْلُقْرآ.  
 

 時制の上では、アラビア語の動詞には完了形と未完了形しかありません。行

為ないし状態が、話の時点で完了しているときは完了形を、まだ完了していな

いときは未完了形を用います。 

 ３人称男性単数完了形「彼は～した」は３語根に母音がついただけの最もシ

ンプルな形で、これが基本になります。 
 

 第１語根を 第２語根を、 ف  第３語根を、 ع  、で表わすと ل   َفَعَل 
型、 َفِعَل 型、 َفُعَل 型の３つのパターンがあります。 型が一番多 َفَعَل 
く、 َفِعَل 型は少なく、 َلَفُع  型はまれです。 

 

  

 
求める 

t  alaba َطَلَب   知る 

‘arafa َفَعَل  َعَرَف 型 
 
理解する 

fahima 
   َفِهَم

聞く 

sami‘a 
 型 َفِعَل  َسِمَع

 多くなる 

増える 

kathura 
   َكُثَر

大きくなる 

成長する 

kabura 
 型 َفُعَل  َكُبَر
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動詞完了形は人称・性・数によって、次のように変化します。 

  

複数 双数 単数   

＊    
彼、それ 

―――ū ―――ā ―――a 

   彼女、それ 

―――na ―――atā ―――at 

 

 

 あなた(男) 

―――tum ―――ta 

  あなた(女) 

―――tunna ―――tumā ―――ti 

  私 

―――nā ―――tu 

＊３人称男性複数完了形「彼らは～した」には、発音に関係なくアリフ（ ا ）をつけます。 
   

スクーンで終わる語＋ハムザトルワスル ： 母音添加 

①３人称女性単数 ： 母音 i を添加 

②２人称男性複数 ： 母音 u を添加 
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 完了形活用「書く」 َكَتَب

複数 双数 単数   

واَكَتب اَكَتب   َكَتب 
彼、それ 

katabū katabā kataba 

نََـبَكتََ اَتَكَتب  ْتَكَتب   
彼女、それ 

katabna katabatā katabat 

ْمُتَكَتب  

َماُتَكَتب  

َتَكَتب  
あなた(男) 

katabtum katabta 

نَُّتَكَتب ِتَكَتب   
あなた(女) 

katabtunna katabtumā katabti 

َناَكَتب ُتَكَتب   
私 

katabnā katabtu 

 

 アラビア語の動詞には人称代名詞の主語が含まれます。人称代名詞を別に

言う必要はありません。 

私はアレキサンドリアに行った。 

dhahabtu ’ila l-’iskandarīyati.  
ْسَكْنَدِريَّةَِٱلََْذَهْبُتَإ ِلَىَ .إ ِ  

 

 

 

 

 َ 

 َ 

 َ 

 َ 

 ْ

 ْ

 ْ ْ

 ْ

 ْ

 ْ

 ْ

 ُ
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名詞文と動詞文 

 名詞で始まる文を名詞文、動詞で始まる文を動詞文といいます。 
 

a) 名詞文 

先生は授業を始めた。 

al-mu‘allimu bada’a d-darsa.  

 َاْلُمَعلُِّم  َبَدَأ  ٱلدَّْرَس .
目的語  動詞  主語  

＊動詞の目的語は対格になります。 

 

b) 動詞文 

 

先生は授業を始めた。 

bada’a l-mu‘allimu d-darsa.   
 َبَدَأ  ٱْلُمَعلُِّم  ٱلدَّْرَس .

目的語   主語  動詞 
 

 

動詞の性・数 

 主語が動詞の後にくる場合、主語が双数名詞あるいは複数名詞であっても、

動詞は単数形を使います。性は一致させます。 

そこで、主語が男性名詞なら動詞は三人称男性単数形（彼）、主語が女性名

詞なら動詞は三人称女性単数形（彼女）になります。 

 

少年は運動場に行き、サッカーをした。 

dhahaba l-waladu ’ila l-mal‘abi wa-la‘iba kurata l-qadami. 

 
 َذَهَب  ٱْلَوَلُد  ِإَلى ٱْلَمْلَعِب  َوَلِعَب ُكَرَة ٱْلَقَدِم.

  動詞(＋主語)              主語    動詞  
 

少年達(2人)は運動場に行き、サッカーをした。 

dhahaba l-waladāni ’ila l-mal‘abi wa-la‘ibā kurata l-qadami. 

 
 َذَهَب  ٱْلَوَلَداِن  ِإَلى ٱْلَمْلَعِب  َوَلِعَبا ُكَرَة ٱْلَقَدِم.

  動詞(＋主語)               主語    動詞  
 

 



アラビア語の法則 

61 

少年達は運動場に行き、サッカーをした。 

dhahaba l-’awlādu ’ila l-mal‘abi wa-la‘ibū kurata l-qadami. 

 
 َذَهَب  ٱأَلْواَلُد  ِإَلى ٱْلَمْلَعِب  َوَلِعُبوا ُكَرَة ٱْلَقَدِم.

  動詞(＋主語)               主語    動詞  
 

＊ wa）は接続詞「そして」。このように) َو   1文字の語は、次の語と一緒に書きます。 

 
女性は小話を聞いて、大いに笑った。 

sami‘ati l-mar’atu n-nuktata fa-d ah  ikat kathīran. 

   
 َسِمَعِت  ٱْلَمْرَأُة  ٱلنُّْكَتَة  َفَضِحَكْت َكِثريًا.

動詞(＋主語)          主語     動詞  
 

女性達(2人)は小話を聞いて、大いに笑った。 

sami‘ati l-mar’atāni n-nuktata fa-d ah ikatā kathīran. 

   
 َسِمَعِت  ٱْلَمْرَأَتاِن  ٱلنُّْكَتَة  َفَضِحَكَتا َكِثريًا.  

動詞(＋主語)          主語      動詞  
 

女性達は小話を聞いて、大いに笑った。 

sami‘ati n-nisā’u n-nuktata fa-d ah  ikna kathīran. 

   
 َسِمَعِت  ٱلنَِّساُء  ٱلنُّْكَتَة  َفَضِحْكَن َكِثريًا.

動詞(＋主語)       主語     動詞  
 

スクーンで終わる語＋ハムザトルワスル ： 母音添加 

３人称女性単数完了形の後にハムザトルワスルがくると、母音 iが添加されます。 
 

＊「女性」 ِاْمَرَأٌة   （imra’atun）に定冠詞がつくと َاْلَمْرَأُة (al-mar’atu)になります。複

数は ِنَساٌء (nisā’un)です。 

 。fa）は接続詞「そこで、だから」) َف＊

 

  ْ
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代名詞の目的語 

 

 目的語が代名詞の場合は接尾形を用い、動詞に続けて書きます。 

サミーラが食べ物を料理した。 

t  abakhat samīratu t -t  a‘āma. 

 َطَبَخْت  َسِمرَيُة  ٱلطََّعاَم.
目的語   主語   動詞   

アハマドがそれを食べた。 

’akala-hu ’ah madu.  
 

 َأَكَلُه  َأْحَمُد.
 主語 目的語 動詞  

 

 

目的語が１人称単数の代名詞「私」 ـِي  (ī)の場合は、動詞の語尾の母音が 

i に変化しないよう、間に ن （保護のヌーン）を入れます。 
 

 

医者は私に断食を禁じた。 

mana‘a-ni t -t  abību mina s -s iyāmi. 

.لصَِّياِمٱِبيُب ِمَن ٱلطَّ يِنَمَنَع  

 

 

動詞完了形３人称男性複数には発音に関係なくアリフ（ ا ）がつきますが、
人称代名詞接尾形が続くときはアリフを書きません。 

 

彼らはその車に乗った。 

rakibu s-sayyārata. 
.لسَّيَّاَرَةٱ اَرِكُبو  

 

彼らはそれに乗った。 

rakibū-hā. 
.َهاَرِكُبو  
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動詞完了形の否定 

 完了形動詞の前に否定詞 َما (mā）をおきます。 

私は今日、家から出なかった。 

mā kharajtu mina l-bayti l-yawma. 
.ِمَن ٱْلَبْيِت ٱْلَيْوَم َخَرْجتََُما   

＊ とは「今日」です。行為の時を示す名詞は対格に「その日」（al-yawma）  َاْلَيْوَم

なります。 

 

 

完了の強調 

行為の完了を強調するとき、完了形動詞の前に َقْد (qad）か ْدَلَق  (laqad）

をおきます。 
 

試合はすでに始まった。 

試合はもう始まっている。 

al-mubārātu qad bada’at.  
.َاْلُمَباَراُة َقْد َبَدَأْت  

彼はドイツで医学を学んだ。 

laqad darasa t -t  ibba fī ’almāniyā. 
.ِفي َأْلَماِنَيا َلَقْد َدَرَس ٱلطِّبَّ  

 

 完了形の意味＋（ َلَقْد ） َقْد

（１）話の時点に近い過去であることを示す。「今しがた～した」 

（２）確認・強調。「確かに～した」 
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動詞＋前置詞 

私は船旅を望んだ。 

raghibtu fi s-safari 

bi-s-safīnati.  
.َرِغْبُت ِفي ٱلسََّفِر ِبٱلسَِّفيَنِة  

私は船旅を避けた。 

raghibtu ‘ani s-safari 

bi-s-safīnati. 
.َرِغْبُت َعِن ٱلسََّفِر ِبٱلسَِّفيَنِة  

 

 英語で１つの動詞、例えば look が、look...、look at...、look for...、look into..、

look up...のように、目的語をとるか、どういう前置詞をとるかで意味が違って

くるように、アラビア語の動詞も目的語をとるか、どういう前置詞をとるかで意

味が変わります。 

raghiba）という動詞は、前置詞) َرِغَب  fī）を伴うと「望む、好む」とい)  ِفي

う意味になりますが、前置詞 an）では「望まない、嫌う」と全く正反対の‘)  َعْن

意味になってしまいます。 

辞書で動詞の意味を調べるときは、目的語をとるのか、どういう前置詞を伴

うのかを、しっかり確認する必要があります。  
 

私は医者を呼んだ。 

da‘awtu t  -t  abība. 

 
.ٱلطَِّبيَبَدَعْوُت   

私はバシールを夕食に招いた。 

da‘awtu bashīran ’ila l-‘ashā’i.  
.ٱْلَعَشاِءا ِإَلى َدَعْوُت َبِشرًي  

私は彼のために祈った。 

da‘awtu la-hu.  
 

.َدَعْوُت َلُه  

私は彼の不幸を祈った。 

da‘awtu ‘alay-hi.  
.َدَعْوُت َعَلْيِه   

  


