
ابُِع  ْرُس ٱلرَّ ٰهَذا ِكَتاٌب: اَلدَّ 第４課　これは本です

فِي َمْنِزِل َوائٍِل  ワーイルさんの自宅にて

ا َواِئُل  ٌَ . َمْرَحًبا  :ِنَضاٌل ニダール： こんにちは、ワーイルさん。

ا ِنَضاُل  ٌَ ِل ٱْجلِْس .   أَْهالً ِبَك  .َتَفضَّ :َواِئلٌ ワーイル： いらっしゃい、ニダールさん。どうぞ、お座りください。

ْبُدو أَنََّك َمْشُغوٌل .   ُشْكًرا  َما ٱْْلَْمُر ؟.  ٌَ :ِنَضاٌل ニダール： ありがとう。何かお取り込み中のようですね。どうしたのですか。

اَرِتً ٌَّ . لََقْد َفَقْدُت ِمْفَتاَح َس :َواِئلٌ ワーイル： 車の鍵を失くしたのです。

ا لََها ِمْن ُمْشِكلٍَة ٌَ  . :ِنَضاٌل ニダール： それは問題ですね。

. َداِئًما أََضُعُه ِفً ٰهِذِه ٱْلَحِقٌَبِة :َواِئلٌ ワーイル： いつもこの鞄に入れているのですが。

َها َحِقٌَبٌة َكِبٌَرةٌ  ًدا ِبَداِخلَِها .   إِنَّ ٌِّ .ِاْبَحْث َج :ِنَضاٌل ニダール： 大きな鞄ですね。鞄の中をよく探してください。

َدةٌ ، َسأُْخِرُج ُكلَّ َما ِبَها  ٌِّ . ٰهِذِه ِفْكَرةٌ َج :َواِئلٌ ワーイル： それはいい考えです。中のものを全部出してみましょう。

ًًل ٰهَذا ِكَتاٌب  . أَوَّ まず、これは本。

 ًِّ اَباِن ٌَ اِرٌِخ ٱْل . آْه ، ٰهَذا ٱْلِكَتاُب َعِن ٱلتَّ :ِنَضاٌل ニダール： ああ、この本は日本の歴史に関するものですね。

ِة  ٌَ ُه َصْعٌب لِْلَغا ْبُدو أَنَّ ٌَ  . とても難しそうです。



. َوٰهِذِه َمَجلٌَّة  :َواِئلٌ ワーイル： これは、雑誌。

. ٰهِذِه َمَجلٌَّة َمْشُهوَرةٌ  :ِنَضاٌل ニダール： これは、有名な雑誌ですね。

. َوٰهَذا َقاُموٌس  :َواِئلٌ ワーイル： これは、辞書。

ًُّ أَْفَضُل  . ٰهَذا ٱْلَقاُموُس َثِقٌٌل ، اَْلَقاُموُس ٱْْلِلِْكْتُروِن :ِنَضاٌل ニダール： この辞書は重いですね。電子辞書のほうがいいですよ。

. َوٰهَذا َقلٌَم  :َواِئلٌ ワーイル： これは、ペン。

 ًٌّ ُه َغاٍل .  ٰهَذا ٱْلَقلَُم أَْلَماِن ْبُدو أَنَّ ٌَ. :ِنَضاٌل ニダール： このペンは、ドイツ製ですね。高価なものでしょう。

ٌة ِمْن َصِدٌِقً  ٌَّ .َوٰهِذِه َحاِفَظُة ُنقُوٍد .  ٰهَذا ٱْلَقلَُم َهِد :َواِئلٌ ワーイル： そのペンは友人からのプレゼントです。これは、財布。

ا  . ٰهِذِه ٱْلَمْحَفَظُة َخِفٌَفٌة ِجدَّ :ِنَضاٌل ニダール： この財布はとても軽いですね。

ٌُوَجُد ِبَها ُنقُوٌد  ٌة ًَل  ٌَ َها َخاِو ْبُدو أَنَّ ٌَ  . 中身は空っぽで、一銭も入っていないみたいです。

ا ِنَضاُل  ٌَ . ًَل َتْمَزْح  :َواِئلٌ ワーイル： ニダールさん、ふざけないでください。

َما ٰهَذا ؟.  َعْفًوا  :ِنَضاٌل ニダール： 失礼しました。（ワーイルさんが取り出したものを見て）それは何ですか。

ٌة  ٌَّ . ٰهِذِه لُْعَبٌة إِلِْكْتُروِن :َواِئلٌ ワーイル： これは、電子ゲームです。

ًضا ؟ ٌْ ٌة أَ ٌَّ :ِنَضاٌل َوَهْل ٰهِذِه ِصَناَعٌة أَْلَماِن ニダール： それもドイツ製品ですか。

ٌة .   ًَل ًَل  ٌَّ اَباِن ٌَ َها ِصَناَعٌة  .إِنَّ :َواِئلٌ ワーイル： いえいえ、これは日本製です。



( َبْعَد َوْقٍت َقلِيٍل )  　（しばらくして）

:ِنَضاٌل َهْل َوَجْدَتُه ؟ ニダール： ありましたか？

. ًَل ، لَْم أَِجْدهُ َبْعُد  :َواِئلٌ ワーイル： いいえ、まだ見つかりません。

ْوَم  ٌَ اْكِسً ٱْل . َعلَى أَيِّ َحاٍل  َدْعَنا َنْذَهُب ِبٲلتَّ とりあえず、今日はタクシーで行きましょう。

اَرِتً ؟ ٌَّ َن َفَقْدُت ِمْفَتاَح َس ٌْ ا ُتَرى أَ ٌَ  私はどこで鍵を失くしたのでしょう。

!لََقْد َوَجْدُتُه !   آْه  （ポケットに手を入れて）あっ！あった！

. َحَسًنا  :ِنَضاٌل ニダール： よかったですね！


