
世界史B 　アラビア起源の言葉　　　　

次のうちでイスラム(アラビア)起源の言葉でないものはどれか。 
　1　ア)シロップ 　　　　イ)シャーベット　　ウ)ジュース　　　　エ)ソーダ　 !
　2　ア)ラケット 　　　　イ)マガジン　　　　ウ)ボート　　　　   エ)ケーブル !
　3　ア)キャンディー　　イ)オリーブ　　　　ウ)コーヒー　　　　エ)レモン !
　4　ア)ラッカー　　　　イ)アルコール　　　ウ)ソファー　　　　エ)テーブル !
　5　ア)ライラック　　　イ)クロッカス　　　ウ)チェリー　　　　エ)ライム !
　6　ア)チェック　　　　イ)セラミック　　　ウ)ギブス　　　　　エ)ジャー !
　7　ア)オイル　　　　　イ)マットレス　　　ウ)ハーレム　　　　エ)サファリ !
　8　ア)モンスーン　　　イ)ガーゼ　　　　　ウ)ゼロ　　　　　　エ)タイフーン 

アラビア語起源の主な英語・日本語
英語 　　　　　日本語または意味 　　　　　　　　アラビア語（ローマ字表記） 

!
admiral 　　（提督） 　　　　　　　　　　　  ami:r a'liまたはamiru_l-bahr

adobe 　　　　 　（れんが）　　　　  　　　　　　　attu:b

alchemy 　　（　　　　　)1　　　 　 　　　al-kemiya:

alcohol　　　　　　アルコール 　　　　  　　　al-kohlまたはal-koho:l

aldebaran 　　　アルデバラン星

　　　　　　　　　（おうし座の中の一等星）    　　　 ad-debara:n

alfalfa 　　　　　　アルファルファ 　　　　　　　　al-fisfisah

algebra 　　（　　　　　)2 　　　　　　　　al-jabr

alkali 　　　　　　アルカリ 　　　　　　 　　　　　 al-qily

almanac 　　（年鑑、天文暦） 　　　　　　　　al-mana:kh

altair 　     　　    アルタイル、牽牛星 　   　　at-ta:ir

amber　　　　   　琥珀色、アンバー　　　　　　  　anbar

apricot　　　　　（杏子） 　　　　　　　　　　　 burqu:q

arsenal　　　　　（兵器庫、在庫） 　　　　　 　　 da:ru_s-sina:'ah

assassin 　（　　　　　)3 　　　　　 　　 al-hassha:shi:n

azimuth 　　（方位角）　　　　　　　　　　 　as-sumu:t

bedouin 　　ベドウィン　　　　　　　　　 　　badwy

cable 　　　　　  ケーブル　　　　　　 　　　　habl

camel 　　　　 （ラクダ） 　　　　　　　　　 　　jamal

candy 　　　  　キャンディー、あめ 　　 　　　 　　qandy

cane 　　　　（杖、とう） 　　　　　　　　    　　qana:t

carmine 　カーマイン、洋紅色 　　　　　　 　 qirmiz

check　　　 　　チェック、チェスの王手　　　　 　    as-sha:h<ペルシャ語から

checkmate　　　チェックメイト、チェスの詰み　 　   as-sha:h ma:t<ペルシャ語から

cinnabar 　　（しんしゃ、硫化水銀） 　　  　 zinjafar

 coffee　　　　　　コーヒー 　　　　　　　　　　 　qahwa

cotton　　　　　　コットン、綿 　　 　　　　　 qatn

crocus　　　　　　クロッカスの球根　　 　　 　　   al-kurkum

cubeb 　　　　　　クベブ（植物の名前)　　　　　　 kaba:bah

durra 　　　　　　（アズキモロコシ) 　　　 　　　　dzurrah

gauze 　　　　 　　ガーゼ 　　　　　　　　　　　ghazzah

Gibraltar 　　　ジブラルタル 　　　　　 　　Jabal Ta:riq

giraffe　　　　　　（キリン、ジラフ） 　　　　zara:fah

gypsum 　　　ギブス、石膏 　　　　　　 　 jibs

harem　　　　　　　ハーレム 　　　　　　　　hari:m

hazard　　　　　　　ハザード、危険　　　　　 　　 az-zahr

henna 　　　　　　　ツマクレナイ（植） 　　　　hinna:'

jar 　　　　　　　(　　　　　)4 　　　  　　　　jarrah
lacquer　　　　　　　ラッカー（塗料）　   　　　 lakk<ペルシャ語から

lemon　　　　　　　レモン 　　　　　　  　　　　  laymu:n<ペルシャ語から

lilac 　　　　　　　ライラック 　　　 　　　　 lailak<ペルシャ語から

lime 　　　　　　　ライム 　　　　　　　　　　 　li:m<ペルシャ語から

magazine 　　　　(　　　　　　　)5　　   　  　  makha:zin
massage 　　　　マッサージ 　　　　　　     massa

mattress 　　　　マットレス 　　　  　　　　matrah

mohair　　　　　 　　モヘヤ、アンゴラヤギの毛    muhayyir

monsoon 　　　　モンスーン 　　　　　　　   mausim

moslin　　　　　　　綿モスリン 　　　  　　　　 al-Mausil（イラクの都市の名）

mummy 　　　（　　　　　　)6 　　　　  mu:miya:'

racket 　　　　　　　ラケット 　　　　　　  　 ra:hah

safari 　　　　　　　サファリ 　　　　　　   　safary

safflower 　　　（ベニバナ） 　　　   　　　　 asfar

saffron　　　　　　　サフラン 　　　　　　  　 za'afra:n

senna 　　　　　　　センナ（植） 　　　 　　　  　sana:

sesame　　　　　　（　　　　　　)7　　　　　　  　simsim

sherbet 　　　シャーベット 　　　  　　　   syarbah

soda 　　　　　　　ソーダ 　　　　　   　　　 　　suwwa:d

sofa 　　　　　　　ソファー 　　　　　     　suffah

spinach 　　　（　　　　　　)8　　     　   　   isfina:kh<ペルシャ語から

syrup 　　　　　　　シロップ 　　　　　     　 syara:b

tambourine 　　　タンバリン　　　     　　   tunbu:r

tariff 　　 　    　 （　　　　　　)9　　　　　   　　 ta'ri:f

Vega 　　   　  　　 ベガ、織女星 　          　 　    an-nasr (al-wa:qi')

zeith 　　    　 　 （頂点、天頂） 　    　　　 　　samtu_r-ra's

zero 　　　　 　　(　　　　　　)10　　　　　 　　 sifr


