
アカデミック
書き出し

書き出し - 導入
日本語 アラビア語
このエッセイ／論文では、・・・・を調べた
／審査した／調査した。

سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ األطروحة بدراسة
\ فحص \ تقييم \ تحليل

論文やエッセイの一般的な書き出し

この質問に答えるために、・・・・を詳しく
見ていくことする。

لإلجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة
على...

テーマについて紹介するとき

問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り
上げられたかどうかだ。

السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض
الوقت.

主題を紹介する書き出し

これは周知の事実だが、・・・ من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
よく知られている話題を主題として紹介するとき

・・・・についてはこれまで何回も本に書か
れてきた。

لقد كُتب وقيل الكثير حول...
主題を紹介する一般的な書き出し

・・・・と言われているが、・・・ من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し

・・・・という事実について検討すると、・
・・

سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時

・・・・を確認するためにこの調査を行った
。

سنقوم باالعتماد على هذا التحليل بتحديد...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時

・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。 أحد المواضيع الملحّة... هو...
メインテーマを紹介する時
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・・・・はたびたび報告されている。これは
経験に基づいた事実である。

كظاهرة تجريبية، ... وقع مالحظتها بشكل متكرر.
自分の専門の重要性を強調する時

これを背景にして、この論文を書いている最
も大きな理由は・・・・

السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة
هو: ...

大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章

・・・・の理由でこれの調査を行った。 يستعرض هذا البحث أسباب...
調査の目的を表す文章

最近では・・・・と言われているが、 اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時

私たちの目的は・・・・ هدفنا هو أنْ...
研究のおもな目的を表す時

実験的に・・・・を研究することで、・・・
・についてより深く理解したいと思っている
。

من خالل فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل
إلى فهم أكثر إلماماً بـ...

研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義
日本語 アラビア語
定義により、・・・・は・・・・を表す。 تعني... بحكم التعريف...

特定の言葉を定義する

この論文の中では、・・・・という語句は・
・・・という意味で使われている。

سيتمّ، ألجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح...
على أساس أنه يعني...

特定の言葉を定義する

・・・・の定義を明確にしておくことは重要
である。

من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
特定の言葉を定義する
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・・・・という語句は・・・・を参照してい
ただきたい。

يشير مصطلح... إلى...
特定の言葉を定義する

・・・・というのが一般的な見解ですが、・
・・・とも解釈できる。

يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن
تعريفُه بِـ...

すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時

・・・・によると、・・・・は・・・・とも
考えられる。

وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時

・・・・は多くの意味に取ることができる。
・・・・を意味するとも言われている。

...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ
إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...

すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時

・・・・は一般的に・・・・を意味する考え
られている。

...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時

・・・・について最初に思い浮かぶことは・
・・・である。

ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時

２つの詳しい例がこの考えを明確なものにす
る。

مثاالن قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا
المفهوم.

定義の例を説明する前に使う言葉

・・・・を強調することは重要である。 من المهم التأكيد على...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉

私たちは・・・・に重点を置いている。 سنَصُبّ تركيزنا على...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
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最後に、・・・・の定義を明確にしておかな
ければいけない。

ال بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉

私たちが意味しているのは・・・・ ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合

複数の例が見受けられる。 تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
定義を詳しく説明する前に使う言葉

・・・・に起源を持つものとしてこれらの例
を明らかにすることができる。

نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد
في...

定義の基本を明確にする時

これらの例は互いに補足し合っていて、・・
・・という現象を明らかにする手がかりにな
る。

هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في
إلقاء الضوء على ظاهرة...

２つの似ている例を挙げた後、それらを１つの言葉で定義する時

後に述べる・・・・について、専門家たちは
・・・・と議論している。

بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説
日本語 アラビア語
質問はこうである:・・・・がどのように・・
・・に影響しているのだろうか？

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع...
أنْ يُؤثّر... ؟

主な仮説を述べる時

・・・・についての証拠を挙げると、・・・
・に影響を及ぼしている要素の調査は保証さ
れているように見える。

نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل
التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.

主な仮説を述べる時

１０年以上前に、・・・・と・・・・が、・
・・・かどうかということに関して議論を始
めた。

منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا
يتمحور حول هذا السؤال: هل...

主な仮説を述べる時
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この調査は、・・・・がどのように・・・・
に影響しているかという仮説を発展させるこ
とで・・・・という問題に対処している。

يتناول البحثُ... من خالل تطوير واختبار
مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية

تأثير... على...
主な仮説を述べる時

・・・・によって説明される次の推論によっ
て、私たちは・・・・と仮説を立てる。

هكذا، ومن خالل التفكير المنطقيّ المقترح مِن...،
فإنّنا نفترضُ أنّ...

主な仮説を述べる時

・・・・によってこれらの中のいくつかの議
論が形式化されてきましたが、まだ一つも調
査されていない。

تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن
لم يتمّ اختبار أيّ منها.

仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時

この研究の結果は・・・・に関係した様々な
事実を示している。

تشير االدلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى
مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...

研究と仮説に関した事実を挙げる時

・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な
相互関係を発見した。

وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時
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