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まえがき 

 

 

 本書は、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 2009 年度言語研修「アカン

語」（2009 年 8 月 3 日～9 月 4 日、計 100 時間）のテキストとして作成したものです。

本研修は、日本においてアカン語を教える初めての試みであり、日本語で書かれたアカ

ン語のテキストも、これが初となります。 
 本テキストは、4 技能のうち特に聞くこと、話すことに重点を置きつつ、基本的な語彙、

文法の習得を目標とした、入門書です。計 20 課からなり、各課は、ダイアローグ、語彙、

文法、例文、練習問題から構成されます。ガーナに留学中のマリが、現地の人々と交流

するというストーリーで、各ダイアローグと例文には、そのまま使えそうな表現をでき

るだけ多く取り入れています。また、筆者が現地で撮った写真を随所に散りばめ、現地

の様子をイメージしながら、楽しく学べるように工夫しています。各課末には、ガーナ

の生活や習慣などへの関心を喚起するコラムを設けました。また、第 2 課から第 16 課の

後には、日常的によく使う単語や表現を、ジャンルごとにまとめました。巻末には、

アカン語の歌とことわざを付録として付けました。 
本テキストの副教材として、語彙集と CD も用意しました。特に声調の聞き取り、発

音は難しいので、CD を何度も聴いて練習してください。 
 

 本研修の準備・開催にあたり、以下の方々をはじめとする多くの方々にご協力・ご指

導をいただきました。 
 まず、本研修の外国人講師であるサミュエル・アンポンサーさんには、テキストに出

てくる全てのアカン語の発音のチェックに協力いただきました。声調の聞き取りが苦手

な筆者のために、時には同じ文を何十回も発音していただきました。辛抱強く人柄もよ

いアンポンサーさんがあったからこそ、この研修も可能になりました。心より感謝申し

上げます。 
CD の吹き込みには、先のアンポンサーさんと、彼と同じくアカン語アサンテ方言のネ

イティブスピーカーであるジョセフィン・アサンテさんにご協力いただきました。収録

スタジオを提供くださり、完璧に編集してくださった（株）サクシードの方々にも感謝

いたします。 
後に、このような貴重な機会を与えてくださり、研修の準備・実施にあたってご協

力、ご指導くださった、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所言語研修専門

委員会委員長稗田乃先生を始めとする委員会の先生方、同情報資源利用研究センターお

よび同研究協力課の皆様に、この場を借りて感謝申し上げます。 
 

2009 年 6 月 
古 閑 恭 子 
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アカン語とは 

 

 

アカン語は、ガーナ共和国南部アシャンティ州を中心に、セントラル州、イースタン

州、ウェスタン州、ブロン・アハフォ州で話される、ニジェール・コンゴ語族クワ語派

の言語です。「アカン語」というのは言語学的、公的な名称で、現地の人々は「チュィ

ー」と呼んでいます。アサンテ方言、ファンテ方言、アクアペム方言、アゴナ方言、ダ

ンチラ方言、アセン方言、アチェム・ボソメ方言、クヮウ方言、アハフォ方言の 9 方言

に下位分類され、そのうちアサンテ方言、ファンテ方言、アクアペム方言の 3 大方言が

総話者人口 830 万人の約 60％を占めます。この 3 大方言の中でもアサンテ方言は 280 万

人（総和者人口の約 34％）に話され、事実上の標準語の機能を担いつつあります(Gordon 

ed. 2005)。本テキストはこのアサンテ方言を対象としており、アシャンティ州の州都ク

マシ出身のアンポンサーさんによる発音をもとにしています。なお、これらの異なる方

言話者間の相互理解は、問題ないといわれています。 

アカン語は、ガーナの圧倒的多数派であるアカン族の母語で、第二言語として用いる

人も含めると、ガーナ国民の過半数によって話されます。このため、70 以上の言語を抱

えるガーナで、アカン語は広く共通語として機能しています。ガーナの（事実上の）公

用語は英語ですが、実際にはアカン語の方が通用度はずっと高いのです。 

アカン語は言語学的にも興味深い言語です。母音調和が顕著で、今ではよく知られる

ATR（Advanced Tongue Root: 舌根の前寄り）という用語はアカン語の研究から生まれ

ました。また、動詞の活用形や所有名詞句における複雑な声調現象は、言語研究者を魅

了します。 

 
それでは、アカン語の世界への扉を開きましょう！ 
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第 1 課 Adisua a e ̣di kan                                         

アカン語の文字と発音 

 
この課では、アカン語の文字と発音を学習します。本テキストで用いる表記法は、概

ね正書法*に準じます。 
 
 

● 母音 

 母音は、大きく口母音と鼻母音に分類されます。 
 
 口母音 

口母音は以下の 9 つがあります。ẹと ọは基本的に i, u と共起し、それ以外の母音や ẹ, ọ
同士の組み合わせはほとんどありません。なお、ẹ, o ̣の補助記号は正書法にはありません。 

i [i]    di  食べる  e ̣ti 頭              1-01 
e []   te  分かる  atere スプーン
ẹ [e]   wẹi これ   kẹntẹ ケンテ布 
ɛ []   d 甘い  bma 男 
u [u]   bu 折る  duku スカーフ 
o []   to  投げる  horo  洗う 
ọ [o]   kọsua 卵   mọntọ たばこの葉 
ɔ   b 打つ  bt 袋 
a [a] (i, u の前では[]) da 寝る  baa 女 

daabi いいえ  kari （重さを）はかる 
     ただし次の 2 語は例外的に[] 
     prako ̣ 豚  makọ トウガラシ 
 

 鼻母音 

 鼻母音は、以下の 5 つがあります。ただし、鼻子音に隣接する母音は全て鼻母音にな

り、この場合の鼻音補助記号は付しません。なお、鼻音補助記号は正書法にはありませ

ん。 
 

                                                
* 伝統的に、アカン語の 9 方言のうちアサンテ方言、ファンテ方言、アクアペム方言の 3 方言の

みがそれぞれ異なる正書法で書かれてきましたが、1968 年に政府がこれらを統一した正書法を発

表しました。しかし、統一正書法はほとんど普及していないのが実情です。 
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ĩ [ĩ]    hĩa 困らせる  e ̣fĩĩ  垢             1-02 
e  []    see 歯   afee 櫛 
u  [u]   hu 見る  sua 学ぶ 
o []   to  焼く  asoo 耳 
a [a](i, u の前では[]) ka 運転する  nsa 酒 

ọsuanĩ  学生  abusuafi ẹ 家族の家 
 

母音の図 

 i               u 
   

e           o 
   e ̣              ọ 
  

               
    () 
           

a 
 
Nhwso 1 母音の違いに注意しながら発音してみましょう。                   1-03 

1. di 食べる  de …という d 甘い 
2.  bu 折る  bo 酔う  b  打つ 
3.  hu 吹く  hu 見る 
4.  to 投げる  to  焼く 
5. fi …から来る fĩ 汚い 
6.  afe 年  afee 櫛 
7.  ka かみつく ka 運転する 

 
● 子音 

 子音は、以下の 24 です。                                                 1-04 
p [p]   pa 良い  apem 千 
b [b]   ba 来る  bu 折る 
t [t]    t 買う  tena 住む 
d [d]   d 愛する  ade  物 
ky [c]   kyer 教える  ky 分ける 
gy []   gye 得る  e ̣gya 火 
k [k]   k 行く  e ̣kuro ̣ 傷 
g [g]   go ro  遊ぶ  go やわらかくなる 
f [f]    fa  取る  e ̣fiẹ 家 
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s [s]   sa 踊る  as 鍬 
hy []   hy 着る  hyia 会う 
h [h]   ha 心配させる  huru 沸く 
r []    mr つめ  horo  洗う 
l [l]    lre ローリー 
m [m]   ma あげる  pam 縫う 
n [n]   na そして   nana 祖父母 
ny []   Ọnyame 神  nyin 成長する 
w [w] (i, e の前では[]) wẹi これ  wu 死ぬ 

   wiẹ 終える  wesa こしょう 
y [j]    yi 動かす  yare 病気 
tw [c]   twa 切る  nantwiẹ 牛 
dw []   o ̣dwan 羊  abdwe あご 
hw []   ahwede さとうきび hw 見る 
kw [k]   kway 森  kwan 道 
nw []   nnwii 毛  akọnwa イス 

 
子音の表 

調音点 
調音法 

唇 歯茎 硬口蓋 円唇硬口蓋 軟口蓋 円唇軟口蓋 声門 

閉鎖音 p   b t     d     gy  k     g kw   

鼻音   m n        

摩擦音 f s  hw     h 
接近音   (l)     w   

 

 

Nhwso 2 子音の違いに注意しながら発音してみましょう。                   1-05 
1.  akyi   背中  twi 運転する  
 kyn 勝る  twn 待つ  
2. agyan 弓矢  o ̣dwan 羊 
 agya 父  adwa イス  
3.  nane 溶ける  nyane 目覚める nwene 織る 
 nim 知っている nyem 妊娠する  nwen 織る 
4.  hy 着る  hw 見る 
 hyehy 着飾る  hwehw 探す 
5.  kan 1 番の  kwan 道 
 kata 覆う  kwata らい病 
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● 音節構造 

 音節は以下の 5 種類です（C: 子音, V: 母音, N: 鼻子音）。                   1-06 
V   k  彼は行く 
CV   k  行く 
N   nsa  手 
VN   ankaa  オレンジ 
CVN  nom  飲む 

 
次のように、CVrV（第一母音は i, e, u, o）の第一母音は非常に短く発音され、1 音節

のように聞こえます（しかし CV の声調は保持されます）。                    1-07 
tfr   < tfe r  ゴキブリ 
eḳrọ  < ẹkuro ̣  傷 
ns rọma  < nsurọma 星 

 
また次のように、sVCV（第一母音は i, u）の第一母音は無声化し、ほとんど 1 音節に

聞こえます（しかし sV の声調は保持されます）。                             1-08 
ska   < sika  お金 
skuu  < sukuu  学校 

 
Cua, Cuọ（C は歯茎子音）では、母音間に渡り音[j]が挿入されます（この渡り音は、

本テキストでは表記しません）。                                            1-09 
nsuọ   [nsujo]  水 
e ̣dua   [eduja]  木 
kọsua   [kosuja]  卵 

 
● 成節鼻音 

成節鼻音は、接頭辞として発話頭に現れ、後続子音の同調音点鼻音として実現します。 
mmasa  [mmasa] （複数）腕                          1-10 
Mm!  [mm]  打たないで！ 
Ntia!  [ntia]  踏まないで！ 
nkyde  [cdɪ ]  （複数）プレゼント 
Nkyer!  [cɪr]  教えないで！ 
nkwan  [kwa]  スープ 
Nk!  [k]  行かないで！  

 
● 音節末子音 

音節末子音には、m と n があります。n は、直前の母音が a あるいはの時には[]、そ

れ以外の時は[]で発音されます。 
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asm  [asm]  話                                  1-11 
nam  [nam]  肉 
kraman  [krama] 犬 
ọdwan  [oa]  羊 
ẹdin  [edi]  名前 
abnten  [abntɪ] 外 

 
子音が後続する場合、すべての音節末鼻音は後続子音の同調音点鼻音になります。 

dọmpẹ  [dompe]  骨                                  1-12 
apantan  [apanta] あご 
nantwiẹ   [nacwie] 牛 
nanka  [naka]  へびの 1 種 

 
音節末子音には w もありますが、わずかな語にしか現れません。              1-13 

yaw  痛み 
haw  心配 
pa kyw   謝る ＜帽子をとる＞ ＊ただし ky  帽子 

 
● 声調 

まず 1 のように、H (高声調: High)と L (低声調: Low)が対立します。ただし発音上は、

H と L の間にはさまざまなレベルの高さがあります。 
2, 3 のように、L の後ろの H は、そうでない H よりもやや低くなります（[  ]内の記

号は、聴覚的な高さを視覚的に表したもの）。このような現象をダウンドリフトと言い

ます。これに対して、4 のように H の後ろにやや低い H が現れる場合があります。これ

はダウンステップと呼ばれる現象で、1 音節に LH が実現することによって起こります。 
本テキストでは、H を(   )、ダウンステップ H を(   )で表記し、L は表記なしまたは

(  )で表記します。声調記号は音節に付与します（  は CVN が HL で現れる場合のみ

N に付与します。CVN が HL で現れるのは、基本的に派生による場合のみです）。なお、

これらの声調記号は正書法にはありません。                                  1-14 
1.   da  [   ]  寝る 

da  [   ]  これまで 
2. papa  [     ]  父 

papa  [     ]  うちわ 
papa  [     ]  とてもよく 

3. amane  [       ] いわし 
4. ako ̣  [     ]  オウム 

kt  [     ]  カニ 
prako ̣  [       ] 豚 
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アカン語の声調は、上に挙げたような語彙的な区別の他、文法的な区別の機能も果た

します。これについては動詞の活用形で学習します。 
 
Nhwso 3  声調の違いに注意しながら発音してみましょう。                 1-15 

1.   papa 父  papa うちわ  papa とてもよく 
2. ẹkurọ 町  e ̣kuro ̣ 傷 
3. fufuọ フフ  fufuọ 白い 
4. bfo 創造主  bfo 猟師  bfo  使者 

 
 
 

 
母音体系の歴史的変化 

 

ẹ と ọの分布には他の母音に比べて制限が見られますが、これは通時的に、アカン語

がもともと 9 母音体系であったものが 7 母音体系に移行しつつあるためです。つまり、

ẹと ọの多くが e[], o[]に融合したためです（Stewart 1970, 1971, 1983a)。 

 

9 母音体系         7 母音体系 

i u   i u 
       
  e ̣ o ̣   
       
      a       a 
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第 2 課 Adisua a to so mmie ̣nu                           

Maaha! 

★ いろいろなあいさつ 

 
 
 
 
 

 1-16 
W poot 空港で 
Mari: Kọfi!    コフィ！ 
Kofi: Mari, akwaaba!   マリ、ようこそ！ 
Mari:  Kọfi, maaha!   コフィ、こんにちは。 
Kofi: Yaa, nua!   こんにちは。 
   Wo ho te sn?   ご機嫌いかが？ 
Mari: Me ho  y paa.    元気。 

Na wo nso ?   あなたは？ 
Kofi: Me n so me ho y.  僕も元気。 
  Ynk fie ̣!   うちに行こう！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w …で 
poot  空港 
akwaaba! ようこそ！ 
maaha! こんにちは！ 
yaa, nua! こんにちは（返事）！ 
wo ho te sn? ご機嫌いかが？ 

me ho y 元気です               1-17 
paa とても  
na wo n so  ? あなたは？ 
me n so 私も 
ynk 行きましょう 
ẹfi ẹ 家 
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● おはよう／こんにちは／こんばんは 

「あなたに朝／昼／夜をあげましょう」という意味です。                    1-18 
Maakye!  おはよう！ 
Maaha!  こんにちは！ 
Maadwo!  こんばんは！ 

 
● 返事 

上のあいさつに対する返事は相手に応じて変わります。                      1-19 
Yaa, na!  （目上の女性に） 
Yaa, agya!  （目上の男性に） 
Yaa, nua!  （同年代、目下の親しい人に） 
Yaa, sn!  （同年代、目下に） 
 

Nhwso 1 ＜ ＞のことばを入れかえて、言ってみましょう。 
A: ＜    a    ＞! 
B: Yaa, ＜  b  ＞! 
 
a.  Maakye / Maaha / Maadwo 
b. na / agya / nua / sn 
 
 

● ご機嫌いかが？ 

Wo ho te sn? は、直訳すると「あなたの体はどうですか？」という意味です。相手が

2 人以上のときは、Mo ho te sn?となります。Ԑte sn? は、英語の How is it? に相当し

ます。                                                                    1-20 
Wo ho te sn? ご機嫌いかが？ 
Mo ho te sn? ご機嫌いかが？（相手が２人以上のとき） 
Ԑte sn?  調子はどうですか？ 

 
● 元気です 

Me ho y は直訳すると「私の体は良いです」という意味です。「（私たちは）元気

です」ならば、Y ho y となります。Ԑy は、英語の It is good に相当します。 
Me ho y.  （私は）元気です。                                 1-21 
Y ho y.  （私たちは）元気です。 
Ԑy.   調子はいいです。 
Bk.  まあまあです（親しい人に）。 
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Nhwso 2 ＜ ＞のことばを入れかえて、言ってみましょう。 
A: ＜ a ＞ te sn? 
B: ＜      b     ＞. 
 
a. Wo ho / Mo ho / Ԑ 
b. Me ho y / Y ho y / Ԑy / Bk 
 
 

● ダウンドリフト 

第 1 課で触れたように、L の後ろの H はそうでない H よりもやや低く発音され、その

後ろの L もまた、その前の L よりもやや低く発音されます。したがって、LHLH…と続

く場合、階段状に低くなります（ダウンドリフト）。                         1-22 
kynsee   [       ]  ボウル  
amane   [       ]  いわし 
f rankaa   [          ]  旗  
Kọfi  papa fr ne ba.  [                  ] コフィの父が子供を呼ぶ。 

 
Nhwso 3 ダウンドリフトに注意しながら発音してみましょう。              1-23 

Wo ho te sn?  [        ]   
Mo ho te sn?  [        ]   

 
 

あいさつ 

 

人間関係を何よりも大事にするガーナでは、あいさつが非常に重要な行為と見なされ

ており、知り合いに会ったら、必ず近づいてあいさつを交わすのが礼儀とされます。あ

いさつする時には、（手が届けば）握手をします。握手の手を離すときには、「パチン」

と指を鳴らします。お年寄りや首長と握手するときは、左手を添えて敬意を表します。

複数の人とあいさつをするときには、反時計回りに順番に握手をします。 

 
 
 

 自分の生まれた曜日を調べてきてください。 

参照： http://www5a.biglobe.ne.jp/~accent/kazeno/calendar 
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 あいさつ 

 
 

 1-24 
Agọọ!     失礼します。 
Amee!    どうぞ。 
Meek.    おいとまします。 
M’s r kwan.    おいとまします。 
Ԑkwan da h.    どうぞ（道はあります）。 
Nante yiẹ!    気をつけて。 
Da yiẹ!    おやすみなさい。 
Meek aba!    行ってきます！ 
K bra!    行ってらっしゃい！ 
Ԑne Nyame nk!   行ってらっしゃい！ 
W’ato me.    （食べ物など）一緒にどうぞ。 
Me nsa aka.    （食べ物など）一緒にどうぞ。 
K so.     いいえ、結構です。 
Me nsa da mu.   いいえ、結構です。 
Medaase.    ありがとう。 
Mnnaase.    どういたしまして。 
Mepaakyw.    すいません。 
Mesr wo.    すいません。 
Amanne?    ご用件は？ 
Wu tiri  nkwa!   （誕生日、結婚など）おめでとう！ 
Mi ti ri da ase.    ありがとう（返事）。 
Afe nhyia pa!    あけましておめでとう！ 
Afe  nk mmto  yn biọ!  おめでとう（返事）！ 
Yaak.    ご愁傷さま。 
Kaf ra.    ご愁傷さま。 
Kus.     ご愁傷さま。 
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第 3 課 Adisua a to so mmensa                                  

Mi din de Mari Suzuki 

★ 私の名前は…です, 曜日と名前 

 
 1-25 

Kofi hyia n’adamfo w kwan mu コフィ、道端で友人に会う 
Kofi: Kwaame, maaha!  クワメ、こんにちは！ 
Kwaame: Yaa, nua!  Ԑte sn?  こんにちは。元気？ 
Kofi: Bk.  Na wo  nso ?  まあね。君は？ 
Kwaame: Ԑy.    元気。 
Kofi: Kwaame, wẹi y m’adamfo . クワメ、こちらは友達。 
Kwaame: Saaa?     そう？ 
Hw Mari マリに向かって 

Wu din de sn?   名前は何ですか？ 
Mari: Mi din de Mari Suzuki.  鈴木マリです。 
  Wo  nso yfr wo sn?  あなたの名前は？ 
Kwaame: Yfr me Kwaame Ọwu su . クワメ・オウスです。 

Mari, ywoo wo dabn?  マリ、何曜日生まれですか？ 
Mari: Ywoo me Fiada.  金曜日生まれです。 
Kwaame: Ԑ ne m’f r wo Afia.  では、アフィアと呼びましょう。 
 
 
 
hyia 会う 
n’adamfo 彼の友達 < ne adamfo 
kwan 道 
mu …の中 
wẹi こちら、これ 
y …である 
m’adamfo 私の友達 < me adamfo 
saaa? 本当？ 
hw 見る 
wu din あなたの名前 < wu ẹdin 
de （名前が）…という 

sn どのように                   1-26 
mi di n 私の名前 < mi ẹdin 
wo n so あなたも 
yfr wo sn? 何と呼ばれますか？ 
yfr me… …と呼ばれます 
ywoo wo dabn? いつ生まれましたか？ 

ywoo me… …生まれです 
Ẹfi a da 金曜日 
ne じゃあ 
m’fr wo… …と呼びましょう 
Afia  金曜生まれの女の子の名 
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● 名前は何ですか？ 

名前の尋ね方、答え方を学びましょう。                                    1-27 
Wu din de sn?    名前は何といいますか？ 
Mi din de Ama.  アマです。 
Yfr wo sn?  何と呼ばれますか？ 
Yfr me Kọfi .  コフィと呼ばれます。 
Wode sn?   あなたは何といいますか？ 
Mede Kọfi .   コフィといいます。 

 
Nhwso 1 ＜  ＞に自分の名前を入れて、会話をしましょう。 

A:  Wu din de sn? /  Yfr wo sn? /  Wode sn? 
B:  Mi din de ＜    ＞. /  Yfr me ＜    ＞. /  Mede ＜    ＞. 

Na wo nso wu din de sn? /  Na wo nso yfr wo sn? /  Na wo nso wode sn? 
A: Mi din de ＜    ＞. /  Yfr me ＜    ＞. /  Mede ＜    ＞. 
 

● 曜日の名前 

アカン族が持つ名前の１つに、生まれた曜日の名前があります。各曜日には男の子の

名前、女の子の名前があります。                                            1-28 
男の子  女の子 

Kwasiada 日曜日  Akwasi   Ako ̣sua 
Ԑdwoada 月曜日  Kwadwo Adwoa 
Ԑbenada 火曜日  Kwabena Abenaa  
Wukuada 水曜日  Kwaaku Akua 
Yawa da 木曜日  Yaw  Yaa 
Ẹfi ada 金曜日  Kọfi   Afi a 
Me me neda 土曜日  Kwaame Ama 
 

● 発音規則 

a は[a]と[ɜ]の 2 つの発音があります。i, u の前では[]が現れます。            1-29 
[a]    [ɜ] 
Kwadwo   Akwasi 
Kwabena   Kwaaku  
Adwoa   Akua 
Abenaa   Afi a 

 
Nhwso 2 自分の曜日の名前を言ってみましょう。 
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Nhwso 3 a, a’に曜日の名前を、b, b’に曜日を入れて、会話をしましょう。 

A:  Yfr me ＜  a  ＞. 
Ywoo me ＜  b  ＞. 

B:  Me nso yfr me ＜  a’  ＞. 
Ywoo me ＜  b’  ＞. 

 
● アカン族の名前 

アカン族の名前の多くは、その人に関する何らかの情報を与えてくれます。よくある

名前のいくつかをあげてみましょう。                                        1-30 
Maanu（男）/ Maanu（女）  2 番目生まれの子 
Mnsa（男）/ Mansa（女）  3 番目生まれの子 
Anane    4 番目生まれの子 
Nsia     6 番目生まれの子 
Nkro ma    9 番目生まれの子 
Badu     10 番目生まれの子 
Ata（男）/ Ataa（女）  双子の子 
Tawi a    双子の次に生まれた子 
Nyameky    神に授かりしもの 
Nyameama    神に授かりしもの 
Ọbim p    嫌われもの 
Adiyaa    苦しみ（誕生時に不幸があった） 
Anto     （父親に）会わなかった（私生児） 

 
 

アカン族の名前 

 

アカン族は次のように３つ～５つの名前を持つのが普通です。①曜日の名前、②親族

の誰かにもらう名前、③生い立ちを表す名前、④お父さんの「姓」、⑤クリスチャン・

ネーム。 

ガーナの初代大統領クワメ・ンクルマは、土曜日生まれ（Kwaame）の 9 番目の子

（Nkroma）で、コフィ・アナン前国連事務総長は、金曜日生まれの（Kofi）、４番目

の子（Anan）です。 

アカン族の友人ができたら、名前の由来を聞いてみましょう。 
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 からだの部位 

 
 1-31 

ẹti     頭 
nnwii     毛 
anim     顔 
moma    おでこ 
anii     目 
hwene    鼻 
asoo     耳  
anoo     口 
see     歯 
tkrma    舌 
afono     頬 
mene     のど 
abdwe    あご 
kn     首 
abati（複 mmati）   肩 
abasa（複 mmasa）   腕 
nsa     手 
abatw（複 mmatw）  ひじ 
nan（複 nnan）   脚 
ser     太もも 
nantabono（複 nnantabono） 足 
kọto ̣dwẹ（複 nkọtọdwẹ）  ひざ 
akyi     背中 
koko     胸 
ẹnufo     乳房 
sisiẹ     腰 
yafunu    おなか 
funuma    へそ 
to     おしり 
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第 4 課 Adisua a to so nan                                 

Mey Japanni 

★ …である, …ではない, 主語接語 

 

 1-32 
Kwaame: Mari, wufri he? 
  マリ、出身はどこですか？ 
Mari:  Mifri Japan .     

日本から来ました。 
  Mey Japanni. 

日本人です。 
Na wo nso ? 
あなたは？  
Woy Asanteni anaa? 
アサンテ族ですか？ 

Kwaame: Daabi, meny Asanteni. 
いいえ、アサンテ族ではありません。 
Mey Nkrani. 
ガ族です。 

Mari:  Woy ọsu ani anaa? 
学生ですか？ 

Kwaame: Aane , mey ọsu ani w Cape Coast Suapn. 
はい、ケープコースト大学の学生です。 

Mari:  Saaa?  Me  nso mey o ̣su ani w Legon Suapn. 
  本当？ 私もレゴン大学の学生です。 

 
 
wo / wu  あなたは 
fri  …から来る 
hee どこ 
me / mi 私は 
y …である 
Japan ni 日本人 
Asanteni アサンテ族 

anaa  …ですか、…しますか？  1-33 
daabi いいえ 
n y …ではない 
Nkrani ガ族 
ọsua ni 学生 
a a ne  はい 
sua pn 大学 
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● 主語接語 

 主語接語は、次の 7 種類があります（それぞれ母音調和に従って分布します）。基本

的にここに示した声調で現れますが、動詞の活用形には全ての主語接語が H で現れるも

のがあります。 
me=/ mi=    私は                                1-34 
yɛ=/ yẹ=    私たちは 
wo=/ wu =    あなたは 
mo=/ mu=    あなたたちは 
ɔ=/ ọ=    彼／彼女／それ（生物）は 
wɔn=/ wọn=   彼ら／それら（生物）は 
ɛ=/ ẹ=    それ（無生物）／それら（無生物）は 

 
● …である、…ではない 

繋辞 yɛ は、主語／主語接語と補語をつなぎ、「～は…である」の文を作ります。否定

辞 N-をつけて nyɛにすると、「～は…ではない」になります。声調は、yは L で、ny
は LH で現れます。 

 
 肯定形                          1-35 

Mey Japanni.   私は日本人です。 
Yy akyerkyerfo.  私たちは先生です。 
Woy Gaanani.   あなたはガーナ人です。 
Moy asuafo .   あなたたちは学生です。 
Ↄy Asanteni.   彼はアサンテ族です。 
Wn’y me nnamfo .   彼らは私の友人です。 
Ԑy fufuọ.    それはフフです。 
   

 否定形                                  1-36 
Meny Japanni.   私は日本人ではありません。 
Yny akyerkyerfo.  私たちは先生ではありません。 
Wony Gaanani.   あなたはガーナ人ではありません。 
Mony asuafo .   あなたたちは学生ではありません。 
Ↄny Asanteni.   彼はアサンテ族ではありません。 
Wnny me nnamfo.  彼らは私の友人ではありません。 
Ԑny fufuọ.    それはフフではありません。 

 
● 人を表す接語 

人を表す接語には 2 つあり、基本的に=ni は単数を、=foɔ は複数を表します（これら

の声調は語によって異なります）。=ni は、母音を伸ばして発音します。
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単数   複数                                               1-37 
Japanni   Japanfo 日本人  < Japan 日本 
ọsuani   asuafo 学生  < sua 学ぶ 
 
 

Nhwso 1 ＜  ＞のことばを入れかえて、言ってみましょう。 

A: Woy ＜     ＞ anaa?   
B:  Daabi. Meny ＜     ＞. 

Mey ＜     ＞.   
A: Ↄy ＜     ＞ anaa?   
B:  Daabi. Ↄny ＜     ＞. 

Ↄy ＜     ＞.   
 

Americani（複 Americafo）  アメリカ人            1-38 
Ingrẹsini （複 Ingrẹsifo）  イギリス人 
Aratani（複 Aratafo）   ナイジェリア人 
Akuapemni（複 Akuapemfo）  アクアペム族 
Mfanteni （複 Mfantefo）  ファンテ族 
Angonani（複 Angonafo）  エウェ族 
kyerkyerni（複 akyerkye rfo） 先生 
drbani（複 adrbafo）  ドライバー 
ọsuani（複 asuafo ）   学生 
ọkuani（複 akuafo）   農家 
sfo （複 asfo ）   牧師 
detnni（複 adetnfo ）  店員 

 
 
Nhwso 2 アカン語で言ってみましょう。（解答は次ページ） 

1. 彼らは学生です。     
2. あなたはアサンテ人ですか？   
3. 私たちは先生です。    
4. 彼は私の友人です。    
5. 私はドライバーです。    
6. あなたたちはナイジェリア人ですか？  
7. アマは店員です。     
8. クワメはお医者さんです。   
9. アフィアは仕立て屋さんです。   
10. クワクは牧師さんです。    
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Nhwso 2 解答                                                          1-39 
1. Wn’y asuafo . 
2. Woy Asanteni? 
3. Yy akyerkyerfo. 
4. Ↄy m’adamfo . 
5. Mey drbani. 
6. Moy Aratafo? 
7. Ama y detnni. 
8. Kwaame y ọduruyfo. 
9. Afi a y adepamni. 
10. Kwaaku y sfo . 
 
 
 
 

仕立て屋さん 

 

ガーナでよく見かけるのが、仕立て屋さん。日本では、オーダーメイドというと高級

なイメージがありますが、ガーナでは服を仕立ててもらうのが一般的です。女性であれ

ば、ブラウス(kaba)とロング・スカート(srẹe ̣ti)、スカーフ(duku)の三つ揃えで、仕立

て料は 500 円くらいと手ごろです。市場でカラフルでユニークな布の中からお気に入り

をさがすのも楽しみのひとつ。好きなデザインを伝えて、できあがりを待つのも楽しい

ものです。 
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 職業 

 
 

 1-40 
kyerkyerni（複 akyerkye rfo）  先生 
ọsuani（複 asuafo ）   学生 
sfo （複 asfo ）    牧師 
detnni（複 adetnfo ）   店員 
ọduruyfo （複 aduruyfo ）  医者 
dkta（複 dktafo）   医者 
ọdunsini（複 adunsifo）   伝統医 
ọdwadini（複 adwadifo）   商売人、売り手 
ọfrikafo （複 afrikafo ）   ドライバー 
drbani（複 adrbafo）   ドライバー 
adepamni（複 adepamfo ）  仕立て屋 
ọyifo（複 ayifo ）    床屋 
fitani（複 afitafo）    車の修理屋 
ọkuani（複 akuafo）   農民 
bfo（複 abfo）    猟師 
pofoni（複 apofofo）   漁師 
srani（複 asrafo ）   兵士 
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第 5 課 Adisua a to so num                                

Misu a sika akontabuo ̣ 
★ 習慣形, 接頭辞同化規則, 母音調和 

 
 
 
 

 1-41 
Kwaame: Mari, wusu a Twii kasa w Legon Suapn mu  anaa? 
  マリ、レゴン大学でアカン語を勉強しているんですか？ 
Mari:  Daabi, minsu a Twii kasa w Legon Suapn mu .  
  いいえ。レゴン大学でアカン語は勉強していません。 

Misu a kuay w h.  
  農学を勉強してます。 

Na wo nso ? 
あなたは？ 

Kwaame: Misu a sika ako ntabu ọ. 
  会計学を学んでます。 

Wote Twii paa.   
アカン語、とても上手ですね。 
W’ay ade! 
すごいなあ！ 
Mep wo adamfo. 
友達になってください。 

 
 
 
 

sua  学ぶ 
Twii アカン語 
ka sa 言語、…語 
anaa  …ですか、…しますか 
kuay 農学 
h そこ 

sika a kontabuọ 会計学        1-42 
te 分かる 
w’a y ade! よくやった！ 
p 欲する 
wo あなたを 
adamfo 友達 
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● 動詞の活用形と声調 

 動詞活用形において声調は重要な機能を果たし、声調の違いだけが文法的違いを表す

こともあります。動詞活用形の声調は、動詞語根の音節構造や目的語／目的接語の有無

などによって決まりますが、さらに通時的な変化も関与しています。 
動詞活用形の声調の違いから、動詞語根を以下の 4 種類に分類します（動詞語根のほ

とんどは 1 音節か 2 音節なので、ここではこれらの語根だけを扱います）。 
 
 1 音節語根 

1音節語根には、CV*と CVS(V)があります。CVS(V)には CVN および CVS 起源の CVSV
（第二母音は高母音 i, e, u, o、S は m, n, r）があります。                      1-43 

 
CV 

b   打つ 
hy  着る 
k   行く 
 

CVS(V) 
dum  消す 
tn   売る 
horo   洗う 

 
 2 音節語根 

 2 音節語根には、CV(S)V（CVV および CVS(V)に属さない CVSV）と CVCV（第二子

音が m, n, r でないもの）とがあります。ただし、CVCV はごくわずかです。     1-44 
 
CV(S)V 

biẹ   開ける 
fr   呼ぶ 
dware  体を洗う 
 

CVCV 
bisa  尋ねる 
kasa  話す 
hata  乾かす 

 
 

                                                
* これには、CVSV と自由交替するものも含まれます。 
例：du ～duru  到着する、kye～kye re 捕まえる 
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● 習慣形 

習慣形は、習慣、普遍的な事柄や性質を表し、次のような形になります。 
主語接語 = 語根 

習慣形の声調は、語根の音節数によって決まります。1 音節語根は H、2 音節語根は LH
で現れます（主語接語の声調は第 4 課参照）。 
 
 1 音節語根                                                              1-45 

Mi   私は運転します。 
Ↄhy   彼は着ます。  
Yẹbu   私たちは折ります。  
Wb   あなたは打ちます。  
Mu   あなたたちは消します。  
Wntn.   彼らは売ります。 

 
 2 音節語根                                                              1-46 

Mibiẹ   私は開けます。  

Ↄkyer   彼は教えます。 
Yware   私たちは結婚します。 
Wkae   あなたは覚えます。  
Mkasa   あなたたちは話します。
Wọnbisa.   彼らは尋ねます。 

 
CVS(V)語根は、目的語がある場合 HL になります。                          1-47 

Midum  kanea.  私が明かりを消します。 
Ↄtn bde.  彼女はプランテンを売ります。 

 
名詞接頭辞 a-, an-, N-の声調は、直前の H に同化します（接頭辞同化規則）。このと

き語根頭が H であれば、ダウンステップ H になります。これは、接頭辞同化規則により

もともと接頭辞が持っていた L が語根頭に起こるためです。                    1-48 
Ↄhy ataade.  彼は服を着ます。 cf.  ataade  服
Ọdware nsuọ.  彼は行水します。 cf.  nsuọ 水 

 
目的語の接頭辞が失われる場合も、もともと接頭辞が持っていた L が語根頭に起こる

ことによって、語根頭の H にダウンステップが起こります（名詞接頭辞については、第

7 課参照）。                                                               1-49 
Meto bo.   私は石を投げます。 cf.  bo 石 
Ọbiẹ pono   彼はドアを開けます。 cf.  pono ドア 
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● 否定習慣形 

否定習慣形は、語根の前に否定辞 N-をつけた形になります。 
主語接語 = N - 語根 

否定辞は、語根頭子音の同調音点鼻音です。また、否定辞に有声閉鎖音 b, d, g, gy, dw
が後続する場合、鼻音化して m, n, , ny, nw になります。 

声調は、否定辞は L、語根は、1 音節語根は H、2 音節語根は LH で現れます。 
 

 1 音節語根                                                              1-50 
Memmdn  私は鐘を鳴らしません。 
Ọnnum kanea.  彼は明かりを消しません。 

Yԑntn bdeԑ.  私たちはプランテンを売りません。 
Wuntwi   あなたは運転しません。 
Mo nhy   あなたたちは着ません。 
Wọnmmu   彼らは折りません。 

 
 2 音節語根                                                              1-51 

Menware   私は結婚しません。 

Ↄnkae   彼は覚えません。 

Wonkasa   あなたは話しません。 
Yẹmmisa Kọfi .  私たちはコフィに尋ねません。 

Mummiẹpono  あなたたちはドアを開けません。 

WnnkyeTwii  彼らはアカン語を教えません。 

 
● 母音調和 

9 母音のうち a を除く 8 母音は、舌根の前寄りの有無にしたがい、[+ATR]と[－ATR]
に分けられ、1 語根と接辞および後接語からなる語には、いずれかのグループの母音しか

現れません。これを母音調和と言います。つまり、接辞と後接語には 2 つの発音パター

ンがあり、どちらが現れるかは語根で決まります（-は接辞境界、=は接語境界）。        
[+ATR]    [－ATR] 

i  ẹ  ọ  u    e  ɛ  ɔ  o 
ẹ-fi-ẹ   家   -fe-   おう吐物            1-52 
ẹ-bu-o ̣   巣   -bo-    石 
ọ-kusi -ẹ   野ネズミ  -kd-   鷲 
ọ-wu-ọ   死   a-wo-   出産 
mi=di n   私の名前  me=ho   私の体 
wu=din   あなたの名前  wo=ho    あなたの体 
mi=di    私は食べる  me=de   私は…という 
ọ=su   彼は泣く  =so    彼は大きい 
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一方、a はどちらのグループの母音とも共起します（i, u の前では  になります。第 3
課参照）。                                                                1-53

nante  歩く   kway  森 
wfa  おじさん  akoma  心臓 
banku  バンク   nantwiẹ   牛 
kọsua  卵   sika   お金 

 
a が語中にある場合、a の前の母音グループにかかわらず、a に後続する母音は[－ATR]

になります。                                                              1-54 
K u m a s e   クマシ 

[+ATR]  [－ATR] 
a d u a n e    食べ物 

[+ATR]  [－ATR] 
A w u r a d e     神 

[+ATR]  [－ATR] 
 
Nhwso 1 母音調和と声調に注意して、発音してみましょう。                 1-55 

[+ATR]    [－ATR] 
Midi. 私は食べます。  Mete. 私は分かります。  
Ọpi n. 彼は動きます。  Ↄpem. 彼はたたきます。  
Wutu. あなたは抜きます。 Woto. あなたは投げます。  
Yẹnum. 私たちは吸います。 Ynom. 私たちは飲みます。  
Mubu. あなたたちは折ります。 Mob. あなたたちは打ちます。  
Ẹhuru. それは沸騰します。 Ԑhoro . それは洗います。  

 
Nhwso 2 アカン語で言ってみましょう。（解答は次ページ） 

1. 私はパンを買います（t, paanoo）。 
2. 彼らはアカン語が分かりません（te, Twii）。 
3. 私たちはフフを食べます（di, fufuọ）。 
4. あなた方はプランテンを売りませんか（tn, bde）？ 
5. あなたは教会に行きませんか（k, asre）？ 
6. 彼は水を飲みます（nom, nsuo ̣）。 
7. 彼らはおしゃべりしません（di, nkm）。 
8. 彼はントマを着ます（fra, ntoma）。 
9. コフィはラジオを聞きます（tiẹ, rdeo） 
10. 私はそう思いません（dwene, saa）。 
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Nhwso 2 解答                                                          1-56 
1. Met paanoo. 
2. Wnnte  Twii. 
3. Yẹdi  fufuọ. 
4. Montn bde? 
5. Wonk asre? 
6. Ↄnom  nsuọ. 
7. Wnnni nkm. 
8. Ↄfra ntoma. 
9. Kọfi  tiẹ rdeo. 
10. Mennwene saa. 

 
 

市場 

 

市場(e ̣dwo ̣m)は、ガーナの人々の生活に欠かせない存在です。大きな市場としては、

アクラの Makola dwọm やクマシの Kumase dwọm があります。さるの燻製から家具

まで、ありとあらゆるものがひしめく市場はまるで迷路ですが、現地の人々は迷うこと

なくお目当ての場所に行けます。さまざまな部族が集う市場は、モノだけでなくことば

も多様。アカン語やガ語、エウェ語、ハウサ語をはじめとする、多様な言語が飛び交い

ます。市場は、言語の博覧会でもあるのです。 

  
Makola dwọm            Kumase dwọm 
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 親族名称 

 
 1-57 

 
abusua    家族 
maame    母* 
maame    お母さん 
na     母 
papa     父* 
paapa    お父さん 
agya     父 
ọkunu    夫 
yere（複 ye renom）   妻 
ba（複 mma）   子供* 
babma（複 mmamma）  息子 
babaa（複 mmamaa）  娘 
ọnua（複 anuanom）   兄弟姉妹 
ọnuabma（複 nnuamma） 兄弟 
ọnuabaa（複 nnuamaa）  姉妹 
wfa（複 wfanom）   おじさん（母方の） 
sewaa（複 sewaanom）  おばさん（父方の） 
wfaase（複 wfaasenom）  甥姪 
nana（複 nananom）   祖父母、孫 

 
 
 
 
* maameは母の姉妹、papaは父の兄弟、baは兄弟の子供（男性の場合）、姉妹の子供

（女性の場合）を、それぞれ含みます。 
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第 6 課 Adisua a to so nsĩa                              

Po ̣sufese w he ? 

★ いる／ある, いない／ない, どこ, 母音同化 

 

 

   1-58 
Mari: Awuraa, mepaakyw, po ̣sufese w he? 
  お姉さん、すいません、郵便局はどこですか？ 
Awuraa: K w’anim tee n fa bọnkum.  Ԑw h. 
  まっすぐ行って、左に曲がりなさい。そこにあるわ。 
Mari: Rstran w ntamuu ha？ 
  この近くにレストランありますか？ 
Awuraa: Daabi, rstran nni ntamuu ha. 
  いいえ。この近くにレストランはないわ。 
  S wo p ampẹsie ̣ a ẹbi w ha. 
  アンペシなら一件あるけど。 
Mari: Ԑw he? 
  どこですか？ 
Awuraa: Ԑw dan fufu ọ no akyi. 

あの白い建物の後ろにあるわ。  
 
 

 
awuraa  お姉さん／おばさん 
mepaakyw すいませんが 
pọsufese 郵便局 
w …にある 
k 行く 
anim 前 
tee まっすぐ 
n そして 
fa  取る 
bọnkum 左 
h そこ、あそこ 

rstran レストラン              1-59 
ntamuu 近く 
ha ここ 
n ni …にない 
s…a もし…ならば 
ampẹsi ẹ アンペシ 
ẹbi ひとつ 
dan 建物 
fu fuọ 白い 
no その、あの 
akyi 後ろ 
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● …にある／いる、…にない／いない 

「…にある／いる」は、wɔ…と言います。「…にない／いない」は、nni…と言います。

nw…とは言わないので、注意しましょう。声調は、wɔ は L で、n niは LH で現れます。 
Mew fiẹ.   私は家にいます。                            1-60 
Ọnni h.   彼はそこにいません。 
Kọfi  w sukuu.  コフィは学校にいます。 
Ama w gyaare .  アマは台所にいます。 
Kwaame nni adwaa. クワメは浴室にいません。  
Ԑw w’anim.  あなたの前にあります。 
Ԑw w’akyi.   あなたの後ろにあります。 

 
● 位置を表す語 

以下の語は、名詞の後ろについて位置を表します。                          1-61 
anim 前  dan no anim  その建物の前に 
e ̣mu 中  adaka no  mu  その箱の中に 
ase 下  dua no ase  その木の下に 
so  上  pono no so  そのテーブルの上に 
akyi 後ろ  dan no akyi   その建物の後ろに 
hoo  近く、回り dan no ho  その建物の近くに 
nkyn 横  mpa no  nkyn  そのベッドの横に 

 
● その他の表現 

道を尋ねたり教えたりするときの表現を覚えましょう。                      1-62 
Kyer me ahinfiẹ kwan. 宮殿までの道を教えてください。 
W’atwa ho o.  通り過ぎましたよ。 
Ԑnware koraa.  全然遠くありません。 
Wubẹhunu s w h. そこにあるのが見えますよ。 
Wubẹhunu w wu ni fa so. 右手に見えますよ。 

 
● 母音同化 

母音調和に似た現象に母音同化があります。母音調和は調和領域（1 語根＋接辞＋後接

語）における母音の現れの制限でしたが、母音同化は語根＋語根あるいは語＋語の環境

において、前部要素末の 1母音にのみ起こる現象です。後部要素の第一母音が i, u の場

合に、前部要素末の[－ATR]母音が[+ATR]母音に変わります。 
Mew fiẹ.   私は家にいます。                            1-63 

 [wo] 
Kọfi  w sukuu.  コフィは学校にいます。 

   [wo] 
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Nhwso アカン語で言ってみましょう。（解答は次ページ） 

1. お母さんは家にいます。 
2. コフィは自分の部屋にいません。 
3. アマは浴室にいます。 
4. テーブルの上にコップがありません。 
5. 売店はその建物の後ろにあります。 
6. 教会の横に郵便局がありませんか？ 
7. 彼女は家の前にいますか？ 
8. ボウルの中にヤムがありません。 
9. いすの下に猫がいます。 
10. 学校の近くに病院がありませんか？ 
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Nhwso 解答                                                          1-64 
1. Maame w fiẹ. 
2. Kọfi  nni ne  dan mu. 
3. Ama w adwaa. 
4. Kruwa nni pono no so. 
5. Adetnbea w dan no akyi . 
6. Pọsufese nni asre no  nkyn? 
7. Ↄw dan no anim? 
8. Baer nni kynsee no mu. 
9. Agyinamoa w akọnwa no  ase . 
10. Ayaresabea nni sukuu no nkyn? 
 
 
 
 

 
トロトロ 

 

ガーナの乗り物といえば、バスやタクシーもありますが、何と言ってもトロトロ(trɔtrɔ)
とよばれる乗合バスが、経済的でアフリカらしさを味わうのにうってつけです。乗合バ

スと言っても、ぽんこつのワゴン車を改造して座席を 4，5 列並べたもので、これに乗

客をぎゅうぎゅうに詰め込みます。トロトロ 

には運転手の他に 1 人か 2 人の「メイト」が 

乗っていて、窓から顔を出して客と交渉したり、 

運賃を集めたりします。乗り心地はとても快適 

とは言えませんが、大音量でハイライフが流れ 

る車内で、がたいの大きいガーナ人たちに押し 

つぶされるように腰かけ、窓の外に流れる 

ジャングルを眺めていると、「ガーナに来た 

んだ！」という気持ちになるのです。 
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 人 

 
 1-65 

o ̣nipa（複 nnipa）   人 
Ọnyankopn    神 
Ọnyame    神 
Awurade    神 
hene（複 ahemfo）   王様、首長 
hemaa（複 ahemaa）  女王 
kyeame e（複 akyeamee）  オチアメ 
ọbibini（複 abibifo）   黒人 
ọbrọni（複 mmrọfo ）   白人 
adamfo（複 nnamfo）  友達 
akoraa（複 nkoraa）   子供 
ọkumaa（複 nkumaa）  若者 
ọpanyin（複 mpanyinfo）  老人 
bma（複 mmma）  男 
abmaa（複 mmmaa）  少年 
abrante （複 mmrante ）  若い男 
ọwura（複 awuranom）  お兄さん／おじさん 
papa（複 papafo）   おじさん 
akkoraa（複 nkkorafo）  おじいさん 
baa（複 mmaa）   女 
abaayaa（複 mmaayaa）  少女 
ababaa（複 mmabaa）  若い女 
awuraa（複 nwuraa）  お姉さん／おばさん 
maame（複 maamefo）  おばさん 
aberewa（複 mmerewafo）  おばあさん 
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第 7 課 Adisua a to so nson                                 

We ̣inom y den? 

★ 何, 名詞の形態, Ca の介在する語 

 

 

 

 1-66 
W dwọm 市場で 
Kofi: Mari, mepaakyw, bhw! 
  マリ、ちょっと来てみて。 
Mari: Adn?  Wẹino m y den? 
  何？ これ何？ 
Kofi: Ԑy bankye, baer, na mankani. 
  キャッサバ、ヤム、それにココヤムだよ。 
  We ̣i y bankye.  Ԑno y baer. 
  これがキャッサバ。それがヤム。 
  Ԑ na no y mankani. 
  そしてそれがココヤムだよ。 
Mari: Ԑ ne, den ni? 

じゃあ、これは何？ 
Kofi: Ԑy kọntọmre ̣.  Yde y nkwan. 

それはココヤムの葉っぱだよ。スープに使うんだ。 
 
 

 
ẹdwọm 店、市場 
mepaakyw どうか 
b/ be 来て…する 
a dn? 何？なぜ？ 
wẹino m これら < wẹi 
den 何 
bankye  キャッサバ 
baer ヤム 
na そして 

mankani  ココヤム          1-67 
wẹi これ 
no それ、あれ 
ni これは…である 
kọntọmrẹ ココヤムの葉 
de …でもって 
y 作る 
nkwan スープ
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● 何ですか？ 

「（…は）何ですか？」は、次のように表します。                          1-68 
Wẹi y den?   これは何ですか？ 
Ԑden ni?   これは何ですか？ 
Ԑno y den?   それは何ですか？ 
Ԑden no no ?  それは何ですか？ 
Wẹinom y den?  これらは何ですか？ 
Ԑden nema ni?  これらは何ですか？ 

 
● 名詞の形態 

名詞は、単独では次のような形をとります（-は接辞境界）。 
（接頭辞）- 語根 -（接尾辞） 

接頭辞には ẹ- / ɛ-, ọ- / ɔ-, N-, a-, aN- があります。N は語根頭子音の同調音点鼻音で、

ẹ-/ -, ọ-/ -は、母音調和に従って分布する異形態です。基本的に ẹ- / ɛ-, ọ- / ɔ-は単数を、

N-, aN-は複数または不可算を表し、a-はいずれにも表れます。不可算に ẹ-/ -, ọ-/ -が現

れることもあります。N-の付く語根頭子音 b, d, g, gy, dw は、鼻音化して m, n, , ny, nw
になります。ẹ-/ -, ọ-/ -は、文中では基本的に失われます。接頭辞の声調は L です。 
接尾辞は、語根末母音が高母音であるものに付き、語根末母音が i, e の場合には-ẹ , -ɛ、

語根末母音が u, の場合には-ọ, -ɔが付きます。また、語根末母音が i, e, u, oの場合、そ

の母音を伸ばします（鼻子音の後ろの母音は全て鼻音化するので、その場合の i, e, u, o
も伸ばします）。接尾辞の声調は H です。 
 
 単数複数の区別があるもの                                                1-69 

単数  複数 

prako ̣  m-prako ̣ 豚 
kọsua  n-kọsua  卵 
ẹ-fi-ẹ  a-fi-ẹ  家 
-bo-  m-mo-  石 
-toa  n-toa  ボトル 
-sono  a-sono  ゾウ 
-ba  m-ma  子供 
-kraman  n-kraman 犬 
ọ-dwan  n-nwan  羊 
ọ-nipa  n-nipa  人 
a-kok  n-kok  ニワトリ 
a-brb  m-mrb パイナップル 
a-taade-  n-taade- 服 
a-daka  n-naka  箱 
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 単数複数の区別がないもの                                                1-70 
fufu-o ̣   フフ 
nantwi-ẹ   牛 
-se-e    歯 
-mo-o    米 
a-sikyi rẹ   砂糖 
n-nwi-i   毛 
n-kyene   塩 
n-su-ọ   水 
an-kaa   オレンジ 
an-wa   食用油 

 
● Ca の介在する語 

第 5 課で触れたように、a は母音調和に関与しない中立母音です。しかし、次のように

a が硬口蓋子音 gy, ny, tw, dw, hw に後続する時、その前の母音は[+ATR]になります。

これは歴史的変化 Ca < *Cia, Cwa < *Cua（Cは硬口蓋子音）に由来します。 
e ̣gya   火                                         1-71 
Ọnyame   神 
ọtwa   切り傷 
o ̣dwan   羊 

 
Nhwso ＜ ＞のことばを入れかえて、言ってみましょう。 

A:  Wẹi y den? 
B:  Ԑy ＜  a  ＞. 
A:  Wẹinom y den? 
B:  Ԑy ＜  b  ＞. 

 
a. prako ̣ / kọsua / toa / kraman/ ọdwan / akok / abrb / fufuọ / moo / 

nkyene / asikyi re ̣ / ankaa / anwa / nantwie ̣  
b. mprakọ / nkọsua / ntoa / nkraman / nnwan / nko k / mmrb 
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運ぶ 

 

ガーナ人はものを運ぶ時、頭の上にのせて運びます。財布のような小さなものからプ

ランテン山盛りの大きなたらいまで、上手に頭の上に落ち着かせます。手を添えなくて

も、落ちそうで落ちないから不思議です。 

小柄なおばあさんが、自分の体の何倍も 

ありそうなタンスを頭にのせて運んでい 

るのを見た時には、この目を疑いました。 

ガーナの人たちを見ていつもうらやま 

しいのは、背筋がピンとして姿勢がいい 

こと。あの姿勢の良さは、いつも頭に物 

をのせてバランスをとっているところか 

らくるのでしょう。 
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 身のまわりのもの 

 
 1-72 

 
e ̣fiẹ（複 afie ̣）  家 
dan（複 nnan）  建物、家 
asaso    居間 
pie ̣   寝室 
mukaase    台所 
egyaare    台所 
adwaa   浴室 
tiafi   トイレ 
abranaa   ベランダ 
afikyire ̣   裏庭 
abo bo ano   中庭 
pono （複 apono ） テーブル、ドア 
mpo ma   窓 
kane a（複 nkane a） 明かり  
ako ̣nwa （複 nkọnwa） イス 
adwa（複 nnwa） イス 
mpa   ベッド 
ahina   瓶 
ku ku o ̣（複 nkuku o ̣） 瓶、（複）食器 
kwansn（複 nkwansn） なべ 
prte（複 mprte） 皿 
ku ru wa（複 nku ru wa） カップ 
adinam   フォーク 
atere （複 ntere）  スプーン 
bu ta   やかん 
toa（複 ntoa）  ボトル 
kynse e （複 nkynse e ） ボウル 

sekanmo a（複 nsekanmo a） 包丁  
wad rọ（複 nwadro ̣） 臼 
wma（複 nwma）  杵 
awe wa（複 nwe wa） すりばち 
ta（複 nta）  すりこぎ 
bo ̣kit   バケツ 
so ̣fi（複 nsọfi）  シャベル 
as（複 ns）  鍬 
se kan（複 nsekan） なた 
agyan（複 nnyan）  弓矢 
afena（複 mfena）  刀 
pĩa（複 mpĩa）  槍 
apaso（複 mpaso） ハサミ 
pane （複 mpane）  針 
ahoma（複 nhoma）  糸 
bt（複 mmt）  袋 
sikabt   財布 
ps   財布 
sika   お金 
afe e （複 mfee ）  櫛 
nwoma   本 
krataa（複 nkrataa） 紙 
mfo ̣nyin    写真 
adaka（複 nnaka） 箱 
rdeo   ラジオ 
tiibi   テレビ 



 41

第 8 課 Adisua a to so nwtwe                             

Hoan ke ̣nte ̣ ni? 

★ 誰, 誰の, 所有接語, 所有名詞句 

 
 1-73 

Mari: Awuraa, maakye! 
  おばさん、おはようございます。 
Awuraa: Yaa, nua! 

おはよう。 
Adwa nie ̣.  Tena ase.  

  はい、椅子。座りなさい。 
Mari: Medaase.  

ありがとうございます。 
Hw ntoma a ẹgu akọnwa no so  イスの上の布を見て 

O o,  f paa.  
まあ、きれい。 
Ho an kẹn tẹ ni? 

  これ、誰のケンテですか？ 
Awuraa: Ԑy Kọfi dea. 
  コフィのよ。 
Mari: Nti no  y hoan kẹn tẹ?  
  そしてそれは誰のケンテですか？ 
Awuraa: Ԑy me dea. 
  私のよ。 
Mari: Ԑ  f ampa. 
  本当にきれいですね。 
 
adwa イス 
niẹ これは…である 
tena ase 座る 
medaase ありがとう 
ntoma 衣装用の布 
a …するところの 
gu…so （布などが）置いてある 
akọnwa  イス 

f 美しい                    1-74 
hoa n 誰の 
kẹntẹ ケンテ 
Kọfi  dea  コフィのもの 
nti そして、だから 
me dea  私のもの 
ampa 本当に 
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● 誰・誰の 

hoa n「誰、誰の…」、hoa n dea 「誰のもの」を使った表現を覚えましょう。 
Hoan?   誰？                                        1-75 
Ԑy hoan?   誰ですか？ 
Hoan dea ni?  これは誰のですか？ 
Wẹi y hoan dea?  これは誰のですか？ 
Hoan aduane ni?  これは誰の食べ物ですか？ 
Wẹi y hoan aduane? これは誰の食べ物ですか？ 
Hoan nnema ni?  これらは誰のですか？ 
Wẹi y hoan nnema? これらは誰のですか？ 

 
● 所有接語 

 所有接語は次の 6 種類あります。声調は、後述する名詞のクラスによって決まります。 
me= / mi=  私の                                               1-76 
wo= / wu=  あなたの 
ne= / ni=  彼／彼女／それ（生物・無生物）／それら（無生物）の 
yԑ= / yẹ=  私たちの 
mo= / mu=  あなたたちの 
wɔn= / wọn= 彼ら／それら（生物）の 

 
● 所有名詞句 

所有名詞句では、接頭辞 N-, a-, aN-は失われずそのままですが、接頭辞 ẹ-/ -, ọ-/ - は
失われます。逆に、a- の前では me=/ mi=, wo=/ wu=, ne=/ ni=, y=/ yẹ= の母音が失わ

れます。wn=/ wọn= が付くとき、語根頭の b, d, g, gy, dw は鼻音化して m, n, , ny, nw
になります。 
 
 接頭辞なし 

fufuọ  フフ                                               1-77 
mi fufuọ  私のフフ 
wu fufuọ  あなたのフフ  
ni fufuọ  彼のフフ 
yẹ fufuọ  私たちのフフ 
mu fufuọ  あなたたちのフフ 
wọn fufuọ  彼らのフフ 
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 接頭辞 ẹ-/ ɛ- 
dan  家 
me dan  私の家 
wo dan  あなたの家 
ne dan  彼の家 
y dan  私たちの家 
mo dan  あなたたちの家 
wn nan  彼らの家 


 接頭辞 ọ-/ ɔ- 

kraman  犬 
me kraman  私の犬 
wo kraman  あなたの犬 
ne kraman  彼の犬 
y k raman  私たちの犬 
mo kraman  あなたたちの犬 
n kraman  彼らの犬 
 

接頭辞 N- 
ntoma  ントマ 
me ntoma  私のントマ 
wo ntoma  あなたのントマ 
ne ntoma  彼のントマ 
y ntoma  私たちのントマ 
mo ntoma  あなたたちのントマ 
wn ntoma  彼らのントマ 
 

 接頭辞 a- 
ataade  服 
m’ataade  私の服 
w’ataade  あなたの服  
n’ataade  彼の服 
y’ataade  私たちの服
mo ataade  あなたたちの服
n ataade 彼らの服
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● 所有名詞句の声調 

所有名詞句の声調は 2 通りあります。この声調の違いに基づき、名詞をクラス I とク

ラス II に分けます。両クラスの違いは、はっきりと分かっていませんが、クラス II は少

なく、ほとんどが親族名称です。声調の違いは、次の通りです。 
 

クラス I クラス II 
①所有接語が L で現れる ①所有接語が H で現れる 
②語根頭が H になる ②語根の声調に変化なし 
③語根頭にダウンステップが起こらない ③語根頭にダウンステップが起こる 

kọto ̣dwẹ ひざ maame  母               1-78 
ni=kọtọdwẹ 彼のひざ ne=maame 彼の母 
Kọfi  kọto ̣dwẹ  コフィのひざ Kọfi  maame コフィの母 
sika  お金 papa  父 
ni=sika 彼のお金 ne=papa 彼の父 
Kọfi  si ka コフィのお金 Kọfi  papa コフィの父 
n-sa  手 n-sa  酒 
ne=n-sa  彼の手 ne=n-sa 彼の酒 
Kọfi  n-sa コフィの手 Kọfi  n-sa コフィの酒 
ẹ-ti  頭 ԑ-na  母 
ni=ti  彼の頭 ne=na  彼の母 
Kọfi  ti  コフィの頭 Kọfi  na コフィの母 

 
 
Nhwso ＜ ＞のことばを入れかえて、言ってみましょう。（解答は次ページ） 

 A:  Ԑy / Ↄy hoan ＜   ＞? 
 B: Ԑy / Ↄy＜             ＞. 

 
1. アペテシ（apẹtẹhyi, クラス I）、彼のアペテシ 
2. 写真（mfọnyin, クラス I）、彼女の写真 
3. 兄弟（ọnuaクラス II）、彼らの兄弟 
4. 布（ntomaクラス I）、コフィの布 
5. 母（maameクラス II）、アマの母 
6. なた（sekan, クラス I）、私のなた 
7. シャベル（sọfi, クラス I）、あなたのシャベル 
8. 袋（btクラス I）、私たちの袋 
9. 家（ẹfi ẹ, クラス I）、クワメの家 
10. おばさん(sewaa, クラス II) 、あなたたちのおばさん 

  



 45

Nhwso 解答                                                            1-79 
1. Ԑy hoan ape ̣tẹhyi? -----Ԑy n’apẹtẹhyi.  
2. Ԑy hoan m fọnyin? -----Ԑy ni mfọnyin. 
3. Ↄy hoan nua? -----Ↄy ẉn nua. 
4. Ԑy hoan nto ma? -----Ԑy Kọfi  nto ma. 
5. Ↄy hoan maame? -----Ↄy Ama maame.  
6. Ԑy hoan sekan? -----Ԑy me sekan.  
7. Ԑy hoan sọfi? -----Ԑy wu sọfi.  
8. Ԑy hoan bt? -----Ԑy y bt.  
9. Ԑy hoan fi ẹ? -----Ԑy Kwaame fie ̣.  
10. Ↄy hoan sewaa? -----Ↄy mo sewaa.  

 
 

ケンテ 

 

ケンテ(kẹntẹ)とは、カラフルな糸で幾何学模様を織り出した帯状の布で、これを何本

も縫い合わせて衣装用の大きな一枚布にします。ケンテはもともと王や首長など身分の

高い人が着用するものでしたが、今は庶民がお祝いの席で身につける晴れ着でもありま

す。 

 ケンテの模様は単なる装飾ではなく、メッセージとしての機能も持っています。１つ

１つの織り模様は、ことわざやアカン族の価値観、信仰と結びついています。 

 今は庶民が着ることもあるとはいえ、非常に手間と時間のかかるケンテは高級品。で

すから、巷にはケンテの模様をプリントした工場製の布が出回っています。そのような

布で作ったシャツやドレスを着た若者も、よく見かけます。 

  
ケンテを織る青年  出来上がったケンテ 
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 身につけるもの 

 
 1-80 

ataade（複 ntaade）  服 
ntoma     衣装用の布 
kẹntẹ     ケンテ 
kaba（複 nkaba）   （女性用の）ブラウス 
batakari（複 mmatakari ）  （男性の）シャツ 
fugu     （男性の）ドレス 
srẹẹti     スカート 
pi ẹto ̣     パンツ 
akataso    おんぶ布 
duku（複 nnuku）   スカーフ 
abso（複 mmso）   （女性の）スカーフベルト 
ky（複 nky）   帽子 
asomaade（複 nsomaade）  イヤリング 
kmaade（複 nkmaade）  ネックレス 
kawa（複 nkawa）   指輪 
mpaboa    くつ、サンダル 
kyawkyaw    革のサンダル 
kyarewate    ビーチサンダル 
kyini    傘 
poma（複 mpoma）   杖 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

典型的な女性の服装。スカーフ(duku)、 

ブラウス(kaba)、スカート(srẹe ̣ti)、 

おんぶ布(akatasoɔ)。 
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第 9 課 Adisua a to so nkron                                

Bde no y sn? 

★ 数, いくら 

 1-81 
W dwọm  市場で 
Mari: Maame, bde no  y sn?  

おばさん、そのプランテン、いくらですか？ 
Maame: Ԑy sidi mmiẹnu.    

2 セディよ。 
Mari: Ma me mmensa.  Kọọbi bo y sn?    

3 つください。 干ティラピアはいくらですか？ 
Maame: Ԑy sidi nan.   

4 セディよ。 
Mari: Ne  bo y den dodo.  Te so  kak ra ma me.   

高すぎます。ちょっとまけてください。 
Maame: Ma me sidi mmensa ne  ser aduọnum. 
  3 セディ 50 ペソアちょうだい。 
Mari: Yọo ̣.  Ma me mmiẹnu .  Sika no  niẹ.    

ええ。2 つください。はい、お金。 
Maame: Wo nsesa no  niẹ.  Gye wẹi to so.  
  はい、おつり。これ、おまけね。 
Mari: Medaase paa.    

どうもありがとう。 
Maame: Yẹnni aseda.  Nante yiẹ.  

お礼はいいわ。気をつけて。 
 

maame おばさん 
bde プランテン 
sn いくら 
sidi セディ 
mmiẹnu 二 
ma あげる 
me 私に 
mmensa 三 

kọọbi  干ティラピア 
bo 値段 
nan 四 
den （値段が）高い 
dodo とても 
te … so まける 
kakra 少し 
ser ペソア   

aduọnum 五十   1-82 
yọọ よろしい、OK 
sika お金 
niẹ これは…である 
nsesa おつり 
gye もらう 
to … so 足す 
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● いくらですか？ 

値段の聞き方には以下のようなものがあります。                            1-83 
Sn?   いくら？ 
Ahe?   いくら？ 
Wẹi y sn?   これはいくらですか？ 
Ne bo y sn?  値段はいくらですか？ 

 
● 数詞 

100 万(pepem)、10 億(pepepem)だってアカン語で数えることができます。ただし、

今はほとんどの人が英語の数詞を使っています。                              1-84 
1 baako 
2 mmiẹnu 
3 mmensa 
4 nan 
5 ẹnum 
6 nsia 
7 nson 
8 nwtwe 
9 nkro n 
10  ẹdu  
11  ẹdu baako 
12  ẹdu mmiẹnu 
13  ẹdu mmensa 

14 ẹdu nan 
15 ẹdu num 
16 ẹdu nsĩa 
17 ẹdu nso n 
18 ẹdu nwtwe 
19 ẹdu nk ro n 
20 aduọnu 
30 aduasa 
40 aduanan 
50 aduọnum 
60 aduọsĩ a 
70 aduọso n 
80 aduọwtwe 

90   aduọk ron 
100   wha 
200   ahaanu 
300   ahaasa 
400   ahanan 
500   ahanum 
600   ahansĩa 
700   ahanson 
800   ahanwtwe 
900   ahank ron 
1000  apem

 
Nhwso 1 ＜   ＞内のことばを入れかえて言ってみましょう。 

A:  ＜  a  ＞? 
B:  Ԑy ＜  b  ＞. 
A:  Ma me ＜  c  ＞. 

 
a. Sn / Ahe / Wẹi y sn / Ne bo y sn 
b. sidi 50 / sidi 75 / sidi 300 ne ser 15 
c. baako / mmiẹnu / mmensa / nan / ẹnum / ẹdu 
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● 数詞を使った表現                                                      1-85 
Ab sn?      何時ですか？ 
Ab ahe?      何時ですか？ 
Ab dn ko ne  fa.    １時半です。 
Ab nnn num apa ho  sima du.  5 時 10 分です。 
W’adi mfe sn?    何歳ですか？ 
M’adi mfe  aduọnu.    20 歳です。 
Ↄw mma mmensa.    彼女は 3 人子どもがいます。 
Ankaa du w h.    オレンジが 10 個あります。 

 
Nhwso 2 アカン語で言ってみましょう。（解答は次ページ） 

1. 私は子供が 2 人います。 
2. 卵を 5 つ食べます。 
3. 彼は 37 歳です。 
4. 私は 46 歳です。 
5. 5 時半です。 
6. 6 時 15 分です。 
7. 10 時 10 分です。 
8. 100 セディください。 
9. 380 セディください。 
10. 490 セディ 50 ペソア払います。 
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Nhwso 2 解答                                                          1-86 
1. Mew mma mmiẹnu. 
2. Midi nkọsua num. 
3. Wadi m fe aduasa nso n. 
4. M’adi mfe  aduanan sia. 
5. Ab nnn num ne fa. 
6. Ab nnn sĩa apa ho sima du num. 
7. Ab nnn du apa ho  sima du. 
8. Ma me sidi wha. 
9. Ma me sidi ahaasa aduọwtwe. 
10. M’ẹtua sidi ahanan aduọkro n ne ser aduọnum. 
 
 
 

 
ビニール袋 

 

 ガーナでは、水やジュース、お粥、アイスクリーム 

など、液状のものがビニール袋に入れて売られていま 

す。おもしろいのはその飲み方。袋の隅を歯で噛み切 

り、小さな穴からチュウチュウと飲むのです。ゴミが 

少ないのはよいのですが、飲んだ後のビニール袋を、 

みんな道路にポイ捨てするのが問題です。 
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 数詞を使った表現 

 
 1-87 

 
afe (baako)  1 年／1 歳 
mfe mmiẹnu  2 年／2 歳 
mfe mmensa  3 年／3 歳 
mfe nan  4 年／4 歳 
mfe num  5 年／5 歳 
mfe du  10 年／10 歳 
mfe aduọnu  20 年／20 歳 
mfe aduasa  30 年／30 歳 
mfe aduanan  40 年／40 歳 
mfe aduọnum  50 年／50 歳 
bosome  baako  1 か月／1 月 
bosome  mmiẹnu 2 か月／2 月 
bosome  mmensa 3 か月／3 月 
bosome  nan  4 か月／4 月 
bosome  num  5 か月／5 月 
naawtwe baako 1 週間 
naawtwe mmiẹnu 2 週間 
naawtwe mmensa 3 週間 
naawtwe nan  4 週間 
naawtwe num  5 週間 
da a ẹdi  kan  一日 
da a to so mmiẹnu 二日 
da a to so mmensa 三日 
da a to so nan 四日 
da a to so num 五日 
da a to so nsia 六日 
da a to so nson 七日 
da a to so nwtwe 八日 
da a to so nkron 九日 
da a to so du  十日 

da ko   1 日中 
naanu   2 日間 
nansa   3 日間 
nnan   4 日間 
nẹnum   5 日間 
nẹnsĩa   6 日間 
nna nson  7 日間 
nna nwtwe  8 日間 
nna nkro n  9 日間 
nna du   10 日間 
dn ko   1 時 
nnn mmiẹnu  2 時 
nnn mmensa  3 時 
nnn nan  4 時 
nnn num  5 時 
nnn sĩa  6 時 
nnn son  7 時 
nnn wtwe  8 時 
nnn kro n  9 時 
nnn du  10 時 
(nnn) du baako 11 時 
(nnn) du mmiẹnu 12 時 
dnhwere baak 1 時間 
dnhwere  mmiẹnu 2 時間 
dnhwere  mmensa 3 時間 
dnhwere  nan  4 時間 
dnhwere  num  5 時間 
sima du num  15 分 
sima aduasa  30 分 
sima aduanan num 45 分 
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第 10 課 Adisua  a to so du                                  

Bra ha! 

★ 命令形, 禁止形 

 
 

 1-88 
Ama: Mari, bra ha! 

マリ、ちょっと来て！ 
Mari: Adn? 

何？ 
Ama: Hohoro bankye no ho ma me. 

そのキャッサバを洗って。 
Nhohoro  w h! 
そこで洗わないで！ 
Hohoro w fa h.  
向こうで洗って。 

Mari: M’a wie ̣. 
終わったよ。 

Ama: Sa nsu ọ kak ra br me. 
ちょっと水をくんできて。 
Aa, makọ nni h.  
あら、トウガラシがないわ。 
Mari, kt makọ w dwọm br me! 
マリ、市場でトウガラシを買ってきて。 

 
 
 
 
 
 

bra 来て ＜ba 
hohoro …ho （表面を）洗う 
fa …の方 
wiẹ 終える 
sa 汲む 

nsuo ̣ 水                        1-89 
br 持ってくる 
makọ̣ トウガラシ 
k 行って…する 
t 買う 



53 

● 命令形 

命令形は、命令「～しなさい」の意を表し、次のような形になります。 
語根 

声調は、1 音節語根の場合 H（ただし後続語がない場合）、2 音節語根の場合 LL にな

ります。 
 
 1 音節語根                                                             1-90 

Tw!   運転しなさい！ 

Hy!   着なさい！ 

Bu!    壊しなさい！ 

B!    打ちなさい！ 

Tw!   切りなさい！ 

Dum!   消しなさい！ 

Tn!   売りなさい！ 
 
 2 音節語根                                                             1-91 

Kae!   覚えなさい！ 

Tase!   集めなさい！ 
Kasa!   話しなさい！ 

Biẹ pono!   ドアを開けなさい！ 
KyerTwii!  アカン語を教えなさい！ 

WarKọfi!   コフィと結婚しなさい！ 

 
1 音節語根は、後続語がある場合 L になります。                            1-92 

Twi kaa!   車を運転しなさい！ 
Hy ataade!  服を着なさい！ 
Dum kane a!  明かりを消しなさい！ 
Tn kwadu!   バナナを売りなさい！ 

 
ba（来る）は、命令形で形が変わります。 

Bra!   来なさい！  < ba  来る 
 

● 禁止形 

禁止形は、禁止「…しないで」の意を表し、次のような形になります。 
N - 語根 

声調は、否定辞は L、語根は、1 音節語根は H、2 音節語根は LH になります。また強

調する場合、否定辞の前に mɛ / me ̣ が付きます。 
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 1 音節語根                                                              1-93 
Mm m! / Mm!   打たないで！ 
Mẹnnum! / Nnum!   消さないで！ 
Mntn! / Ntn!   売らないで！ 
Mẹntwi kaa! / Ntwi kaa!  車を運転しないで！ 
Mnhy ataade! / Nhy ataade! 服を着ないで！ 
Mẹm mu dua! / Mmu dua!  木を折らないで！ 
 

 2 音節語根                                                              1-94 
Mnkae! / Nkae!   覚えないで！ 
Mntase! / Ntase!   集めないで！ 
Mnkasa! / Nkasa!   話さないで！ 
Mẹm miẹ pono! / Mmiẹ pono! ドアを開けないで！ 
Mnkyer Twii! / Nkyer Twii! アカン語を教えないで！ 
Mnware Kọfi! / Nware Kọfi !  コフィと結婚しないで！ 

 
Nhwso アカン語で言ってみましょう。（解答は次ページ） 

1. 座りなさい！ 
2. テレビを見てはいけません！ 
3. もう一回言ってください！ 
4. アカン語を話しなさい！ 
5. 窓を開けてください！ 
6. ントマを着なさい！ 
7. おしゃべりしてはいけません！ 
8. 彼女にあいさつしなさい！ 
9. しずかにしなさい！ 
10. たばこをやめなさい！ 
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Nhwso 解答                                                            1-95 
1. Tena ase! 
2. Nhw tii bi no! 
3. Ka biọ! 
4. Ka Twii! 
5. Biẹ mpoma no! 
6. Fra ntoma no ! 
7. Nni nkm! 
8. Kyea no! 
9. Y dinn! 
10. Gyae gyt! 
 
 
 

 
車のメッセージ 

 

ガーナで、車のリア・ウィンドウに文字が並 

んでいるのをよく見かけます。言語は、アカン 

語だったり英語だったりガ語だったりさまざま 

です。書いてある内容も、宗教的なもの、こと 

わざ、スローガンなどいろいろです。車だけで 

なく、家の壁や装飾品にも同様にメッセージが 

書かれているのをよく見かけます。あらゆる場 

所に文字をちりばめようとするのは、おそらく 

文字に特別な力を見出しているからだと考えら 

れ、それはガーナにまだ書き言葉が普及してい         神のなせる業なり 

ないことと関係あるかもしれません。 
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 動詞 

 
 
 1 音節語根  

 

 CV                                                                    1-96 
ba  来る 
b  打つ 
bu  折る 
da  寝る、横たわる 
di   食べる 
d  草取りする 
du/ duru 到着する 
fa  取る 
fo  登る 
gye  得る 
hw  見る 
hy  着る 
kye / kyere  捕まえる 
ky  分ける 
hu  吹く 
hu  見る 
ka  かみつく 

ka  言う 
ko  戦う 
k  行く 
ma  あげる 
nya  得る 
sa  汲む 
te   破る 
to   投げる、撃つ 
to   焼く 
t  買う 
tu  抜く 
twa  切る、通り過ぎる 
twi  運転する 
we  噛む 
wo  産む 
w  押す、搗く 
yi  動かす 

 
 CVS(V)                                                                1-97 

dom  助ける 
dum  消す 
fm  貸す 
goro   遊ぶ 
hono  混ぜる 
horo   洗う 
kan  読む 
kum  殺す 
mene  飲み込む 
nom  飲む 

nwen / nwene 織る 
nyem  妊娠する 
pi n  動く 
som  信仰する、仕える 
sum  押す 
tan  嫌う 
tn  売る 
twn  待つ 
yam  すりつぶす 
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 2 音節語根 

 

 CV(S)V                                                                1-98 
biẹ  開ける 
boa  手伝う 
bua  答える 
dua  耕す 
dware 体を洗う、浴びる 
fra  （ントマを）着る 
fr  呼ぶ、電話する 
fua  持つ 
gyae  放す、やめる 
gyina  止まる 
hia  必要とさせる 
hua  （においを）かぐ 
hyia  会う 
kae  覚える 
kari  （重さを）はかる 
koa  曲げる 
kyer  教える 
kyea  あいさつする 
twor  書く 
mia  握る 
moa  つぶす 
noa  料理する、ゆでる 

nyane  目を覚ます 
pae  割る 
pi a  押す 
se  壊す 
siẹ  隠す 
soa  頭に載せて運ぶ 
sre  立つ 
sra  あいさつする 
sr  お願いする 
srọ  恐れる 
sua  学ぶ 
tase  集める 
te a  叱る 
tena  住む 
tia  踏む 
tiẹ  聞く 
tua  支払う 
ware  結婚する 
wia  盗む 
wiẹ  終える 
yira  （道に）迷う、失くす 

 
 CVCV                                                                  1-99 

bisa  尋ねる 
futu  耕す 
hata  乾かす 
kasa  話す 

pẹgya  持ち上げる 
pot  すりつぶす 
woso  振る 
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第 11 課 Adisua  a to so du baako                          

Aduane bn na woonoa? 

★ 進行形, どの 

 
 2-01 

Mari: Ama, aduane bn na wo onoa? 
アマ、何の料理を作ってるの？ 

Ama: Meenoa fufuo ̣. 
フフを作っているのよ。 

  Wo p fufuọ? 
フフは好き？ 

Mari: Aane , mep fufuọ paa. 
ええ、大好き。 
Se ̣ẹse ̣i den na woono a? 
今、何をゆでてるの？ 

Ama: Meenoa bankye ne  bde. 
キャッサバとプランテンをゆでてるの。 

 Mari, Kọfii su a ade? 
マリ、コフィは勉強してる？ 

Mari: Daabi, o ̣n su a ade.  
いいえ、勉強してないわ。 
Ↄhw tiibi. 
テレビを見てるわ。 

Ama: Mepaakyw, fr no bra. 
ちょっと、呼んできて。 

  
 
 
aduane 料理 
bn 何の、どの 
na そして（強調） 
noa 料理する、ゆでる 
fufuọ フフ 
p 好む 
sẹẹsẹi 今 

bankye  キャッサバ           2-02 
ne …と 
bde プランテン 
sua  ade 勉強する 
hw 見る 
tiibi テレビ 
no 彼／彼女を 
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● 進行形 

進行形は、次のような形になります（進行辞 V-は主語接語母音のコピー）。 
主語接語 = V - 語根 

声調は、進行辞は L、語根は、1 音節語根の場合 H、2 音節語根の場合 LH になります。 
 
 1 音節語根                                                              2-03 

Meetn.   私は売っています。 
Wuudum.   あなたは消しています。 
Yẹẹtwi kaa.   私たちは車を運転しています。 
Ọọbu.   彼は木を折っています。 

Moobdn.   あなたたちは鐘を鳴らしています。 

Wnhy  彼らは服を着ています。 
 

 2 音節語根                                                              2-04 
Mee   私は話しています。 
Wooware.   あなたは結婚しています。 
Yẹẹbisa.   私たちは尋ねています。 
Ọọbiẹpono.  彼はドアを開けています。 

MookyeTwii.  あなたたちはアカン語を教えています。 

Wntasekwadu.  彼らはバナナを集めています。 
 

CVS(V)語根は、目的語がある場合 HL になります。                           2-05 
Miidum  kanea.  私は明かりを消しています。 
Ↄtn bde.  彼はプランテンを売っています。 

 
● 否定進行形 

 否定進行形は、次のような形になります。 
主語接語 = N - 語根 

声調は、まず全ての主語接語が H になります。否定辞は L、語根は、1 音節語根は H、

2 音節語根は LH で現れます。 
 

 1 音節語根                                                              2-06 
Mintwi  kaa.  私は車を運転していません。 
Ọm mu.   彼は木を折っていません。 
Ym mdn.  私たちは鐘を鳴らしていません。 

Wonhy  あなたは服を着ていません。 
Montn bde.  あなたたちはプランテンを売っていません。 
Wọnnnum kanea.  彼らは明かりを消していません。 
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 2 音節語根                                                              2-07 
Me   私は話していません。 
Ynware.   私たちは結婚していません。 
Wum miẹ pono.  あなたはドアを開けていません。 
ↃkyeTwii.  彼はアカン語を教えていません。 

Wọnmmisakwan.  彼らは道を尋ねていません。 


L 主語接語の場合、否定進行形と否定習慣形は声調のみによって区別されます。 
否定習慣形   否定進行形                      2-08 
Memm.   Mem m.    
私は打ちません。  私は打っていません。 
Ọmmisa.    Ọm misa.    
彼は尋ねません。  彼は尋ねていません。  

 
H 主語接語の場合、否定習慣形と全く同じになります。 
否定習慣形／否定進行形   

Womm. 
あなたは打ちません／あなたは打っていません。 
Mummisa. 
あなたたちは尋ねません／あなたたちは尋ねていません。 
 

Nhwso アカン語で言ってみましょう。（解答は次ページ） 

1. コフィはフフをついています。 
2. 私は手紙を書いています。 
3. 何をしているんですか？ 
4. 彼女は勉強しています。 
5. 彼らは歌を歌っています。 
6. お母さんがプランテンを売っています。 
7. 私たちは食事をしています。 
8. クワメは本を読んでいます。 
9. 水を浴びていますか？ 
10. 私たちは酒を飲んでいます。 
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Nhwso 解答                                                            2-09 
1. Kọfi i w fufuọ. 
2. Meetwor krataa. 
3. Wooy den? 
4. Ọọsua ade. 
5. Wnto nwo m. 
6. Maamee tn bde. 
7. Yẹẹdidi. 
8. Kwaamee kan nwoma. 
9. Wuudware nsuọ? 
10. Ynom  nsa. 
 
 
 

学校と言語 

 

学校教育は 6-3-4 制で、小学校と中学校は義務教育になっています。ただし、特に地

方では、今でも学校に行けない子供が少なく 

ありません。 

 学校での教育用言語は、もともと小学校 3 年 

生まで現地語が使われていましたが、2002 年 

の教育方針で、1 年生から全ての授業を英語で 

行うよう、示されました。しかし、特に地方で 

は英語が分からない子供が多いため、今でも現 

地語で教えているのが現状です。 

 

アクラの私立小学校の授業風景。授業は英語でなされている。 
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 料理 

 
 

 2-10 
nkwan   スープ 
nkatenkwan   ピーナッツスープ 
abnkwan   ヤシスープ 
nkraak ra   トウガラシスープ 
fufuọ   フフ 
ampẹsiẹ   アンペシ 
dkono   ドコノ 
banku   バンク 
deho    デエホ 
waakye    ワアチ 
gylfraes   ジョロフライス 
gaare   ガリ 
abọmuu   シチュー 
abunabunu   ココヤムの葉のスープ 
kọọkọ   キビのお粥 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 banku ne nkwan   fufuọ ne nkwan 
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 deho     baer ampẹsie ̣ 
 

   

 bde ampẹsiẹ    waakye  
 

   

 fufuọ, moo, na nkwan   gylfraes 
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第 12 課 Adisua  a to so du mmiẹnu                            

Ma ynw fufuọ! 

★ 希求形 

 2-11 
Ama: M’anoa bankye ne  bde. 

ヤムとプランテンがゆであがったわ。 
Ma ynw fufuo ̣! 

  フフをつきましょう！ 
Mari: Ma me nw fufuo ̣ kakra!   

ちょっと私にもフフをつかせて！ 
Ys mu  s yi? 

  こんな風に持つの？ 
Ama: S mu  s yi! 
  こんな風によ。 
Mari s wma no mu マリ、杵を持つ 
Mari: Ẹẹ du.  Hw!  Mitumi w! 
  重い。見て！できるわ！ 
Ama: W’ay ade! 
  すごいじゃない！ 

Wobr a, ma Kọfi nw! 
  疲れたら、コフィにやらせて。 
Kofi gye Mari コフィ、マリに代わる 
Ama: Y’awie ̣ aduane no. 

できたわ。 
Mari: Ԑkm de me paa!  Yẹnnidi! 

  すごくおなかすいた！食べましょう！ 
 

w 搗く 
kakra 少し 
s …mu …を握る 
s …のように 
yi  これ < wẹi   
wma 杵 
du 重い 

hw 見る                      2-12 
tumi …できる 
br 疲れる 
a …ならば 
gye 代わる 
km de… おなかがすいた 
didi 食べる（目的語ない場合）< di  
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● 希求形 

希求形は、「…に～させなさい」（主語接語が 1 人称複数 y=/ yẹ=の場合は「～しま

しょう」）の意を表し、語根の前に希求辞 N-を付けた形になります。 
主語接語 = N - 語根 

強調する時は ma を頭につけます。希求辞は、否定辞と同様に語根頭子音の同調音点

鼻音として実現し、希求辞に後続する有声閉鎖音は鼻音化します（第 5 課参照）。 
希求形では、語根の種類に関係なく、活用形全体が H で現れます。 

(Ma) ọtw kaa!   彼に車を運転させて！                2-13 

(Ma) mehyataade!  服を着させて！ 

(Ma) yẹni fufuọ!   フフを食べましょう！ 

(Ma) mi  dua!   木を切らせて！ 

(Ma) mi nnum gya!   火を消させて！ 

(Ma) Kofintn bde!  コフィにプランテンを売らせて！ 
(Ma) ọmmiẹ pono!   彼にドアを開けさせて！ 

(Ma) wnkyeTwii!  彼らにアカン語を教えさせて！ 

(Ma) Ama !  アマにオレンジを集めさせて！ 
(Ma) !  その子に話をさせて！ 
(Ma) yẹnsua Twii!   アカン語を勉強しましょう！ 

 
希求形は、声調のみによって否定習慣形、否定進行形と区別されます。 
否定習慣形   否定進行形  希求形              2-14 
Ynk.   Ynk.   Ynk!  
私達は行きません。  私達は行っていません。 行きましょう！ 
Ọmmisa.    Ọm misa.  Ọmmisa! 
彼は尋ねません。  彼は尋ねていません。 彼に尋ねさせなさい！ 

 
● 否定希求形 

否定希求形は、否定習慣形と同じです（第 5 課参照）。強調する時は mma を頭に付

けます。 
(Mma) ọntwkaa!   彼に車を運転させないで！           2-15 
(Mma) ọntwdua!   彼に木を切らせないで！ 

(Mma) ọnnum kanea!  彼に明かりを消させないで！ 

(Mma) akoraa no ngo!  その子を遊ばせないで！ 

(Mma) Kọfi nn bde!  コフィにプランテンを売らせないで！ 
(Mma) ọmmiẹpono!  彼にドアを開けさせないで！ 

(Mma) menkyeTwii!  私にアカン語を教えさせないで！ 

(Mma) Ama nseankaa!  アマにオレンジを集めさせないで！ 
(Mma) n!   彼に話をさせないで！ 
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Nhwso アカン語で言ってみましょう。（解答は次ページ） 
1. 私に歌わせてください！ 
2. コフィに大学に行かせてください！ 
3. 食事をしましょう！ 
4. 彼らに勉強させてください！ 
5. 私たちにやらせてください！ 
6. 弟にテレビを見せてください！ 
7. 私に手伝わせてください！ 
8. ケンテを着ましょう！ 
9. 子供たちを遊ばせてください！ 
10. 犬に水を飲ませてください！ 
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Nhwso 解答                                                            2-16 
1. Ma mento nwom! 
2. Ma Kọfi  nk suapn! 
3. Ma yẹnnidi ! 
4. Ma ẉnnsua ade! 
5. Ma yn’y! 
6. Ma mi nua nhw tiibi! 
7. Ma memmoa wo! 
8. Ma ynfra kẹntẹ! 
9. Ma nkoraa nni agoro ! 
10. Ma kraman no nnom nsuọ! 

 
 
 

家事 

 

 ガーナ人は男性も女性もがっしりとした体つき 

をしています。これは日常的に力仕事をたくさん 

やっていることが大きな理由だと思われます。床 

を拭く、洗濯物を両手でこすり合わせながら洗う、 

庭をほうきで掃く、水をバケツに汲んで運ぶ、野 

菜や木の実をすりつぶす…。料理も大変な力仕事 

です。フフを搗く杵は、私のようなひ弱な人間は 

持っただけでふらつくほどなのに、小さな子供で 

も軽々と操ります。こういった家事労働に小さな 

ころから日常的にたずさわっているからこそ、 

あのような立派な体つきになるのでしょう。 
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 食べ物 

 
 
 

 2-17 
 
nam   肉 
nantwinam  牛肉 
akoknam  鶏肉 
ọdwannam  羊肉 
prako ̣nam  豚肉 
nsuọmunam  魚 
kọọbi   干ティラピア 
kọsua（複 nkọsua） 卵 
bde（複 mmde） プランテン 
baer   ヤム 
mankani  ココヤム 
bankye（複 mmankye） キャッサバ 
gaare   ガリ 
moo   米 
paanoo   パン 
atosode（複 ntosode） 野菜 
kọntọmrẹ  ココヤムの葉 
gyeene   玉ねぎ 
aburo ̣ọ   トウモロコシ 
atoko   キビ 
nyaadoa  なすび 
ntọọs   トマト 
ab（複 mm）  ヤシの実 
adwe（複 nnwe） ヤシの種 

adua   豆 
nkate    ピーナツ 
kọọkọo ̣   カカオ 
ahwe de （複 nhwe de ） さとうきび 
bese   コーラの実 
aduaba（複 nnuama） 果物 
amangọ   マンゴ 
ankaa   オレンジ 
bfr   パパイヤ 
abrb（複 mmrb） パイナップル 
kwadu（複 nkwadu） バナナ 
kubẹ（複 nkubẹ） ココナッツ 
sam   小麦粉 
asikyi re ̣  砂糖 
nkyene   塩 
makọ   トウガラシ 
anwa   食用油 
ngo   ヤシの実の油 
adwengo  ヤシの種の油 
nsuọ   水 
nsa   酒 
nsafufuọ  ヤシ酒 
m rek   ミルク 
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moo     ahwede 

 

   
  kọọbi          bde, bankye, na mankani 
 

    
  bfr      kọntọmrẹ 
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     kọsua a y’anoa      atosode ne nnuama 
 

   
bde, bankye, na kọntọmrẹ     kọọkọọ 

 

    
  bde        ab 
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第 13 課 Adisua  a to so du mmensa                              

Ԑ d paa 

★ 形容詞 

 
  2-18 

Ama: Mari, nkwan no te sn? 
  マリ、スープはどう？ 
Mari: Ԑ  d paa. 
  とてもおいしいわ。 
Ama: Ԑny ya dodo? 
  辛すぎない？ 
Mari: Ԑ  ya kak ra.  

少し辛いわ。 
Naanso mep ade ya. 

  でも私、辛いものが好きなの。 
Ama: Gye baer kak ra ka ho. 
  ヤムももう少しどうぞ。 
Mari: Medaase.  Mepaakyw ma me baer ketewa no. 
  ありがとう。その小さいヤムをちょうだい。 
Ama: Mari, nwesa fufuọ no!  Mene ! 
  マリ、フフを噛んじゃだめよ！飲み込みなさい！ 
Mari: Ymene fufuọ?  
  フフを飲み込むの？ 

Japan  de, aduane biaa ywesa no yiẹ ansa na y’amene . 
  日本では、食べ物はぜんぶ飲み込む前によく噛むのよ。 
 
nkwan スープ 
te （状態が）…である 
d おいしい 
ya 辛い 
dodo とても 
naanso でも 
ade 物 
gye もらう 

ka  …ho 加える              2-19 
ketewa 小さい 
wesa 噛む 
mene 飲み込む 
de …に関しては 
bia a  全ての 
yi ẹ よく 
ansa na …する前に 



72 

● 形容詞 

形容詞は、叙述用法では繋辞 y に後続し、限定用法では名詞に後続します。 
形容詞の声調は、動詞のように語根の音節構造によって決まっているわけではありま

せん。 
叙述用法で ny に後続する形容詞の語根頭 H には、ダウンステップが起こります。限

定用法では、名詞全体の声調が L になることがあります。  
Ԑdan no y mono.   その建物は新しいです。              2-20 
Ԑdan no ny mono. その建物は新しくありません。 
dan mono 新しい建物 
Ọdwan no y fufuọ.   その羊は白いです。 
Ọdwan no ny fufuọ.  その羊は白くありません。 
o ̣dwan fufuọ   白い羊 

 
繋辞 y が ẹ, ɛ, ọ, ɔ になることがあります。

Ԑ hynn.    明るいです。                        2-21 
Ẹẹ sum.    暗いです。 
Ọọ tumm.    彼は黒いです。 
Ọọ dinn.    彼女は静かです。 
Bde fo.    プランテンは安いです。 
Ne ho den.    彼は強いです。 

 
上のように発音が変化する場合、次のように慣用的に声調が変わることがあります。 

Ԑ d.     おいしいです。                      2-22 
Ԑ f.     美しいです。 
Ẹẹ nyunu.    寒いです。 
Ԑ hye.     暑いです。 
Ẹẹ fĩ.    汚いです。 
Ԑ fo.     安いです。 
Ọọ tia.     彼は小さいです。 
Ↄ teaa.     彼女はやせてます。 
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Nhwso アカン語で言ってみましょう。（解答は次ページ） 
1. 彼はよい人です。 
2. 美しいケンテがあります。 
3. 小さな猫がいます。 
4. アマはやせた女性です。 
5. 濃いスープが好きです。 
6. そのバナナは甘くありません。 
7. その服は白いです。 
8. 彼は大きいです。 
9. そのバナナは安くありません。 
10. 晴れています。 
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Nhwso 解答                                                            2-23 
1. Ↄy nipa pa. 
2. Kẹntẹ f w h. 
3. Agyinamoa ketewa w h. 
4. Ama y baa teaa.  
5. Mep nkwan pikaa. 
6. Kwadu no  ny d. 
7. Ataade no y fufuọ. 
8. Ↄ kse. 
9. Kwadu no  ny fo. 
10. Ẹwiẹm y hynn. 

 
 
 
 

料理 

 

アカン族の基本的な料理は、イモ類で作ったダンゴとスープ。と一言でいっても、ダ

ンゴとスープにはたくさんの種類があり、材料も見た目も味もさまざまです。ダンゴは、

キャッサバやプランテン、ヤムをゆでてついたフフ、トウモロコシの粉を練って発酵さ

せたバンク、バンクをトウモロコシやプランテンの葉に包んでゆでたドコノなどがあり

ます。スープも、ピーナッツスープやトウガラシスープ、ヤシスープなどがあり、ダン

ゴの種類によって組み合わせるスープが違います。 

中でもアカン族が大好きなのが、フフ。スープに浮かぶソフトボール大のダンゴは、

見た目も食感も日本のお餅にそっくりです。違うのは、その食べ方。まず、フフを指で

適当な大きさにちぎってスープによくからませると、つるんと飲み込んでしまうのです。

噛んで食べると行儀が悪いのですから、日本とは逆です。のどにつまらないのかという

心配は無用のようですが、やっぱり消化はよくないようで、夕食にフフを食べる日は食

事を早めに済ませるようです。 
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 形容詞 

 
 2-24 

 pa    良い 
 f    美しい 

 mono   新しい    
 kse   大きい  
 kete wa   小さい 
 ti a    短い、背が低い  
 te aa    細い、やせた 
 d    甘い、おいしい 
 ya     辛い 
 nyono   苦い、まずい 
 fo    安い    
 nyaa    遅い  
 den     硬い、強い、（値段が）高い   
 hynn   明るい、晴れた  
 sum   暗い 
 fĩ   汚い 
 nam    鋭い 
 kọmm   静かな 
 di nn    静かな 
 kk   赤い 
  fitaa    白い 

 fufuọ   白い 
  tumm   黒い 
  du    重い 

 hatuu   軽い 
 hye    熱い、暑い 
 nyunu   寒い、冷たい 
 pĩkaa   （液体が）濃い 
 he ne    痒い 
 t raa    薄い 
 bunu   （果物などが）未熟な 
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第 14 課 Adesua  a to so du nan                             

Wok he nnra? 

★ いつ, 過去形 

 
 

  2-25 
 
Kofi: Mari, wok he  nnra? 

マリ、昨日どこに行ったの？ 
Mari: Mek st a ytn  siidi w mu w Kumase. 

クマシの CD ショップに行ったの。 
Kofi: Wot den? 

何を買った？ 
Mari: Met Kwadwo Antwi siidi kakra. 

コジョ・アンチュィの CD を何枚か買ったわ。 
Kofi: Ma menhw!  

見せて！ 
Wop Kwadwo Antwi n nwom? 
コジョ・アンチュィの歌が好きなの？ 

  Ytee so maa wo anaa? 
まけてくれた？ 

Mari: Daabi, y’ante so. 
ううん、まけてくれなかったわ。 

Kofi: Ԑde bn biem na wote? 
他に何を買った？ 

Mari: M’ant biibiaa biem. 
他には買ってないわ。 

 
 
n nra 昨日 
st お店 
tn 売る 
siidi CD 
Kumase クマシ 
t 買う 

nnwom （複数）歌 < dwom   2-26 
te …so （値段を）まける 
ade 物 
biẹm 再び、他に 
biibia a  何も（…ない） 
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● 過去形 

過去形は、今より以前に起こった動作を表し、語根の後ろに過去辞-e / i を付けた形に

なります。 
主語接語 = 語根 – e/ i 

-e/ i が付くとき、実際は語根末母音を伸ばして発音します。目的語がある場合、過去

辞は語根末母音のコピーになります（語根末が子音の場合は子音を 2 つつなげて書きま

すが、発音上は伸ばしません）。 
声調は、過去辞は L、語根は、1 音節語根の場合 L、2 音節語根の場合 LH で現われます。 

 
 目的語なし 

 1 音節                                                                  2-27 
Mibui.   私は折りました。 
Motn’e.   あなたたちは売りました。 
Ọtwii.   彼は運転しました。 

Yhye.   私たちは着ました。 
Wọndum’i.   彼らは消しました。 
Ẹbui.   それは壊れました。 

 

 2 音節                                                                  2-28 
Ↄkyere.   彼は教えました。 
Wee   あなたは結婚しました。 

Yẹbisae.   私たちは尋ねました。 
Wọnpẹgyae.   彼らは持ち上げました。  

 
 目的語あり 

 1 音節                                                                  2-29 
Mibuu dua.   私は木を折りました。 
Ọtwii kaa.   彼は車を運転しました。 

Yhy ataade.  私たちは服を着ました。 
Motnn bde.  あなたたちはプランテンを売りました。 
Wọndumm kanea.  彼らは明かりを消しました。 

 
 2 音節                                                                   2-30 

Mibiẹẹpono.  私はドアを開けました。 
Wee Kọfi.  あなたはコフィと結婚しました。 

ↃkyerTwii.  彼はアカン語を教えました。 
Yẹbisaakwan  私たちは道を尋ねました。 
Wọpẹgyaa akọnwa  彼らは椅子を持ち上げました。  
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語根末が iẹの時には、語根末母音が ɛ になって、過去辞-e が付きます。           2-31 
Mitie.    cf.  tiẹ 聞く 
私は聞きました。 
Ọbie.    cf.  biẹ 開ける 
彼は開けました。 

 
CVS(V)語根で目的語がある場合、声調のみによって習慣形と区別されます。                                        
習慣形    過去形                      2-32 
Midum  kanea.   Midumm kanea.  
私は明かりを消します。  私は明かりを消しました。 
Ↄtn bde.    Ↄtnn bde.  
彼女はプランテンを売ります。 彼女はプランテンを売りました。 

 
● 否定過去形 

否定過去形は、過去辞ではなく完了辞 a-を使い、次のような形になります。 
主語接語 = a - N - 語根 

主語接語 me=/ mi=, wo=/ wu=, y=/ yẹ=, =/ ẹ=の母音は失われて m’a, w’a, y’a, a にな

り、=/ọ=は a-と融合して wa になります。 
声調は、完了辞は主語／主語接語末の声調に同化し、否定辞は L、語根は、1 音節語

根の場合 H、2 音節語根の場合 LH で現れます。 
 
 1 音節                                                                  2-33 

M’ammu dua.  私は木を折りませんでした。 

W’anni fufuọ.  あなたはフフを食べませんでした。 
Wantwi kaa.  彼は車を運転しませんでした。 

Y’anhy ataade.  私たちは服を着ませんでした。 
Moantn bde.  あなたたちはプランテンを売りませんでした。 

Wn’annum kanea.  彼らは明かりを消しませんでした。 
Ammu.   それは壊れませんでした。 
 

 2 音節                                                                  2-34 
M’eKọfi.  私はコフィと結婚しませんでした。 

W’ammie ̣ pono.  あなたはドアを開けませんでした。 
Wkyer Twii.  彼はアカン語を教えませんでした。 
Y’ammisa kwan.  私たちは道を尋ねませんでした。 
Moam ẹgỵ  あなたたちは椅子を持ち上げませんでした。 
Wn’anhyia Kwaame. 彼らはクワメに会いませんでした。 
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主語接語が 2人称単数の場合と 3人称単数の場合は、声調のみによって区別されます。                                                              
2 人称単数     3 人称単数                  2-35 
W’amiẹ pono.    Wammiẹ pono. 
あなたはドアを開けませんでした。  彼はドアを開けませんでした。 
W’ankyer Twii.    Wankyer Twii. 
あなたはアカン語を教えませんでした。 彼はアカン語を教えませんでした。 

 
Nhwso アカン語で言ってみましょう。（解答は次ページ） 

1. 私は昨日ここに来ました。 
2. おととい彼に会いました。 
3. 彼女はヤシ酒を飲みました。 
4. ドアを閉めましたか？ 
5. アマは火を消しました。 
6. コフィは彼に尋ねました。 
7. 彼らはヤムを掘りました。 
8. 彼女はバナナを売りませんでした。 
9. 私たちは仕事を終わりました。 
10. 彼女は服を縫いました。 
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Nhwso 解答                                                            2-36 
1. Mebaa ha nnra. 
2. Mihyiaa no nnra akyi. 
3. Ↄnomm nsafufuọ. 
4. Wotoo pono no  mu? 
5. Ama dumm gya no . 
6. Kọfi  bisaa no. 
7. Wọntuu baer. 
8. Wantn kwadu. 
9. Yẹwiee adwuma. 
10. Ↄpamm ataade. 
 
 
 
 

メディアと言語 

 

アカン語は、テレビやラジオでも使用されます。アカン語のラジオ放送、特に討論形

式の番組は人気があります。本や新聞、雑誌など出版界では他の現地語と同様にほとん

ど使われない一方で、テレビやラジオで盛んにアカン語 

が使用されるのは、人々が自由に発言し、社会参与する 

ための言語として、アカン語が十分に活力を保っている 

証拠だといえるでしょう。 

   

 

 

 

 

 

  

 

英語の新聞を売るスタンド クマシにあるラジオ局でアカン語で  

ニュースを伝えるキャスター 
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 時を表す表現 

 
 2-37 

sẹẹsi aa 今 
nn 今日 
nansa yi  近 
da a ẹtwaa mu 先日 
nnra 昨日 
nnra akyi  おととい 
kyena 明日 
kyena akyi あさって 
anpa 朝 
nnyunu 夕暮れ 
anyum re 夕方 
anadwo 夜 
akyirẹi 後で 
tdaa 時々 
taa しばしば
dabiaa いつも、毎日 
daa いつも、毎日
naawtwe 今週 
naawtweẹtwaa mu 先週 
naawtweyẹbẹsi mu 来週 
naawtwebiaa  毎週 
bosome i 今月 
bosome  a ẹtwaa mu 先月 
bosome  a yẹbẹsi mu 来月 
bosome  biaa 毎月 
afei 今年 
afraas   去年 
afe a yẹbẹsi  mu 来年 
afe biaa 毎年 
tetemre 昔 
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第 15 課 Adisua  a to so du num                             

Ↄkyena wobk he ? 

★ 未来形 

 

 

  2-38 
Mari:  Kọfi, kye na wo bk he ?  

コフィ、明日はどこへ行くの？ 
Kofi: Ↄkyena m’k Kumase.  Ayiẹ w h. 

明日はクマシに行くんだ。お葬式があるんだよ。 
Me wfa awu. 
僕のおじさんが亡くなったんだ。 

Mari: O o, kus.  Ọwuu dabn? 
  まあ、ご愁傷さま。いつ亡くなったの？ 
Kofi: Ԑnn ne naawtwe mmiẹnu. 

2 週間前。 
Mari: Maame n so bk bi? 

お母さんも行くの？ 
Kofi: Daabi, n k bi.  Ↄw adwu ma y nti. 

ううん、行かない。仕事があるから。 
Mari: Ԑ ne, me ne wo bk. 

じゃあ、私も一緒に行く。 
Kofi: Yọọ.  Wo w ntoma kk anaas tuntum? 

いいよ。赤か黒の布持ってる？ 
 
 
  
 

 
kyena 明日 
ayiẹ 葬式 
wfa おじさん 
wu  死ぬ 
kus ご愁傷さま 
dabn いつ 

nn 今日 
naawtwe 週 
maame お母さん 
ẹbi 何か 
adwu ma 仕事 
nti …だから 

ntoma 布    2-39 
kk 赤い 
anaa s または 
tuntum 黒い
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● 未来形 

未来形は今より後に動作が起こることを表し、語根の前に未来辞 bɛ / bẹ-を付けます。 
主語接語 = bɛ/ bẹ  - 語根 

主語接語 me=/ mi=の時は主語接語の母音と未来辞の子音が失われ m’ɛ-になります。 
声調は、未来辞は H、1 音節語根は H、CV(S)V はHH、CVCV は HH で現われます。 

 
 1 音節                                                                  2-40 

M’ẹdua.   私は木を折ります。 

Whyataade.  あなたは服を着ます。 

Ọbẹtwikaa  彼は車を運転します。 

Yẹbẹtwa ahoma.  私たちは糸を切ります。 
Muẹm   あなたたちは明かりを消します。 

Wnbn bde  彼らはプランテンを売ります。 
 
 CV(S)V                                                                 2-41 

M’wa.   私は結婚します。 
Wkye  Twii.  あなたはアカン語を教えます。 
ỌbẹhyiAma  彼はアマに会います。 

 

 CVCV                                                                   2-42 
Ↄsa   彼は話します。 

M’ẹAma.  私はアマに尋ねます。
Wụ̣gy  あなたは車を持ち上げます。 
 

CVCV 語根に L が続く場合、ダウンステップ H が L になります（HHLHLL）。 
M’ẹpe ̣gya bfr.  私はパパイヤを持ち上げます。                2-43 
Ọbẹbisa Kọfi .  彼はコフィに尋ねます。 

 
● 否定未来形 

 否定未来形は、否定進行形と同じです（第 11 課参照）。 
 

 1音節語根                                                               2-44 
Mintwi  kaa.  私は車を運転しません。 
Wonhy  あなたは服を着ません。 
Ọm mu.   彼は木を折りません。 
Ym mdn.  私たちは鐘を鳴らしません。 

Montn bde.  あなたたちはプランテンを売りません。 
Wọnnnum kanea.  彼らは明かりを消しません。 
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 2 音節語根                                                              2-45 
Mim miẹpono.  私はドアを開けません。 

W   あなたは話しません。 
ↃkyeTwii.  彼はアカン語を教えません。 

Ytasekwadu.  私たちはバナナを集めません。 
Monware.   あなたたちは結婚しません。 
Wọnmmisa kwan.  彼らは道を尋ねません。 

 
Nhwso 1 アカン語で言ってみましょう。（解答は次ページ） 

1. 今夜はフフを作ります。 
2. 彼は車を売りません。 
3. 私たちはアカン語を勉強します。 
4. アマは本を読みます。 
5. 彼女は明日、教会に行きます。 
6. コフィはタクシーに乗ります。 
7. 私はあとでコフィに会います。 
8. 彼らは首長にあいさつします。 
9. 彼女は服を縫います。 
10. ケンテを着ないんですか？ 
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Nhwso 1 解答                                                          2-46 
1. Nn anyum re  ybnoa fufuọ. 
2. Ↄntn ne kaa. 
3. Yẹbẹsua Twii. 
4. Ama bkan nwo ma. 
5. Ↄkye na bk asre . 
6. Kọfi  bfo taksi. 
7. Akyirẹi m’ẹhyia Kọfi . 
8. Wnbkye a nana. 
9. Ↄbpam ataade. 
10. Wonfra kẹntẹ? 
 
 

 

Nhwso 2 未来の予定について、自由に言ってみましょう。 

 
 
 

 
お葬式 

 

 一般的に誰かが亡くなると、死後 8 日目（naawtweda）に親族知人が集まり、葬式

（ayiẹ）の日取りが決められます。近年、葬式は皆の都合のつきやすい土曜日に行われる

ことが多いため、土曜日になると町や村の 

どこかで喪服に身を包んだ人の群れに出く 

わします。軽食やソフトドリンク・お酒が 

ふるまわれ、踊ったり歌ったりにぎやかに 

行われる葬式は、まるでお祭りのようです。 

アカン族の喪服の色は黒か赤。特にアデ 

ィンクラというシンボルの施されたアディ 

ンクラ・ントマ（adinkra ntoma）がよく 

着られます。 



 86

 動物 

 
 2-47 

nantwiẹ（複 nnantwiẹ）  牛 
ọdwan（複 nnwan）   羊 
apnkye（複 mpnkye）  ヤギ 
pnk（複 mpnk）   馬 
prako ̣（複 mprako ̣）   豚 
kraman（複 nkraman）  犬 
agyinamoa（複 nnyinamoa）  猫 
anomaa（複 nnomaa）  鳥 
akok （複 nkok）   ニワトリ 
ako ̣（複 nko ̣）   オウム 
kde（複 nkde）   鷲 
apataa（複 mpataa）   魚 
ww（複 nww）   蛇 
nwansena    ハエ 
ananse    クモ 
ntontom    蚊 
ntte a    アリ 
mfte     シロアリ 
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第 16 課 Adisua  a to so du nsi a                             

W’ak Ntonso da? 

★ 完了形 

 
 

 2-48 
Kofi: Mari, w’ak Ntonso da? 
  マリ、ントンソに行ったことある？ 
Mari: Daabi, menk Ntonso da. 
  いいえ、ントンソに行ったことはないわ。 
  Minim s w din w adinkra ntoma y mu. 
  アディンクラ布作りで有名なのは知ってるけど。 
Kofi: Nok re ni.  

そのとおり。 
W’ahu adinkra da? 

  アディンクラは見たことある？ 
Mari: M’ahu  bi mpr bebree.  
  何度も見たことあるわ。 
Kofi: Mari, nn, ynkhw Ntonso? 
  マリ、今日ントンソに行ってみる？ 
Mari: Yọo ̣, ynk! 
  うん、行きましょう！ 
Kofi: Ԑ ne, yẹdidi wiẹ a, ynk! 
  じゃあ、食事が終わったら、出発しよう。 
 
 
 
 
Ntonso ントンソ 
da これまで 
nim 知っている 
s …ということ 
w din w…mu で有名な 
adinkra アディンクラ 

ntoma 布                   2-49 
nokre 事実、本当のこと 
hu 見る 
mpr …回 
bebree たくさん 
a …すれば 
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● 完了形 

完了形は動作が完了してその結果が現在まで続いていることを表し、「～したことが

ある」、「～してしまった」の意で、語根の前に完了辞 a-を付けた形になります。 
主語接語 = a - 語根 

主語接語 me=/ mi=, wo=/ wu=, y=/ yẹ=, =/ ẹ=の母音は失われて m’a, w’a, y’a, a にな

り、=は a-と融合して wa になります。声調は、完了辞は主語／主語接語末声調に同化

し、語根は全て全体が H で現れますが、完了辞が H の場合、ダウンステップが起こりま

す（1 音節語根で L が後続する場合は、ダウンステップ H が L になります）。 
M’atwdua.  私はもう木を切りました。                   2-50 

Wahy  彼はもう服を着ました。 

Y’at kaa.   私たちはもう車を買いました。 

Moadi  kọọkọ?  あなたたちはもうお粥を食べましたか？ 

W’apoma?  あなたが杖を折っちゃったんですか？ 

Kọfi  akyeakura.  コフィはもうネズミを捕まえました。 

Wadum.   彼はもう消しました。 

Ama atn.  アマはもう売りました。 

M’abi pono.  私はドアをもう開けました。 
Wa kwan.  彼はもう道を教えました。 
Afi a awa   アフィアは結婚しています（もう結婚しました）。 

Wn’as tiibi.  彼らはテレビを壊してしまいました。 

W’af r maame?  もうお母さんに電話しましたか？ 
Abu.   それは壊れてしまいました。 

 
CVS(V)語根は、目的語がある場合 HL になります。                           2-51 

M’adum  kanea.  私は明かりを消してしまいました。 
Watn kwadu.  彼はバナナを売ってしまいました。 

 
主語接語が 2人称単数の場合と 3人称単数の場合は、声調のみによって区別されます。                                                             
2 人称単数    3 人称単数                          2-52 
W’abiẹ pono.   Wabie ̣ pono. 
あなたはもうドアを開けました。 彼はもうドアを開けました。 
W’akye r Twii.   Wakyer Twii. 
あなたはもうアカン語を教えました。 彼はもうアカン語を教えました。 

 
● 否定完了形 

否定完了形では、完了辞の代わりに過去辞を使い、次のような形になります。 
主語接語 = N - 語根 – e/i 
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声調は、否定辞は主語／主語接語末声調に同化します。過去辞は L、語根は全て全体が

H で現れますが、否定辞が H の場合、ダウンステップが起こります（1 音節語根で目的

語が後続する場合、ダウンステップ H が L になります）。                     2-53 
Ↄnhy   彼はまだ服を着ていません。 

Wummpoma.   あなたは杖を折っていません。 

Mintwdua.   私はまだ木を切っていません。 

Wnnt kaa.   彼らはまだ車を買っていません。 

Kọfi  nakura.   コフィはまだネズミを捕まえていません。 

Ọnnumm  kanea.   彼はまだ明かりを消していません。 

Ama nt abrb.   アマはまだパイナップルを売っていません。 

Mimmipono.   私はまだドアを開けていません。 
Ↄnkye kwan.   彼はまだ道を教えていません。 

Afi a nwa   アフィアはまだ結婚していません。 

Ↄns tiibi.    彼はまだテレビを壊していません。 

Wonf r maame?   まだお母さんに電話していないのですか？ 
Ẹmmui.    それはまだ壊れていません。 

 
主語接語が L、CVS(V)語根で目的語がある場合、否定習慣・希求形、否定進行・未来

形、希求形と声調のみによって区別されます（主語接語が H の場合、否定習慣・希求形

と否定進行・未来形は同じになります。第 11 課参照）。 
否定習慣・希求形   否定進行・未来形                    2-54 
Yẹnnum kanea   Yẹnnum kanea 
私たちは明かりを消しません。 私たちは明かりを消していません。 
希求形    否定完了形 

Yẹnnum kanea!   Yẹnnumm  kanea. 
明かりを消しましょう。  私たちはまだ明かりを消していません。 

 
Nhwso 1 アカン語で言ってみましょう。（解答は次ページ） 

1. 私はクマシに行ったことがあります。 
2. 私はアペテシを飲んだことがありません。 
3. もうドアを閉めましたか？ 
4. アマはもう明かりを消しました。 
5. （私たちは）もうアクラに着きましたよ。 
6. まだその本を読んでいないんですか？ 
7. 彼女はまだバナナを売っていません。 
8. 私たちはもうプランテンを買いました。 
9. 彼女はもう服を縫いました。 
10. お母さんはもう服を洗いました。 
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Nhwso 1 解答                                                          2-55 
1. M’ak Kumase  da. 
2. Mennomm apẹte ̣hyi da. 
3. W’ato  pono no mu? 
4. Ama adum kanea. 
5. Y’adru Nk ran. 
6. Wonkann nwoma no ? 
7. Ↄntnn kwadu no . 
8. Y’at bde. 
9. Wapam ataade. 
10. Maame asi ntaade. 

 
 
 
Nhwso 2 「．．．したことがある／ない」を使って自由に言ってみましょう。 
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アディンクラ 

 

アディンクラ・ントマ（adinkra ntoma）とは、アディンクラ（adinkra）と呼ばれ

るシンボルを施した、主に葬式に着られる衣装用の布です。アディンクラもまた、ケン

テと同様に 1 つ 1 つのシンボルが、アカン族に伝わることわざや彼らの価値観、信仰と

結びついています。例えば、梯子のアディンクラを施したントマを葬式で身につける人

は、「死の梯子は 1 人が登るものならず」ということわざを表現しているのです。アデ

ィンクラやケンテは、文字を持たなかったアカン族の間で、メッセージ伝達のための、

時にはことばよりも効率的で効果的な手段として機能してきたと考えられます。 

 伝統的には、アディンクラを瓢箪の皮に彫ったスタンプに、樹皮を煮詰めた液をつけ

て型押ししますが、最近ではペンキを使った効率的なスクリーン・プリントが主流にな

っています。 

  

  
スクリーン・プリントでアディンクラを布に施す青年（左上）、出来上がったアディンクラ・ントマ（右上）、

アディンクラを施した壁（左下）とドア（右下）。 
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 自然 

 
 2-56 

ẹwiẹm   空 
awia    太陽 
b    雲 
asaase   地面 
bosome    月 
sram    月 
ns rọma   星 
mframa   風 
nsuọ    雨 
ẹgya    火 
po    海 
nsutene   川 
ẹsre ̣m    サバンナ 
kway   森 
ẹwura（複 nwura）  茂み 
ẹdua（複 nnua）  木 
ahaban（複 nhaban） 葉 
nhwere n   花 
sr    草 
nsensan   草 
bo（複 mmo）  石 
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第 17 課 Adisua  a to so du nson                           

Meeksra me nana 

★ 移動形 

 
 2-57 

Mari: Kọfi, wook he ? 
  コフィ、どこ行くの？ 
Kofi: Meeksra menana w Mampn. 
  マンポンにいるおばあちゃんにあいさつに行くところ。 
Mari: Mẹtu mi ne  wo ak? 
  一緒に行っていい？ 
Kofi: Yọo ̣.  Ԑne ynkt ko ̣ọbi! 
  もちろん。じゃあ、干ティラピアを買いに行こう。 
Wn’adu Kọfi nana fiẹ  コフィのおばあさんの家に到着 
Kofi: Nana, maakye ọọ! 
  おばあちゃん、おはよう！ 
Nana: Yaa, me nana.  
  おはよう、孫や。 
Kofi: Nana, wook he? 
  おばあちゃん、どこに行くの？ 
Nana: Meek mi kọọko ̣afuọ mu . 

カカオ畑に行くんだよ。  
Meekd afuo ̣no  ase.  
草とりをしにね。  

Kofi: Ԑ ne ykboa wo . 
  じゃあ、僕たちも行って手伝うよ。 
 
 
sra あいさつする 
nana 祖父母（クラス II） 
Mampn マンポン 
tumi a… …できる 
kọọbi  干ティラピア 
du 到着する 

ọọ 挨拶の後につける間投詞   2-58 
nana 孫（クラス I） 
kọọkọọ カカオ 
afuọ 畑 
d …ase  （…の下で）草取りする 
boa 手伝う
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● 移動形 

移動形は、「来て／行って…する」という移動を伴う動作を表し、次のような形にな

ります。 
主語接語 = bɛ/ bẹ - 語根 
主語接語 = kɔ/ kọ - 語根 

移動辞 bɛ/ bẹ -, kɔ/ kọ -は、それぞれ動詞語根 ba 「来る」、k「行く」に起源を持

ちます。 
声調は、移動辞は L、語根は、1 音節語根は H、2 音節語根のうち CV(S)V は LH、CVCV

は HH で現れます。 
 

 1 音節                                                                  2-59 
Mkhy   私は行って服を着ます。 

Ọbẹtw    彼は来て車を運転します。 

Mubẹtw   あなたたちは来てひもを切ります。 

Yẹko ̣du   私たちは行って明かりを消します。 

Wbtn bde.   あなたは来てプランテンを売ります。 
 
 CV(S)V                                                                 2-60 

Mikọbiẹ   私は行ってドアを開けます。 

ↃkyerTwii.   彼は来てアカン語を教えます。 

WkeKọfi.   あなたは行ってコフィと結婚します。 

Yarị ̣̣ ̣   私たちは来てカカオを量ります。 

Wnke   彼らは行ってテレビを壊します。 
 
 CVCV                                                                   2-61 

Wubẹbisa.    あなたは来て尋ねます。 
Kọfi      コフィは来て話します。 

Ọkọ ̣gya   彼は行って車を持ち上げます。 

 
CVCV 語根に L が続く場合、ダウンステップ H が L になります（第 15 課参照）。 

Ọbẹbisa Kọfi .   彼は来てコフィに尋ねます。         2-62 
    

移動形は、声調のみによって未来形と区別されます。 
未来形    移動形                             2-63 
Ↄbhy ataade.   Ↄbhy ataade.  
彼は服を着ます。   彼は来て服を着ます。 
Wo bkye r Twii.   Wo bkyer Twii.  
あなたはアカン語を教えます。 あなたは来てアカン語を教えます。 
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● 否定移動形 

否定移動形では、移動辞の前に否定辞 N-を付けます。 
主語接語 = N - bɛ/ bẹ - 語根 
主語接語 = N - kɔ/ kọ - 語根 

否定辞は移動辞に同調音点化して m-となり、逆に移動辞は鼻音化して m / mẹ-となり

ます。 
声調は、否定辞と移動辞は L、語根は、1 音節語根の場合 H、2 音節語根のうち CV(S)V

は LH、CVCV は HH で現れます（CVCV 語根に L が続く場合、ダウンステップ H が L
になります。第 15 課参照）。 

 
 1 音節                                                                  2-64 

Menkhy  私は行って服を着ません。 

Ọme ̣tw  彼は来て車を運転しません。 

Mumẹtw  あなたたちは来てひもを切りません。 

Yẹnko ̣dukanea.  私たちは行って明かりを消しません。 

Wmmtnbde  あなたは来てプランテンを売りません。 
 
 CV(S)V                                                                 2-65 

Minkọbiẹ pono.  私は行ってドアを開けません。 

ↃmmkyerTwii.  彼は来てアカン語を教えません。 

WonkeKọfi   あなたは行ってコフィと結婚しません。 

Ymmkaṛ ̣̣ ̣  私たちは来てカカオを量りません。 

W  彼らは行ってテレビを壊しません。 
 
 CVCV                                                                   2-66 

Kọfi  m  コフィは来て話しません。 

Ọnkọpe ̣gya  彼は行って車を持ち上げません。 

Wum mẹbisa Kọfi.  あなたは来てコフィに尋ねません。 
 
進行形、過去形、完了形、命令形、希求形も移動形を持ちます。              2-67 

Ọọkọdi  dwa.  彼女は買いものに行くところです。 
Ykhw sini.  私たちは行って映画を見ました。 
M’abfa mo o no.  私はもう来て米を取りました。 
Bpra ha!   来てここを掃きなさい！ 
Yẹnko ̣bisa maame!  お母さんに尋ねに行こう！ 
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Nhwso アカン語で言ってみましょう。（解答は次ページ） 

1. 私たちはヤムを掘りに行くところです。 
2. 彼は行ってパンを買いました。 
3. 来て手伝って！ 
4. コフィにビールを買いに行かせて！ 
5. 塩を取ってきて！ 
6. 彼女は行ってそれを食べてしまいました。 
7. あなたはもう行って服を買いましたか？ 
8. アマは行ってプランテンを売ります。 
9. 彼らは行って水を汲みます。 
10. あなたたちは行って首長に挨拶しますか？ 
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Nhwso 解答                                                            2-68 
1. Yẹẹkọtu baer. 
2. Ↄkt paanoo. 
3. Bboa me! 
4. Ma Kọfi  nkt bia! 
5. Kfa nkye ne bra! 
6. Wakọdi  aduane no. 
7. W’akt ataade no ? 
8. Ama ktn bde. 
9. Wnksa nsuọ. 
10. Mokkyea nana? 
 

 
 

ガーナとチョコレート 

 

ガーナと言えばチョコレートを思い浮かべる人が多いでしょう。実際世界のカカオ豆

の 2 割を生産するガーナですが、実はガーナ人はほとんどチョコレートを食べません。

手軽に買えるものではないし、日本のようにお菓子を食べる習慣もないからです。カカ

オ豆からチョコレートができることを知らないガーナ人も少なくないようです。 

カカオ豆のほとんどは輸出されますが、ガーナの工場でもわずかながらチョコレート

を製造しています。輸出はされていないため、残念ながら日本ではほとんどお目にかか

れませんが、ケンテ模様の包装紙に包まれた正真正銘の「ガーナチョコレート」は、ず

っしりと重く、ぼそっとした食感でカカオの風味が広がります。 



 98

第 18 課 Adisua  a to so du nwtwe                           

Wop s wokyea nana? 

★ sɛ 節 

 2-69 
Kofi: Aha ne ahinfie ̣. 

ここが首長の家だよ。 
Mari: Wo dwen s nana w h? 
  首長はいると思う？ 
Kofi: Ԑy me s w h.  

いるようだけど。 
Naanso minnim s w h ampaa. 

  でも本当にいるかは分からないな。 
S w h a wop s wo kyea nana? 
いたら、首長にあいさつしたい？ 

Mari: Aane , mep s mekyea nana. 
  ええ、首長にあいさつしたいわ。 
Kofi: Nkyea de wube ̣tumi akyeano . 
  あいさつはできるよ。 

Naanso ymma kwan s wo bkasa nanaho . 
でも、首長に直接話してはだめだよ。 
Ԑw s wokasa fa kyeame so. 
オチアメを通して話さないと。 
 
 

 
ne …である（性質、内容の一致） 
ahinfiẹ 宮殿 
dwen 思う 
nana 首長 
y me s …なようだ 
naanso でも 
n nim s …か分からない 
ampa 本当に 
s … a もし…ならば 

p s …したい              2-70 
kyea あいさつする 
nkyea あいさつ 
de …に関しては 
ma …kwan 許す 
kasa …ho …に話しかける 
w s …でなければならない 
fa …so …を通して 
kyeamee オチアメ
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● sɛ 節 

 sɛ  は節を作ります。sの声調は H です。s節を伴う役に立つ表現を覚えましょう。 
Mep s mek tiafi.   トイレに行きたいです。              2-71 
Ↄkaa s bba.   彼は来ると言いました。 
Ԑy me s o ̣nni h.   彼はいないようです。 
Minim s by.   彼女はやると思います。 
Ԑs s wok.   あなたはそこに行かなければなりません。 
Megye di s  d.   それはおいしいと思います。 
Ẹhia s wobk.   あなたが行くべきです。 
Ԑy s m’k.   行かなくては。 
M’ani agye s m’ahyia wo.  お会いできてうれしいです。 

 
 
Nhwso アカン語で言ってみましょう。（解答は次ページ） 

1. 私はパンを買いたいです。 
2. 彼は車を売りたいです。 
3. 彼はアカン語が分からないようです。 
4. 私はあなたとアカン語で話をしたいです。 
5. 彼はお酒をのまないと言いました。 
6. アマはその人を知らないようです。 
7. 本はそこにあると思います。 
8. 私は彼女がやったかわかりません。 
9. アサンテ王がここに来ると聞きました。 
10. 私は食器を洗わなければなりません。 
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Nhwso 解答                                                            2-72 
1. Mep s met paanoo. 
2. Ↄp s tn ne kaa. 
3. Ԑy me s nte Twii. 
4. Mep s me ne wo ka Twii. 
5. Ↄkaa s nnom nsa. 
6. Ԑy me s Ama nnim nipa no. 
7. Megye di s nwoma no w h. 
8. Minnim s ye. 
9. M’ate s Asantehene bba ha. 
10. Ԑs s mehohoro  nkukuọ no. 
 
 

 
首長 

 

首長（ɔhene）は、町や村で最も尊敬される 

存在です。首長には直接話しかけてはならず、 

仲介人（ɔkyeame）を通さなければなりません。 

もともと首長はその土地のことばでしか話し 

てはいけないのですが、英語が教養の証と見な 

される昨今、英語で話す首長も現れています。 

 首長は世襲制で、母系社会のアカン族では、 

首長の姉か妹の息子が後継ぎとなります。しか 

し、継承権があっても、いろいろと面倒なしき 

たりを守らなければならない首長には、なりた 

がらない若者も多いようです。 
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第 19 課 Adisua  a to so du nkron                          

M’e ̣tumi akyea no? 

★ …できる, …できない 

 2-73 
Kofi: Mari, ynk Manhyia Ahinfiẹ nn. 
  マリ、今日はマンシア宮殿に行こうか？ 
Mari: Adn?  Ԑden na wh? 
  どうして？ 何があるの？ 
Kofi: Dwab w h.  

評議会があるんだよ。 
Asantehe ne  ne n’ahemfo bẹhyia. 
アサンテ王や王たちが集まるんだ。 

Mari: M’ẹtu mi ahu Asantehe ne? 
  アサンテ王に会える？ 
Kofi: Aane , wubẹtu mi ahu Asantehe ne  nn. 
  うん、今日はアサンテ王に会えるよ。 
Mari: M’ẹtu mi akyea no ? 
  あいさつできる？ 
Kofi: Daabi, wun tumi nkyea no. 
  ううん、あいさつはできない。 

S y’amma wo kwan a wun tumi nkyea no. 
許可をもらえないと、あいさつできないんだ。 

Mari: M’ẹtu mi atwa no mfọnyin? 
  写真、撮れる？ 
Kofi: Daabi, wun tumi. 
  ううん、だめ。 
 
 
 
Manhyia マンシア 
ahinfie ̣ 宮殿 
e ̣dwab 評議会 
Asantehene アサンテ王 
ahemfo 王たち < hene 

hyia 会う                  2-74 
hu 見る 
twa （写真を）撮る 
mfọnyin 写真 



102 

● …できる 

「…できる」は、動詞 tumi「できる」を用いて次のように表します。 
主語接語 = tumi  語根 

Yẹtumi  sre ntm.   私たちは早く起きられます。          2-75 
Wutumi ksra nana.  あなたは行って首長に挨拶できます。 

 
 過去形では、tumi の後続動詞を過去形にします。 

主語接語 = tumi  語根 – e/ i 

Mitumi  sree ntm nnra.  私は昨日早く起きられました。 
Ọtumi ksraa nana nnra.  彼は昨日行って首長に挨拶できました。 

 
 未来形では、tumi を未来形にし、後続動詞語根に a-を付けます*。 

主語接語 = bɛ/ bẹ - tu mi  a  – 語根 
Wubẹtumi  asre  ntm kyena. あなたは明日早く起きられます。 
Ọbẹtumi  aksra nana nn.  彼は今日行って首長に挨拶できます。 

 
● …できない 

「…できない」は、tumi と後続動詞の両方を否定形にします。 
主語接語 = N - tumi  N  – 語根 

Yẹntumi nsre ntm.  私たちは早く起きられません。       2-76 
Wuntumi nksra nana.  あなたは首長に挨拶に行けません。 

 
 否定過去形では、tumi と後続動詞の両方を否定過去形にします。 

主語接語 = a - N - tumi  a- N  - 語根 

M’antumi ansre ntm nnra. 私は昨日早く起きられませんでした。 
Wantumi anfr wo nnra.  彼は昨日あなたに電話できませんでした。 

 
 否定未来形では、tumi と後続動詞の両方を否定未来形にします。上の習慣形と、声調

のみにおいて異なります。 
主語接語 = N - tumi  N  – 語根 

Ọntumi  nk h nn.   彼は今日そこに行けません。 
Mintumi  nsua ade kyena.  私は明日勉強できません。 

 
  

                                                
* この a-は完了辞ではなく順続辞で、動詞の未来形および進行形に後続する動詞語根に付き、当

該動詞が先行する動詞と同じ構造であることを表します。 
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Nhwso 1 アカン語で言ってみましょう。（解答は次ページ） 
1. アカン語を少し話せます。 
2. 車を運転できますか？ 
3. 彼女は泳げません。 
4. 私はフフをつけません。 
5. ピーナッツスープを作れますか？ 
6. お酒が飲めないんですか？ 
7. アカン語が読めますか？ 
8. 私はにわとりを殺せません。 
9. マンシア宮殿に入れますか？ 
10. ここでアペテシが飲めますか？ 
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Nhwso 1 解答                                                          2-77 
1. Mitumi  ka Twii kak ra. 
2. Wutumi ka kaa? 
3. Ọntumi nnware. 
4. Mintumi nw fufuọ. 
5. Wutumi y nkatenkwan? 
6. Wuntumi nnom nsa? 
7. Wutumi kan Twii? 
8. Mintumi nkum akok. 
9. Yẹtumi  wura Manhyia ahinfiẹ? 
10. Yẹtumi  nom  apẹte ̣hyi w h? 

 
 

 
Nhwso 2 「…できます」「…できません」を使って、自由に言ってみましょう。 
 
 
 
 

アサンテ王 

 

ガーナ共和国の中に今も存在するアサンテ王国の 

王で、王国内の数百人の首長たちの頂点にあるのが、 

大統領よりも偉いと言われるアサンテ王 

（Asantehehe、現在の王は Ọsẹi Tutu II）です。 

 アサンテ王と王国中の首長たちが週に一度、 

一堂に会する評議会では、部族内のトラブルや土地 

の問題などについて話し合われます。 

その日、評議会の行われるマンシア宮殿には、 

象徴である大きな傘をさし、従者をひきつれた首長 

たちが集い、観光客でにぎわいます。 
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第 20 課 Adisua  a to so aduo ̣nu                               

Wosan k Japan a woby den? 

★ （もし）…ならば～ 

 
 

 2-78 
Mari boaboa ne ho ak Japan  マリ、日本へ帰る準備をしている 
Kofi: Mari, wosan k Japan   den na woby? 
  日本に帰ったら何をするの？ 
Mari: W’abisa, di e ̣dikan, w s miwiẹ su apn.  
  そうね、まず大学を卒業しないと。 
Kofi: Wu wiẹ su apn a den na woby? 
  卒業したら何をするの？ 
Mari: Se ̣e ̣se ̣i de minnim. 
  今は分からないわ。 
Kofi: By adwuma w Gaana.  
  ガーナに来て仕事をしてよ。 
  Wo y no saa a m’anibgye. 
  そうすれば、うれしいな。 
Mari: Aane , m’san aba Gaana. 
  そうね、またガーナに帰ってくるわ。 
  S mesan ba Gaana a me ne wo bk baabi pii. 
  そしたらまた、いろんなとこ行こう。 
Kofi: Yọo ̣! 
  もちろんさ！ 
 
 
 
boaboa …ho 荷造りする 
san k 帰っていく 
w’a bisa そうねえ 
di ẹdika n まず 
sẹẹsẹi 今 
saa そのように 

ani gye うれしい            2-79 
san ba 帰ってくる 
Ga a na ガーナ 
baabi どこか 
pii たくさん
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● （もし）…ならば～ 

「（もし）…ならば～」は、sɛ… a ～で表します。s節（条件節）は常に習慣形で表

されます。なお、sはしばしば省略されます。a は伸ばして aa と発音されることもあり

ます。                                                                    2-80 
S midru fiẹ a m’f r wo.  家に着いたら電話します。 
S mididi wiẹ a m’k sukuu. 食べ終わったら学校に行きます。 
S minya sika a m’t fi ẹ.  もしお金が手に入ったら家を買います。 

 
Nhwso 1 アカン語で言ってみましょう。（解答は次ページ） 

1. 雨が降ったら、あなたの家に行けません。 
2. 日本に帰ったら、手紙を書いてください。 
3. コフィが来たら、私に電話させてください。 
4. タクシーに乗れば、早く行けます。 
5. アマに会ったら、よろしく伝えてください。 
6. ハマッタンの季節になれば、とても暑いです。 
7. これを飲み終わったら、帰ります。 
8. アカン語を一生懸命勉強すれば、上手に話せるようになります。 
9. 酔ったら、車を運転してはいけません。 
10. ３個買ったら、値引きしてあげますよ。 
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Nhwso 1 解答                                                          2-81 
1. S nsuọ t a mintumi mma wu fie ̣. 
2. S wosan k Japan a twor me krataa. 
3. S Kọfi baa nf r me. 
4. S yfa taksi a ybk ntm. 
5. S wuhyia Ama a kyea no ma me. 
6. S pbre  duru a ẹwiẹm by hye. 
7. S menom  wẹi wiẹ a m’k. 
8. S wusua Twii yiẹ a wobka Twii yie ̣. 
9. S woboro nsa a ẹnhia s wobka kaa. 
10. S wot mmensa a m’te  wo so. 

 
 
Nhwso 2 ガーナ（アフリカ）に行ったら、何をしますか？自由に言ってみましょう。 

 
 
 

女たち 

 

 最近は経済的理由から 2 人以上の妻を持つ男性はほとんどいませんが、伝統的にアカ

ン社会は一夫多妻制です。 

男に頼れないからでしょうか、アカン族の女たちは、 

みなたくましく、自立しています。例えば市場は、女 

の世界。野菜や肉を広げ、どっしりと腰をおろした女 

性たちが、おしゃべりに興じる豪快な笑い声と、熱気 

にあふれています。アカン社会は、どうやら女性を中 

心に回っているようです。 
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付録 1   ガーナの州と主要都市 

（Ghana Official Portal, http://www.ghana.gov.gh/ghana_map） 
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付録 2   ガーナ言語地図（Gordon ed. 2005, p.701） 
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付録３ アカン語の歌 

 
Dade anoma 

Kojo Antwi 
 
 
*Dade anoma  
飛行機よ 
Bgye me lte k ma d 
手紙を取りに来て恋人に届けておくれ 
Dade anoma  
飛行機よ 
 
*繰り返し 
 
Ↄd ke aky ọọ 
恋人はずっと前に行ってしまった 
M’ani agyina wo 
恋しいよ 
Me se wugyaa me ho yi 
君が去ってから 
Adwendwen ne ọsu nkoaa  na ẹẹku  me 
ただ君の事を考えて泣くだけ 
M’afe wo  
恋しいよ 
 
**Ↄd bba dabn niẹ a 
恋人はいつ戻ってくるだろう 
Ↄd wobba dabn niẹ a 
恋人よ、いつ戻ってくるんだい 
Misu me ho 
僕は泣く 
Anisuọ ayiri me a 
涙があふれて 
Misu me ho 
僕は泣く 
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Ọbii ba a mane me ọọ 
誰か僕に届けて 
Ọbii ba a mane me ọọ 
誰か僕に届けて 
Ọbii ba a mane me ọọ 
誰か僕に届けて 
Ԑy a na ọbii ba a mane me ọọ 
誰か僕に届けて 
Na s mane me a mane me hankakyef ọọ 
届けてくれるなら、ハンカチを届けて 
Ԑno na me de bpepa m’anisuọ 
それで涙を拭くから 
Bpepa m’anisuọ aa  
涙を拭くから ああ 
Ↄd meetwn wo ọọ 
恋人よ 待ってるよ 
Ԑmma wower mfi me ọọ 
僕を忘れないで 
Mesr nyame s nhw wo so yiẹ mfa wo mmẹduru fiẹ gyogyo 
神さまお願い 恋人が家に無事に戻るまで守って 
Ay m’afe wo 
ああ 恋しい 
 
**繰り返し 
 
Ọbii ba a mane me ọọ 
誰か届けて 
Ọbii ba a mane me ọọ 
誰か届けて 
Ọbii ba a twor me 
誰か手紙を書いて 
Ԑy a ọbii ba a twor me  
誰か手紙を書いて 
Ọbii ba a mane me ọọ 
誰か届けて 
Anisuọ ayiri me  
涙があふれる 
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Anisuọ ayiri me  
涙があふれる 
Anisuọ ayiri me  
涙があふれる 
Na s mane me a mane me hankakyef ọ 
届けてくれるならハンカチを届けて 
Ԑno na me de  
それで僕は 
Me de bpepa m’anisuọ 
僕は涙をふくから 
Bpepa m’anisuọ aa 
涙をふくから 
 
*繰り返し 
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付録４ ことわざ 

 
アカン語には、数千ものことわざ(b)があります。これらのことわざは、ケンテやア

ディンクラの模様ないしモチーフにも表れます。若者はこういったことわざをあまり用

いませんが、会話にことわざを盛り込むことは今でも教養の証と見なされていますし、

特に王やオチアメは発話のほとんどがことわざであると言います。ここでは、アカン族

の知恵のつまったことわざの中からいくつかを紹介したいと思います。日本のことわざ

に似たものもありますよ。 
 

 2-82 
Anoma antu a ọbua da. 
飛ばぬ鳥は餓える（虎穴に入らずんば虎子を得ず） 
 
Ahwene pa nkasa. 
よいビーズは音を立てない（沈黙は金） 
 
Ọwuọ atwede, baako mforo. 
死のはしごは 1 人が登るものならず（人は皆死ぬ運命にある） 
 
Aboa a onni dua, Nyame na pra ne ho. 
尾のない動物は神が（虫を）はらってくれる（神は誰をも見捨てない） 
 
Bọnkum dware nifa, na nifa dware bọnkum. 
左手が右手を洗い右手が左手を洗う（魚心あれば水心） 
 
Woforo dua pa a, na wọpi a wo. 
いい木に登れば助けが得られる（よい行いをする者には、周囲の助けがある） 
 
Nantuọ so sene sr a, na yare w mu. 
ふくらはぎが太ももより太くなったら病気だ（年配者を敬え） 
 
Wop s ẹgu wo ynko so a, ẹgu wo so. 
友人に不幸を望めば自分に不幸が落ちる（人を呪わば穴二つ） 
 
Ọnyame ma wo yare a, ma wo ano adurọ. 
神は病気を与えたら薬も与える（捨てる神あれば拾う神あり） 
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Ọnipa baako nsa nkata Nyame ani. 
1 つの手では空は覆えない（三人寄れば文殊の知恵） 
 
Ti nyinaa s, na ẹmu nsm ny p. 
頭は皆同じでも中身はちがう（十人十色） 
 
Ano patri a, sen nammn. 
足が滑るのは口が滑るよりましだ（口は災いのもと） 
 
Aware ny nsafufuo na w’aka  ahw. 
結婚はヤシ酒のように味見できない（ヤシ酒は、 初は甘いが時間がたつと味が悪くな

る。ヤシ酒はまずかったらはきだせばいいが、結婚はそうはいかない） 
 
Ↄbaa ho y f a, ẹfi ni kunu. 
美しい女性は夫から生まれる（女性が美しいのは、夫に大事にされるからだ） 
 
Wudi asm pa a, wunyin ky. 
良い行いをする者は長生きする 
 
Nyansa ny sika na w’akyekyere asiẹ. 
知識は集めて隠す金ではない（宝の持ち腐れ） 
 
Ọbi apde ne ọdo ̣mpọ nsono. 
野良犬の腸を好む者もいる（蓼食う虫も好き好き） 
 


