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A
a …するところの

a …ならば、…すれば

aane はい

Americani  複 Ame ricafo アメリカ人

B
ba 来る

ba 複 mma I.  子供

baa 複 mmaa II.  女
ababaa 複 mmabaa I.  若い女

babaa 複 mmamaa I.  娘
babma 複 mmamma I.  息子

baabi どこか

baer I.  ヤム

baako) 一

banku I.  バンク

bankye) 複 mmankye ) I.  キャッサバ

abasa 複 mmasa I.  腕
batakari 複 mmatakari  I.  （男性の）シャツ

abati 複 mmati  I.  肩
abatw 複 mmatw I.  ひじ

abaayaa 複 mmaayaa I.  少女

b / be ̣ 来て…する

ab 複 mm II.  ヤシの実

bebree たくさん

abmaa 複 mmmaa I.  少年

bma 複 mmma I.  男
bn 何の、どの

Abenaa 火曜日生まれの女の名前

benada 火曜日

abnkwan I.  ヤシスープ

aberewa 複 mmerewafo  I.  おばあさん

bese I.  コーラの実

ẹbi ひとつ、1か所、何か

bia I.  ビール

biaa 全ての

biibiaa 何でも、何も…ない

ọbibini 複 abibifo 黒人

biẹ 開ける

bịm 再び、他に

biọ 再び、他に

bisa 尋ねる
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b 打つ

    b dn/ nnn… …時になる

b II.  雲
bo  / bo ro  酔う

bo 複 mmo  II.  石、値段

boa 手伝う

  boaboa …ho) 荷造りする

aboboano I.  中庭

bde 複 mmde I.  プランテン

abdwe  I.  あご

bfo  創造主

bfo  複 abfo  猟師

bfo  複 abfo  使者

bf r I.  パパイヤ

bọkit I.  バケツ

k まあまあだ、ゆっくり

abọmuu I.  シチュー

bọnkum I.  左
abnten I.  外
abso 複 mmso I.  （女性の）スカーフベルト

bosome  I.  月、…月

bosome  a e ̣twaa mu 先月

bosome  a ye ̣bẹsi  mu 来月

bosome  biaa 毎月

bosome  i 今月

bt 複 mmt I.  袋
bra 来なさい（命令形）< ba 
abranaa I.  ベランダ

abrante  複 mmrante  I.  若い男

br 持ってくる

br 疲れる

abrb 複 mmrb I.  パイナップル

o ̣brọni 複 mmro ̣fo  白人

bu 折る、折れる、壊す、壊れる

bua 答える

abunabunu I.  ココヤムの葉のスープ

bunu （果物などが）未熟な

e ̣buo ̣ 複 mmuọ II.  巣
aburo ̣o ̣ I.  トウモロコシ

abusua I.  家族、親族

abusuafi e ̣ I.  家族の家

buta I.  やかん
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D
da 寝る、横たわる

da これまで

da 複 nna II.  日
da a e ̣twaa mu 先日

da ko  1日中

daa いつも、毎日

dabn いつ

daabi いいえ

dabiaa いつも、毎日

adaka 複 nnaka I.  箱
adamfo 複 nnamfo  I.  友達

dan 複 nnan II.  建物、家

d 甘い、おいしい

de （名前が）…という

de …でもって

ade 複 nnema II.  物
dea …の物（所有者名詞、所有者接語とともに）

de …に関しては

deho I.  デエホ

den 何

adn 何、なぜ

den 硬い、強い、（値段が）高い

adepamni 複 adepamfo  仕立て屋

adetnbea I.  売店

detnni 複 adetnfo  店員

di  食べる、…する、…である

di agoro  遊ぶ

di dwa 買い物する

di e ̣di kan まず

di kan 第一である

di mfe  …歳になる

di nkm おしゃべりする

didi 食べる（目的語ない場合） < di 
e ̣di n I.  名前

adinam I.  フォーク

adinkra I.  アディンクラ

di nn 静かな、静かに

d 愛する

d 草取りする

dodo とても

dko no I.  ドコノ

dkta 複 dktafo 医者
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dom 助ける

do ̣mpe ̣ 複 nnọmpe ̣ I.  骨
dn 複 nnn II.  鐘
dnhwere  複 nnnhwere  …時間

drbani 複 adrbafo ドライバー

du 重い

du   到着する

ẹdu 十

dua 耕す

adua I.  豆
e ̣dua 複 nnua I.  木
aduaba 複 nnuama I.  果物

aduanan 四十

aduane I.  食べ物、料理

aduasa 三十

duku 複 nnuku I.  （女性が頭を覆う）スカーフ

dum 消す

ọdunsini 複 adunsifo 伝統医

aduọk ro n 九十

aduọnu 二十

aduọnum 五十

aduọsi a 六十

aduọso n 七十

aduọwtwe  八十

o ̣duruyfo  複 aduruyfo  医者

DW
e ̣dwa II.  市場

adwa 複 nnwa II.  イス

adwaa I.  浴室

e ̣dwab I.  評議会、会議

o ̣dwadini 複 adwadifo 商人、売り手

o ̣dwan 複 nnwan II.  羊
o ̣dwannam I.  羊肉

dware 体を洗う、浴びる

adwe 複 nnwe  II.  ヤシの種

dwe n / dwe ne 思う

adwengo I.  ヤシの種の油

Adwoa 月曜日生まれの女の名前

dwo ada 月曜日

e ̣dwo ̣m II.  市場

dwo m 複 nnwo m II.  歌
adwuma 複 nnwuma I.  仕事
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E
   ̣ それ（生物）／それら（無生物）は

 （名詞の後ろに付いて）～はどうか

poot I.  空港

F
fa 取る

fa…so  …を通して

fa II.  半分、～の方

Mfanteni  複 Mfantefo  ファンテ族

afe  複 mfe  II.  年、…歳

afe  a ye ̣bẹsi  mu 来年

afe  biaa 毎年

afe  i 今年

f 美しい

fe  II.  おう吐物

afe e 複 mfe e II.  櫛
fm 貸す

afena 複 mfena I.  刀
fi    …から来る

fĩ  汚い

e ̣fi e ̣ 複 afi ẹ I.  家
e ̣fi i II.  垢
Afi a 金曜日生まれの女の名前

Ẹfi ada 金曜日

afikyire ̣ I.  裏庭

fi taa 白い

fi tani 複 afi tafo 車の修理屋

fo  登る、乗る

fo  安い

afo no I.  頬
mfo ̣nyin I.  写真

mfte  I.  シロアリ

fra （ントマを）着る

fra 混ぜる

mframa I.  風
f rankaa 複 mf rankaa I.  旗
afr aas 去年

fr 呼ぶ、電話する

ọfrikafo  複 afrikafo  ドライバー

afuọ 複 mfuọ II.  畑
fua 持つ
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fufuo ̣ I.  フフ

fufuọ 白い

fugu I.  （男性の）ドレス

funuma I.  へそ

futu 耕す

G
Gaana ガーナ

Gaanani 複 Gaanafo ガーナ人

gaare I.  ガリ

ngo II.  ヤシの実の油

go やわらかくなる

agọọ 失礼します

Angonani 複 Angonafo エウェ族

goro  遊ぶ

gu 置く

    gu…so （布などが）置いてある

GY
agya 複 agyanom II.  父、（血縁関係のない）おじさん

e ̣gya II.  火
gyae 放す、やめる

agyan 複 nnyan II.  弓矢

e ̣gyaare  I.  台所

gye 得る、もらう、代わる

gye…di  思う、信じる

gyeene I.  玉ねぎ

gyina 止まる

agyinamoa 複 nnyinamoa I.  猫
gylfraes I.  ジョロフライス

gyt I.  たばこ

H
ha 心配させる

aha ここ

ahaban 複 nhaban I.  葉
ahanan 四百

ahank ro n 九百

ahansi a 六百

ahanso n 七百

ahaanu 二百

ahanum 五百

ahanwtwe  八百
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ahaasa 三百

hata 乾かす

hatuu 軽い

haw II.  心配

ahe) いくら

hee どこ

hemaa 複 ahemaa I.  女王

hene 複 ahemfo II.  王様

hene 痒い

hia 必要とさせる、困らせる

ahina I.  瓶（かめ）

ahinfiẹ I.  宮殿

h そこ、あそこ

hoo I.  体、外側、近く、回り

hoan 誰、誰の

hohoro 洗う < ho ro 
hohoro…ho) （表面を）洗う

ahoma 複 nhoma I.  糸
hono 混ぜる

horo  洗う

hu 吹く

hu  hunu 見る

hua （においを）嗅ぐ

huru 沸く

HW
hw 見る

ahwede 複 nhwe de I.  さとうきび

hwehw 探す < hw
hwe ne I.  鼻
nhwere n I.  花

HY
hy 着る

hye 熱い、暑い

hyehy 着飾る < hy 
hynn 明るい、晴れた

hyia 会う

I
Ingrẹsini  複 Ingrẹsifo イギリス人
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J
Japanni 複 Japanfo 日本人

K
ka かみつく

ka 話す、言う

ka 運転する

ka 触れる

ka…ho 加える

kaa I.  車
ankaa I.  オレンジ

kaba 複 nkaba I.  （女性用の）ブラウス

kae 覚える

kaf ra ご愁傷さま

kak ra 少し

kan 読む

kan 数える

kan 1番の

kanea 複 nkanea I.  明かり

kari （重さを）はかる

kasa 複 nkasa I.  言語、…語

kasa 話す

kasa …ho) …に話しかける

kata 覆う

akataso I.  おんぶ布

nkate  I.  ピーナツ　

nkatenkwan I.  ピーナッツスープ

kawa 複 nkawa I.  指輪

ke ̣ntẹ I.  ケンテ

kse  大きい

ke te wa 小さい

k 行く

     kso  続ける

k / ko ̣ 行って…する

ko / koro 一（助数詞とともに）

ako ̣ 複 nko ̣ II.  オウム

ko  戦う

ko a 曲げる

ko ̣o ̣bi I.  干ティラピア

kde 複 nkde I.  鷲
Ko ̣fi  金曜日生まれの男の名前

kk 赤い

akok 複 nko k I.  ニワトリ
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koko  I.  胸
ko ̣o ̣ko ̣ I.  キビのお粥

ko ̣o ̣ko ̣o ̣ I.  カカオ

akoknam I.  鶏肉

akkoraa 複 nkkorafo  I.  おじいさん

km 空腹

km de… おなかがすいた

akoma I.  心臓

kmaade 複 nkmaade I.  ネックレス

ko ̣mm 静かな

kn I.  首
ko ̣ntọmre ̣ I.  ココヤムの葉

ako ̣nwa 複 nko ̣nwa I.  イス

ko raa 全然（…ない）

akoraa 複 nkoraa I.  （血縁関係のない）子供

Ako ̣sua 日曜日生まれの女の名前

ko ̣sua 複 nko ̣sua I.  卵
kt 複 nkt I.  カニ

ko ̣to ̣dwe ̣ 複 nko ̣to ̣dwe ̣ I.  ひざ

nk raak ra I.  トウガラシスープ

k raman 複 nk raman I.  犬
Nk ran アクラ（地名）

Nkrani ガ族

k rataa 複 nk rataa I.  紙、手紙

nk ro n 九

Akua 水曜日生まれの女の名前

o ̣kuani 複 akuafo  農民

Akuapemni 複 Akuapemfo  アクアペム族

kuay 農学

kubẹ 複 nkube ̣ I.  ココナッツ

kukuọ 複 nkukuọ I.  瓶（かめ）、食器（複数形で）

kum 殺す

o ̣kumaa 複 nkumaa I.  若者

Kumase  クマシ（地名）

o ̣kunu II.  夫
akura 複 nkura I.  ねずみ

e ̣kuro ̣ 複 nkuro ̣ II.  傷
e ̣kuro ̣ 複 nkuro ̣ I.  町
kuruwa 複 nkuruwa I.  コップ、カップ

kus ご愁傷さま

o ̣kusi ẹ 複 nkusi ẹ I.  野ネズミ
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KW
akwaaba ようこそ

Kwabena 火曜日生まれの男の名前

kwadu 複 nkwadu I.  バナナ

Kwadwo  月曜日生まれの男の名前

Kwaaku 水曜日生まれの男の名前

Kwaame 土曜日生まれの男の名前

kwan 複 akwan II.  道
nkwan II.  スープ

kwansn 複 nkwansn I.  なべ

Akwasi  日曜日生まれの男の名前

Kwasi ada 日曜日

kwata I.  らい病

kway I.  森

KY
kyare wate I.  ビーチサンダル

kyawkyaw I.  革のサンダル

ky 分ける

ky 複 nky II.  帽子

kye   kye re  捕まえる

kyea あいさつする

nkyea I.  あいさつ　< kyea
kyeame e 複 akyeame e I.  オチアメ

akyde 複 nkyde I.  プレゼント

kyn 勝る

nkyn I.  横
kye na 明日

kye na akyi  あさって

nkyene II.  塩
kynsee 複 nkynsee I.  ボウル

kyer 教える

kyerkye rni 複 akyerkye rfo 先生

akyi I.  背中、後ろ

kyini I.  傘
akyire ̣i 後で

L
lre I.  ローリー

M
Ama 土曜日生まれの女の名前
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ma あげる

ma…kwan 許す

maadwo こんばんは

maaha こんにちは

mako ̣ I.  トウガラシ

maakye おはよう

maame お母さん

maame 複 maamefo  II.  母（の姉妹）、（血縁関係のない）おばさん

amane II.  いわし

amangọ I.  マンゴ

Manhyia マンシア（地名）

mankani I.  ココヤム

amanne I.  用件、伝言

Mampn マンポン（地名）

amee どうぞ

me / mi 私は

me / mi 私の

me 私を、私に

medaase ありがとう

mmensa 三

Me me neda 土曜日

mene I.  のど

me ne 飲み込む

mepaakyw どうか、すいませんが

mia 握る

mmie ̣nu 二

mo   m あなたたちは

mo / mu あなたたちの

mo o II.  米
moa つぶす

moma I.  おでこ

mo no 新しい

mo ̣nto ̣ I.  タバコの葉

mr I.  爪
m re k I.  ミルク

e ̣mu I.  中
mukaase  I.  台所

N
na そして（強調）

na そして

na II.  母、（血縁関係のない）おばさん

anaa …ですか、…しますか
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anadwo I.  夜
nam II.  肉
nam 鋭い

nan 複 nnan I.  脚
nan 四

nana 複 nananom II.  祖父母、首長

nana 複 nananom I.  孫
nane 溶ける

nanka I.  へびの一種

nansa 3日間

nansa yi  最近

ananse I.  クモ

naanso でも

nantabono 複 nnantabono I.  足
nante 歩く

nantwiẹ 複 nnantwiẹ I.  牛
nantwinam I.  牛肉

naanu 2日間

anaas または

naawtwe  …週間、週

naawtwe  a ẹtwaa mu 先週

naawtwe  a yẹbẹsi  mu 来週

naawtwe  biaa 毎週

naawtwe   今週

n そして

nn 今日

ne …と

ne …である（性質、内容が一致）

ne /ni 彼／彼女／それ(生物、無生物)／それら(無生物)の

ne そして

ne じゃあ

nnan 4日間

nẹnsi a 6日間

nẹnum 5日間

anii I.  目
ani gye うれしい

ni これは…である

nni …にない、いない

niẹ これは…である

nifa) I.  右
nim 知っている

anim I.  顔、前

o ̣nipa 複 nnipa I.  人
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no その、あの

no 彼／彼女／それを、彼／彼女／それに

no それ、あれ

anoo I.  口
noa 料理する、ゆでる

nok re  事実、本当のこと

nom 飲む

anomaa 複 nnomaa I.  鳥
anpa I.  朝
nnra 昨日

nnra akyi  おととい

o ̣nua 複 anuanom II.  兄弟姉妹

ọnuabaa 複 nnuamaa II.  姉妹

o ̣nuabma 複 nnuamma II.  兄弟

ẹnufo  I.  乳房

num 吸う

e ̣num 五

NW
nwe n / nwe ne 織る

nnwii II.  毛

NY
nya 得る

nyaa 遅い

nyaadoa I.  なすび

O ̣nyame I.  神
nyane 目覚める

O ̣nyankopn I.  神
nyem 妊娠する

nyin 成長する

nyono 苦い、まずい

anyum re  I.  夕方

nyunu 寒い、冷たい

nnyunu II.  夕暮れ

O
   彼／彼女／それ（生物）は

o ̣ọ 挨拶のあとにつける間投詞

P
mpa II.  ベッド

ampa 本当に
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pa 良い

pa 動く、外す

pa...ho ) すぎる

pa kyw 謝る

paa とても

mpaboa I.  くつ、サンダル

pae 割る

pam 縫う

pane 複 mpane I.  針
paanoo I.  パン

apantan I.  顎
o ̣panyin 複 mpanyinfo  I.  老人

papa I.  うちわ

papa とてもよく < pa 
papa II.  父（の兄弟）、（血縁関係のない）おじさん

paapa お父さん

apaso 複 mpaso I.  ハサミ

apataa 複 mpataa I.  魚
p 欲する、好む

p s …したい

pbre  I.  ハマッタンの季節

pe ̣gya 持ち上げる、拾い上げる

pem たたく

apem 千

ampẹsi ẹ I.  アンペシ

apẹte ̣hyi I.  アペテシ

pii たくさん

pi a 押す

pĩ a 複 mpĩ a I.  槍
pie ̣ I.  寝室

pi e ̣to ̣ I.  パンツ

pĩkaa （液体が）濃い

pi n 動く

po II.  海
pofoni  複 apofofo  漁師

mpo ma I.  窓
poma 複 mpoma I.  杖
pnk 複 mpnk I.  馬
apnkye 複 mpnkye I.  ヤギ

pono 複 apono II.  ドア、テーブル

ps I.  財布

po ̣sufese I.  郵便局

pot すりつぶす
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pra 掃く

prako ̣ 複 mprako ̣ I.  豚
prako ̣nam I.  豚肉

mp r …回

prte 複 mprte I.  皿
pusu 振る

R
Aratani 複 Aratafo ナイジェリア人

rdeo I.  ラジオ

rstran I.  レストラン

S
sa 踊る

sa 汲む

sa 治る

nsa I.  手
nsa II.  酒
saa 本当に、そのように

saaa? 本当？

ansa) まず

ansa) na …する前に

nsafufuọ I.  ヤシ酒

sam II.  小麦粉

san 戻る

san ba 帰ってくる

san k 帰っていく

Asantehene アサンテ王

Asanteni 複 Asantefo  アサンテ族

asaase I.  地面

asaso  II.  居間

s …のように

s …ということ

s もし

s… a もし…ならば

se e I.  歯
ase I.  下
se 壊す

se kan 複 nse kan I.  なた

sekanmo a 複 nsekanmo a I.  包丁

asm 複 nsm II.  話
sn どうだ、どのように、いくら

nsensan I.  草
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se r I.  太もも

se r I.  ペソア

nsesa) I.  おつり

se ̣e ̣se ̣i 今

se ̣e ̣si aa 今

sewaa 複 sewaanom II.  おばさん（父方の）

si  洗う

nsi a 六

si di I.  セディ

sii di I.  CD
sie ̣ 隠す

sika I.  お金

sika ako ntabuọ 会計学

sikabt I.  財布

asikyi re ̣ I.  砂糖

sima …分

sini  I.  映画

sisi ẹ I.  腰
s つかむ

s… mu …を握る

as 複 ns II.  鍬
so  大きくなる

so  I.  上
nso  …も

asoo I.  耳
soa 頭に載せて運ぶ

so ̣fi 複 nso ̣fi I.  シャベル

sfo  複 asfo  牧師

so m 信仰する

asomaade 複 nsomaade I.  イヤリング

nson 七

so no 複 aso no II.  ゾウ

sre 立つ、起きる

asre  複 nsre  II.  教会

sra 塗る

sra あいさつする

sram I.  月
srani 複 asrafo  兵士

sr お願いする

s r II.  草
ẹs re ̣m II.  サバンナ

sre ̣ẹti I.  スカート

sro ̣ 恐れる
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ns ro ̣ma I.  星
st I.  お店

su) 泣く

nsuọ II.  水、雨

sua 学ぶ

sua ade 勉強する

o ̣suani 複 asuafo  学生

suapn 複 asuapn I.  大学

sukuu I.  学校

sum 押す

sum 暗い

nsuọmunam I.  魚
nsutene I.  川

T
ta 複 nta II.  すりこぎ

taa しばしば

ataade 複 ntaade I.  服
taksi I.  タクシー

ntamuu I.  近く

tan 嫌う

tase 集める

te （状態が）…である、住んでいる

te  分かる

te  破る

te…so  （値段を）まける

te)e) まっすぐ

te a 叱る

te aa 細い、やせた

tf r I.  ゴキブリ

tkrma I.  舌
ntm 早く

tena 住む

tena ase 座る

atere  複 ntere  I.  スプーン

ntte a I.  アリ

tetem r 昔

nti そして、だから

ẹti  I.  頭
tia 踏む

ti a 短い、背が低い

tiafi  I.  トイレ

tii bi I.  テレビ
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tie ̣ 聞く

to  投げる、撃つ、置く

to…mu 閉める

to…nwo m 歌う

to…so  足す、…番目である

t 買う

to  焼く

to  I.  おしり

toa 複 ntoa I.  ボトル

aa 時々

atoko  I.  キビ

ntoma I.  衣装用の布

tn 売る

Ntonso  ントンソ（地名）

ntontom I.  蚊
ntọọs I.  トマト

atosode 複 ntosode  I.  野菜

t raa 薄い

tu 抜く

tua 支払う

tumm 黒い

tumi …できる

tuntum  黒い < tumm

TW
twa  （写真を）撮る

twa 切る

twa ) ) 通り過ぎる

o ̣twa 切り傷 < twa 
twn 待つ

twi  （ブラシで）洗う

twi  運転する

Twii アカン語

twor 書く

W
anwa II.  食用油

wad ro ̣ 複 nwad ro ̣ I.  臼
waakye  I.  ワーチ

nwansena I.  ハエ

ware 遠くなる

ware 結婚する

we  噛む
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we ̣i 複 we ̣inom これ

wesa I.  こしょう

wesa 噛む

awewa 複 nwe wa I.  すりばち

wia 盗む

awia I.  太陽、昼

wie ̣ 終える

e ̣wi ẹm II.  空、天気

w 押す、搗く

w …で、…にいる／ある

w …を持っている

w di n w…mu …で有名な

wo    あなたは

wo あなたを、あなたに

wo  産む

awo II.  出産　< wo  
wfa 複 wfanom II.  おじさん（母方の）

wfaase 複 wfaasenom I.  甥姪（男の場合姉妹方の、女の場合兄弟方の）

wha 百

wma 複 nwma I.  杵
nwo ma I.  本
wn / wo ̣n 彼ら／それら（生物）は

wn /wo ̣n 彼ら／それら（生物）の

woso 振る

nwtwe  八

ww 複 nww I.  蛇
wu 死ぬ

Wukuada 水曜日

o ̣wuọ II.  死　　< wu  
wura 入る

o ̣wura 複 awuranom II.  （血縁関係のない）お兄さん／おじさん

e ̣wura 複 nwura I.  茂み

awuraa 複 nwuraa I.  （血縁関係のない）お姉さん／おばさん

Awurade I.  神

Y
ya 辛い

Yaa 木曜日生まれの女の名前

yaa 挨拶の返事

yafunu I.  おなか

aak ご愁傷さま

yam すりつぶす

yare 複 ayare I.  病気
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ayaresabea I.  病院

yaw  II.  痛み

Yaw 木曜日生まれの男の名前

Yawada 木曜日

y 良い

y …である

ny …ではない

y   ̣ 私たちは

y   ̣ 私たちの

y 作る、する

y ade よくやる

yere  複 yere nom I.  妻
yi これ、この < we ̣i 
yi 動かす

yie ̣ よく、うまく

ayie ̣ II.  葬式

o ̣yifo 複 ayifo 床屋

yira 失くす、（道に）迷う

yọo ̣ よろしい、OK
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