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前書き 
 
本テキストは、2018 年度、東京外国語大学アジアアフリカ言語文

化研究所主催の言語研修「土族語」のために編纂されたわが国で初め

ての文法書である。 
土族語とは、中国・青海省の互助土族自治県と民和回族土族自治県

を中心に居住している土族（中国の 55の少数民族の一つ）によって
話されているモンゴル系の無文字言語である。言語学的には、中国の

甘粛・青海省におけるモンゴル系孤立的諸言語、通称「河湟（かこう）

語」の一つに位置付けられ、とりわけ保安（バオアン）語・東郷（ド

ンシャン）語・康家（カンジャ）語の三つの言語とは、比較的近い関

係にあると考えられている。 
土族語の方言は、互助土族自治県で話される互助方言（自称はモン

グォルMongghul）と、民和回族土族自治県で話される民和方言（自
称はマングォアMangghuer）に大別されるが、話者人口は、互助方言
が推定 10万人余り、民和方言が推定 1万人余りである。ただし、両
方言差は、比較的大きく、相互のコミュニケーションは困難だと言わ

れている。 
本言語研修テキストは，上記の方言のうち、話者人口が少ない土族

語・民和方言を取り扱ったものである。従来当該言語に関する文法記

述が希少なため、本テキストは、今後モンゴル系言語全体を正確に把

握するうえで極めて重要な資料となるものと大いに期待されよう。 
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第 1課	 民和土族語の文字と発音 
 

土族語表記 国際音声記号 語例 意味 

1. 短母音    

a [ɑ] ana 母 

o [o] bosi 布 

e [ǝ] ge 言葉 

i [i] ni これ 

 [ɪ]（子音 s，c，z の

後で） 
asi 家畜 

u [u] wula 山 

2. 二重母音    

ai [ɑi] terghai 頭 

ei [ǝi] geigan 明るい 

ao [ɑo] mao 悪い 

uo [uo] moduo ズボン 

ou [ou] goujia 垢 

iu [iu] miuri 猫 
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ie [iǝ] tierge 車 

ue [yǝ]  xueqin 紫 

ua [ua] guanjilie 布団 

ia [ia] wolian 雲 

3. 三重母音    

uai [uɑi] nughuai 犬 

 [iɑo] diao 妹、弟 

4. 子音    

b [b] aba 父 

p [p] pobu 肺 

m [m] mori 馬 

d [d] dalu 肩 

t [t] tashi 石 

n [n] nukuo 穴 

l [l] lu 竜 

g [g] gaga 兄 
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k [k] kuguo 青い 

h [x] huru 種 

j [ʥ] ji 市場 

q [ʨ] qidai 漢族 

x [ɕ] xujun 娘 

zh [dʐ] zhao 針 

ch [tȿ] chuna 狼 

sh [ȿ]  shudu 歯 

r [r] ruang 場所 

z  [ʣ] zuonuo 蜂 

c  [ʦ] cuduer 川 

s [s] suzu 水 

y [j] yama 食事 

w [w] weilie 仕事 

gh [ɢ] gha お碗 

kh [q] khura 雨 
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5. その他の注意すべき発音 

an [ɑn] andige 卵 

in [in] boghuolin 低い 

en [ǝn] wenduer 高い 

 [m] enba- 泳ぐ 

 [n] enta- 寝る 

ang [aŋ] angcidong 美味しい 

eng [ǝŋ] khedeng 硬い 

ong [oŋ] ongghuasi （家畜、人

間）の毛 

er [ɚ] ertang 金 

  dier 服 

wu [u] wula 山 

 

  



5 
 

アクセント 

土族語・民和方言では、単語の 終音節にアクセントが来る。 

2音節語 shudu [ȿudú] 歯 khara [qará] 黒い mergha [mɚɢá] 帽子 

3音節語 angcidong [aŋʦɪdóŋ] おいしい cuduoruo [ʦuduorúo] 中、内 

4音節語 motu-ghulu [motúɢulú] 木で hangburawa [xaŋburawá] 休もう 
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第 2課	 格語尾 その１ 
	

土族語民和方言の語順は SOV、すなわち「主語+目的語+動詞」である。動詞は

文末に来る。形容詞は基本的には被修飾名詞の前に置かれる。典型的な膠着語で

ある。	

	

普通名詞の格形式	

格	 形式	 意味	

1. 主格 -ゼロ	 〜は、が	

2. 属格 -ni 〜の(所属、所有)	

3. 対格 -ni 〜を(目的)	

4. 与位格 -du 〜に、〜で	

(対象、場所、空間)	

5. 接点格 -di 〜で、〜に	

(交通手段、空間の点、時間の点)	

6. 奪格 -sa 〜から、〜より	

(起点、比較)	

7. 接点奪格 -la 〜から(…まで)	

(特定の場所の起点から)	

8. 造格 -ghulu (〜-la) 〜で(材料、手段)	

9. 共同格 -la 〜と(共同)	

「連合格」という場合もある	

10. 方向格 -ji〜-jiji 〜の方へ(方向）	

 

例えば motu(木)、tierge(車)は次のように変化する。 

motu（主格）： motu-ni（属格）motu-ni（対格）motu-du（与位格）motu-di（接

点格）motu-sa（奪格）motu-ghulu（造格）motu-la（共同格）motu-

jiji（方向格） 

tierge（主格）： tierge-ni（属格）tierge-ni（対格）tierge-du（与位格）tierge-di（接

点格）tierge-sa（奪格）tierge-ghulu（造格）tierge-la（共同格）

tierge-jiji（方向格） 
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1. 主格：ゼロ標識	

用例：	

(１）	 qijighe saihang bang 

 花 美しい COP （花は美しいです） 

(２）	 gher arong bang 

 手 清潔な COP （手は清潔です） 

(３）	 biesi nangghuang bang 

 草 薄緑 COP （草は薄緑です） 

	

2. 属格：名詞の後ろに格語尾-niをつける。日本語の（の）に当たる。 

例(１）、(２)、(３)は所有、所属という意味を表す。	

用例：	

（１） bulai -ni moduo 

 子供 GEN ズボン （子供のズボン） 

（２） kheghai -ni zhuopeng 

 豚 GEN エサ箱 （豚のエサ箱） 

（３） ger -ni kong 

 家 GEN 人 （家の人） 

	

3. 対格：名詞の後ろに格語尾-niをつける。日本語の(を)に当たる。 

例(１）、(２)、(３)は動詞の目的語として用いられる。	

用例：	

（１） yama -ni di -nu 

 食事 ACC（目的） 食べる INT （食事を食べますか） 

（２） weilie -ni ge -nu  

 仕事 ACC（目的） する INT （仕事をしますか） 

（３） dier -ni ghua -nu 

 服 ACC（目的） 洗う INT （服を洗いますか） 
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4. 与位格：名詞の後ろに格語尾-duをつける。日本語の（に、で）に当たる。 

例（１）、（２）は対象を表す。例（３）は場所を表す。例（４）は夏、冬などの

特定の時期を表す。 

用例：	

（１） mori -du biesi hu -ba 

 馬 DAT（対象） 草 与える （過去） 

 （馬に草をやりました） 

（２） ana -du nukuerber -serbang 

 母 DAT（対象） 手伝う （過去からの継続） 

 （母をずっと手伝っています） 

（３） yuanzi -du teghao tiejie -lang 

 庭 DAT 鶏 飼う （現在・継続習慣） 

 （庭で鶏を飼っています） 

（４） nazher -du kuer-ku amula sao -lang 

 夏 DAT（空間） 至る 果物 実る （現在・継続習慣） 

 （夏になると実ります） 

	

5. 接点格：名詞の後ろに格語尾-diをつける。日本語の（で、に）に当たる。 

例（１）と（２）は交通手段を表す。ただし、例（３）は空間の点を表す。例（４）

は時間の点を表す。さらに、例（５）は原因・理由を表す。この格は、diere（上）

に由来する可能性がある。 

用例:	

（１） mori -di wuni-ku langla -la xi -ni 

 馬 CON（交通手段） 乗る 遊ぶ PUR 行く （未来） 

 （馬に乗って遊びに行きます） 

（２） tiermershibao -di sao-ku riben -du xi -ni 

 飛行機 CON（交通手段） 乗る 日本 LOC 行く （未来） 

 （飛行機に乗って日本へ行きます） 

（３） wula -di gher-ku khuoluo -jiji nao-ku duruang bang 

 山 CON 登る 遠い DIR 見る 好み EX 

 （山に登って遠くを眺めてみたい） 
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（４） shulian -ni shidian -di enta -labi 

 夜 GEN 10時 CON 寝る （現在・習慣） 

 （夜の 10時に寝ています） 

（５） gan ni kheri -di wulan chengshitu -jiang 

 彼女 この 事件 （原因） 多い 誠実になる （過去） 

 （彼女はこの事件でもっと誠実になりました） 

 

  



10 
 

第 3課	 格語尾 その２ 
 

6. 奪格：名詞の後ろに格語尾-saをつける。日本語の（〜から、〜より）に当た

る。例（１）、（２）は起点を表す。例（３）、（４）は比較を表す。また例（５）

のように、直後の動詞によって奪格を要求する場合もある。 

用例：	

（１） chuguduer tierge -ni sao ger -sa ri -ba 

 昨日 車 ACC 乗る 家 ABL（起点） 来る （過去） 

 （昨日車に乗って家から来ました） 

（２） nukuo -sa khuerghai gher-ji ri -jiang 

 穴 ABL（起点） 虫 出る 来る （過去） 

 （穴から虫を出てきました） 

（３） gansi -sa mieshi kuer -ba 

 彼ら ABL（比較） 前 着く （過去） 

 （彼らより前に着きました） 

（４） bulaidiao damei -sa wenduer bang 

 弟 私 ABL（比較） 高い COP 

 （弟が私より高いです） 

（５） khamu kong abulin -sa ayi -lang 

 すべての 人 幽霊 ABL 恐れる （現在・継続習慣） 

 （すべての人は幽霊を恐れています） 

	

7. 接点奪格：一部の名詞語幹に格語尾-laを接続し、（特定の場所の起点）を表し

（〜から）を意味する。 

zhagha-la 上から （< zhagha上） 

duoruo-la 下から （< duoruo下） 

dongda-la 真ん中から （< dongda真ん中） 

gher-la 手から （< gher手） 

ghuya-la 脚から （< ghuya脚） 

nimian-la こちらから （< nimianこちら） 

timian-la そちらから、あちらから （< timianそちら） 

taotimian-la あちらから （< taotimianあちら） 
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ger-la 家から （< ger家） 

 

この接点奪格-laは、奪格-saと意味的に類似している点があるため、上記６.（３）

の文は、次の（１）の文と交替できる。 

用例：	

（１） gansi -la mieshi kuer -ba 

 彼ら CON ABL（比較） 前 着く （過去） 

 （彼らより前に着きました） 

（２） zhagha -la duoruo -ji diaoli bao -jiang 

 上 CON ABL 下 DIR（の方へ） 飛ぶ 降りる （過去） 

 （上から下へ飛び降りました） 

	

8.造格：名詞の後ろに格語尾-ghulu（〜-la）をつける。日本語で「で」に当たる

場合が多い。例（１）、（２）、（３）は材料を表す。例（４）は手段を表す。例（５）、

（６）は基準（〜で、〜において）の意を表す。	

用例:		

（１） dimei ghuru -ghulu/-la sa -sang ni bang 

 パン 小麦 INS 作る （過去） PPE COP 

 （パンは小麦粉で作られたのです） 

（２） dier bosi -ghulu/-la sa -sang ni bang 

 服 布 INS 作る （過去） PPE COP 

 （服は布で作られたのです） 

（３） ni lanban motu -ghulu/-la sa -sang ni bang 

 この まな板 木 INS 作る （過去） PPE COP 

 （このまな板は木で作られたのです） 

（４） ghaduer -ghulu/-la ghazhuer -ku 

 鎌 INS 畑 GEN 

 biesi -ni ghadu -la xi -ni 

 草 ACC 刈る PUR 行く （未来） 

 （鎌で畑の草を刈りに行きます） 
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（５） ger cuduoruo shao -ghulu zangnang ni 

 家 中 ほこり INS 汚い （詠嘆） 

 （家の中はほこりで汚いなあ） 

（６） gaidao -du kong -ghulu zhigeda -ji 

 町 DAT 人 INS 混雑する （詠嘆） 

 （町に人が混んでいるなあ） 

	

ただし、使役（〜に…させる）の動作主（〜に）としては、もっぱら	-laを用い

ることに注意されたい。	

	

（７） gan ger -du -lang diao -la yama -ni 

 彼 家 -LOC REF-POS 弟 INS 食事 ACC 

 chinagha -lang 

 作る（CAU） （現在・継続習慣） 

 （彼は家で弟に食事を作らせています） 

（８） dier -ni ana -la ghuagha -sa gezai guang 

 服 ACC 母 INS 洗う COND 良い NEG 

 （服をお母さんに洗わせたら良くない） 

	

9. 共同格：名詞の後ろに格語尾-laをつける。基本的には-la hangtu（〜と一緒に）

という形で共同格を表す場合が多い（例（１））。ただし、「aと b」のように名詞

を並列する場合には ma で共同格の意味を表すことができる（参照）。一部の文

法書では「連合格」という場合もある。 

用例:	

（１） qi wula -du kan -la hangtu xi -ba 

 あなた 山 DAT  誰 COM 一緒に 行く （過去） 

 （あなたは山に誰と一緒に行きましたか） 

 aba -la hangtu xi -ba 

 父 COM 一緒に 行く （過去） 

 （父と一緒に行ました） 
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（２） gan wula -du kan -la hangtu xi -ji 

 彼 山 DAT 誰 COM 一緒に 行く （過去） 

 （彼は山に誰と一緒に行きましたか） 

（参照）: khudang -du khuoni ma huguer tiejie -serbi 

 家畜小屋 DAT 羊 と 牛 飼う （過去からの継続） 

 （家畜小屋で羊と牛をずっと飼っています） 

	

10. 方向格：名詞の後ろに格語尾-ji〜-jiji をつけて方向の意味を表す 日本語の

（〜の方へ、〜へ）に当たる。 

用例：	

（１） moran bianzi -jiji pudera -ba 

 黄河 岸 DIR 走る （過去） 

 （黄河の岸の方へ走りました） 

（２） shibao zhagha -jiji musi you -ba 

 鳥 上 DIR 飛ぶ 行く （過去） 

 （鳥が上の方へ飛んで行った） 
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第 4課	 人称代名詞 
	

1.	１人称代名詞	

	

1人称 

 単数 複数 

主格 bi 私 dasi / da 私たち 

属格 mu-ni 私の dasi-ni / da-ni 私たちの 

対格、

与位格 
damei-du 私を/に dasi-du / da-du 私たちを/に 

奪格 damei-sa 私から dasi-sa / da-sa 私たちから 

接点格 muni-di 私に dasini-di / dani-di 私たちに 

共同格 damei-la 私と dasi-la / da-la 私たちと 

方向格 
muni-ji 

muni-jiji 
 私の方へ 

dasini-ji / dani-ji 

dasini-jiji / dani-jiji 
 私たちの方へ 

	

第 1人称では、主語は biだが、対格、与位格、奪格、共同格では、同じ語幹 damei

を用いる。一方、属格と接点格、および方向格を表す場合は mu-niを用いる。 

用例：	

（１） bi xuesheng bi 

 私 学生 COP （私は学生です） 

（２） muni ger shuguo bi 

 私 家 大きい COP （私の家は大きいです） 

（３） damei -du qianbi bi 

 私 LOC 鉛筆 COP （私に鉛筆があります） 

（４） muni -di bao kerla 

 私の CON PRO 投げる （私のほうに投げるな） 

（５） damei -sa jielie 

 私 ABL 借りる  （私から借りなさい） 

（６） damei -la hangtu ri -sang kong 

 私 COM 一緒に 来る （過去） 人 （私と一緒に来た人） 

（７） muni -jiji kerla 

 私 DIR 投げる  （私の方へ投げなさい） 
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2. ２人称代名詞 

	

２人称 

 単数 複数 

主格 qi あなた tasi あなたたち 

属格 qi-ni あなたの tasi-ni あなたたちの 

対格、 

与位格 
qimei-du あなたを/に tasi-du あなたたちを/に 

奪格 qimei-sa あなたから tasi-sa あなたたちから 

接点格 qini-di あなたに tasini-di あなたたちに 

共同格 qimei-la あなたと tasi-la あなたたちと 

方向格 qini-ji 

qini-jiji 
あなたの方へ 

tasini-ji 

tasini-jiji 
あなたたちの方へ 

	

第 2 人称の単数では、対格、与位格、奪格、共同格で同じ語幹、qimeiを用いる。

ただし、属格と接点格、及び方向格では、qi-niを用いる。 

用例：	

（１） qi xiabier kong biu 

 あなた 漢 人 COP+INT 

 （あなたは漢族ですか） 

（２） qi -ni gher khalong biu 

 あなた GEN 手 暖かい COP+INT 

 （あなたの手が暖かいですか） 

（３） qimei -du guanjilie biu 

 あなた LOC 布団 COP+INT 

 （あなたに布団がありますか） 

（４） qi -ni -di zanke -ji ri -jienu 

 あなた GEN CON 跳ねる 来る INT （過去） 

 （あなたの体に跳ね上がりましたか） 

（５） qimei -sa bao kerli -a 

 あなた ABL PRO 欲しがる VOL 

 （あなたから欲しがらないでおこう）  
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（６） qimei -la hangtu ri -sang kong 

 あなた COM 一緒に 来る （過去） 人 

 （あなたと一緒に来た人） 

（７） qi-ni -jiji lai kerla 

 あなた DIR NEG 投げる  

 （あなたの方へ投げません） 

	

3. 第 3人称代名詞 

	

３人称	

	 単数	 複数	

主格	 gan 彼、彼女	 gansi	 彼ら、彼女ら	

属格、対格	 gan-ni	 彼の/を	 gansi-ni	 彼らの/を	

与位格	 gan-du	 彼に	 gansi-du	 彼らに	

奪格	 gan-sa	 彼から	 gansi-sa 彼らから	

接点格	 ganni-di	 彼に	 gansini-di 彼らに	

共同格	 gan-la	 彼と	 gansi-la	 彼らと	

方向格	
ganni-ji 

ganni-jiji 
	 彼の方へ	

gansini-ji 

gansini-jiji 
	彼らの方へ	

	

３人称には、単数、複数を問わず男女の性の区別がない。	

用例：	

（１） gan sertuer kong bainu 

 彼 回族 人 COP+INT 

 （彼は回族ですか） 

（２） gan -ni ger khalong bainu 

 彼 GEN 家 暖かい COP+INT 

 （彼の家は暖かいですか） 

（３） gan -du aba bainu 

 彼 LOC 父 COP+INT 

 （彼にお父さんがいますか） 
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（４） gan -ni -di bao nao 

 彼 GEN CON PRO 見る 

 （彼を見ないでください） 

（５） gan -sa bao kerli -a 

 彼 ABL PRO 欲しがる VOL 

 （彼から欲しがらないでおこう） 

（６） gan -la hangtu xi -sang kong 

 彼 COM 一緒に 行く （過去） 人 

 （彼と一緒に行った人） 

（７） gan -ni -jiji bao kerla  

 彼 GEN DIR PRO 投げる  

 （彼の方へ投げるな） 
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第 5課	 再帰代名詞・人称代名詞の再帰所有形 
	

1. 再帰代名詞の再帰所有形 

単数	 jie-lang / jian-lang 自ら、自身	

複数	 jianjian-lang  

jiesi-lang 

各自	

自分たち、自分自身	

用例：	

（１） ge -ni ge -ku jie/jian-lang ge 

 する （未来） 言う COND 自ら する 

 （したいなら自らしなさい） 

（２） gansi jianjian -lang ger -lang you -jiang 

 彼ら 各自 REF-POS 家 REF-POS 帰る （過去） 

 （彼らは各自自分の家へ帰りました） 

（３） niker weilie -ni jiesi -lang ge gha 

 これくらい 仕事 ACC 自分たち REF-POS する CAU 

 （これくらいの仕事は自分たちでさせなさい） 

（４） gansi jie -lang ger baigha -jiang 

 彼ら 自分 REF-POS 家 建てる （過去） 

 （彼らは自ら家を建てました） 

 

2. 人称代名詞の再帰所有形 

単数 再帰所有 意味 

1人称 bi jie-lang / jian-lang 私自身 

2人称 qi jie-lang / jian-lang あなた自身 

3人称 gan jie-lang / jian-lang 彼/彼女自身 

用例：	

（１） ni qijighe -ni bi jie-lang/jian-lang tari -ni 

 この 花 ACC 私 自身 植える （未来） 

 （この花を私自身が植えます） 
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（２） ti yama -ni qi jie-lang/jian-lang di 

 あの 食事 ACC あなた 自身 食べる 

 （あの食事をあなた自身が食べなさい） 

（３） ti shuer -ni gan jie-lang/jian-lang jiari -kunang 

 あの 箸 ACC 彼女 自身 使う （未来） 

 （あの箸は彼女自身が使います） 

 

複数 再帰所有 意味 

1人称 dasi-lang / da-lang 私たち自身 

2人称 tasi-lang あなたたち自身 

3人称 gansi-lang 彼ら/彼女たち自身 

用例： 

（１） dasi-lang ning-du hangbura -wa 

 私たち自身 ここで 休憩する VOL 

 （私たち自身はここで休憩しましょう） 

（２） tasi-lang kejie ning-du ri -ba 

 あなたたち自身 いつ ここに 来る （過去） 

 （あなたたち自身はいつここに来ましたか） 

（３） gansi-lang ger -lang you -ba 

 彼女たち自身 家 REF-POS 帰る （過去） 

  （彼女たち自身は自分の家へ帰りました） 
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第 6課	 再帰所有語尾 
 

再帰所有語尾-langを接続して（自分の〜）の意を表す。 

格 形式 意味 

1. 対格 -lang（*-ni-langはない） 自分の〜を（目的） 

2. 与位格 -du-lang 自分の〜に、自分の〜で 

（対象、場所、空間） 

3. 接点格 -di-lang 自分の〜で、自分の〜に 

（交通手段、空間の点、時間の点） 

4. 奪格 -sa-lang 自分の〜から、自分の〜より 

（起点、比較） 

5. 接点奪格 -la-lang 自分の〜から（…まで） 

特定の場所の起点から 

6. 造格 -ghulu-lang（~-la-lang） 自分の〜で（材料、手段） 

7. 共同格 -la-lang 自分の〜と（共同）「連合格」という

場合もある 

8. 方向格 -jiji-lang~/-ji-lang 自分の〜の方へ（方向） 

 

対格用例： 

（１） bi ni dier -lang qimei -du hu -a 

 私 この 服 （自分の） あなた LOC 与える VOL 

 （私はこの服をあなたにあげよう） 

（２） naoduer chersi wugui -dali gan-ni -ge-lang damei -du 

 今日 紙 ない （原因） 彼の PN REF-POS 私 LOC 

 hu -ba 

 与える （過去） 

 （今日は紙がないので、彼自身のものを私にくれました） 
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注：「自分の〜を」（対格-lang）のパターンには、いくつかの例が見られる  

a. naoduer chersi wugui-dali gan chersi -lang damei-du hu -ba 

 今日 紙 ない（原因） 彼 紙 REF-POS 私 LOC 与える （過去） 

 （今日は紙がないので、彼は自分の紙を私にくれました） 

b. naoduer chersi wugui-dali gan jieni chersi-lang damei -du 

 今日 紙 ない（原因） 彼 REF-PRO 紙 REF-POS 私 LOC 

 hu -ba 

 与える （過去） 

 （今日は紙がないので、彼は自分自身の紙を私にくれました） 

c. naoduer chersi wugui-dali gan jieni -ge -lang damei -du 

 今日 紙 ない（原因） 彼 REF-PRO PN REF-POS 私 LOC 

 hu -ba 

 与える （過去） 

 （今日は紙がないので、彼は自分自身のものを私にくれました） 

d. naoduer chersi wugui-dali （gan） gan -ge -lang damei -du 

 今日 紙 ない（原因） （彼） 彼の PN REF-POS 私 LOC 

 hu -ba 

 与える （過去） 

 （今日は紙がないので、彼は自分自身のものを私にくれました） 

 

与位格用例： 

（１） gan ger -du -lang you -ji wuda -jiang 

 彼 家 LOC REF-POS 帰る （結合） 時間が経つ （過去） 

 （彼は自分の家に帰って時間が経ちました） 

（２） laoshi xuexiao -du -lang xi -jiang ba 

 先生 学校 LOC REF-POS 行く （過去） だろう 

 （先生は自分の学校に行っただろう） 

（３） gan gher -du -lang qijighe bar -serbang 

 彼女 手 LOC REF-POS 花 持つ （過去からの継続） 

 （彼女は自分の手に花をずっと持っています） 
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接点格用例： 

（１） gan terghai -di -lang mergha -lang 

 彼 頭 CON REF-POS 帽子 REF-POS 

 zhuo -sang guang 

 被る （過去） NEG 

 （彼は自分の頭に自分の帽子を被っていませんでした） 

（２） jieni gher -di -lang taibi 

 REF-PRO 手 CON REF-POS 置く 

 （自分の手に置いてください） 

（３） gan-si tierge -di -lang gher -jiang 

 彼ら 車 CON REF-POS 上がる （過去） 

 （彼らは自分の車に乗りました） 

 

奪格用例： 

（１） dier chuchuer -sa -lang shibao yige 

 服 ポケット ABL REF-POS 鳥 一つ 

 yerri ghergha -jiang 

 探す 出る CAU （過去） 

 （自分のポケットから鳥を一羽探し出しました） 

（２） gan-si ger -sa -lang ningdu you -ji 

 彼ら 家 ABL REF-POS ここに 歩く （連用） 

 ri -jiang 

 来る （過去） 

 （彼らは自分の家からここに歩いて来ました） 

（３） gan nudu -sa -lang linpuzi ghergha -jiang 

 彼女 目 ABL REF-POS 涙 出る CAU （過去） 

 （彼女は自分の目から涙を出しました） 
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接点奪格用例： 

（１） yiyuan -du xi-ku bie -la -lang chuzi 

 病院 LOC 行く 体 CON-ABL REF-POS 血 

 chouke -gha -ba 

 採血する CAU （過去） 

 （病院に行って自分の体から血を採血させました） 

 

造格用例： 

（１） ni hai -ni gan gher -ghulu -lang sa -sang 

 この 靴 ACC 彼女 手 INS REF-POS 作る （過去） 

 ni bang 

 PPE COP 

 （この靴を彼女は自分の手で作ったのです） 

（２） nughuai khaber -ghulu -lang mao dongxi -ni 

 犬 鼻 INS REF-POS 悪い 物 ACC 

 meidie ge -lang 

 分かる PER （現在・継続習慣） 

 （犬は自分の鼻で悪いものがすぐわかってしまいます） 

（３） miuri zhuazhuer -ghulu -lang laochu -ni 

 猫 足 INS REF-POS ネズミ ACC 

 ayi -gha -lang 

 怖がる CAU （現在・継続習慣） 

 （猫は自分の足でネズミを怖がらせています） 

 

共同格用例： 

（１） naoduer gan anaba -la -lang hangtu ri -jiang 

 今日 彼 両親 COM REF-POS 一緒に 来る （過去） 

 （今日、彼は自分の両親と一緒に来ました） 

（２） gan-si bulai aguer -si -la -lang hangtu 

 彼ら 子供 PL COM REF-POS 一緒に 
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 sao -serbang 

 住む （過去からの継続） 

 （彼らは自分の子供たちと一緒に住んでいます） 

（３） ta-si aba -la -lang ganhuada -bu 

 あなたたち 父 COM REF-POS 雑談する INT（過去） 

 （あなたたちは自分のお父さんと雑談しましたか） 

 

方向格用例： 

（１） ti kong ger -ji -lang pudera -ba 

 その人 家 DIR REF-POS 走る （過去） 

 （その人は自分の家の方へ走りました） 

（２） shibao huer -ji -lang musi you -ba 

 鳥 巣 DIR REF-POS 飛ぶ 行く （過去） 

 （鳥は自分の巣の方へ飛んで行きました） 

（３） laochu nukuo -ji -lang cida you -ba 

 ネズミ 穴 DIR REF-POS 逃げる 行く （過去） 

 （ネズミは自分の穴の方へ逃げて行きました） 
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第 7課	 指示代名詞 
 

指示代名詞は、話し手と指示物との位置関係により異なる指示代名詞を用いる。	

	

 近称 中称 遠称 

主格 ni  

これ（この） 

ti 

それ（その） 

taoti 

あれ（あの） 

属格 

対格 

ni-ni 

これの、これを 

ti-ni 

それの、それを 

taoti-ni 

あれの、あれを 

与位格 ning-du 

ここに 

ting-du 

そこに 

taoting-du 

あそこに 

奪格 ning-sa 

ここから 

ting-sa 

そこから 

taoting-sa 

あそこから 

接点格 ni-di 

この上に 

ti-di 

その上に 

taoti-di 

あの上に 

造格 ni-ghulu 

これで 

ti-ghulu 

それで 

taoti-ghulu 

あれで 

共同格 ni-la 

これと 

ti-la 

それと 

taoti-la 

あれと 

方向格 nimian-ji 

nimian-jiji 

こちらの方へ 

timian-ji 

timian-jiji 

そちらの方へ 

taotimian-ji 

taotimian-jiji 

あちらの方へ 
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注：ni、ti、taotiは、それぞれ nige、tige，taotigeと交替し、以下のように格変化

する。 

 

 近称 中称 遠称 

主格 nige 

これ（この） 

tige 

それ（その） 

taotige 

あれ（あの） 

属格、対格 nige-ni 

これの 

これを 

tige-ni 

それの 

それを 

taotige-ni 

あれの 

あれを 

与位格 nige-du 

ここに  

tige-du 

そこに 

taotige-du 

あそこに 

cf. 参照 ni-kerna 

ここで 

ti-kerna 

そこで 

taoti-kerna 

あそこで 

奪格 nige-sa 

これから 

tige-sa 

それから 

taotige-sa 

あれから 

接点格 nige-di 

この上に 

tige-di 

その上に 

taotige-di 

あの上に 

造格 nige-ghulu 

これで 

tige-ghulu 

それで 

taotige-ghulu 

あれで 

共同格 nige-la 

これと 

tige-la 

それと 

taotige-la 

あれと 

方向格 niu-ji 

niu-jiji 

こちらの方へ 

tiu-ji 

tiu-jiji 

そちらの方へ 

taotiu-ji 

taotiu-jiji 

あちらの方へ 

 

用例:		

（１） ni qianbi bang 

 これ 鉛筆 COP （これは鉛筆です） 

（２） tige tierge bang 

 それ 車 COP （それは車です） 

（３） taoting -du beghe bang 

 あそこ LOC 木 EX （あそこに木があります） 
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（４） nige -di zhuru -sa ber -nu 

 これ CON 書く COND よろしい INT（未来） 

 （これの上に書いたら良いですか） 

 ni -di zhuru -sa ber -nu 

 これ CON 書く COND よろしい INT（未来） 

 （この上に書いたら良いですか） 

（５） ni -ghulu sa -sa ber -nu 

 これ INS 作る COND よろしい INT（未来） 

 （これで作ったら良いですか） 

 nige -ghulu sa -sa ber -nu 

 これ INS 作る COND よろしい INT（未来） 

 （これで作ったら良いですか） 

（６） nimian -ji nao 

 こちら DIR 見る （こちらを見なさい） 

 

指示・疑問代名詞＋-ge-に再帰所有語尾-langをつけた諸例： 

nige-lang / tige-lang / taotige-lang / alige-lang 

用例： 

（１） qi -ni nige -lang damei -du hu 

 あなた GEN これ REF-POS 私 LOC 与える 

 （あなたのこのものを私にください） 

（２） qi tige -lang kedu ge -labi 

 あなた その REF-POS いくら 言う （現在・継続習慣） 

 （あなたのそのものはいくらですか） 

（３） gan tiaotige -lang kerla xigha -jiang 

 彼 あれ REF-POS 捨てる 行く CAU （過去） 

 （彼はあのものを捨ててしまいました） 

（４） gan-si alige -lang qimei -du jigha -ba 

 彼ら どれ REF-POS あなた LOC 見る CAU （過去） 

 （彼らはどのものをあなたに見せましたか） 
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人称所有語尾	

民和土族語の人称所有語尾は、唯一３人称の ni（その〜）だけ存在する。	

用例： 

（１） gan -ni ger -ni bulai ni shuguo nuoyan bang 

 彼 GEN 家 GEN 男 PPE 大きい 役人 COP 

 （彼の家の男は偉い役人です） 

（２） gan -ni ajia -ni tierge ni huama bang 

 彼 GEN 姉 GEN 車 PPE 立派な COP 

 （彼の姉の車は立派です） 

（３） ni gan shidi -sang (dongxi) ni bang 

 これ 彼女 縫う （過去） （もの） PPE COP 

 （これは彼女が縫ったものです） 
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第 8課	 名詞述語文 その１：等位コピュラ 
	

民和土族語では､「A B bi / bang = Aは Bです」のように、日本語の助詞｢は｣や

｢が｣などは必要ない。また copula（コピュラ）動詞に当たる「～です」には、bi

と bang の２種類がある。その否定はそれぞれ puzhi と puzhang で、肯定疑問は

それぞれ biuと bainuで表す。否定疑問は puzhainuと puzhimaで表す。 

 

 肯定 

〜である 

否定 

〜でない 

肯定疑問 

〜であるか 

否定疑問 

〜でないか 

1人称 bi puzhi bainu puzhainu 

2人称 bang puzhang biu puzhima 

3人称 bang puzhang bainu puzhainu 

 

注：biと bangの違いは、発話者がその事態を主観（＝内）のものととらえてい

るか、それとも客観（＝外）のものとらえているかによって形が異なる。bi は

「内」の事態を表し、発話者や発話者が関する集団、発話者にとって身近な人・

物に関する事態、発話者が決定したこと、発話者が自分の関わりを打ち出して述

べる場合は bi を用いる。逆に、発話者が自分の側でないと感じている事態、発

話者の側の事態であっても、それを客観的に述べる場合等には bang を用いる。 

用例： 

（１） bi xuesheng bi / puzhi 

 私 学生 COP / NEG 

 （私は学生です／ではありません） 

（２） dasi xuesheng bi / puzhi 

 私たち 学生 COP / NEG 

 （私たちは学生です／ではありません） 

（３） qi gezai kong bang / puzhang 

 あなた 良い 人 COP / NEG 

 （あなたは良い人です／ではありません） 
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（４） tasi mao kong bang / puzhang 

 あなたたち 悪い 人 COP / NEG 

 （あなたたちは悪い人です／ではありません） 

（５） gan laoshi bang / puzhang  

 彼／彼女 先生 COP / NEG 

 （彼／彼女は先生です／ではありません） 

（６） gansi laoshi bang / puzhang 

 彼ら／彼女ら 先生 COP / NEG 

 （彼ら／彼女らは先生です／ではありません）  

（７） ti mula diao muni chuer bi / puzhi 

 あの 小さい 子 私の 姪 COP/NEG 

 （あの小さい子は私の姪です/ではありません） 

（８） ti mula diao ganni chuer bang / puzhang 

 あの 小さい 子 彼の 姪 COP/NEG 

 （あの小さい子は彼の姪です/ではありません） 

	

注：A B bi / bangで表示される等位コピュラ文の肯定文では、Bは名詞では形容

詞でも同じだが、否定文では、Bが名詞の場合は puzhi / puzhangを、形容詞の場

合は、gui / guangを用いるという違いが見られることに注意されたい。 

 

肯定文： 

用例： 

（１） ni qijighe saihang bang 

 この 花 きれいな COP 

 （この花はきれいです） 

（２） ti nara hulang bang 

 その 太陽 赤い COP 

 （その太陽は赤いです） 
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否定文： 

用例： 

（１） ni qijighe saihang guang 

 この 花 きれいな NEG 

 （この花はきれいではありません） 

（２） ti nara hulang guang 

 その 太陽 赤い NEG 

 （その太陽は赤くありません） 

 

肯定疑問文の場合 

用例： 

（１） bi laoshi bainu 

 私 先生 INT/NEG  

 （私は先生ですか） 

（２） qi tiebie kong biu 

 あなた チベット 人 INT/NEG  

 （あなたはチベット人ですか） 

（３） gan xuesheng bainu 

 彼／彼女 学生 INT/NEG 

 （彼/／彼女は学生ですか） 

 

否定疑問の場合 

用例： 

（１） bi laoshi puzhainu 

 私 先生 COP+INT 

 （私は先生ではありませんか） 

（２） qi tiebie kong puzhima 

 あなた チベット 人 COP+INT 

 （あなたはチベット人ではありませんか） 

（３） gan xuesheng puzhainu 

 彼／彼女 学生 COP+INT 

 （彼／彼女は学生ではありませんか） 
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疑問詞のある疑問文の等位コピュラ 

１人称 bang 

２人称 bi 

３人称 bang 

用例： 

（１） ni yang bang 

 これ 何 INT＋COP 

 （これは何ですか） 

（２） ni qini yang bi 

 これ あなたの 何 INT＋COP 

 （これはあなたの何ですか） 

（３） ni kann-ni bang 

 これ 誰の INT＋COP 

 （これは誰のですか） 

（４） ni kan-ni bi 

 これ 誰の INT＋COP 

 （これは誰のですか） 

疑問詞：	

いつ kejie 時を尋ねる 

どこに angji/ang 

angqikerna 

場所を尋ねる 

誰 kan 人を尋ねる 

何 yang 物を尋ねる 

どれ、どの alige/ali 選択を尋ねる 

どんな yamer（単独形） 

yamuta+名詞 

性質を尋ねる 

見た目などを尋ねる 

いくつ、いくら kedu 数を尋ねる 

どこへ、どの方向へ aliuji 方向、方角を尋ねる 
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用例 

（１） qimei -du tuer -sang duer kejie bi 

 あなた LOC 生まれる （過去） 日 いつ INT＋COP 

 （あなたの誕生日はいつですか） 

（２） qi angqi-ku kong bi 

 あなた どこの 人 INT＋COP 

 （あなたはどこの人ですか） 

（３） gan kan bang 

 彼／彼女 誰 INT＋COP 

 （彼／彼女は誰ですか） 

（４） ni yang bang 

 これ 何 INT＋COP （これは何ですか） 

（５） qi tari -sang beghe alige bi 

 あなた 植える （過去） 木 どれ INT＋COP 

 （あなたが植えた木はどれですか） 

（６） qi yamuta kong bi 

 あなた どんな 人 INT＋COP 

 （あなたはどんな人ですか） 

（７） ni dier yamer bang 

 この 服 どう INT＋COP 

 （この服はどうですか） 

 ni qijighe saihang -du -lang yamer bang 

 この 花 きれいな DAT REF-POS どんな COP 

 （この花のきれいさはどうですか） 
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第 9課	 名詞述語文 その２：存在コピュラ 
	

民和土族語には、日本語のように「いる／ある」の区別はない。いずれも bi、

bangで表す。bi、bangは存在を表すだけでなく、所有の意味も表す。 

 

 肯定 

いる/ある 

否定 

いない/ない 

肯定疑問 

いるか/ 

あるか 

否定疑問 

いないか/ 

ないか 

疑問詞がある場合 

いるか/ 

あるか 

1人称 bi gui bainu guainu bang 

2人称 bang guang biu guima bi 

3人称 bang guang bainu guainu bang 

 

名詞のみから成る名詞述語文 

肯定文の場合 

用例： 

（１） bi xinjiang -du bi 

 私 新疆 LOC EX 

 （私は新疆にいます） 

（２） bandeng -ni diere -du shu bang 

 椅子 GEN 上 LOC 本 EX 

 （椅子の上に本があります） 

（３） gan -du sao -ku ger bang 

 彼 LOC 住む （連体） 家 EX 

 （彼には住む家があります） 

 

（１）の bi は、話し手が存在、所有等の事態を１人称のもの、すなわち主観と

して捉えていることを示す。それに対し（２）（３）は、bangは話し手の意志と

関わりない状態、すなわち客観を表す。 
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疑問文の場合 

用例： 

（１） dasi -ni xuexiao -du xuesheng bainu 

 私たち GEN 学校 LOC 学生 EX+INT 

 （私たちの学校に学生がいますか） 

（２） tasi -ni ger -du xidier-sang kong biu 

 あなたたち GEN 家 LOC 年寄り 人 EX+INT 

 （あなた達に家にお年寄りがいますか） 

（３） gansi -ni tierge cuduoruo zuowei bainu 

 彼ら GEN 車 内 座席 EX+INT 

 （彼らの車内に座席がありますか） 

 

否定文の場合 

用例： 

（１） bi xuexiao -du gui 

 私 学校 LOC NEG （私は学校にいません） 

（２） gan ger -du -lang guang 

 彼 家 LOC REF NEG （彼は自分の家にいません） 

（３） huguer khudang -du -lang guang 

 牛 家畜小屋 LOC REF NEG （牛は家畜小屋にいません） 

 

名詞に形容詞がついた存在文 

肯定文の場合	

用例：	

（１） damei -du shu wulan bi 

 私 LOC 本 たくさんの EX 

 （私に本が多くあります） 

（２） gaidao -du kong wulan bang 

 街 LOC 人 たくさんの EX 

 （街に人が大勢います） 
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（３） ti gongyuan -du qijighe wulan bang 

 その 公園 LOC 花 たくさんの EX 

   （その公園に花がたくさんあります） 

 

否定文の場合 

用例： 

（１） damei -du shu wulan gui 

 私 LOC 本 多い NEG （私に本が多くありません） 

（２） xuexiao -du xuesheng wulan guang 

 学校 LOC 学生 多い NEG  

     （学校に学生が大勢いません） 

（３） cuduer -du suzu wulan guang 

 川 LOC 水 多い NEG （川に水が多くありません） 

 

疑問文の場合 

用例： 

（１） damei -du gezai nukuer bainu 

 私 LOC 良い 友達 EX+INT  

 （私には良い友達がいますか） 

（２） qi -ni ger -du shuguo tierge biu 

 あなた GEN 家 LOC 大きい 車 EX+INT 

 （あなたの家に大きい車がありますか） 

（３） gan -du gezai nukuer bainu 

 彼／彼女 LOC 良い 友達 EX+INT 

 （彼／彼女に良い友達がいますか） 

（４） gongyuan -du saihang qijighe bainu 

 公園 LOC きれいな 花 EX+INT 

 （公園にきれいな花がありますか） 
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疑問詞のある疑問の場合 

	 用例： 

（１） muni chighang hanter angji bang 

 私の 白い 上着 どこ EX 

 （私の白い上着はどこにありますか） 

（２） qi-ni shuduer hanter angji bi 

 あなたの 長い 上着 どこ EX 

 （あなたの長い上着はどこにありますか） 

（３） zui shuguo guojia angji bang 

 一番 大きい 国 どこ EX 

 （一番大きな国はどこにありますか） 

 

否定文の場合 

用例： 

（１） damei -du hulang mergha gui 

 私 LOC 赤い 帽子 NEG 

 （私には赤い帽子がありません） 

（２） qimei -du saihang dier guang 

 あなた LOC きれいな 服 NEG 

 （あなたにはきれいな服がありません） 

（３） gan -du saihang dier guang 

 彼／彼女 LOC きれいな 服 NEG 

 （彼／彼女にはきれいな服がありません） 

 

否定疑問の場合 

用例： 

（１） damei -du sao-ku ger guainu 

 私 LOC 住む 家 NEG+INT 

 （私には住む家がありませんか） 

（２） qi xi-ku ruang guima 

 あなた 行く 場所 NEG+INT 

 （あなたは行く場所がありませんか） 



38 
 

（３） gan -du musi-ku dier guainu 

 彼 LOC 着る 服 NEG+INT 

 （彼には着る服がありませんか） 
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第 10課	 動詞述語文 その１ 
	

1. 意志動詞の形式 

意志動詞：自分の意志で制御できる（control）動詞 

動詞 未来 過去 命令形 

zhuru- 書く zhuru-ni zhuru-ba zhuru 

nao- 見る nao-ni nao-ba nao 

di- 食べる di-ni di-ba di 

xi- 行く xi-ni  xi-ba xi 

ge- する ge-ni ge-ba ge 

ri- 来る ri-ni ri-ba ri 

enta- 寝る enta-ni enta-ba enta 

bosi- 起きる bosi-ni bosi-ba bosi 

huili- 吹く huili-ni huili-ba huili 

nadu- 遊ぶ nadu-ni nadu-ba nadu 

keli- 話す、言う keli-ni keli-ba keli 

	

	

2. 動詞述語文の構造 

動詞の各形式を以下のように分類することができる。	

＜肯定文の場合＞	

 過去 

〜した 

過去からの継続 

（過去からずっ

と）〜している 

未来 

〜する 

現在・継続習慣 

（今）〜している 

（習慣的に）〜する 

1人称 V-ba V-serbi V-ni V-labi 

2人称 

3人称 
V-jiang V-serbang V-kunang V-lang 
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2.1	 過去時制 

 

過去時制は、過去においてある動作、過程が行われたことを表すのみで、その現

在における結果、あるいは、それが現在まで継続しているか否かは、表さない。

過去を表す主観の場合の文（例１）の構造は、動詞語幹に過去を表す動詞語尾 

-baを加えて表す。ただし、動作主は１人称である。過去を表す客観の場合の文

（例２）の構造は、動詞語幹に過去を表す動詞語尾-jiangを加えて表す。ただし、

動作主は 2、3人称である。 

用例： 

（１） bi wula -du xi -ba 

 私 山 LOC 行く （過去） 

 （私は山に行きました） 

 bi yama -ni di -ba 

 私 食事 ACC 食べる （過去） 

 （私は食事を食べました） 

（２） gan wula -du xi -jiang 

 彼 山 LOC 行く （過去） 

 （彼は山に行きました） 

 gan yama -ni di -jiang 

 彼 食事 ACC 食べる （過去） 

 （彼は食事を食べました） 

	

2.2	 過去からの継続アスペクト 

 

過去からの継続は、具体的には、過去において、ある動作、過程が完了した結果

としての状態、あるいは、過去から現在（発話の時点）まで継続する動作、過程

を表す。動詞の過程を表す主観の場合、文（例３）の構造は V-serbiであり、動

詞の状態が現在も続いていることを表す。ただし、第１人称のみである。一方、

客観の場合の文例（４）は V-serbangであり、動詞の状態が現在も続いているこ

とを表す。これは、第 2、3人称のみに用いる。 
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用例： 

（３） bi xuexiao -du xi -serbi 

 私 学校 LOC 行く （過去からの継続） 

 （私は学校に（まだ）行っています） 

 bi dianshi -ni nao -serbi 

 私 テレビ ACC 見る （過去からの継続） 

 （私はテレビを（まだ）見ています） 

（４） chighezi bao -serbang 

 雪 降る （過去からの継続） 

 （雪が（まだ）降っています） 

 ana yama -ni china -serbang 

 お母さん 食事 ACC 作る （過去からの継続） 

 （お母さんは（まだ）食事を作っています） 

 

2.3	 未来時制 

 

未来時制は、未来の動作、過程、出来事を表す。動詞の未来時制を表す主観の

場合の文（例５）の構造は V-ni である。それに対し、客観の場合の文（例６）

の構造は V-kunangである。 

用例： 

（５） bi wula -du xi -ni 

 私 山 LOC 行く （未来） 

 （私は山に行きます） 

 bi yama -ni di -ni 

 私 食事 ACC 食べる （未来） 

 （私は食事を食べます） 

（６） gan xuexiao -du xi -kunang 

 彼 学校 LOC 行く （未来） 

 （彼は学校に行きます） 

 khura bao -kunang 

 雨 降る （未来） 

 （雨が降ります） 
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2.4	 現在・継続習慣アスペクト 

 

現在時制・継続習慣は、現在継続中の動作、過程（今〜している）、あるいは習

慣的、反復的な動作（いつも〜している）という意味を表す。この場合、主観の

場合の文（例７）の構造は V-labiである。一方、客観の場合の文（８）は V-lang

である。 

 

用例： 

（７） bi xuexiao -du xi -labi 

 私 学校 LOC 行く （現在・継続） 

 （私は（今）学校に行っています） 

 bi dianshi -ni nao -labi 

 私 テレビ ACC 見る （現在・継続） 

 （私は（今）テレビを見ています） 

（８） chighezi bao -lang 

 雪 降る （現在・継続） 

 （雪が（今）降っています） 

 ana yama -ni china -lang 

 お母さん 食事 ACC 作る （現在・継続） 

 （お母さんは（今）食事を作っています） 

（９） gan jiaoduer shidietie bosi -lang 

 彼 毎日 早く 起きる （現在・習慣） 

 （彼は毎日早めに起きています） 
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第 11課	 動詞述語文 その２ 
	

＜否定文の場合＞	

	

 過去・否定 

〜しなかった 

未来・否定 

〜しない 

現在・継続習慣・否定 

〜していない 

1人称 V-sanggui lai V-ang（-e/-i/-uの後） 

lai V-∅（ゼロ形）（その他） 

V-lagui 

2人称 

3人称 
V-sangguang lai V-kunang V-laguang 

 

用例： 

（１） bi wula -du xi -sanggui 

 私 山 LOC 行く （過去）NEG 

 （私は山に行きませんでした） 

 gan xuexiao -du xi -sangguang 

 彼 学校 LOC 行く （過去）NEG 

 （彼は学校に行きませんでした） 

（２） bi wula -du lai xi -ang 

 私 山 LOC NEG 行く （未来） 

 （私は山に行きません） 

 gan wula -du lai xi -kunang 

 彼 山 LOC NEG 行く （未来） 

 （彼は山に行きません） 

（３） bi dianshi -ni nao -lagui 

 私 テレビ ACC 見る （現在・継続）NEG 

 （私は（今）テレビを見ていません） 

 ana yama -ni china -laguang 

 お母さん 食事 ACC 作る （現在・継続）NEG 

 （お母さんは（今）食事を作っていません） 
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＜疑問文の場合＞ 
1. 疑問詞のない疑問文（Yes-No疑問文） 

 

過去・疑問 

〜したか 

２人称 V-bu 

３人称、１人称 V-jienu 

過去からの継続・疑問 

（過去からずっと） 

〜しているか 

２人称 V-serbiu 

３人称、１人称 V-serbainu 

未来・疑問 

〜するか 

２人称 V-nu 

３人称、１人称 V-kunainu 

現在・継続習慣・疑問

（今）〜しているか、

（習慣的に）〜するか、 

〜しているか 

２人称 V-labiu 

３人称、１人称 V-lainu 

 

用例： 

（１） qi yama -ni di -bu 

 あなた 食事 ACC 食べる INT（過去） 

 （あなたは食事を食べましたか） 

（２） gan yama -ni di -jienu 

 彼 食事 ACC 食べる INT（過去） 

 （彼は食事を食べましたか） 

（３） qi dianshi -ni nao -serbiu 

 あなた テレビ ACC 見る 疑問（過去からの継続） 

 （あなたはテレビを見ていますか） 

（４） ana yama -ni china -serbainu 

 お母さん 食事 ACC 作る 疑問（過去からの継続） 

 （お母さんは（まだ）食事を作っていますか） 

（５） qi yama -ni di -nu 

 あなた 食事 ACC 食べる INT（未来） 

 （あなたは食事を食べますか） 



45 
 

（６） gan xuexiao -du xi -kunainu 

 彼 学校 LOC 行く INT（未来） 

 （彼は学校に行きますか） 

（７） qi dianshi -ni nao -labiu 

 あなた テレビ ACC 見る INT（現在・継続） 

 （あなたは（今）テレビを見ていますか） 

（８） ana yama -ni china -lainu 

 お母さん 食事 ACC 作る INT（現在・継続） 

 （お母さん（今）は食事を作っていますか） 

	

2. 疑問詞のある疑問文（Wh疑問文）の場合 

	

過去・疑問 

〜したか 

２人称 （Wh）V-ba 

３人称、１人称 （Wh）V-ji 

過去からの継続・疑問 

（過去からずっと）〜しているか 

２人称 （Wh）V-serbi 

３人称、 

１人称 
（Wh）V-serbang 

未来・疑問 

〜するか 

１人称 （Wh）−∅（ゼロ形） 

２人称 （Wh）V-ni 

３人称 （Wh）V-kuni 

現在・継続習慣・疑問 

1.（今）〜しているか 

2.（習慣的に）〜しているか、 

〜するか 

２人称 （Wh）V-labi 

３人称 

１人称 
（Wh）V-la 

	

用例：	

（１） qi angji xi -ba 

 あなた どこ 行く INT（過去） 

 （あなたはどこに行きましたか） 

（２） gan angji xi -ji 

 彼 どこ 行く INT（過去） 

 （彼はどこに行きましたか） 
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（３） qi yang di -serbi 

 あなた 何 食べる INT（過去からの継続） 

 （あなたは何を食べていますか） 

（４） ana yang ge -serbang 

 お母さん 何 する INT（過去からの継続） 

 （お母さんは何をしていますか） 

（５） qi yang di -ni 

 あなた 何 食べる INT（現在） 

 （あなたは何を食べますか） 

 bi yang di 

 私 何 食べる 

 （私は何を食べますか） 

（６） gan yang di -kuni 

 彼 何 食べる INT（現在） 

 （彼は何を食べますか） 

（７） qi yang di -labi 

 あなた 何 食べる INT（現在・継続） 

 （あなたは何を食べていますか） 

（８） gan yang di -la 

 彼 何 食べる INT（現在・継続） 

 （彼は何を食べていますか） 

（９） gan jiaoduer kejie bosi -la 

 彼 毎日 いつ 起きる INT（現在・習慣） 

 （彼は毎日何時起きていますか） 
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第 12課	 動詞述語文 その３ 
	

無意志動詞:自分の意志で制御できない（non-control）動詞 

感情動詞 日本語 感覚動詞 日本語 

ayi- 恐れる bietu- 痛む 

biere- 同情する dara- 寒く感じる 

suonuosi- 聞こえる luosi- お腹が空く 

sanna- 恋しく思う ner kuer- 居眠りする 

werla- 怒る qige- 見える 

chexin ge- 心配する khaputu- 腫れる 

	

a. 肯定文の場合 

	

 未来	 〜する 現在・継続習慣	 〜している 

１人称 V-kunang V-lang 

２人称 

３人称 
V-ni V-labi 

 

用例： 

（１） muni gediesi luosi -kunang 

 私の お腹 空く （未来） 

 （私のお腹が空きます） 

（２） gan bulai -lang sanna -ni 

 彼女 子供 REF-POS 恋しく思う （未来） 

 （彼女は自分の子供を恋しく思います） 

（３） bi khara khuerghai -sa ayi -lang 

 私 黒い 虫 ABL 恐れる （現在・習慣） 

 （私は黒い虫を恐れます） 

（４） gan ger -lang sanna -labi 

 彼 家 REF-POS 恋しく思う （現在・継続） 

 （彼は自分の家を恋しく思います） 
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b. 否定文の場合 

	

 未来・否定	 〜しない 現在・継続習慣・否定	 〜していない 

１人称 lai V-kunang V-laguang 

２人称 

３人称 
lai V-ni V-lagui 

	

用例： 

（１） bi khuerghai -sa lai ayi -kunang 

 私 虫 ABL NEG 恐れる （未来） 

 （私は虫を恐れません） 

（２） gan khuerghai -sa lai ayi -ni 

 彼 虫 ABL NEG 恐れる （未来） 

 （彼は虫を恐れません） 

（３） bi khuerghai -sa ayi -laguang 

 私 虫 ABL 恐れる （現在・習慣）NEG 

 （私は虫を恐れていません） 

（４） gan khuerghai -sa ayi -lagui 

 彼 虫 ABL 恐れる （現在・習慣）NEG 

 （彼は虫を恐れていません） 

 

動詞の意志動詞と無意志動詞において、人称と対応する動詞語尾が逆になる現

象が見られる。これは、無意志動詞の感覚、感情を表す場合、一人称はより外（客

観的）に見るのに対し、二、三人称は逆により内（主観的）に見ることがうかが

い知れる。 
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第 13課	 連体語尾 
 

V-sang N	 過去（〜した N）を表す。 

用例： 

（１） herbige -ni bari -sang kong kann bang 

 蝶 ACC 捕まえる （過去） 人 誰 COP 

 （蝶を捕まえた人は誰ですか） 

（２） qirao -ni jiari -sang kong cida you -jiang 

 鋸 ACC 使う （過去） 人 逃げる 去る （過去） 

 （鋸を使った人は逃げて行きました） 

 

V-qin N（名詞は省略可）	 行為者（〜するものの N）を表す。 

用例： 

（１） khuoni dangla -qin kong xidier -sang 

 羊 放牧する （行為者） 人 年を取る （過去） 

 kong -si bang 

 人 PL COP 

 （羊を放牧する人は年を取った人達です） 

（２） shu mushi -qin chan mula aguer -si bang 

 本 読む （行為者） みんな 小さい 女の子 PL COP 

 （本を読む人はみんな小さい女の子たちです） 

 

V-ku N	 未来（〜する Nところの N）を表す。 

用例： 

（１） shidie -du shidietie bosi -ku kong wulan 

 朝 ACC 早い 起きる （未来） 人 多い 

 bang 

 COP 

 （朝早く起きる人が多くあります） 
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（２） geer daola -ku kong wu diaoli -ku 

 歌 歌う （未来） 人 ダンス 踊る （未来） 

 kong yigua ang you -ji 

 人 すべて どこ 行く INT（過去） 

 （歌を歌う人ダンスを踊る人すべてどこに行きましたか） 

（３） mughashi xuexiao -du xi -ku kong gher -lang 

 明日 学校 ACC 行く （未来） 人 手 REF-POS 

 zhake 

 挙げる 

 （明日学校に行く人は手を挙げてください） 

（４） maodan -ni nadu-ku duruang bi -ku kong 

 ボール ACC 遊ぶ 好み COP （未来） 人 

 ning -du ri 

 ここ ACC 来る 

 （ボール遊びをしたい人はここに来てください） 
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第 14課	 連用語尾 
	

V-ku 

用例： 

1. 直後（〜して（その後すぐに））を表す。 

（１） khuoni -ni biesi di chudugha -ku tao ri 

 羊 ACC 草 食べる 満腹させる （直後） 追う 来る 

 （羊に草を満腹に食べさせて追ってきなさい） 

（２） gan yama -ni di -ku ghada you -ba 

 彼 食事 ACC 食べる （直後） 外 行く （過去） 

 （彼は食事を食べて外に行きました） 

（３） gan yigha -lang ge -ku shu -lang 

 彼 茶碗 REF-POS 置く （直後） 本 REF-POS 

 bari -dali wuji kaike -jiang 

 持つ （分離） 見る 始まる （過去） 

 （彼は茶碗を置いて本を手に持ってから勉強し始めました） 

 

2. 同時（〜し、〜しつつ、〜しながら）を表す。 

（１） nuoyan yan -lang dangmula -ku you -ba 

 役人 タバコ REF-POS くわえる （同時） 行く （過去） 

 （役人はタバコをくわえながら行きました） 

（２） shibao moghai -ni zhuo -ku musi you -ba 

 鳥 蛇 ACC くわえる （同時） 飛ぶ 行く （過去） 

 （鳥は蛇をくわえながら飛んで行きました） 

 

3. 条件（〜したら）を表す。 

用例： 

（１） dan bi xuexiao -du xi -ku ni -ni 

 （仮定） 私 学校 DAT 行く COND これ ACC 

 he xi -a 

 持つ 行く VOL 

 （もし私が学校に行ったら、これを持って行こう） 
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（２） gan ri -ku ni -ni gan -du hu ge 

 彼 来る COND これ ACC 彼 DAT あげる PER 

 （もし彼が来たらこれを彼に渡してください） 

 

V-ji 

1.	結合（〜して）を表す。 

用例： 

（１） bi ger -sa tierge -ni sao -ji ri -ba 

 私 家 ABL 車 ACC 乗る （結合） 来る （過去） 

 （私は家から車に乗ってきました） 

（２） gan huguer -ni tao -ji ri -jiang 

 彼 牛 ACC 追う （結合） 来る （過去） 

 （彼は牛を追ってきました） 

 

2. 三つの動作が連続して＜同時＞の意を表す場合もある（V1 -ji V2 -ji V3）。 

用例： 

（１） ghazhuer -ku budi wosi -ji gher -ji 

 田畑 GEN 小麦 伸びる （同時） 出る （同時） 

 ri -jiang 

 来る （過去） 

 （田畑の小麦が伸びて出て来ました） 

（２） khura bao -ji shuguotu -ji kaishi ge -jiang 

 雨 降る （同時） 大きくなる （同時） 始まる （過去） 

 （雨が激しく降り始めりました） 

（３） gan kuabao -lang tila -ji ruo -ji 

 彼 かばん REF-POS 提げる （同時） 入る （同時） 

 ri -ba 

 来る （過去） 

 （彼はかばんを提げて入ってきました） 
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3. 形容詞後置型 V-ji（連用）Adj Nの形で、動詞の様態を示し（〜するのが…、

〜するのに…）という意を表す。 

用例： 

（１） pijighe zhuru -ji saihang kong chuang bang 

 文字 書く （連用） きれいな 人 少ない COP 

 （文字をきれいに書ける人が少ない） 

（２） dier shidi -ji nashou kong wulan bang 

 服 縫う （連用） 上手な 人 多い COP 

 （服を上手に縫える人が多い） 

 

V-dali 

1. 分離（〜して、〜してから）の意を表す。 

用例： 

（１） gan tierge -ni wuni -dali moran -jiji 

 彼 自転車 ACC 乗る （分離） 黄河 の方へ 

 you -ba 

 行く （過去） 

 （彼は自転車に乗って黄河の方へ行きました） 

（２） gan kuabao -lang beila -dali ghada 

 彼 かばん REF-POS 背負う （分離） 外 

 gher -ba 

 出る （過去） 

 （彼はかばんを背負って外へ出ました） 

 

2. 原因（〜ので）の意を表す。 

用例： 

（１） dier -lang wulan lai musi -dali ganmao 

 服 REF-POS 多い NEG 着る （原因） 風邪 

 ge sao -jiang 

 する （静止） （過去） 

 （服を多く着なかったので風邪を引いてしまいました） 
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（２） khura bao dali xuexiao -du xi -daba 

 雨 降る （原因） 学校 ACC 行く NEG（過去） 

 （雨が降ったので学校に行くことができませんでした） 

 

V-ser	 継続（〜し続けて、〜しながら）を表す。 

用例： 

（１） mer -di you -ser shouji -lang nadu -ku 

 道 CON 歩く （継続） 携帯 REF-POS 遊ぶ （連体） 

 kong wulan bang 

 人 多い COP 

 （道を歩きながら携帯で遊ぶ人が多いです） 

（２） mula bulai geer daola -ser diaoli -serbang 

 小さい 子供 歌 歌う （継続） 踊る （過去からの継続） 

 （小さい子供は歌を歌いながら踊っています） 

 

V-sa	 条件（〜すれば、～したら）を表す。 

用例： 

（１） shu mushi -sa nuoyan dangla -ji 

 本 読む COND 役人 なる （結合） 

 ber -kunang 

 よろしい （未来） 

 （勉強すれば役人になれます） 

（２） weilie lai ge -sa di -ku 

 仕事 否定 する COND 食べる （連体） 

 yama guang 

 食事 EX-NEG 

 （仕事をしなければ食べる食事はありません） 
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V-saya	 譲歩（〜しても）を表す。 * -sa -ye（< CH也）に由来する。 

用例： 

（１） aba -du qier gui -saya gui ge-ji lai 

 父 LOC お金 否定 （譲歩） 否定  否定 

 hu -sanggui 

 与える （過去）否定 

 （父はお金がなくても、ないと言ってくれないことはなかった） 

（２） niana jian -du dikuni gui -saya chu gezai -ni 

 祖母 自分 LOC 食べ物 否定 （譲歩） も 良い ACC 

 kong -du digha -lang 

 人 ACC 食べる CAU （現在習慣） 

 （祖母は自分に食べ物がなくても、 も良い物を人に食べさせて 

 います） 

 

V-tula （〜V-ku tulage）	 限界（〜するまで）を表す。 

用例： 

（１） bi ning -du ri -tula xige 

 私 ここ LOC 来る （限界） 待つ 

 （私がここに来るまで待ってください） 

（２） nara puda -tula zhuobo 

 太陽 沈む （限界） 働く 

 （太陽が沈むまで働きなさい） 

 

V-la	 目的（〜するために、〜しに）を表す。 

	 用例： 

（１） bi nadong diaoli -kuni wuji -la xi -ni 

 私 ナドン 踊る （V-N） 見る （目的） 行く （未来） 

 （私はナドン祭りを見に行きます） 

（２） gan khuoluo ruang -du qier zhengla -la xi -jiang 

 彼 遠い 場所 LOC お金 稼ぐ （目的） 行く （過去） 

 （彼は遠い所にお金を稼ぎに行きました） 
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第 15課	 命令願望語尾 
 

V-ji	 １人称の詠嘆（〜だなあ）を表す。 

用例： 

（１） anaba -sa khejia -ji khuoluo ruang -du 

 両親 ABL 離れる （連用） 遠い 所 LOC 

 sao -sa jie -ni ger -lang sanna -ji 

 住む COND 自分 GEN 家 REF-POS 恋しく思う （詠嘆） 

 （両親から離れて遠い場所に住むと自分の家を恋しく思うなあ） 

（２） naoduer weilie ge -dali yada -ji  

 今日 仕事 する （分離） 疲れる （詠嘆） 

 （今日は仕事をして疲れたなあ） 

（３） shu nao -dali nudu bietu -ji  

 本 見る （分離） 目 痛む （詠嘆） 

 （本を読んで目が痛いなあ） 

 

V-a / wa	 １人称意志（〜しよう、〜しましょう）を表す。 

 
動詞語幹末の母音が I、i、uの場合は V-aの形を接続する。 
その他 a、ia、ai、ao、ie、ou、uo、uer の場合は V-wa の形を接続す
る。 
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動詞語幹末母音 意志 例 

-I  

 

ge- する ＞ ge-a 

-i di- 食べる ＞ di-a 

-u hu- 与える ＞ hu-a 

-a  

 

 

 

 

 

 

 

daoda- 呼ぶ ＞ daoda-wa 

-ia khejia- 別れる ＞ khejia-wa 

-ai dandai- しゃがむ ＞ dandai-wa 

-ao nao- 見る ＞ nao-wa 

-ie jielie- 借りる ＞ jielie-wa 

-ou you- 行く ＞ you-wa 

-uo ruo- 入る ＞ ruo-wa 

-uer suer- 学ぶ ＞ suer-wa 

-ua ghua- 洗う ＞ ghua-wa 

-er gher- 出る ＞ gher-wa 

	

用例：	

（１） ni weilie -ni bi ge -a 

 この 仕事 ACC 私 する VOL 

 （この仕事は私がしましょう） 

（２） dasi ni mugha -ni khuba -ku hangtu 

 私たち この 肉 ACC 分ける （連用） 一緒に 

 di -a 

 食べる VOL 

 （私たちはこの肉を分けて一緒に食べましょう） 

（３） bi tierge -lang sa ghergha -ku qimei -du 

 私 車 REF-POS 直す 出す （連用） あなた LOC 

 hu -a 

 あげる VOL 

 （私は自分の車を修理したらあなたにあげましょう） 

（４） ni khaoqin guangjilie -ni bi kha -wa 

 この 古い 布団 ACC 私 かぶる VOL 

 （この古い布団を私が被りましょう） 

-a 

-wa 
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（５） bi ni shini dier -ni musi -ji nao -wa 

 私 この 新しい 服 ACC 着る （連用） 見る VOL 

 （私はこの新しい服を着てみましょう） 

	

V-ge	 ３人称に対する許可（〜させよ、〜してよい、〜するがよい）を表す。 

用例： 

（１） gan ni dier -ni musi -ge 

 彼 この 服 ACC 着る （許可） 

 （彼はこの服を着てよい） 

（２） budi -ni ghada taibi ge, nara xie -ge 

 小麦 ACC 外 置く PER 太陽 さらす （許可） 

 （小麦を外に置いておきなさい。太陽にさらすがよい） 

 

V-sa wan	 主に３人称に対する願望（〜したらなあ）を表す。 

用例： 

（１） nazher mali -her kuer -sa wan 

 夏 早い （副詞） 着く COND （願望） 

 （夏が早く来たらなあ） 

（２） ger -ku kong -si khergha bi -sa wan 

 家 GEN 人 PL 近所 COP COND （願望） 

 （家族が近所にいたらなあ） 

 

V-kuge	 ３人称に対する祈願（〜するように）を表す。 

用例： 

（１） yangshi -di niezhang kong gui -kuge 

 世の中 CON 貧しい 人 否定 （祈願） 

 （世の中に貧しい人がいないように） 

（２） khamu kong bayertai duer nuoke -kuge 

 すべての 人 うれしい 日 過ごす （祈願） 

 （すべての人が幸せな日々を過ごすように） 
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動詞の禁止・禁止意志 

bao V-∅（ゼロ形）	 ２人称に対する動詞の禁止命令（〜するな）を表す。 

bao xi 行くな 

bao di 食べるな 

di-dali bao xi 食べてから行くな 

 

bao V-a/-wa	 １人称に対する動詞の禁止意志（〜しないでおこう）を表す。 

bao xi-a 行かないでおこう 
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第 16課	 アスペクト表示 
 

V ge-	 完了アスペクト（（完全に）〜してしまう）を表す。	

用例： 

（１） muni yama -ni gan di ge -jiang 

 私の 食事 ACC 彼 食べる PER （過去） 

 （私の食事を彼が食べてしまいました） 

（２） diao -ni shini naduger -ni guori kong -du 

 弟 GEN 新しい おもちゃ ACC 他の 人 LOC 

 hu ge -jiang 

 あげる PER （過去） 

 （弟の新しいおもちゃを他の人にあげてしまいました） 

（３） qi naoduer ni weilie -ni ge ge 

 あなた 今日 この 仕事 ACC する PER 

 （あなたは今日この仕事をしてしまいなさい） 

 

V sao-	 静止アスペクト（ずっと〜している）を表す。 

用例： 

（１） beghe -di shibao bai sao -serbang 

 木 CON 鳥 止まる （静止） （過去からの継続） 

 （木の上に鳥がずっと止まっています） 

（２） tige kong nimian -jiji nao sao -serbang 

 あの 人 こちら DIR 見る （静止） （過去からの継続） 

 （あの人はこちらをじっと見ています） 

（３） miuri baxian -di gher -dali sao sao -jiang 

 猫 机 CON 上がる （分離） 座る （静止） 過去 

 （猫は机の上に上がってずっと座っていました） 
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V-ji ge	 完了アスペクト（（完全に）〜してしまう）を表す。 

用例： 

（１） naoshulian -ku yama -ni qi china -ji ge 

 今夜 DL 食事 ACC あなた 作る PER 

 （今夜の食事をあなたが作ってください） 

（２） zangnangra -sang dier -ni ghua -ji ge 

 汚れる （過去） 服 ACC 洗う PER 

 （汚れた服を洗ってください） 

（３） gan zangnangra -sang dier -ni ghua -ji ge -jiang 

 彼 汚れる （過去） 服 ACC 洗う PER 

 （彼は汚れた服を洗ってしまいました） 

 

V-ji hu-	 授受アスペクト（（人に）〜してあげる/くれる）を表す。 

用例： 

（１） gan -du ni di -ni ni -ji hu 

 彼 LOC この ドア ACC 開ける （授受） 

 （彼にこのドアを開けてあげてください） 

（２） damei -du ge nukuerli -ji hu 

 私 LOC ちょっと 手伝う （授受） 

 （私にちょっと手伝ってください） 

（３） gansi -du mer -ni zhagha -ji hu -ba 

 彼ら LOC 道 ACC 示す （授受） 過去 

 （彼らに道を教えてあげました） 

 

V-ji nao-	 経験アスペクト（（試しに）〜してみる）を表す。 

用例： 

（１） ni tierge -ni wuni -ji nao 

 この 自転車 ACC 乗る （経験） 

 （この自転車に乗ってみてください） 

（２） ni shuer -ni bari -ji nao 

 この 箸 ACC 持つ （経験） 

 （このお箸を持ってみてください） 
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（３） bi china -sang dimei -ni di -ji nao -jiang 

 私 作る 過去 パン ACC 食べる （経験） 過去 

 （私が作ったパンを食べてみました） 
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第 17課	 格要求 
	

属格要求	

用例：	

（１） ni yue -ni yama -ni mieshi wu -kuni bang 

 この 薬 ACC 食事 GEN 前 飲む （義務当然） COP 

 （この薬は食事の前に飲むべきです） 

（２） tian dongxi -ni yama -ni khuainuo di -kuni 

 甘い もの ACC 食事 GEN 後 食べる （義務当然） 

 bang 

 COP 

 （甘い物を食事の後に食べるべきです） 

（３） baxian -ni dongda -du qijighe -ni taibi 

 机 GEN 真ん中 LOC 花 ACC 置く 

 （机の真ん中に花を置きなさい） 

 

共同格要求	

用例： 

（１） kan -si -la hangtu duoruo -ji you -ji 

 誰 PL COM 一緒 下 DIR 行く （過去） 

 （誰と一緒に南の方へ行きましたか） 

（２） gaga -la hangtu xuexiao -du xi -ba 

 兄 COM 一緒 学校 LOC 行く （過去） 

 （兄と一緒に学校に行きました） 

（３） da -si -la hangtu tige ruang -du xi -ba 

 私たち PL COM 一緒 その 場所 LOC 行く （過去） 

 （私たちと一緒にその場所に行きました） 
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与位格要求	

用例：	

（１） ni kheri -ni gan -du ersighe 

 この 事 ACC 彼 LOC 尋ねる 

 （この事を彼に尋ねてください） 

（２） lai kerli -ku dongxi -ni damei -du hu 

 NEG 要る （連体） 物 ACC 私 LOC 与える 

 （要らない物を私にください） 

（３） damei -du nukuerli -ji hu 

 私 LOC 手伝う （授受） 

 （私を手伝ってください） 

	

奪格要求	

用例：	

（１） chuna -sa ayi -lang 

 狼 ABL 恐れる （現在・習慣） 

 （狼が怖いです） 

（２） mao kheri -sa jigeli -lang 

 悪い 事 ABL 吐き気がする （現在・習慣） 

 （悪いことに嫌気が差します） 

 

対格要求	

用例：	

（１） mori -ni wuni -ku ger -ji -lang you -ba 

 馬 ACC 乗る （連用） 家 DIR REF-POS 行く （過去） 

 （馬に乗って自分の家の方へ行きました） 

（２） ni dasi -ni jieni bie -ji -lang dengke 

 この 糸 ACC 自分の 体 DIR REF-POS 引く 

 （この糸を自分の体の方へ引きなさい） 

（３） ni tierge -ni sao -wa 

 この 車 ACC 乗る VOL 

 （この車に乗りましょう） 
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接点格要求	

用例：	

（１） mori -di wuni -ku ger -ji -lang you -ba 

 馬 CON 乗る （連用） 家 DIR REF—POS 行く （過去） 

 （馬に乗って自分の家の方へ行きました） 

注：対格-niは、馬を「交通手段」として用いる意を表すのに対し、接点格-diは

乗る「行為」そのものを表す。 
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第 18課	 形容詞の修飾語 
	

1. 程度副詞 

a. hudu、burong	 非常に、とても、極めて 

用例： 

（１） naoduer hudu khalong bang 

 今日 非常に 暑い COP 

 （今日は非常に暑いです） 

（２） chugushulian -ku sara hudu geigan bang 

 昨夜 DL 月 とても 明るい COP 

 （昨夜の月はとても明るかったです） 

（３） tiger shijie -ku shini shinagu burong saihang bang 

 その 時 DL 新しい 女性 極めて 美しい COP 

 （昔の新婚女性は極めて美しかったです） 

 

b. zui、chu	 一番、 も 

用例： 

（１） ni mughe -du zui bayang -ni ger ni bang 

 この 村 LOC 一番 金持ち GEN 家 これ COP 

 （この村で一番金持ちの家はこれです） 

（２） chujin -du chu gezai -ni he -ji ri 

 客 LOC も 良い ACC 取る （連用） 来る 

 （お客様に も良いものを持ってきてください） 

 

c. 形容詞-her	 より〜、もっと 

用例： 

（１） damei -du khara -her tige -ni hu ba 

 私 LOC 黒い （もっと） その ACC 与える SP 

 （私により黒いそれをくださいね） 
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（２） ni dongxi -lang pianyi -her -la 

 この 物 REF-POS 安い （もっと） INS 

 duer -ji ri -ba 

 買う （連用） 来る （過去） 

 （この物をもっと安い値段で買ってきました） 

（３） ni buda -ni pujia deger miangan -her dierge 

 この 麺 ACC 再び 少し 薄い （もっと） 伸ばす 

 （この麺をもう一回もっと薄く伸ばしてください） 

（４） ti dasi -ni biedong -her tangmu 

 その 糸 ACC 太い もっと よる 

 （その糸をもっと太くよってください） 

 

2.	重複による強調形（形容詞のみ）	

用例：	

（１） buleghe -ku suzu geigan ni, kuokuguo bang 

 泉 DL 水 澄んだ SP 真っ青な COP 

 （泉の水は澄んでいる、真っ青です） 

（２） wula kong -ni dama huhulang bang 

 山 人 GEN 顔 真っ赤な COP 

 （山の人の顔は真っ赤です） 

（３） shulian -du gere gui -sa khakhara, yang ya 

 夜 LOC 光 ない COND 真っ黒な 何 も 

 qige -dalang 

 見える NEG 

 （夜に光がないと真っ黒で何も見えません） 

	

形容詞重複形の例	

aarong 非常にきれいな （< arong きれいな） 

khakhara 真っ黒な （< khara 黒い） 

geigeigan 澄み切った （< geigan 清い） 

chachighang 真っ白な （< chighang 白い） 

nuonuoghuang 真緑の （< nuoghuang 緑） 
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kuokuguo 真っ青な （< kuguo 青い） 

shasha 真っ黄色の （< sha 黄色い） 

tuotuoguori 真ん丸の （< tuoguori 丸い） 
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第 19課	 定型表現 
 

A. 好き嫌い表現 

１. 動詞を用いて 

V-ku duruang bang	 好き（〜するのが好きだ、〜したい）の意を表す。 

用例： 

（１） bi naoduer khuoni mugha di -ku duruang bang 

 私 今日 羊 肉 食べる （したい） COP 

 （私は今日羊肉を食べたいです） 

（２） gan shulian -ku yama -ni di -ku duruang bang ge-lang 

 彼 夜 の 食事 ACC 食べる （したい） COP と言う 

 （彼は晩御飯を食べたいと言っています） 

 

V-ku duruang guang	 嫌い（〜するのが嫌いだ、〜したくない）の意を表す。 

用例： 

（１） bi naoduer xuexiao -du xi -ku duruang guang 

 私 今日 学校 DAT 行く （したい） NEG 

 （私は今日学校に行きたくありません） 

（２） gan pijighe zhuru -ku duruang guang ge-lang 

 彼 文字 書く （したい） NEG と言う 

 （彼は文字を書きたくないと言っています） 

 

2. 名詞を用いて 

N-du dura-tai bi / bang	 好き（〜が好きだ）の意を表す。 

用例： 

（１） bi mugha -du dura -tai bi 

 私 肉 DAT 好み （持つ） COP 

 （私は肉が好きです） 

（２） gan shanye -du dura -tai bang 

 彼 ジャガイモ DAT 好み （持つ） COP 

 （彼はジャガイモが好きです） 
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N-du dura gui / guang	 嫌い（〜が嫌いだ）の意を表す。 

用例： 

（１） bi amula -du dura gui 

 私 果物 DAT 好み NEG 

 （私は果物が嫌いです） 

（２） gan jierghasi -du dura guang 

 彼 魚 DAT 好み NEG 

 （彼は魚が嫌です） 

 

B. 不必要・無価値を表す表現 

V-der guang	 不必要・無価値（〜すべきでない、〜する価値がない）の意を表

す。 

用例： 

（１） ni ruang -ku suzu -ni wu -der guang 

 この 場所 DL 水 ACC 飲む NEG 

 （この場所の水を飲むべきではない） 

（２） naoduer khura lai bao -kunang, san -ni bari -der guang 

 今日 雨 NEG 降る （未来） 傘 ACC 持つ NEG 

 （今日は雨が降りません。傘を持つ必要がない） 

 

C. 可能・不可能表現 

V-ji naghu-lang	 可能（〜することができる）の意を表す。 

用例： 

（１） bi ni qijighe -ni huala -ji naghu-lang 

 私 この 花 ACC 描く 可能 

 （私はこの花を描くことができる） 

（２） gan ni khaiqi -ni jiari -ji naghu-lang 

 彼 この ハサミ ACC 使う 可能 

 （彼はこのハサミを使うことができる） 
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V-ji naghu-dalang （~ V-dalang）	 不可能（〜することができない）の意を表す。 

用例： 

（１） bi ni qijighe -ni huala -ji naghu-dalang 

 私 この 花 ACC 描く 不可能 

 （私はこの花を描くことができない） 

（２） gan pijighe zhuru -ji naghu-dalang 

 彼 文字 書く 不可能 

 （彼は文字を書くことができない） 

（３） gan-si ni weilie -ni ge -ji naghu-dalang 

 彼ら この 仕事 ACC する 不可能 

 （彼らはこの仕事をすることができない） 

（４） bi ni yama -ni china -ji naghu-dalang 

 私 この 食事 ACC 作る 不可能 

 （私はこの食事を作れません） 

（５） gan pijighe meidie -dalang 

 彼女 文字 知る 不可能 

 （彼女は文字を知りません） 
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第 20課	 文末助詞 
	

ni	 形容詞の直後にのみ接続し、話し手の考えを一方的に述べる意を表す（〜で

すよ）。 

用例： 

（１） niebie aguer kong chuang ni 

 今 女の子 人 少ない SP 

 （今女の子は少ないよ） 

（２） wuguer -du ghaida -du duer -ku amula -si  

 冬 LOC 外 LOC 売る （連体） 果物 PL  

 gui ni 

 高い SP 

 （冬に外で売る果物は高いよ） 

注：文末助詞 niが来なければ、等位 copulaの bangを用いる必要がある。 

 

sha 

1. 肯定文で、聞き手に同意を求め、（〜でしょ？〜でしょうね？（そうでしょ、

そうじゃないの））という意を表す。 

用例： 

（１） gan shanye manta -la xi -jiang sha 

 彼 ジャガイモ 掘る PUR 行く （過去） SP 

 （彼はジャガイモを掘りに行ったでしょうね） 

（２） gansi -ni ger -du tierge duer -jiang sha 

 彼ら GEN 家 LOC 車 買う （過去） SP 

 （彼らの家に車を買ったでしょ） 

 

2. 命令文で、軽い命令で（〜してね）の意を表す。 

用例： 

（１） niana-tang, ni zhuolian dimei-ni di sha 

 お婆さんたち この 柔らかい パン 食べる SP 

 （お婆さんたち、この柔らかいパンを食べてね） 
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（２） khamu kong ni ger -du ruo -ku nao sha 

 すべての 人 この 部屋 LOC 入る （直後） 見る SP 

 （みんなこの部屋に入って見てね） 

	

ba（< CH吧 ba） 

1. 肯定文で、聞き手に推量して伝達する（〜だろう、〜でしょう）の意を表す。 

用例： 

（１） gan ger -lang you -jiang ba 

 彼 家 REF-POS 行く （過去） SP 

 （彼が家に帰っただろう） 

（２） cuduer -ku suzu khuo -jiang ba 

 川 NEG 水 干あがる （過去） SP 

 （川の水が干上がっただろう） 

（３） mughashi khura bao -kunang ba 

 明日 雨 降る （未来） SP 

 （明日は雨が降るだろう） 

（４） miangan dier -lang musi -ji xuexiao -du 

 薄い 服 REF-POS 着る （連用） 学校 LOC 

 xi -sa dara -ni ba 

 行く COND 寒い （未来） SP 

 （薄い服を着て学校に行ったら寒いだろう） 
 
2. １人称意志（-a/-wa）の直後で、軽い疑問（（私/私たちが）〜しましょうか）

の意を表す。 

用例： 

（１） dasi -ghulu hai shidi -a ba 

 糸 INS 靴 縫う VOL SP 

 （糸で靴を作りましょうか） 

（２） ni zangnang dier -ni bi ghua -wa ba 

 この 汚い 服 ACC 私 洗う VOL SP 

 （この汚い服を私が洗いましょうか） 
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3. ２人称に対する依頼で（〜してよ、〜してね）という意を表す。 

用例： 

（１） qi ni khuoran -ni shou ba 

 あなた この 庭 ACC 掃除する SP 

 （あなたはこの庭を掃除してね） 

（２） gan kuer -ji ri -jiang, qi jielie -la 

 彼 着く （連用） 来る （過去） あなた 迎える PUR 

 xi ba 

 行く SP 

 （彼はやって来た。あなたは迎えに行ってね） 

 

bei（< CH呗 bei） 

肯定文で、聞き手に断定的に伝達する（〜よ（そうなんですよ））という意を表

す。	

用例： 
（１） bi chuguduer xuexiao -du xi -ba bei 

 私 昨日 学校 LOC 行く （過去） SP 

 （私は昨日学校に行ったよ） 

（２） ana ghuru -ni zhua -jiang bei 

 母 小麦粉 ACC 練る （過去） SP 

 （母は小麦粉を練ったよ） 

 

ya 

1. 経験（〜したことがある）という意を表す。 

用例： 

（１） bi riben xi -ba ya 

 私 日本 行く （過去） SP 

 （私は日本に行ったことがあります） 

（２） gan meiguo -du xi -jiang ya 

 彼 アメリカ ACC 行く （過去） SP 

 （彼はアメリカに行ったことがあります） 
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2. 強調する（〜よ、～ぞ）という意を表す。 

用例： 

（１） gan ger -lang you -ba ya 

 彼 家 REF-POS 行く （過去） SP 

 （彼はすでに家に帰ったよ） 

（２） ni kheri -ni mieshi -la meidie -ba ya 

 この 事 ACC 前 CON-ABL 知る （過去） SP 

 （この事はすでに前から知っていたよ） 

（３） du dasi ger -lang you -wa ya 

 今 私たち 家 REF-POS 行く VOL SP 

 （さあ私たちは家に帰りましょうよ） 

（４） du jian -ni ger -lang you -duer -wa ya 

 今 自分 GEN 家 REF-POS 行く （多数態） VOL SP 

 （さあ自分の家に一緒に帰りましょうよ） 
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略語一覧	

ABL : （ablative） 奪格 

ACC : （accusative） 対格 

CAU : （causative） 使役 

COM : （comitative） 共同格 

CON : （connective） 接点格 

CON-ABL : （connective-ablative） 接点奪格 

COND : （conditional） 条件 

COP : （copulative） 連辞 

DIR : （directive） 方向格 

DL : （definite location-time） 特定場所・時間 

EX : （existent） 存在 

GEN : （genitive） 属格 

INS : （instrumental） 造格 

INT : （interrogative） 疑問 

LOC : （locative） 与位格 

NEG : （negative） 否定 

PER : （perfective） 完了 

PL : （plural） 複数 

PN : （possessive noun） 所属名詞 

PPE : （personal possessive ending） 人称所有語尾 

PRO : （prohibit） 禁止 

PUR : （purpose） 目的 

REF-POS : （reflexive-possessive） 再帰所有 

REF-PRO : （reflexive-pronoun） 再帰代名詞 

SP : （sentense particle） 文末助詞 

VE-EN : （verb ending） 動詞語尾 

VOL : （voluntary） 意志 
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