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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 nnwom?
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。

nnra 昨日

nnwom （複数）歌 < dwom  2-26

st お店

te …so （値段を）まける

tn 売る

ade 物

siidi CD

biẹm 再び、他に

Kumase クマシ

biibiaa 何も（…ない）

t 買う
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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
 2-27

 1 音節
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。
 2-28

 2 音節
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
 2-29

 1 音節
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。
 2-30

 2 音節
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。
Mitie.

 2-31

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

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。

 2-32

● 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。
 2-33

 1 音節
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。
 2-34

 2 音節
M’eKọfi.

私はコフィと結婚しませんでした。

W’ammiẹ 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。

Moamẹgỵ

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。
 2-35

2 人称単数

3 人称単数

W’am
 iẹ 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

 2-36

解答

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
sẹẹsiaa

今

nn

今日

nansa yi

最近

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

anyumre

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

bosomei

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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