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第 15 課

Adisua a to so du num

Ↄkyena wobk he?
★ 未来形

 2-38

Kọfi, kyena wobk he?

Mari:

コフィ、明日はどこへ行くの？
Ↄkyena m’k Kumase.

Kofi:

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:

Oo, kus.

Ọwuu dabn?

まあ、ご愁傷さま。いつ亡くなったの？
Ԑnn ne naawtwe mmiẹnu.

Kofi:

2 週間前。
Maame nso bk bi?

Mari:

お母さんも行くの？
Daabi, nk bi.

Kofi:

Ↄw adwuma y nti.

ううん、行かない。仕事があるから。
Ԑne, me ne wo bk.

Mari:

じゃあ、私も一緒に行く。
Yọọ.

Kofi:

Wow ntoma kk anaas tuntum?

いいよ。赤か黒の布持ってる？

kyena 明日

nn 今日

ntoma 布

ayiẹ 葬式

naawtwe 週

kk 赤い

wfa おじさん

maame お母さん

anaas または

wu 死ぬ

ẹbi 何か

tuntum 黒い

kus ご愁傷さま

adwuma 仕事

dabn

nti …だから

いつ
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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。
 2-40

 1 音節
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
M’ẹAma.
Wụ̣gy

彼は話します。


私はアマに尋ねます。
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’ẹpẹgya bfr.

私はパパイヤを持ち上げます。

Ọbẹbisa Kọfi.

彼はコフィに尋ねます。

 2-43

● 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）。
 2-44

 1 音節語根
Mintwi kaa.

私は車を運転しません。

Wonhy

あなたは服を着ません。

Ọmmu.

彼は木を折りません。

Ymmdn.

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
Mimmiẹpono.

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

 2-46

解答

1. Nn anyumre ybnoa fufuọ.
2. Ↄntn ne kaa.
3. Yẹbẹsua Twii.
4. Ama bkan nwoma.
5. Ↄkyena bk asre.
6. Kọfi bfo taksi.
7. Akyirẹi m’ẹhyia Kọfi.
8. Wnbkyea 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。
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動物

 2-47
nantwiẹ（複 nnantwiẹ）

牛

ọdwan（複 nnwan）

羊

apnkye（
 複 mpnkye）

ヤギ

pnk（複 mpnk）

馬

prakọ（複 mprakọ）

豚

kraman（複 nkraman）

犬

agyinamoa（複 nnyinamoa）

猫

anomaa（複 nnomaa）

鳥

akok （複 nkok）

ニワトリ

akọ（複 nkọ）

オウム

kde（複 nkde）


鷲

apataa（複 mpataa）

魚

ww（複 nww）

蛇

nwansena

ハエ

ananse

クモ

ntontom

蚊

nttea

アリ

mfte

シロアリ
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