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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:

Mẹtumi ne wo ak?
一緒に行っていい？

Kofi:

Yọọ.

Ԑne ynkt kọọbi!

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 kọọkọafuọ mu.
カカオ畑に行くんだよ。
Meekd afuọno ase.
草とりをしにね。

Kofi:

Ԑne ykboa wo.
じゃあ、僕たちも行って手伝うよ。

sra あいさつする

ọọ 挨拶の後につける間投詞  2-58

nana 祖父母（クラス II）

nana 孫（クラス I）

Mampn マンポン

kọọkọọ カカオ

tumi a… …できる

afuọ 畑

kọọbi 干ティラピア

d …ase （…の下で）草取りする

du 到着する

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。
 2-59

 1 音節
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。

Yẹkọdu

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。

Yarị̣̣̣

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。

Ọkọ̣gya

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

Ↄbhy ataade.

Ↄbhy ataade.

彼は服を着ます。

彼は来て服を着ます。

Wobkyer Twii.

Wobkyer 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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 2-63

● 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）。
 2-64

 1 音節
Menkhy

私は行って服を着ません。

Ọmẹtw

彼は来て車を運転しません。

Mum
 ẹtw 

あなたたちは来てひもを切りません。

Yẹnkọdukanea.

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。

Ymmkaṛ̣̣̣

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。

Ọnkọpẹgya

彼は行って車を持ち上げません。

Wummẹbisa 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。
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 moo 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！

Yẹnkọbisa maame!

お母さんに尋ねに行こう！
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 2-67

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

 2-68

解答

1. Yẹẹkọtu baer.
2. Ↄkt paanoo.
3. Bboa me!
4. Ma Kọfi nkt bia!
5. Kfa nkyene 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。
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