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第4課

Adisua a to so nan

Mey Japanni
★ …である, …ではない, 主語接語
 1-32

Mari, wufri he?

Kwaame:

マリ、出身はどこですか？
Mifri Japan.

Mari:

日本から来ました。
Mey Japanni.
日本人です。
Na wo nso ?
あなたは？
Woy Asanteni anaa?
アサンテ族ですか？
Kwaame:

Daabi, meny Asanteni.
いいえ、アサンテ族ではありません。
Mey Nkrani.
ガ族です。
Woy ọsuani anaa?

Mari:

学生ですか？
Aane, mey ọsuani w Cape Coast Suapn.

Kwaame:

はい、ケープコースト大学の学生です。
Mari:

Saaa?

Me nso mey ọsuani w Legon Suapn.

本当？ 私もレゴン大学の学生です。

wo / wu あなたは

anaa …ですか、…しますか？  1-33

fri …から来る

daabi いいえ

hee  どこ

ny …ではない

me / mi

Nkrani ガ族

y

私は

ọsuani 学生

…である

Japanni 日本人

aane

Asanteni アサンテ族

suapn 大学
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はい

● 主語接語
主語接語は、次の 7 種類があります（それぞれ母音調和に従って分布します）。基本
的にここに示した声調で現れますが、動詞の活用形には全ての主語接語が H で現れるも
のがあります。
me=/ mi=

私は

yɛ=/ yẹ=

私たちは

wo=/ wu=

あなたは

mo=/ mu=

あなたたちは

ɔ=/ ọ=

彼／彼女／それ（生物）は

wɔn=/ wọn=

彼ら／それら（生物）は

ɛ=/ ẹ=

それ（無生物）／それら（無生物）は
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● …である、…ではない
繋辞 yɛ は、主語／主語接語と補語をつなぎ、「～は…である」の文を作ります。否定
辞 N-をつけて nyɛにすると、「～は…ではない」になります。声調は、yは L で、ny
は LH で現れます。
 1-35

 肯定形
Mey Japanni.

私は日本人です。

Yy akyerkyerfo.

私たちは先生です。

Woy Gaanani.

あなたはガーナ人です。

Moy asuafo.

あなたたちは学生です。

Ↄy Asanteni.

彼はアサンテ族です。

Wn’y me nnamfo.

彼らは私の友人です。

Ԑy fufuọ.

それはフフです。
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 否定形
Meny Japanni.

私は日本人ではありません。

Yny akyerkyerfo.

私たちは先生ではありません。

Wony Gaanani.

あなたはガーナ人ではありません。

Mony asuafo.

あなたたちは学生ではありません。

Ↄny Asanteni.

彼はアサンテ族ではありません。

Wnny me nnamfo.

彼らは私の友人ではありません。

Ԑny fufuọ.

それはフフではありません。

● 人を表す接語
人を表す接語には 2 つあり、基本的に=ni は単数を、=foɔ は複数を表します（これら
の声調は語によって異なります）。=ni は、母音を伸ばして発音します。
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 1-37

単数

複数

Japanni

Japanfo

日本人

< Japan 日本

ọsuani

asuafo

学生

< sua 学ぶ

Nhwso 1

＜

＞のことばを入れかえて、言ってみましょう。

A: Woy ＜

＞ anaa?

B: Daabi. Meny ＜

＞.

Mey ＜
A: Ↄy ＜

＞.
＞ anaa?

B: Daabi. Ↄny ＜
Ↄy ＜

＞.
＞.

Americani（複 Americafo）

アメリカ人

Ingrẹsini（複 Ingrẹsifo）

イギリス人

Aratani（複 Aratafo）

ナイジェリア人

Akuapemni（複 Akuapemfo）


アクアペム族

Mfanteni（複 Mfantefo）

ファンテ族

Angonani（複 Angonafo）


エウェ族

kyerkyerni（複 akyerkyerfo）

先生

drb
 ani（複 adrbafo）

ドライバー

ọsuani（複 asuafo）


学生

ọkuani（複 akuafo）

農家

sfo（複 asfo）


牧師

detnni（複 adetnfo）

店員

Nhwso 2

アカン語で言ってみましょう。（解答は次ページ）

1. 彼らは学生です。
2. あなたはアサンテ人ですか？
3. 私たちは先生です。
4. 彼は私の友人です。
5. 私はドライバーです。
6. あなたたちはナイジェリア人ですか？
7. アマは店員です。
8. クワメはお医者さんです。
9. アフィアは仕立て屋さんです。
10. クワクは牧師さんです。
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 1-38

Nhwso 2

 1-39

解答

1. Wn’y asuafo.
2. Woy Asanteni?
3. Yy akyerkyerfo.
4. Ↄy m’adamfo.
5. Mey drbani.
6. Moy Aratafo?
7. Ama y detnni.
8. Kwaame y ọduruyfo.
9. Afia y adepamni.
10. Kwaaku y sfo.

仕立て屋さん
ガーナでよく見かけるのが、仕立て屋さん。日本では、オーダーメイドというと高級
なイメージがありますが、ガーナでは服を仕立ててもらうのが一般的です。女性であれ
ば、ブラウス(kaba)とロング・スカート(srẹẹti)、スカーフ(duku)の三つ揃えで、仕立
て料は 500 円くらいと手ごろです。市場でカラフルでユニークな布の中からお気に入り
をさがすのも楽しみのひとつ。好きなデザインを伝えて、できあがりを待つのも楽しい
ものです。
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職業
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kyerkyerni（複 akyerkyerfo）

先生

ọsuani（複 asuafo）


学生

sfo（複 asfo）


牧師

detnni（複 adetnfo）

店員

ọduruyfo（
 複 aduruyfo）


医者

dkta（複 dktafo）

医者

ọdunsini（複 adunsifo）

伝統医

ọdwadini（複 adwadifo）

商売人、売り手

ọfrikafo（
 複 afrikafo）


ドライバー

drb
 ani（複 adrbafo）

ドライバー

adepamni（複 adepamfo）


仕立て屋

ọyifo（複 ayifo）


床屋

fitani（複 afitafo）

車の修理屋

ọkuani（複 akuafo）

農民

bfo（複 abfo）


猟師

pofoni（複 apofofo）


漁師

srani（複 asrafo）

兵士
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