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第 6 課 Adisua a to so nsĩa

Pọsufese w he?
★ いる／ある, いない／ない, どこ, 母音同化
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Mari:

Awuraa, mepaakyw, pọsufese w he?
お姉さん、すいません、郵便局はどこですか？

Awuraa:

K w’anim tee n fa bọnkum.

Ԑw h.

まっすぐ行って、左に曲がりなさい。そこにあるわ。
Mari:

Rstran w ntamuu ha？
この近くにレストランありますか？

Awuraa:

Daabi, rstran nni ntamuu ha.
いいえ。この近くにレストランはないわ。
S wop ampẹsiẹ a ẹbi w ha.
アンペシなら一件あるけど。

Mari:

Ԑw he?
どこですか？

Awuraa:

Ԑw dan fufuọ no akyi.
あの白い建物の後ろにあるわ。

awuraa お姉さん／おばさん

rstran レストラン

mepaakyw すいませんが

ntamuu 近く

pọsufese 郵便局

ha ここ

w

nni …にない

…にある

k 行く

s…a もし…ならば

anim 前

ampẹsiẹ アンペシ

tee まっすぐ

ẹbi ひとつ

n そして

dan 建物

fa 取る

fufuọ 白い

bọnkum 左

no その、あの

h そこ、あそこ

akyi 後ろ
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● …にある／いる、…にない／いない
「…にある／いる」は、wɔ…と言います。「…にない／いない」は、nni…と言います。
nw…とは言わないので、注意しましょう。声調は、wɔ は L で、nniは LH で現れます。
Mew fiẹ.

私は家にいます。

Ọnni h.

彼はそこにいません。

Kọfi w sukuu.

コフィは学校にいます。

Ama w gyaare.

アマは台所にいます。

Kwaame nni adwaa.

クワメは浴室にいません。

Ԑw w’anim.

あなたの前にあります。

Ԑw w’akyi.

あなたの後ろにあります。
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● 位置を表す語
 1-61

以下の語は、名詞の後ろについて位置を表します。
anim

前

dan no anim

その建物の前に

ẹmu

中

adaka no mu

その箱の中に

ase

下

dua no ase

その木の下に

so

上

pono no so

そのテーブルの上に

akyi

後ろ

dan no akyi

その建物の後ろに

hoo 

近く、回り

dan no ho

その建物の近くに

nkyn

横

mpa no nkyn

そのベッドの横に

● その他の表現
道を尋ねたり教えたりするときの表現を覚えましょう。
Kyer me ahinfiẹ kwan.

宮殿までの道を教えてください。

W’atwa hoo.

通り過ぎましたよ。

Ԑnware koraa.

全然遠くありません。

Wubẹhunu s w h.

そこにあるのが見えますよ。

Wubẹhunu w wu nifa so.

右手に見えますよ。
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● 母音同化
母音調和に似た現象に母音同化があります。母音調和は調和領域（1 語根＋接辞＋後接
語）における母音の現れの制限でしたが、母音同化は語根＋語根あるいは語＋語の環境
において、前部要素末の 1 母音にのみ起こる現象です。後部要素の第一母音が i, u の場
合に、前部要素末の[－ATR]母音が[+ATR]母音に変わります。
Mew fiẹ.

私は家にいます。

[wo]
Kọfi w sukuu.

コフィは学校にいます。

[wo]
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Nhwso

アカン語で言ってみましょう。（解答は次ページ）

1. お母さんは家にいます。
2. コフィは自分の部屋にいません。
3. アマは浴室にいます。
4. テーブルの上にコップがありません。
5. 売店はその建物の後ろにあります。
6. 教会の横に郵便局がありませんか？
7. 彼女は家の前にいますか？
8. ボウルの中にヤムがありません。
9. いすの下に猫がいます。
10. 学校の近くに病院がありませんか？
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Nhwso
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解答

1. Maame w fiẹ.
2. Kọfi nni ne dan mu.
3. Ama w adwaa.
4. Kruwa nni pono no so.
5. Adetnbea w dan no akyi.
6. Pọsufese nni asre no nkyn?
7. Ↄw dan no anim?
8. Baer nni kynsee no mu.
9. Agyinamoa w akọnwa no ase.
10. Ayaresabea nni sukuu no nkyn?

トロトロ
ガーナの乗り物といえば、バスやタクシーもありますが、何と言ってもトロトロ(trɔtrɔ)
とよばれる乗合バスが、経済的でアフリカらしさを味わうのにうってつけです。乗合バ
スと言っても、ぽんこつのワゴン車を改造して座席を 4，5 列並べたもので、これに乗
客をぎゅうぎゅうに詰め込みます。トロトロ
には運転手の他に 1 人か 2 人の「メイト」が
乗っていて、窓から顔を出して客と交渉したり、
運賃を集めたりします。乗り心地はとても快適
とは言えませんが、大音量でハイライフが流れ
る車内で、がたいの大きいガーナ人たちに押し
つぶされるように腰かけ、窓の外に流れる
ジャングルを眺めていると、「ガーナに来た
んだ！」という気持ちになるのです。
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ọnipa（複 nnipa）

人

Ọnyankopn

神

Ọnyame

神

Awurade

神

hene（複 ahemfo）

王様、首長

hemaa（複 ahemaa）

女王

kyeamee（複 akyeamee）

オチアメ

ọbibini（複 abibifo）


黒人

ọbrọni（複 mmrọfo）

白人

adamfo（
 複 nnamfo）

友達

akoraa（複 nkoraa）

子供

ọkumaa（複 nkumaa）

若者

ọpanyin（複 mpanyinfo）

老人

bma（複 mmma）

男

abmaa（複 mmmaa）

少年

abrante（
 複 mmrante）


若い男

ọwura（複 awuranom）

お兄さん／おじさん

papa（複 papafo）

おじさん

akkoraa（複 nkkorafo）


おじいさん

baa（複 mmaa）

女

abaayaa（複 mmaayaa）

少女

ababaa（複 mmabaa）

若い女

awuraa（複 nwuraa）

お姉さん／おばさん

maame（複 maamefo）

おばさん

aberewa（複 mmerewafo）

おばあさん
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