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はじめに 

マダガスカルはアフリカ大陸の南にある島国です。正式名称をマダガスカル共和国

（Republic of Madagascar）と言います。世界で 4番目に大きな島国で、面積は 587,000

平方キロメートル（日本の約 1.6倍）です。首都はアンタナナリボで、人口は約 2500万

人です。1896年から 1960年までフランスの植民地となっていたため、マダガスカル語だ

けではなくフランス語も公用語となっています。教育言語もマダガスカル語とフランス語

ですが、だれもがフランス語ができるというわけではなく、できない人も多くいます。独

立後もフランスの文化やフランス語が非常に大きな力を持っており、マダガスカルの新聞

やテレビ番組は現在も約 75％がフランス語となっています。 

主食はお米です。マダガスカルは南半球にあるので、季節は日本の逆です。冬は 5月か

ら 10月まで、夏は 11月から４月までです。冬は寒いですが、雪は降りません。夏は雨が

多く、暑いです。気温は場所によって違います。秋と春もありますが、短いです。日本と

マダガスカルの時差は 6時間です。 

マダガスカルは開発途上国なので、多くの国民の生活レベルは低く、貧富の差が激しい

です。 

 

 

 

教材について 

この教材は語学訓練まえの事前学習用です。対象はマダガスカルへ派遣される候補生で

す。マダガスカル語は方言もありますが、日本語と同じように標準語もあります。この教

材はマダガスカル語の標準語のためのものです。 
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 二本松青年海外協力隊訓練所での派遣前語学訓練は学習時間がかなり限られており、短

期集中型の授業が行われます。そして授業はこの事前学習資料を終え、学習内容を身につけ

ていることを前提として始めます。入所前に事前学習をやった方とやらなかった方では授

業開始の時点で大きな差がついてしまい、また、訓練開始時に確認テストも行いますので、

入所前にこの事前学習資料でマダガスカル語の基本文法と単語、表現をしっかりと覚える

ようにしてください。 

 なお事前学習資料提出課題は、この事前学習資料の内容を十分に理解した後に取り組み、

訓練所での最初の語学授業の時に担当講師に提出してください。 
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第 1課 マダガスカル語の文字と発音 
 

マダガスカル語には独自の文字はなく、なじみのあるローマンアルファベット（ローマ字）

21文字を使用します。マダガスカル語では C, Q, U, W, Xを使いません。最初にある単語の

語頭字、国名や人名、月や曜日の名称などには大文字を使います。 

 

１．アルファベット 

♬ Track – 01 

A a a  (ア) M m emm  (エム) 

B b bi  (ビ) N n enn  (エヌ) 

D d di  (ディ) O o ou  (ウ) 

E e e  (エ) P p pi  (ピ) 

F f eff  (エフ) R r arr  (アル) 

G g gue  (ゲ) S s ess  (エス) 

H h haintso  (ハインツ) T t ti  (ティ) 

I i i  (イ) V v vi  (ヴィ) 

J j dzi  (ジ) Y y y  (grecque) (イ) 

K k ka  (カ) Z z zed  (ゼッド) 

L l ell  (エル) 
   

 

２．発音 

音と発音に関しては、日本人にとってなじみのない発音や特有のイントネーションがあ

りますのが、繰り返し練習することで十分に身につけることができます。 

 このテキストでは部分的にカタカナで発音を表記していますが、あくまで初歩の段階で

の目安としての表記です。音声をよく聞き、できるだけ正しい発音を真似るようにしてくだ

さい。 
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「母音」 

マダガスカル語の基本母音は以下の 5つです（表記は 6通り）。日本語と同じように発音

できます。 

  ♬ Track –02 

a（ア）  i（イ） e（エ） o（ウ）  ô（オ）  y（イ）* 

*「 i 」は語尾にくると「 y 」を書きますが、音は「 i 」(イ)と同じです。 

 

練習）以下の単語を使って発音練習をしましょう。 

♬ Track – 03 

namana ナマナ 友達 

tanora タヌラ 若い・若者 

sipa シパ 彼女／彼氏（恋人） 

hena ヘナ 肉 

zoky ズキ 兄／姉 

mama ママ 母 

dada ダダ 父 

fanaka ファナカ 家具 

seza セザ 椅子 

boky ブキ 本 

fiara フィアラ 車 

tôka トカ 酒 

pôlisy ポリシ 警察 

 

＊「o」が「ウ」と発音されることに注意し、早く慣れるようにしてください。 
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「子音」 

 マダガスカル語の発音で特に日本人が注意しなければならないのが、子音の「 l 」と

「 r 」、「 f 」と「 v 」の発音です。 

 

 ・「 l 」＝ 舌先を上歯茎の内側に当てたまま発音します 

 

 ・「 r 」＝ 巻き舌で、舌先が持ち上がって、上顎に触れると同時に弾き返されるよう 

に発音します。 

 

 ・「 f 」と「 v 」＝ 下唇を上の歯で軽く噛んで発音をします。 

 

 

練習）以下の単語を使って発音練習をしましょう。 

♬ Track – 04 

fanafody ファナフディ 薬 

vady ヴァディ 夫か妻（配偶者） 

zatovo ザトゥヴ 若者 

fary ファリ サトウキビ 

vaovao ヴァウヴァウ あたらしい 

rano ラヌ 水 

voanjo ヴアンジュ ピーナツ 

vola ヴラ お金 

reny レニ 母親 

laisoa ライスア キャベツ 

fako ファク ゴミ 

vazaha ヴァザハ 外国人 

ray ライ 父親 

voankazo ヴアンカズ 果物 

lalana ララナ 道 
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３．二重子音・三重子音 

 マダガスカル語では二重子音と三重子音が頻繁に使われ、日本語で使うローマ字表記と

は大きく異なる発音となるため、音声をよく聞き、しっかりと読み書きができるようにし

てください。 

 

「マダガスカル語特有の二重子音」 

♬ Track – 05 

・「 tr 」＝ 日本語の「チャ行」と「トゥラ行」の間の音になります。 ＝ tra 

・「 dr 」＝ 日本語の「ジャ行」の「ドゥラ行」間の音になります。 ＝ dra 

・「 ts 」＝ 日本語の「チャ行」と「ツァ行」の間の音になります。 ＝ tsa 

 

 

「“ん”の表記」 

 日本語では「新聞（しんぶん）」「乾杯（かんぱい）」「漫画（マンガ）」「忍者（にんじ

ゃ）」など、「ん」は基本的に日本語のローマ字表記では「 n 」で表します。しかしマダ

ガスカル語では、「ん」の後の音が「唇を閉じた状態で発音される音＝m、p」の場合、

「 n 」ではなく「 m 」で表記されます。 

 

 ・「 m 」で表記される                        ♬ Track – 06 

「mb」＝ omby   ウンビ （牛） 

 sambo  サンブ（船） 

「mp」＝ rahampitso  ラハンピツ（明日） 

 manampy  マナンピ（加える） 

 

 ・「 n 」で表記される 

「nj」＝  onja   ウンジャ （波） 

 akanjo  アカンジュ （服） 

「nt」＝ mainty   マインティ （黒） 

 entana   エンタナ （荷物） 

「ng」＝ mangataka   マンガタカ （請う） 

 mangidy   マンギディ （苦い） 

「ndr」＝ zandry   ザンジ （弟／妹） 

 masoandro   マスアンジュ （太陽） 
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練習）以下の単語を使って発音練習をしましょう。             ♬ Track – 07 

mb 
ambony アンブニ 上 

ambany アンバニ 下 

tr 
mianatra ミアナチャ 勉強する 

misaotra ミサウチャ ありがとう 

dr 
satro-dRakoto サチュジャクットゥ ラクットゥさんの帽子 

tsio-drivotra チウジヴチャ そよ風 

nj 
fanjakana ファンジャカナ 政府 

manja マンジャ きれい 

mp* 
mampianatra マンピアナチャ 教える 

miompy ミオンピ 飼う 

nt 
Antananarivo アンタナナリブ アンタナナリボ 

antitra アンティチャ 年老いた 

ts 
matsiro マチル 美味しい 

tsara チャラ 良い 

ng 
manga マンガ 青い 

mangatsiaka マンガチアカ 寒い・冷たい 

ndr 
miandry ミアンジ 待つ 

mandro マンジュ 浴びる 

 

* 語頭にある場合、「 mp- 」の「 m 」の音は「ム」または「ン」とはっきり発音しません。唇をしっか

りと綴じた状態で一瞬ためを作り、すぐに「 p 」の音から発音をしていきます。 

♬ Track – 08 

  例） mpampianatra      mpianatra     mpivarotra 
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第 2課 語結合と子音の転換 

 

語結合による子音の転換 

マダガスカル語では、意味の上でまとまりの強い二つの語が結合し、一つの語や語句を作

る時に「子音の転換」が行われます。「子音の転換」は、結合する二つの語のうち、先行す

る語の語尾の音が省略され、後続する語の語頭の子音が別の子音に転換（＝別の子音に置き

換えられる）されることを意味します。 

 

♬ Track – 09 

例）     mpivarotra     ＋    fary      ＝     mpivaro-pary 

～屋、～を売る人           サトウキビ           サトウキビ屋 

 

 「 mpivarotra 」の語尾の「 tra 」が省略され、「 fary 」の語頭の「 f 」が「 p 」に転換

されます。 

 

以下の表は、先行する語の語尾の音「 –ka, -tra, -na 」で終わり、後続する語の語頭の子

音「 f, h, l, r, s, v, z 」で始まる語に見られる子音の変換です。先行する語の語尾の音が「 –

ka, -tra 」の場合は、「 –ka, -tra 」の音を省略します。「 -na 」の場合は、「 -a 」を省略し、

後続する語と結合させます。ただし、後続する語の語頭の子音が「 b- 」と「 p- 」で、先

行する語の語尾の音が「 -m 」の場合は、「 -m 」の音を「 -n 」に変えます。通常、二つ

の語はハイフンで繋ぎます。 

 

 

練習）以下の単語を使って発音練習をしましょう。             ♬ Track – 10 

子音変化 もとの形 変化形 意味 

f ⇒ p mpivarotra fary mpivaro-pary サトウキビ屋 

h ⇒ k mpivarotra hena mpivaro-kena 肉屋 

l ⇒ d mpivarotra lamba mpivaro-damba 布屋 

r ⇒ dr satroka Rakoto satro-dRakoto ラクットゥさんの帽子 

s ⇒ ts zanaka saka  zana-tsaka 子猫 

v ⇒ b manana vady manam-bady 結婚している（状態） 

z ⇒ j satroka zaza satro-jaza 子供の帽子 
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練習問題 1 語結合により子音転換された語を書きなさい。 

 

原形 変化形 意味 

1) mpivarotra fanafody                薬屋 

2) mpivarotra hazo                木を売る人 

3) mpivarotra latabatra                テーブルを売る人 

4) lobaka Rakoto                ラクットゥさんのシャツ 

5) zanaka soavaly                子馬 

6) resaka zatovo                若者の話 

 

＊語結合と子音の転換については訓練所の授業で詳しく学びます。ここでは、このような規

則があるということだけ覚えておいてください。 
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第 3課 冠詞 

 

冠詞は名詞に結びついて、その名詞を特定する働きをします。日本語には「冠詞」という

概念がないので（英語の「 a 」と「 the 」の使い分けは難しいですよね）、しっかりと冠

詞が使われている状況や状態をイメージとして覚えていくことが大切です。 

マダガスカル語では、名詞を特定するために名詞の前に冠詞を付けます。しかしマダガス

カル語の冠詞には、名詞を特定させるためだけに使われるのではなく、形容詞と動詞にも結

びつき、形容詞と動詞を名詞化させる働きもあります。 

この事前学習資料では「 ny 」と「 i 」2つの冠詞の基本的な使い方を学びます。 

 

 

・ ny                                                ♬ Track –11 

1- 普通名詞に付ける定冠詞。英語の定冠詞「 the 」同じような働きをする。 

ny lanitra sy ny tany  空と大地（世界に一つしかないものには必ずつける） 

Matsiro ny tôka.  そのお酒は美味しい。 

 

2- 所有を表す人称接尾辞（ ko, -nao, -ny, -ntsika, -nay, -nareo = P.28参照 ）で限定

された名詞に必ず付ける。 

ny fiarako  私の車 

Vaovao ny tranonay.  私たちの家は新しい。 

 

3- 形容詞に付け、形容詞を名詞化させる。 

mahafinaritra（楽しい） → ny mahafinaritra 楽しいこと 

tsara（良い） → ny tsara （良いこと） 

 

4- 動詞や動詞を伴う表現について名詞化させる。（～すること） 

mampianatra（教える） → ny mampianatra 教えること 

mandainga （嘘をつく） → Ratsy ny mandainga. 嘘をつくことは悪い。 
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・ i                                                  ♬ Track –12 

1- 人の名前などの固有名詞につけて親しみを込める。  

i Haja （ハジャさん） 

i Megumi （めぐみさん） 

 

2- dada（父）,  neny（母）,  zoky（姉兄）,  zandry（妹弟）など家族を表す普通名詞

の前につける。 

i dada （お父さん） 

i zoky （お姉さん） 

 

3- 「 I 」か「 An 」以外の音から始まる地名や国名、地域名につける。 

i Betafo ベタフォ（マダガスカル中部の街） 

i Madagasikara マダガスカル 

*Antananarivo アンタナナリボ（マダガスカルの首都） 

             →Anから始まるので冠詞は付きません。 

 

 

練習問題 2 以下の単語に適切な冠詞をつけなさい。 

 

1)  mpampianatra 先生   その先生→               

2)  Tanaka 田中＝人の名前                      

3)  rivotra 空気                      

4)  Japon 日本                      

5)  mianatra 勉強する   勉強すること→                

6)  bokiko 私の本                      

7)  Afrika アフリカ                      
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8)  mahaliana 面白い   面白いこと→                

9) Tiana ティアナ＝人の名前                      

10)  ratsy 悪い   悪いこと→                

11)  akanjo 服   その服→               

12-  masoandro 太陽                      

13)  mampianatra 教える   教えること→                

14)  neny 母                      

15)  vadiny 彼の奥さん                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マダガスカル語文法の特徴 

 

マダガスカル語の基本語順は「述語＋冠詞＋主語」となり、日本語とは全く逆の

語順ですが、語形変化（名詞の格変化や動詞の活用など）がほとんどないため、

日本人の初習者にとってはそれほど難しくありません。もちろん細かい文法事項

は覚えなければなりませんが、まずは語彙を増やし、自分から積極的に文を作る

練習をしましょう。そして会話の中でたくさん使っていくことが上達の秘訣です。 
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第 4課 名詞文 1 

 

Vôlontera i Tanaka.   

田中さんはボランティアです。 

  

マダガスカル語は、主に伝えたい内容を最初に述べる、「述語＋冠詞＋主語」が基本構造

となります。述語が名詞となる名詞文では、日本語の「～です」、英語の「be動詞」にあた

る語がなく、述語と主語のみで文を作ることができます。まずは主語に冠詞の付いた名詞と

人称代名詞、述語に名詞を使って名詞文を作ってみましょう。 

 

１．＜文型１＞ 肯定文   

 

・述語 ＋ 冠詞 ＋ 主語 ＝ ～は～です 

♬ Track –13 

Vôlontera    i      Tanaka. 

述語   ＋  冠詞 ＋    主語 

ボランティア              田中 

             ↓ 

田中さんはボランティアです。 

 

Vôlontera  aho. 

                                 述語   ＋ 主語 

               ボランティア   私    

             ↓ 

私はボランティアです。 

                

 

 最初の例文には名前に冠詞の「 i 」がついていますが、二つ目の例文には冠詞がついて

いません。これは、マダガスカル語の普通名詞に付ける冠詞「ny」、名前や固有名詞などに

付ける「 i 」は、人称代名詞には冠詞はつかないからです。人称代名詞を主語とする文で

は、主語に冠詞をつける必要はありません。 
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人称代名詞 

 マダガスカル語の人称代名詞は以下の表の通りです。人称代名詞に男女の別はありませ

ん。                                  ♬ Track –14 

 単数 複数 

１人称 Izaho * / aho 私 Isika * / Izahay * 私たち 

２人称 Ianao あなた Ianareo あなたたち 

３人称 Izy 彼／彼女 Izy ireo 彼ら／彼女たち 

*izahoは主語が文頭に来た時に使う形です。 

*Isika：聞き手も含める。 Izahay：聞き手は含めない。（聞き手＝話している相手） 

 

 

語彙）述語に使う名詞                          ♬ Track –15 

mpampianatra 先生・教師 mpamboly 農家／農業従事者 

mpianatra 学生・生徒 mpivarotra 商人 

dokotera / mpitsabo 医者 Japoney 日本人 

infirmiera 看護師 Malagasy マダガスカル人 

pôlisy 警察、警察官 injeniera エンジニア 

 

 

例文）                                 ♬ Track –16 

 Mpampianatra aho. 私は教師です。 

 Japoney isika.  私たちは日本人です。（話している相手も日本人） 

 Japoney izahay.  私たちは日本人です。（話している相手は日本人ではない） 

 Infirmiera ianao. あなたは看護師です。 

 Pôlisy izy. 彼は警察官です。 

 Dokotera izy ireo. 彼女たちは医者です。 

 Mpivarotra i Haja. ハジャさんは商人です。 

 

*マダガスカル語の名詞には複数形がないので、主語が複数になっても名詞は複数形にはな

りません。 
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２．＜文型 2＞ 否定文   

 

・Tsy ＋ 述語 ＋ 冠詞 ＋ 主語 ＝ ～は～ではありません 

 

♬ Track –17 

Tsy      mpianatra   i     Haja. 

                  否定詞   ＋     述語   ＋ 冠詞  ＋ 主語 

         ～でない     学生            ハジャ 

                    ↓ 

               ハジャさんは学生ではありません。 

 

Tsy      mpianatra    aho. 

                     否定詞   ＋     述語     ＋ 主語 

           ～でない     学生       私 

                    ↓ 

               私は学生ではありません。 

 

 名詞文を否定文に変えるときには、述語の前に否定詞の「 tsy 」をつけます。 

 

 

例文）                                                                   ♬ Track –18 

Tsy mpampianatra aho. 私は教師ではありません。 

 Tsy dokotera izahay.  私たちは医者ではありません。 

 Tsy mpivarotra ianao. あなたは商人ではありません。 

 Tsy pôlisy izy. 彼女は警察官ではありません。 

 Tsy vôlontera izy ireo. 彼らはボランティアではありません。 

 Tsy infirmiera i Rakoto. ラクットゥさんは看護師ではありません。 
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３．＜文型 3＞ 疑問文   

 

・述語 ＋ ve ＋ 冠詞 ＋ 主語 ＝ ～は～ですか 

 

♬ Track –19 

Infrimiera      ve     i     Ando ? 

                    述語     ＋ 疑問詞  ＋ 冠詞  ＋ 主語 

          看護師     か？           アンドゥ 

                    ↓ 

             アンドゥさんは看護師ですか？ 

 

Infrimiera      ve     ianao ? 

                       述語     ＋ 疑問詞   ＋  主語 

           看護師      か？     あなた 

                    ↓ 

               あなたは看護師ですか？ 

 

 名詞文を疑問文に変えるときには、述語の後に日本語の終助詞「か」にあたる疑問詞の

「 ve 」をつけます。イントネーションは語尾を上げます。 

 

 

＜はい、いいえを使った答え方＞  

♬ Track –20 

はい ＝ ie    いいえ ＝ an,an,an 

 

 Mpampianatra ve ianao?  あなたは教師ですか？ 

― Ie, mpampianatra aho. ― はい、教師です。 

― An,an,an, tsy mpampianatra aho. ― いいえ、教師ではありません。 

 

マダガスカル語の「はい＝ ie 」と「いいえ＝ an,an,an 」は日本語と同じように使えま

す。特に否定疑問文への答え方は日本語と同様に、答える内容が質問と同じなら肯定の「は

い＝ ie 」を使い、答える内容が質問と違っていれば「いいえ＝ an,an,an 」を使います。 

 否定疑問文をつくるには述語の前に否定詞の「 tsy 」をつけます。 
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例文）                                                                  ♬ Track –21 

Tsy injeniera ve ianao ? あなたはエンジニアではないですね？ 

― Ie, tsy injeniera aho. ― はい、私はエンジニアではないです。 

― An,an,an, injeniera aho.   ― いいえ、私はエンジニアです。 

Tsy Japoney ve i Ando?  アンドゥさんは日本人ではないですか？ 

― Ie, tsy Japoney i Ando. ― はい、アンドゥさん日本人ではないです。 

― An, an,an Japoney i Ando.   ― いいえ、アンドゥさんは日本人です。 

 

 

練習問題 3 マダガスカル語は日本語に、日本語はマダガスカル語に訳しなさい。 

 ① 

1) Tsy dokotera i Tiana.  

                       

2) Mpamboly izy.  

                       

3) Mpianatra ve i Haja?  

                       

4) Ie, mpianatra i Haja.  

                       

5) Pôlisy i dada.  

                       

6) Vôlontera ve i Keiko?  

                       

7) An,an,an, tsy Vôlontera izy.  

                       

8) Japoney ve ny mpampianatra?  

                       

9) Ie, japoney ny mampianatra.  

                       

10) Infirmiera i mama.  
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 ②  

1) 渡邉さんは警察ではありません。  

                       

2) あなたは看護師ですか？  

                       

3) はい、私は看護師です。  

                       

4) 冨美さんはボランティアです。  

                       

5) 森さんは医者ですか？  

                       

6) いいえ、森さんは医者ではありません。  

                       

7) 私はエンジニアです。  

                       

8) 先生は日本人ではありません。  

                       

9) 彼らは農家ですか？  

                       

10) はい、彼らは農家です。  
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第 5課 名詞文 2 

Izaho dia mpampianatra.   

私は教師です。 

  

マダガスカル語の基本構造は「述語＋冠詞＋主語」ですが、この述語が名詞となる名詞文

では、主語を強調するために語順を入れ替えることがあります。主語を文頭に置き、間に助

詞の「 dia 」または「 no 」を置いた「冠詞＋主語＋dia＋述語」や、「冠詞＋主語＋no＋

述語」もよく使われます。「冠詞＋主語＋dia＋述語」の語順になるときは、「主語述語とも

未知の情報を伝える」ニュアンスが加わり、「冠詞＋主語＋no＋述語」のときは、日本語の

格助詞「～が」を使う文のニュアンスとほぼ同じです。ニュアンスの違いについては授業の

中で詳しく学びますので、ここでは文の作り方のみ覚えてください。 

 

１．＜文型 1＞ 肯定文   

 

・冠詞 ＋ 主語 ＋ 助詞 ＋ 述語 ＝ ～は～です 

 

♬ Track –22 

   I     Rakoto      dia      mpampianatra 

             冠詞  ＋   主語   ＋   助詞   ＋   述語 

            ラクットゥ            教師 

                     ↓ 

                ラクットゥさんは教師です。 

 

 

   Izaho      dia      mpampianatra 

                     主語  ＋   助詞   ＋   述語 

           私              教師 

                  ↓ 

                私は教師です。 
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＊この事前学習では「dia」の使い方のみを扱います。「no」の使い方は訓練所での授業で学

びます。以下の例文のように文の作り方は同じですが、ニュアンスが異なります。 

 

   Izaho      no      mpampianatra 

                     主語  ＋   助詞   ＋   述語 

           私              先生 

                  ↓ 

                私が教師です。 

 

 

例文）                                                                       ♬ Track –23 

Isika dia mpampianatra. （あなたを含めた）私たちは教師です。 

I Haja dia mpitsabo. ハジャさんは医者です。 

Izaho dia mpianatra. 私は学生です。 

I Keiko dia Japoney. 啓子さんは日本人です。 

Izy ireo dia injeniera. 彼らはエンジニアです。 

Izaho dia dokotera. 私は医者です。 
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２．＜文型２＞ 否定文   

 

・冠詞 ＋主語 ＋ 助詞 ＋ tsy ＋ 述語 ＝ ～は～ではありません 

 

♬ Track –24 

   I     Rasoa    dia    tsy     dokotera 

              冠詞 ＋    主語  ＋ 助詞  ＋ 否定詞 ＋  述語 

        ラスアさん                     医者 

                  ↓ 

           ラスアさんは医者ではありません。 

 

 

   Izaho    dia    tsy    dokotera 

                      主語  ＋ 助詞  ＋ 否定詞 ＋  述語 

              私                   医者 

                    ↓ 

               私は医者ではありません。 

 

否定文に変えるときには、述語の前に否定詞の「 tsy 」をつけます。 

 

 

例文）                                                                       ♬ Track –25 

Isika dia tsy mpampianatra. （相手を含めた）私たちは教師ではありません。 

I Rakoto dia tsy injeniera. ラクットゥさんはエンジニアではありません。 

Izaho dia tsy mpianatra. 私は学生ではありません。 

Izy dia tsy pôlisy 彼は警察ではありません。 

I Fumi dia tsy vôlontera 富美さんはボランティアではありません。 

Izy ireo dia tsy Malagasy 彼らはマダガスカル人ではありません。 
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3．＜文型 3＞ 疑問文   

 

・冠詞  ＋  主語 ＋ ve  ＋ 述語 ＝ ～は～ですか？ 

 
                      ＊助詞「dia」は省略されます。 

 

♬ Track –26 

   I       Haja        ve         mpivarotra? 

            冠詞  ＋   主語    ＋   助詞     ＋     述語 ? 

         ハジャさん                       商人 

                  ↓ 

             ハジャさんは商人ですか？ 

 

   Izy ireo     ve     mpivarotra? 

                      主語   ＋  助詞 ＋  述語 

             彼女たち              商人 

                    ↓ 

                彼女たちは商人ですか？ 

 

 

疑問文に変えるときには、主語の後に日本語の終助詞「か」にあたる疑問詞の「 ve 」を

つけます。イントネーションは語尾を上げます。助詞「dia」を使った文を疑問文に変える

場合、助詞「dia」は省略されます。 

 

 

例文）                                                                      ♬ Track –27 

Izy ireo ve mpampianatra ? 彼らは教師ですか？ 

I Rakoto ve mpivarotra? ラクットゥさんは医者ですか？ 

Ianareo ve mpianatra ? あなた方は学生ですか？ 

I Haja ve dokotera? ハジャさんは医者ですか？ 

Ianao ve injeniera? あなたはエンジニアですか？ 
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練習問題 4 マダガスカル語は日本語に、日本語はマダガスカル語に訳しなさい。 

 ① 

1) I Tiana ve mpamboly?  

                       

2) Izaho dia tsy dokotera.  

                       

3) Ianao ve infirmiera?  

                       

4) Izahay dia mpianatra.  

                       

5) Ianareo dia vôlontera.  

                       

6) I Naoko ve Japoney?  

                       

7) Izy dia mpivarotra.  

                       

8) I Tanaka dia tsy injeniera.  

                       

9) Izaho dia Malagasy.  

                       

10) Izy ireo dia tsy mpianatra.  

                       

 

 ② マダガスカル語に訳しなさい。 

1) 私は看護師です。  

                       

2) 彼は警察官ですか？  

                       

3) 直子さんは農家ではありません。  

                       

4) ティアナさんはボランティアです。  
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5) ラクットゥさんは医者ですか？  

                       

6) 彼らは日本人ですか？  

                       

7) 私は教師ではありません。  

                       

8) あなたは学生ですか？  

                       

9) 彼らはマガスカル人ではありません。  

                       

10) 朋子さんはエンジニアです。  
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第 6課 所有の表現 

Ny dadako dia mpampianatra.   

私の父は教師です。 

  

「私の父」や「あなたの姉」など、日本語では所有を表す場合、助詞である「の」を使い

ます。マダガスカル語では名詞や人称代名詞の後に特定の接尾辞をつけて所有を表します。 

 

 まずは人称代名詞の所有です。 

♬ Track –28 

dada  ＋    ko   =   dadako 

                     名詞      接尾辞      

           父      私の      私の父 

 

 日本語ではすべての人称代名詞に同じ「の」をつけますが、マダガスカル語では「私の」

「あなたの」など、それぞれに違った接尾辞があります。 

 

 

＜所有を表す接尾辞＞                                                   ♬ Track –29 

 単数 複数 

１人称 -ko 私の～ 
-ntsika * 

-nay * 
私たちの～ 

２人称 -nao あなたの～ -nareo あなたがたの～ 

３人称 -ny 彼／彼女の～ -’izy ireo * 彼ら／彼女らの～ 

*-ntsika：聞き手も含める。 -nay：聞き手は含めない。 

*-’izy ireo：先行する語の語尾の音によって「 izy ireo 」の前に「 n 」が入り、「n’izy 

ireo」となります。 

 

＊接尾辞とは 

 日本語の「子どもたち」の「たち」、「印象的」の「的」など、その語自身を単独では使用

及び発話せず、常に他の語の語尾に結合し、結合した語の意味を変化させたり、品詞を変え

たりするものを「接尾辞」と言います。 
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＊「彼ら／彼女らの～ ＝ -’izy ireo」 

 

「彼ら／彼女らの～」をあらわす「 -’izy ireo 」は先行する語の語尾の音によって「 izy 

ireo 」の前に「 n 」が入り、「 -n’izy ireo 」となります。しかも「 -’izy ireo 」が接尾

語となるのは「 tra 」で終わる語のみで、それ以外の語は「 -n’izy ireo 」を使います。 

 

 

例１）                                                                       ♬ Track –30 

    ・「 -’izy ireo 」を使う場合 ＝ 語尾が「 tra 」で終わる語 

    → 語尾の「 tra 」を「 tr 」と変形させ「 -’izy ireo 」を付ける 

 

 mpampianatra  ＝ mpampianatr’izy ireo 彼らの先生 

  

    ・「 -n’izy ireo 」を使う場合 ＝ 語尾が「 tra 」で終わらない語 

    → 語尾にそのまま「 -n’izy ireo 」を付ける 

 

 vola ＝ volan’izy ireo 彼らのお金 

 trano ＝ tranon’izy ireo 彼らの家 

 mama ＝ maman’izy ireo 彼らのお母さん 

 

 

練習）以下の単語を使って発音練習をしましょう。 

♬ Track – 31 

 dada（父） mama（母） zoky （兄・姉） zandry（弟・妹） 

-ko dadako   mamako   zokiko    zandriko   

-nao dadanao mamanao zokinao zandrinao 

-ny dadany mamany zokiny zandriny 

-ntsika  dadantsika mamantsika zokintsika zandrintsika 

-nay dadanay mamanay zokinay zandrinay 

-nareo dadanareo mamanareo zokinareo zandrinareo 

-’izy ireo dadan’izy ireo maman’izy ireo zokin’izy ireo zandrin’izy ireo 

* zokiko = zoky + ko / zandriko = zandry + ko : 接尾辞「 ko 」がつくことによって「 y 」

語尾の音でなくなるため、「 i 」に代わります。 
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＜所有を表す人称の接尾辞による名詞の限定＝人称代名詞以外の所有の表現＞  

 

 「ハジャさんのお父さん」や「その先生の家」など、人名や普通名詞を使った所有の表現

は、人称代名詞で使ったものとは別の所有を表す接尾辞を使います。この場合の接尾辞は基

本的に「 -n 」ですが、通常先行する語（名詞 1）に「 -n 」を「 -n’ 」と変化させたもの

を付けて、後続の語に着く冠詞の「 ny 」または「 i 」と結合させます。 

 つまり、人名に対しては「 -n’i 」、普通名詞には「 -n’ny 」を使います。 

 

名詞 ＋ -n’i ＋ 人名  ＝ ～さんの～ 

 

名詞１ ＋ -n’ ny ＋ 名詞２  ＝ ～（名詞 2）の ～（名詞 1） 

 

♬ Track –32 

dada  ＋  n’i  ＋  Haja    =   dadan’i Haja 

 名詞     接尾辞    人名  

 父     ～の    ハジャ      ハジャさんの父 

 

trano  ＋  n’ny  ＋  mpianatra    =   tranon’ny mpianatra 

 名詞     接尾辞      名詞  

 家     ～の      学生          学生の家 

 

 

練習）以下の単語を使って発音練習をしましょう。 

♬ Track – 33 

dadan’i Haja ハジャさんの父 

tranon’ny mpitsabo 医者の家 

volan’ny mpampianatra 先生のお金 

bokin’ny mpianatra 学生の本 

maman’i Tanaka タナカさんの母 
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練習問題 5  

①日本語の意味に合うように接尾辞をつけなさい。 

1) dada +  =  私の父 

2) dada +  =  あなたの父 

3) dada + =  彼／彼女の父 

4) dada + = 私たちの父（相手を含む） 

5) dada + = 私たちの父（相手を含まない） 

6) dada + = あなた方の父 

7) dada + = 彼ら／彼女たちの父 

8) dada + = ハジャさんの父 

9) dada +  = 生徒の父 

 

 

②マダガスカル語に訳しなさい。 

1)  私の家 

                                         

2)  あなたのお金 

                                         

3)  彼らの車 

                                         

4)  私たちの母（相手を含む） 

                                         

5)  ボランティアの家 

                                         

6)  医者の本 

                                         

7)  ラクットゥさんの先生 
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＜所有の表現を使った文＞  

 

 所有の表現を使った文は基本的に名詞文を作る「述語＋冠詞＋主語」の基本語順、そし

て主語が文頭に来る「冠詞＋主語＋述語」の語順の両方で作ることができます。また所有

を表す接尾辞がついた名詞は限定されるため、限定の冠詞（＝定冠詞）「 ny 」をつけま

す。 

 

♬ Track – 34 

Mpampianatra ＋  ny ＋ dada ＋ ko  

述語      冠詞   主語  接尾辞    

 

=   Mpampianatra ny dadako. 

                                                  私の父は教師です。 

 

Mpampianatra ＋  ny ＋ dada ＋ n’i ＋ Haja  

述語       冠詞   主語    接尾辞  人名  

 

=   Mpampianatra ny dadan’i Haja. 

                                            ハジャさんの父は教師です。 

 

 

Ny ＋ dada ＋ ko ＋ dia ＋ mpampianatra     

冠詞   名詞  接尾辞  助詞      名詞  

 

=   Ny dadako dia mpampianatra. 

                                                  私の父は教師です。 

 

Ny ＋ dada ＋ n’i ＋ Haja ＋ dia ＋ mpampianatra     

冠詞   名詞  接尾辞  人名    助詞     名詞  

 

=   Ny dadan’i Haja dia mpampianatra. 

                                            ハジャさんの父は教師です。 

 

＊これまでと同じく否定文の作り方は「 tsy 」を述語の前に置きます。疑問文の作り方は

「 ve 」を主語の後に置きます。主語が文頭に置かれる文では、助詞「dia」はなくなりま

す。 
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例文）                                                                     ♬ Track – 35 

Vôlontera ny zokiko. 私の兄はボランティアです。 

Tsy infirmiera ny maman’i Tiana. 
ティアナさんのお母さんは看護師ではあ

りません。 

Pôlisy ve ny dadan’izy ireo? 彼らのお父さんは警察官ですか？ 

Mpampianatra ny zandrin’i Rija  リジャさんの妹さんは教師です。 

Tsy mpivarotra ny zokinay 私たちの兄は商人ではありません。 

Ny maman’i Tiana ve mpamboly? ティアナさんのお母さんは農家ですか？ 

Ny dadako dia tsy pôlisy. 私の父は警察官ではありません。 

Ny zokin’i Rija dia mpampianatra. リジャさんのお兄さんは先生です。 

Ny zandrinao ve injeniera? あなたの弟さんはエンジニアですか？ 

Ny maman’izy ireo dia infirmiera. 彼らのお母さんは看護師です。 

 

 

練習問題 6 マダガスカル語は日本語に、日本語はマダガスカル語に訳しなさい。 

 ① 

1) Tsy infirmiera ny mamako.  

                       

2) Mpamboly ve ny zokinao?  

                       

3) Japoney ny dadany.  

                       

4) Mpianatra ny zandrinay.  

                       

5) Mpivarotra ny maman’i Rado.  

                       

6) Ny zokin’i Keiko dia tsy dokotera.  

                       

7) Ny dadan’i Rija ve pôlisy?  

                       

8) Ny zokiko dia vôlontera.  
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9) Ny sipany dia tsy mpampianatra.  

                       

10) Ny vadin’i Haja ve tsy infirmiera?  

                       

 

 ② 

1) 私の父は医者ではありません。  

                       

2) 彼の彼女は警察官ですか？  

                       

3) 田中さんのお父さんは農家ですか？  

                       

4) 私の妹はボランティアです。  

                       

5) 直子さんの彼氏はエンジニアです。  

                       

6) 私たちの兄は教師です。（dia を使って）  

                       

7) 彼のお母さんは看護師ではありません。（dia を使って）  

                       

8) あなたのお姉さんは学生ですか？（dia を使って）  

                       

9) 彼女たちのお母さんは農家ではありません。（dia を使って）  

                       

10) ハジャさんの父は商人です。（dia を使って）  
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第 7課 形容詞と形容詞文 

Matotra ny mpanatra.   

その生徒は真面目です。 

  

マダガスカル語の形容詞は、「 m 」から始まるものと、それ以外のものの２種類ありま

す。この 2種類の形容詞の違いは時制を決定する際に（過去形や未来形）活用が違ってくる

ところにありますが、この違いについては訓練所の授業の中で学びます。 

 この事前学習では基本的な形容詞と形容詞文の作り方を覚えてください。 

 

♬ Track – 36 

matsiro 美味しい tsara 良い 

mafana 暑い・暖かい ratsy 悪い 

mangatsiaka 寒い・冷たい lafo 高い（値段が） 

madio きれいな、清潔な mora 安い、簡単な 

mahaliana 面白い sarotra 難しい 

mahafinaritra 楽しい、魅力的な matotra 真面目な 

matanjaka 丈夫な tsara fanahy 優しい 

mavesatra 重い tsara tarehy 
きれいな、美しい、 

ハンサムな 

maloto 汚い maivana 軽い 

mazava 明るい lehibe 大きい 

malalaka 広い kely 小さい 

mahantra 貧しい kinga saina 頭が良い、賢い 

manankarena 金持ち maizina 暗い 

mahay 上手な vaovao 新しい 

malemy 柔らかい tery 狭い 

masika 厳しい salama 元気な 

mamy 甘い mafy 固い 

mangidy 苦い manga 青い 
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marikivy 酸っぱい mena 赤い 

masira しょっぱい mavo 黄色い 

matsatso 味のない mainty 黒い 

masika 辛い fotsy 白い 

  maintso 緑の 

  volontany 茶色い 

*太字の単語は活用がありません。詳しくは訓練所の授業で学びます。 

 

 

＜形容詞を述語に使った文＞  

 

 名詞文と同じく「述語＋冠詞＋主語」の基本語順、そして主語が文頭に来る「冠詞＋主語

＋ dia ＋述語」の語順の両方で作ることができます。上の表の形容詞を述語に使った文の

作り方を練習しましょう。 

 

１．＜文型 1＞ 肯定文   

 

・述語（形容詞）＋ 冠詞 ＋ 主語 ＝ ～は～です 

 

♬ Track – 37 

Matotra     ny     mpianatra. 

                         述語  ＋ 冠詞 ＋   主語 

           真面目な   （その）    生徒 

                    ↓ 

                その生徒は真面目です。 

 

例文）                                                                      ♬ Track – 38 

Matotra ny mpianatra. その学生は真面目です。 

Mahaliana ny teny malagasy.  マダガスカル語は面白いです。 

Mora ny teny malagasy マダガスカル語は簡単です。 

Tsara fanahy ny sipako 私の彼女は優しいです。 

I Fumi dia kinga saina. 富美さんは頭がいいです。 
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２．＜文型 2＞ 否定文   

・Tsy ＋ 述語（形容詞）＋ 冠詞 ＋ 主語＝ ～は～ではありません 

♬ Track – 39 

Tsy     matotra     ny     mpianatra. 

               否定詞  ＋   述語    ＋ 冠詞 ＋   主語 

        ～でない  真面目な   （その）    生徒 

                    ↓ 

                その生徒は真面目ではありません。 

 

否定文に変えるときには、述語の前に否定詞の「 tsy 」をつけます。 

 

 

例文）                                                                   ♬ Track – 40 

Tsy sarotra ny teny malagasy. マダガスカル語は難しくないです。 

Tsy lehibe ny tranon’i Haja. ハジャさんの家は大きくないです。 

Tsy salama i Rija. リジャさんは元気ではありません。 

Tsy manankarena aho. 私は金持ちではありません。 

Ny bokiko dia tsy vaovao. 私の本は新しくないです。 

 

 

３．＜文型３＞ 疑問文   

・述語（形容詞）＋ ve（疑問詞）＋ 冠詞 ＋主語＝ ～は～ですか？ 

♬ Track – 41 

Matotra     ve      ny     mpianatra? 

                 述語  ＋ 疑問詞 ＋ 冠詞 ＋  主語 

         真面目な   ～か   （その）   生徒 

                    ↓ 

                その生徒は真面目ですか？ 

 

疑問文に変えるときには、述語の後に疑問詞の「 ve 」をつけます。イントネーションは

語尾を上げます。 
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例文）                                                                     ♬ Track – 42 

Matotra ve ny mpianatra? その学生は真面目ですか？ 

- Ie, matotra ny mpianatra.  - はい、真面目です。 

- An,an,an tsy matotra ny mpianatra - いいえ、真面目ではりません。 

Sarotra ve ny teny malagasy? マダガスカル語は難しいですか？ 

- Ie, sarotra ny teny malagasy.  - はい、難しいです。 

- An,an,an tsy sarotra ny teny malagasy - いいえ、難しくないです。 

 

 

４．＜名詞を修飾する＞  

 

 マダガスカル語で名詞を修飾するには、日本語とは逆に形容詞を名詞の後ろに置きます。 

 

♬ Track – 43 

mpianatra  ＋  matotra   =   mpianatra matotra 

             名詞          形容詞      

       学生       真面目な        真面目な学生 

       後ろから名詞を修飾する 

 

 

語彙）                                                                  ♬ Track – 44 

trano 家 kiraro 靴 

boky 本 fiara 車 

tanana 手 firenena 国 

olona 人 akanjo 服 

mofo パン kitapo 鞄 

labiera ビール stylo ペン 

zaza 子供 fety 祭り、パーティ 

teny malagasy マダガスカル語 teny frantsay フランス語 

 

 



39 

 

例）                                                                        ♬ Track – 45 

mpianatra matotra 真面目な学生 

olona tsara fanahy 優しい人 

boky mahaliana 面白い本 

labiera mangatsiaka 冷たいビール 

trano vaovao 新しい家 

entana mavesatra 重い荷物 

fiara fotsy 白い車 

akanjo maintso 緑色の服 

 

 

＜修飾された名詞を使った文＞  

 

 これまで学習した構文の主語、または述語に形容詞によって修飾された名詞を使って文

を作る練習をしましょう。 

 

例文）                                                                     ♬ Track – 46 

Mpamboly matotra izy. 彼は真面目な農家です。 

Olona tsara fanahy i Haja. ハジャさんは優しい人です。 

Zaza salama i Rija. リジャさんは元気な子供です。 

Tsy olona mahantra izy. 彼は貧しい人ではありません。 

Mpianatra mahay ve i Ando? アンドゥさんはできる生徒ですか？ 

Ny zaza salama dia kinga saina. その元気な子供は頭がいいです。 

Ny vary mena dia lafo. その赤い米は値段が高いです。 

Mpampianatra masika ve i Rakoto? ラクットゥさんは厳しい先生ですか？ 

Mahafinaritra ny kiraro manga. その青い靴は素敵ですね。 

Matsiro ny mofo mamy. その甘いパンは美味しいです。 

Ny hena mafy dia tsy matsiro. その硬い肉は美味しくないです。 
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練習問題 7   

 

①日本語に訳しなさい。 

1) fiara lehibe 

                                         

 

2)  mofo matsiro 

                                         

 

3)  kiraro vaovao 

                                         

 

4)  akanjo madio 

                                         

 

5)  olona kinga saina 

                                         

 

②マダガスカル語に訳しなさい。 

1)  小さい家 

                                         

 

2)  赤いペン 

                                         

 

3)  軽い鞄 

                                         

 

4)  元気な人 

                                         

 

5)  貧しい国 
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練習問題 8 

①マダガスカル語に訳しなさい。 

 

1)  私の家は小さいです。 

                                         

 

2)  ハジャさんの靴は新しいです。 

                                         

 

3)  マダガスカル語は難しいですか。 

                                         

 

4)  田中さんは真面目な学生です。 

                                         

 

5)  ティナさんのお母さんは元気ではありません。 

                                         

 

6)  渡邉さんの車は大きいです。（dia を使って） 

                                         

 

7)  冷たいビールは美味しいです 。（dia を使って） 

                                         

 

8)  ラドゥさんの服は汚れていますか？（dia を使って） 

                                         

 

9)  彼は頭がいい学生です。（dia を使って） 

                                         

 

10) 彼のお母さんは優しい人です。（dia を使って） 
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②日本語に訳しなさい。 

 

1)  Lehibe ny kitapon’i Rija. 

                                         

 

2)  Tsy sarotra ny teny malagasy. 

                                         

 

3)  Vaovao ny akanjon’i Tiana. 

                                         

 

4)  Olona tsara fanahy i Keiko. 

                                         

 

5)  Tsy mora ny teny frantsay. 

                                         

 

6)  I Tiana dia tsara tarehy. 

                                         

 

7)  Mahafinaritra ny fety. 

                                         

 

8)  Salama aho. 

                                         

 

9)  Manankarena ny dadany. 

                                         

 

10)  Ny labiera ve Matsiro? 
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第 8課 数詞 

マダガスカル語の数字は一般的な算用数字が使われています。数字の表記は日本語と全

く同じですが、読み方は日本語と逆に右の桁から左の桁へ、数字と数字の間に位を表す数

詞（日本語の百や十など）を挟みながら読んでいきます。 

 

 

【 0～10まで 】 

♬ Track – 47 

0 zero 6 enina 

1 iray 7 fito 

2 roa 8 valo 

3 telo 9 sivy 

4 efatra 10 folo 

5 dimy   

 

 

【 11～19まで 】 

 まず一の位の数字を言い、その後に「amby」、そして十の位（folo）を言います。「11」

のみ一の位の「iray」を「iraika」に変化させます。 

♬ Track – 48 

11 iraika amby folo 16 enina amby folo 

12 roa amby folo 17 fito amby folo 

13 telo amby folo 18 valo amby folo 

14 efatra amby folo 19 sivy amby folo 

15 dimy amby folo   
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【 十の位（10刻み） 】 

 10、20、30、40…と 10刻みの十の位の表し方は、例外的に日本語と同じ順番で数字を

言います。「20」であれば、まず「2 ＝ roa」を言ってから「10」を表す「folo」の変化形

「polo」言います。しかし十の位の数字の語尾の音が変化もしくは省略されたり、「folo」

のまま変化しないものもあるので気をつけてください。 

♬ Track – 49 

10 folo 60 enimpolo 

20 roapolo 70 fitopolo 

30 telopolo 80 valopolo 

40 efapolo 90 sivifolo 

50 dimampolo   

 

 

【十の位と一の位の読み方】 

 11～19までと同じく、まず一の位の数字を言い、その後に「amby」、そして十の位を言

います。一の位が「1」の時のみ「iray」を「iraika」に変化させます。 

                       ♬ Track – 50 

15 dimy amby folo 

23 telo amby roapolo 

36 enina amby telopolo 

48 valo amby efapolo 

52 roa amby dimampolo 

67 fito amby enimpolo 

79 sivy amby fitopolo 

81 iraika amby valopolo 

94 efatra amby sivifolo 

 百の位以上は訓練所での授業で学びます。 
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練習問題 9 

①数字をマダガスカル語で書きなさい。 

 

1)   21                                                                             

 

2)   43                                                                            

 

3)   37                                                                            

 

4)   75                                                                            

 

5)   99                                                                             

 

6)   38                                                                             

 

7)   54                                                                            

 

8)   17                                                                            

 

9)   86                                                                            

 

10)  62                                                                             

 

 

②数詞を数字で書きなさい。 

1) telo amby roapolo         6) roa amby folo         

2) sivy amby efapolo         7) fito amby fitopolo         

3) iraika amby enimpolo         8) dimy amby dimampolo         

4) valo amby fitopolo         9) efatra amby telopolo         

5) enina amby valopolo         10) telo amby sivifolo         
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第 9課 挨拶と自己紹介 

ここではマダガスカル語での挨拶を中心に、日常生活でよく使う表現を学びます。詳し

い文法説明は訓練所での授業の中で学びますので、ここではそれぞれの表現をそのまま覚

え、いつでも使えるようにしてください。 

 

１．＜挨拶など＞  

 

①  挨拶（出会ったとき）                                              ♬ Track – 51 

・Manahoana tompoko. 

・Salama tompoko. 

どちらも「おはようございます」「こん

にちは」「こんばんは」など、人と出会

ったときに時間を問わず挨拶として使

います。 

 

②  挨拶（別れるとき）                                                 ♬ Track –52 

・Rahampitso indray.    ……………. 

・Rehefa avy eo indray.   ………….. 

・Veloma tompoko.   ……………….. 

また明日。 

またあとで。 

さようなら。 

 

 

③  挨拶（ご機嫌を伺う）                                              ♬ Track – 53 

・Manao ahoana ny fahasalamana? .. 

・Salama tsara fa misaotra.   ……… 

・Tsy salama aho.   ………..……….. 

お元気ですか。 

元気です、ありがとうございます。 

元気ではありません。 

 

 

④  お礼                                                              ♬ Track – 54 

Misaotra tompoko.   …………………. 

Tsy misy fisaorana tompoko.   ……... 

ありがとうございます。 

いいえ、どういたしまして。 

 

 

⑤  謝罪                                                              ♬ Track – 55 

Azafady tompoko.    ………………... 

Tsy maninona tompoko.   …………… 

すみません。 

いいえ、大丈夫です。 
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２．＜自己紹介＞  

 ここでは簡単な自己紹介の例を紹介します。「私は～です」に自分の職種、職業を入

れ、入所の時までに簡単な自己紹介ができるようにしておいてください。各文の詳しい文

法は訓練所での授業で学びます。 

♬ Track – 56 

 

 

 

 

 

 

 

♬ Track – 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manahoana tompoko! 

Haja no anarako. Mpampianatra aho. 

Faly mahafantatra tompoko. 

Manahoana tompoko! 

Ando no anarako. Izaho dia 

dokotera. 

Faly mahafantatra tompoko. 

こんにちは。初めまして 

ハジャと申します。私は教師です。 

どうぞ宜しくお願いします。 

こんにちは。初めまして 

アンドゥと申します。私は医者です。 

どうぞ宜しくお願いします。 
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♬ Track – 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使える表現）                                                            ♬ Track – 59 

～ no anarako 私の名前は～です。 

Faly mahafantatra tompoko. よろしくお願いします。 

Ny asako dia ～ 私の仕事は～です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manahoana tompoko! 

Rakoto no anarako. Ny asako dia 

mpanentana ny tanora. 

Faly mahafantatra tompoko. 

こんにちは。初めまして 

ラクットゥと申します。 

私の仕事は青少年活動です。 

どうぞ宜しくお願いします。 
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語彙）                                                               ♬ Track –60 

Vôlontera ボランティア 

Japoney 日本人 

mpampianatra 教師 

mpampianatrin’ny akanin-jaza 幼稚園教諭 

mpampianatrin’ny EPP 小学校教諭 

mpampianatrin’ny CEG 中学校教諭 

mpampianatrin’ny Lycee 高校教諭 

mpanentana ny tanora 青少年活動 

mpikarakara ankizy sembana 障害児・障害者支援 

mpampianatra teny japoney 日本語教師 

dokotera 医師 

infirmiera 看護師 

mpampivelona 助産師 

mpampianatra informatika PCインストラクター 

injeniera エンジニア 

fampandrosoana eo anivon’ny fiarahamonina コミュニティー開発 

mpamboly 農家・農業従事者 

mpiasam-panjakana 公務員 

mpiasan’ny orinasa 会社員 
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練習問題の解答 

 

P.12練習問題 1 

1) mpivaro-panafody 2) mpivaro-kazo 3)  mpivaro-databatra 4) loba-drakoto  

5) zana-tsoavaly  6) resa-jatovo 

 

P.14-15練習問題 2 

1) ny mpampianatra 2) i Tnaka  3) ny rivotra  4) i Japon 5) ny mianatra  

6) ny bokiko  7) i Africa  8) ny mahaliana  9) i Tiana  10)  ny ratsy  11) ny akanjo 

12) ny masoandro  13) ny mampianatra  14) i neny  15) ny vadiny 

 

P.20-21練習問題 3 

① 

1) ティアナさんは医者ではありません。 2) 彼／彼女は農家です。 3) ハジャさんは学

生ですか？ 4) はい、ハジャさんは学生です。 5) 父は警察です。 6) 啓子さんはボラ

ンティアですか？ 7) いいえ、彼／彼女はボランティアではありません。 8) 先生は日

本人ですか？ 9) はい、先生は日本人です。 10)  母は看護師です。 

② 

1) Tsy pôlisy i Watanabe.  2)  Infirmiera ve ianao?  3)  ie, infirmiera aho.  4)  Vôlontera 

i Fumi.  5)  Dokotera (mpitsabo) ve i Môri?  6) an,an,an tsy dokotera i Môri.  7)  

Injeniera aho.  8) Tsy Japoney ny mpampianatra?  9) Mpamboly ve izy ireo? 10)  Ie, 

mpamboly izy ireo. 

 

P.26-27 練習問題 4 

① 

1)  ティアナさんは農家ですか？ 2)  私は医者ではありません。 3)  あなたは看護師

ですか。 4) 私たちは学生です 。 5)  あなた方はボランティアです。 6)  直子さん

は日本人ですか。 7)  彼／彼女は商人です。 8)  田中さんはエンジニアではありませ

ん。 9)  私はマダガスカル人です。 10)  彼ら／彼女たちは学生ではありません。 

② 

1)  Izaho dia infirmiera.  2)  Izy ve pôlisy?  3)  I Naoko dia tsy mpamboly.  4)  I Tiana 

dia Vôlontera.  5)  I Rakoto ve dokotera (mpitsabo)?  6)  Izy ireo ve Japoney?  7)  
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Izaho dia tsy mpampianatra.  8)  Ianao ve mpianatra?  9)  Izy ireo dia tsy Malagasy.  

10)  I Tomoko dia injeniera. 

 

P.31 練習問題 5 

① 

1)  ko = dadako  2)  nao = dadanao  3)  ny = dadany  4)  ntsika = dadantsika  5)  

nay = dadanay  6)  nareo = dadanareo   7)  n’izy ireo = dadan’izy ireo  8)  n’i = 

dadan’i Haja  9)  n’ny = dadan’ny mpianatra 

② 

1)  tranoko  2)  volanao  3)  fiaran’izy ireo  4)  mamantsika  5)  tranon’ny Vôlontera  

6)  bokin’ny dokotera (mpitsabo)   7)  mpampianatran’i Rakoto 

 

P.33-34 練習問題 6 

① 

1)  私の母は看護師ではありません。2)  あなたのお兄さん／お姉さんは農家ですか。3)  

彼／彼女のお父さんは日本人です。4)  私たちの弟／妹は学生です。5)  ラドゥさんのお

母さんは商人です。6)  啓子さんのお兄さん／お姉さんは医者ではありません。7)  リジ

ャさんのお父さんは警察ですか。8)  私の兄／姉はボランティアです。9)  彼／彼女の彼

女／彼氏は教師ではありません。10)  ハジャさんの奥さんは看護師ではありません。 

② 

1)  Tsy dokotera ny dadako.  2)  pôlisy ve ny sipany?  3)  Mpamboly ve ny dadan’i 

Tanaka?  4)  Vôlontera ny zandriko.  5)  Injeniera ny sipan’i Naoko.  6)  Ny zokiko dia 

mpampianatra.  7)  Ny mamany dia tsy infirmiera.  8)  Ny zokinao ve mpianatra?  9)  

Ny maman’izy ireo dia tsy mpamboly.  10)  Ny dadan’i Haja dia mpivarotra. 

 

P.40 練習問題 7 

① 

1) 大きい車 2)  美味しいパン 3)  新しい靴 4)  きれいな服 5)  頭がいい人 
 

② 

1)  trano kely 2)  stylo mena 3)  kitapo maivana 4)  olona salama 5)  firenena 

mahantra 
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P.41-42練習問題 8 

① 

1)  Kely ny tranoko.  2)  Vaovao ny kiraron’i Haja.  3)  Sarotra ve ny teny malagasy?  

4)  Mpianatra matotra i Tanaka.  5)  Tsy salama ny maman’i Tina.  6)  Lehibe ny fiaran’i 

Watanabe.  7)  Matsiro ny labiera mangatsiaka.  8)  Maloto ve ny akanjon’i Rado?  9)  

Mpianatra kinga saina izy.  10) Olona tsara fanahy ny mamany. 

② 

1)  リジャさんのカバンは大きいです。 2)  マダガスカル語は難しくないです。 3)  

ティアナさんの服は新しいです。 4)  啓子さんは優しい人です。 5)  フランス語は簡

単ではありません。 6)  ティアナさんはきれいです。 7)  そのパーティー（祭り）は

楽しいです。8)  私は元気です。9)  彼のお父さんは金持ちです。 10)  そのビールは美

味しいですか？ 

 

P.45練習問題 9 

① 

1) Iraika amby roapolo  2) telo amby efapolo  3) fito amby telopolo  4) dimy amby 

fitopolo  5) sivy amby sivifolo  6) valo amby telopolo  7) efatra amby dimampolo  8) fito 

amby folo  9) enina amby valopolo  10) roa amby enimpolo 

② 

1) 23 2) 49 3) 61 4) 78 5) 86  6) 12  7) 77  8) 55  9) 34  10) 93 

 

 

 

 

 

 


