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主な著書 トルコ語文法入門 トルコ語文法読本 トルコ言語学概論 CDエクスプレス ゼロから話せる ひとりで学べる 一冊目のトルコ語 ニューエクスプレス トルコ語文法 初級･中級 東外大モジュール 文法ハンドブック しっかり学ぶトルコ語

発行年 1970 1986 1990 2004 2006 2009 2010 2010 2012 ――― 2013 2016

出版社 大学書林 大学書林 泰流社 白水社 三修社 国際語学社 東洋書店 白水社 東京外国語大学 ――― 白水社 ベレ出版

-mek 不定形 不定形 ――― 原形 ――― 動名詞 不定形 ――― 辞書の見出し/動名詞 不定詞

-iyor 現在形 継続現在形 現在形 現在形 現在進行形 現在形 進行形 現在形 進行相

-ecek 未来形 未来形 未来形 未来形 未来形 未来形 未来形 未来形 予定相

-di 過去形 定過去形 過去形 過去形 過去形 定過去形 完了形 過去形 過去形

-miş 過去形 不定過去形 不定過去形 miş過去形 伝聞形 不定過去形 伝聞完了形 miş過去形 完了形 完了形 完了相

-ir 超越形 超越形 超越時制形 超越形 現在形 超越時制形 中立形 中立形 習慣・格言相

-meli 義務形 義務形 必要形 義務,必要形 義務形 義務形 ――― 義務形 妥当性

-ebil (助動詞) 可能形 可能形 可能形 可能形 可能形 可能形 （可能中立形） 可能形 可能形

-eme 不可能の形 不可能形 不可能形 不可能形 不可能形 不可能形 不可能形 (可能中立形の否定) 不可能形 可能形否定

-eyim/lim 願望形 （願望形） 意思形 願望,意思形 提案形 提案文 意向形 提案形 意向性

- 命令形 命令形 命令文 直接命令形 命令形

-sin ――― 命令形(願望形) 願望形 間接命令形 三人称命令形

-se ――― ――― 仮定形 仮定形

-irse ――― ――― 条件形 条件形

-ipなど 連用形 副動詞 ――― 連用形 (名称なし) 副動詞 副動詞 ――― 動副詞 副詞

名詞の形容 連体形 分詞 ――― 連体形 (名称なし) ――― 形動詞 ――― 動形容詞 形容詞化

名詞原形 はだか格 主格 主格 主格 ――― 主格 ――― ――― ――― ――― ――― 主格

-(n)in もちぬし格(の) 属格 属格 所有格 所有格 所有格 (所有形容詞) ノ格 -nin格 所有格 ノ格 所有格

-(y)i めあて格(を) 対格 対格(限定目的格) 目的格 目的格 対象格 直接目的限定格 ヲ格 -i格 対象格 ヲ格 対格

-(y)e ゆきさき格(へ) 与格 与格(方向指示格) 方向格 方向格 方向格 方向格 ヘ格 -e格 方向格 ヘ格 与格

-de しどころ格(に) 位格 位格(位置指示格) 位置格 位置格 位置格 位置格 デ格 -de格 位置格 デ格 処格

-den でどころ格(から) 奪格 奪格(起点指示格) 起点格 起点格 起点格 起点格 カラ格 -den格 起点格 カラ格 奪格

-(y)le （付属語） ――― ――― ――― ――― （付属語） 手段格 ――― -le格(付属語) 共同・手段格 ――― 共格・具格

-i (限定語尾) (所有接尾辞) (所有接尾辞) 三人称属格 (属格語尾) (所属人称接尾辞) (所有接尾辞) (限定語尾) (名称なし) 属格
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トルコ語文法用語差異表

命令形

条件法条件・仮定形 仮定形条件・仮定形 仮定形条件仮定形
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提案形
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命令形
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東京外国語大学
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