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『語ろう　使おう　しまくとぅば』

『かたてぃ いか　ちからな　しまくとぅば』

「ゆんたんじゃくとぅば（読谷ことば）」

本書を利用するにあたって

　本書『かたてぃ いか　ちからな　しまくとぅば』では、

読谷ことばの話者、松田平栄さん（読谷村大湾出身）、

古堅宗彦さん（読谷村都屋出身）、喜友名昇さん（読谷

村座喜味出身）の３名の方に協力を得て作成しました。

　「しまくとぅば」の表記は、カタカナやローマ字、音

声記号で表すなど、いろいろな方法があります。本書で

は、県民の皆様が日ごろから親しんでいる平仮名を用い

ています。

　しかし、「しまくとぅば」で言い表すことが難しく、

共通語をそのまま使っていることばに関しては、漢字や

カタカナを用いて表記している箇所もあります。

　また、「しまくとぅば」には、五十音では表現できな

いことばがあります。それを表現するために、特別な表

記を使っている語もあります。

　本を読む前に、右頁にある「特別な表記について」の

説明を読んで、ご理解いただきますようお願い致します。

特別な表記について

　本書を活用する際、「つわ」や「いい」など、日ごろ目

にすることのない表記があることに気がつくと思いま

す。これらの表記について、ここで説明します。

① のどに力を入れて発音する音

　 （声門閉鎖音－せいもんへいさおん－）

　 　発音の出だしに、のどに力を入れて発する音を声門

閉鎖音といいます。この音は日本語の共通語には普通

みられない音なので、かな文字がありません。ですか

ら、かな文字を２字組み合わせ、左上に小さな「っ」

を添えて書き表しました。

　 　例えば、読谷ことばの「わん」は「私」の意味にな

りますが、のどに力を入れて発する「つわー」は、「豚」

の意味になります。この音はなかなか発音しづらいの

ですが、「う」と「わ」を区切って発音し、それを次

第にちぢめていくと似た音を発音できるようになるで

しょう。

② やわらかい発音ではじまる音がある

　 （ゆるやかな声立て）

　 　①の「のどに力を入れて発音する音」とは真逆のよ

うな音で、出だしに全く力を入れずに発音するのが、

この音の特徴です。ごく簡単にたとえるとボリューム

を次第に上げる「フェード・イン」のようなイメージ

です。本書では、この音を表すために左上に小さな「い」

や「う」を添えて「いい」や「うう」で表記することにし
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ました。

　 　例えば「夫」は「ううとぅ」、「縁（えん）」は「いいん」

となります。通常の出だしの発音の「うとぅ」は「音」

の意味になり、「いん」は「犬」の意味になるため、出

だしをやわらかく発音しないと、通じないこともあり

ます。

　 　この音の特徴は、通常の１音の長さより、ほんの少

しだけ長め（1.2 ～ 1.3 ぐらい）の音であることです。

また、「いい」のときには唇を平たくしてあまり開けず

に、「うう」のときには唇を丸めて少し突き出すように

すると上手に発音できるようになりますよ。

　 　なお、不特定多数の聴衆に対して挨拶するときに

用いる「ぐすーよー　ちゅー　ううがなびら！（皆

様、お目にかかることができました！）」に用いられる 

「ううがむん」（拝む）や「いいー　くとぅ」（良いこと）の 

「いいー」（良い）などの出だしにも、この音があるのです。

　 　なお、終助詞などが前の要素に付く場合には、この

発音表記を省略しました。

③ 伸ばす音は「ー」で！

　 　母音が伸びるとき、音を区切って発音することはあ

りません。例えば「獅子」を意味する「しーさー」は、

通常の発音では「し」「い」「さ」「あ」と区切って発音

することはありません。「しー」と「さー」は区切るこ

とがことができますが、「しー」は区切ることができな

いため、本書では「しー」と表記することにします。

④ 半角スペースについて

　 　「だ」「です」にあたる「やん」「やいび（－）ん」、「す

る」にあたる「すん」（ただし、複合動詞のみ）が、前

の要素に付く場合には、見やすさを考慮して、半角分

のスペースを空けました。

⑤ 地域差・個人差について

　・「くぃ（みそーれー）」と「き（みそーれー）」と

　　「く（みそーれー）」

　・「せ」と「しぇ」

　・「ダ行」と「ラ行」

　・「ちゅ」と「つ」

　 　上記のように、同じ表現でも地域や話者によって異

なる発音がありますので、本書でも、話者に合わせた

表記を取り入れています。

　 　文章の中で、（　　）内に、違う表現をしている場合

がありますが、これは、表現が地域ないしは個人によっ

て異なることを示しています。

　 　「読谷ことば」といっても、必ずしも同じ表現や発音

をするとは限りません。読谷村内でも、多様な表現・

発音があることを示しています。
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日
常
的
な
挨
拶

◆朝起きたとき

・もうお目覚めですか（今起きたの）？

なー　うきみそーちー（なま　うきたるばーい）？

・お目覚めですか（目は覚めた）？

みー　くふぁみそーちー（みー　くふぁてぃー）？

・早く起きなさい。もう朝だよ。

へくなー　うきれー。なー　あさ　なとーんどー。

・朝になりましたよ、起きてください。（目上に対して）

あさ　なとーくとぅ　うきみそーれー。

・朝ごはんは食べた（召し上がりましたか）？

してぃみてぃむのー　からん（うさがみそーちー）？

・朝ごはんを食べなさい。（召し上がれ）

してぃみてぃむん　かめー（うさがみそーれー）。

※沖縄には共通語にあるような「おはようございます」や「おはよ
う」にあたる挨拶言葉はありません。「こんにちは」や「こんばんは」
も同じです。

◆ごはんを食べるとき

・お召しあがりください。

うさがみそーれー。　　

・さあ、いっしょに食べよう。

まんじゅーん　かまな（かま）。

・いただきます。

くゎっちー さびら。

・ごちそうさま。

くゎっちー さびたん。

・大変おいしかったです。

いっぺー　まーさいびーたん。

・とってもおいしいよ（おいしかったよ）。

いっぺー　まーさんどー（まーさたんどー）。

まーさん＝おいしい

◆出かけるとき

・行ってきます。

つんじ　くーいー。　つんじ　ちゃーびら。

・気をつけて行ってらっしゃい。（夫や目上の人に対して）

ちに（きー）　ちきてぃ　つんじ　めんそーりよー。

・気をつけて行きなさい。（子供や目下の人に対して）

ちに　ちきてぃ　いきよー（つんじ　くゎー）。

１， 日常的な挨拶ことば（えーさちくとぅば）

なまる　うきたる。

つんじ　くーいー。

うきみそーちー。

うさがみそーれー。

くゎっちー さびら。
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日
常
的
な
挨
拶

◆外で友人に出会ったとき

・きょうは、良い天気だね。

ちゅーや、いいー　つわーちちやー。

・きょうは、早起きだね。

ちゅーや、ふぇーうき　しぇーさやー。

　　　　　〃　　　　　しぇーるむんなー。

 ※「早起き」は、地域や人によって「へーうき」と発音する人もいる。

・（君は）どこへ行くんだい？

つやー　まーかい　いちゅが？

・どちらへお出かけですか？（年上の方に対して）

うんじょー（うんじゅや）　まーかい　めんしぇーが？

・用事にでも行ったのですか？

ゆーじかいる　めんそーちー？

・畑にでも行ったのですか？

はるる　かじみせーるい？

◆（午後の時間帯で）外で知人に出会ったとき

・こんにちは。　はい。（友達や目下の人に対して）

　　　　　　　　はいさい（はいたい）。（目上の人に対して）

※この言葉は、昼だけでなく、いつでも挨拶の言葉として使います。
また、男性は「はいさい」、女性は「はいたい」となります。しかし、
男女を問わずに「はいさい」を使う地域もあります。

◆仕事場から帰るときの挨拶

・気をつけて帰ってね（お帰りくださいね）。

ちに　ちきてぃ　けーりよー。

　　　〃　　　　つんじ　めんそーりよー（もーれー）。

・はい、また明日ですね。

うー、また　あちゃーやーさい。（目上の人に対して）

また　あちゃーやー。　あちゃやーたい。

・一緒に帰ろう（さぁ、帰ろう）。

まじゅーん　けーらやー（りー　けーら）。

りか　まんじゅーん　けーいびら。（目上の人に対して）

・さぁ、疲れを癒し（遊び）に行こう。

りっか、まじゅーん　あしびーが　いか。

・そうだね。

あん やさやー。

・どこへ行こうか？

まーんかい（まーかい）　いちゅが？

※返事の言葉は、目上の方には「うー」。同年代や目下には「いー」
が使われます。また、尊敬するような方には「うーさい」と使う場
合もあります。
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日
常
的
な
挨
拶

◆夕方・夜の挨拶

・ただいま（今帰ったよ）。

なまる　けーてぃ　ちゃる（なま　けーたん）。

・今帰ったの？　疲れてないですか。

なまる　けーてぃ　つちー？　ううたてー ううらに？

・夜になったから、寝ようね。

なー　ゆーる　なとーぐとぅ、にんだいー。

・おやすみなさい。（「もう寝ようね」寝る人の言葉）

にんだいー（ゆくいんどー・にんじゅんどー）。

・おやすみなさい。（「もう、おやすみください」返す人の言葉）

ゆくみそーれー。　なー　にんでー。（目下に対して）

◆初対面のときの挨拶

・初めまして。

はじみてぃやーさい（〜やーたい＝女性の言い方）。

・よろしくお願いします。

みーしっちょーてぃ　くぃみそーれー。

 ※女性だと、（みーしっちょーてぃ　うたびみそーり）。

・初めまして。お見知りおきください。（「よろしくお願いし

ます」と同じ意味。）

はじみてぃやーさい。

みーしっちょーてぃ　くぃみそーり。

◆二回目以降のときの挨拶

・お元気でしたか（元気だった）？

あんし　ちゃー　がんじゅー やみしぇーてぃー？

（ちゃー　がんじゅー やてぃー？）

・久しぶりだね。失礼していました。

まるけーてぃやー。ぐぶりー そーっさー。（同年や目下に）

まるけーてぃ やいびんやー。ぐぶりー さびたん。（丁寧）

・久しぶりだね。ずっと元気でしたか？

まるけーてぃやー。

ちゃー　がんじゅー そーてぃー（やてぃー）？

・最近は顔を見なかったけど、忙しかったの？

ちかぐろー　ちらー　みーらんしが、いちなさる あてぃー？

ちかぐる　みーどぅーさぬ、くたんでー　ねーんてぃー？

ちかぐろー　みーどぅーさん しぇーびる、くたんでー

ねーんてぃー？

　みーどぅーさぬ＝見なかったけど（久しぶり）

・今日も暑いですね。

ちゅーや　あちさんやー。

ちゅーや　あちさいびんやー。（丁寧）

・そうだね、毎日暑いですね。

やいびんやー、めーなち　あちさんやー。

あちさんゃー！







14 15

日
常
的
な
挨
拶

・きょうは寒いね。

ちゅーや　ひーさんやー。

・寒くなってきたね（寒くなっているね）。

ひーく　なとーっさー（ひーく　なとーんやー）。

◆その他の挨拶（うぬ ふかぬ　えーさちくとぅば）

・ありがとうございます。

にへーでーびる（にふぇーどー）。

 かふーしろー＝孫に言う場合に使う

・ありがとうございました。　にへーでーびたん。

・ごめんなさい。　わっさたんどー。

わっさいびーたん。（目上に対して）

・失礼します。（失礼しました。）

ぐぶりー さびら。（ぐぶりー さびたん。）

・ごめんください。

ちゃーびらさい。（女性は「ちゃーびらたい」）

・いらっしゃいませ。

めんそーれー。めんしぇーびれー。（目上の方へ）

・来ましたか？（いらっしゃる）。

めんそーちー？（めんせ－ん）。

・先生がいらっしゃる。

しんしーが　めんしぇーんどー。

・いらっしゃいませ。どうぞお上がりください。

めんそーれー。うちんかい　いみそーれー。

・ここにいらっしゃい。

くまんかい　めんそーれー。

くまんかい　めんしぇーびれー。（丁寧な言い方）

くまんかい　いみしぇーびれー。（お上がりください。）

◆正月の挨拶

・明けましておめでとうございます。

いいー　そーぐゎち れーびる。

・良い年をおむかえになりましたか？

 （年輩の方への新年の挨拶）

わかどぅし　とぅみそーちー？

・良いお正月です。

いいー　そーぐゎち でーびる。

・良い正月になりましたね。

いいー　そーぐゎち　ないびたんやー。

・年頭のあいさつをします。

にんとぅーぬ　ぐえーさち　うんぬきやびら。

みーどぅし　んけーてぃ　ぐえーさち　うんぬきやびら。

・今年もよろしくお願いします。

くんどぅん（くとぅしん）　ゆたしく　うにげーさびら。

ひーさぬ！

わっさいびーたん。
いいー　そーぐゎち でーびる

ちゃーびらたい！
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自
己
紹
介

◆自己紹介

・こんにちは、私の名前は長浜です。よろしくお願いし

ます。

はいさい、わん　のーじぇー　長浜 やいびーん。

ゆたしく　うにげー さびら。

 「わんねー、長浜　やいびーん」という言い方もあります。

・こんにちは、私は大湾と申します。よろしくお願いし

ます。

はいたい、わんねー　大湾り　いちょーいびーん（や

いびーん）。みーしっちょーてぃ　とぅらしみそーり。

いちょーいびーん＝申します

やいびーん＝～です

・私（の名前）は太郎です。役場に勤めています。

わんねー（わん　のーじぇー）　たろー やいびーん。

役場かい　ちとぅみてぃ うういびーん。

・読谷村座喜味の生まれです。

ゆんたんじゃ　じゃちみぬ　つんまり やいびーん。

・相撲観戦が趣味です。

しま　んじゅしが　たぬしみ やいびーん。

◆家族を紹介します

・私の家族を紹介します。祖父の一郎、祖母の富子、父

の次郎、母の直美、妹の一枝です。家族は、みんなで

６人です。

わん　やーにんじゅ　ぐひるー さびら。ふぁーふじぬ

いちろー、いいなぐふぁーふじぬ　とみこー、すーぬ　

じろー、あんまーぬ　直美、いいなぐうっとぅぬ　一枝、

やーにんじゅや、むるし　るくにん やいびーん。

祖父（他に　うすめー、たんめー、うふたんめー）　※都屋では、
曾祖父のことを「はんしー」と呼ぶ。祖母（他に　つんめー、ぱーぱー、
はんしー）　父（他に　おとー）　母（他に　おかー）男（いいきが）
女（いいなぐ）兄弟（ちょーでー）姉妹（いいなぐちょーでー）
妹（他に　ううない）　年上（しーじゃ）　　年下（うっとぅ）
兄（やっちー、あっぴー、あふぃー）　姉（あばー、つんみー）
下の姉（あばーぐゎー）赤ちゃん（あかんぐゎ）　孫（つんまが）
年上のおじ（うんちゅー）　年下のおじ（うんちゅーぐゎー）　
長男おじ（うふーすー）　おば（うふあばー）　年上のおば（ばーちー、
うふんまー）

２，自己紹介

祖父
（ふぁーふじ）

母
（あんまー）

祖母
（いいなぐふぁーふじ）

私
（わん）

父
（すー）

妹
（いいなぐうっとぅ）

わんねー　たろー やいびーん。
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◆身体を表すことば（どぅー　つんじゃする　くとぅば）

　～頭から足先までのしまくとぅば～

３，身体用語

まち（つむじ）

からじ（髪） ちぶる（頭）

ひちぇー、
めーびちゃい（額）

くみかん
（こめかみ）

ちら（顔）

いーしば（上唇）
しちゃしば（下唇）

みーまゆ（まゆ）

みー（目）

まちぎ
（まつ毛）

みみ（耳）

くち（口）

しば（舌）
かくじ（顎）

はー（歯）

はな（鼻）

ぬーりー（喉）

あじゃ（ほくろ）

くび（首）

ちじ（頭のてっぺん）

ひじ（ひげ）

身
体
用
語

ながに
（背中）

てぃー（手）

いーび（指）

ひさ（足）

ちんし（ひざ）

がまく（ウエスト）

しに、ひさぶに
やみどぅくる（すね）

あどぅ
（かかと）

にじり（右）

ひさぬ　わた（足裏）

くし（腰）

てぃーぬ　わた
（手の平）

けんな
（二の腕）

てぃー（うで）

んに・んーに（胸）

ひさぬ　いーび
（足の指）

ひじゃい（左）

くんら
（ふくらはぎ）

むむ（もも）

ちび（お尻）

んにぐち
（みぞおち）

わたぶとぅ（お腹）

てぃーぬ　くび
（手首）

かた、かたげー
（肩）

てんぶす（おへそ）
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◆身体に関連する言葉

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

いーち（息）
いーち　ちりーん・いーち　ふちゅん

（息を切らせる）

あし（汗）
あしはやー（汗かき）

なら（涙）　ならよーさん（涙もろい）
ならぐるぐるー（涙がとめどなく流れる様子）

とぅんぺー・つんぺー（唾）
かさぐい・かしぐい（痰）
はな　ふちゅん（いびきをかく）
はなふちゃー（いびきをかく人）

さっこーび（しゃっくり）
さっくい（咳）

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

けーやー・くぇーやー
（太っている人）

よーがらー（痩せている人）
ふにとぅ　かーとぅ

（痩せてガリガリの様子）

わじーん・くさみちゅん（怒る）
たんちゃー（怒りんぼ）

さーふーふー（ほろ酔い）　いいーちゃー（ほろ酔い）
いいーてー　ううらに・いいーてぃる　ううるい（酔っ払っているのか）
ぐてーまぎー・ちゅーばー・がんじゅーむん（力の強い人）
どぅーまぎー・ふるまぎー・まぎっちゅ（体の大きい人）
えんだー（優しい）　えんだー・うふやっさん（おとなしい）
うとぅるさん（怖い）　しかーぐゎー（恐がり）

身
体
用
語

身
体
用
語
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乾杯、結婚式、祝賀会等や祝福、お悔やみ
◆お祝いのことば

・きょうは、ご案内いただきありがとうございます。

ちゅーや、えーじっし　きみそーち　にへーでーびる。

・皆で健康を願って乾杯をしましょう。それでは乾杯。

んなさーに　からだがんじゅー　にがてぃ

かりー さびら。あんしぇ－　かりー。

・さぁー、歌・三線がはじまるよ。景気づけしよう。

とー、じーぬ　はじまいんどー。

かりー　ちきれー（はねーかしぇー）。

・ひと言、挨拶を申し上げます。

ちゅぐち、えーさち　うんぬきやびら。

　結納（さきむい）／結婚適齢期（にーびちとぅしぐる）

　結婚（にーびち）／盛大な結婚式（まぎにーびち）

　※結婚式で盃を交わしなさい（さかじち　かみれー）

　仲人（なかんちゅ）／指輪（いーびなぎー）

　お祝い（すーじ）／大きな祝い事（うふすーじ）

※本来、乾杯に相当する決まり文句はありませんでした。元来、「か
りー（嘉礼）」には、「めでたい」や「縁起が良い」の意味があるこ
とから、めでたい席での乾杯には「かりー」の言葉を使うようにな
りました。

◆「おめでとうございます」を表現することば

・本人に対して（「安心ですね」の意味を込めて）

ゆるっとぅ　なとーさやｰ。

・親に対して（「一安心ですね」）

ゆるっとぅ　なんそーちぇーさやー。

・あなたがチャンピオンになったのは、親戚の誇りだよ。

つやーが　チャンピオン　なとーしぇー、

えーかんちゃーぬ　ふくい やさ（ゆるくび やさ）。

　あなた（年下に対して）＝つやー

　あなた（年上に対して）＝うんじゅ、うんじょー（あなたは）

・お前が試験に合格したのは、私たちの誇りだよ。

つやーが　しきんに　とぅーたしぇー、

わったー　ふくい やさ（ゆるくび やさ）。

・高校合格おめでとう。

こーこーんかい　とぅーたしぇー　でぃかちぇーさやー。

こーこーんかい　とぅーてーくとぅ　でぃかちぇーさやー。

・赤ちゃんが産まれたんだってね。おめでとう。

あかんぐゎ　つんまりたんでぃやー。

ゆるっとぅ　なとーさやー。

ぼーじゃー　つんまりてぃ　

でぃかちぇーさやー。

４，お祝いや行事等で使えるしまくとぅば

お
祝
い
や
行
事
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◆行事の際に使うことば

・清明祭　しーみー

　ご先祖様、子や孫が揃って、清明祭に来ましたよ。

うやふぁーふじ、っくゎ　つんまがんちゃー　すりてぃ、

しーみー　うさぎーが　ちゃーびたんどー。

　ご先祖様に、手を合わせましょうね。

うやふぁーふじんかい、　うーとーとぅ さびら。

　手を合わせてから、

　ごちそうをいただきましょう。

うーとーとぅ っしから、くゎっちー さびら。

てぃー　うさぎてぃから、うさんでー さびら。

・七　夕　たなばた

　これから墓の掃除をしましょうね。

くりから　はかそーじ さびら。

　お盆のときには、みんな揃って家に来てください。

しちぐゎちねー、んなっさ　すりてぃ　めんそーりよー。

　　〃　、うやふぁーふじ　すりてぃ　めんそーりよー。

※「うーとーとぅ」は、「手を合わせる」「お祈りする」の意味です。

※旧暦の７月７日の七夕の日は墓掃除をします。旧暦７月 13 日か
ら 15 日（一部地域では 16 日）、盆にむけて、ご先祖が気持ちよく
家に帰ってこれますように、との気持ちが込められています。

・旧　盆　しちぐゎち

　お迎えしましょう。（旧盆のお迎えをしましょう。）

うんけー さびら。（しちぐゎち　うんちけー さびら。）

　（仏壇の）お供えものを、お召し上がり下さい。

うさんでー、うさがみそーりよー。

　（仏壇の）お供えものをいただきましょう。

うさんでー さびら。　仏壇＝ぶちだん、とーとーめー

　お見送りしましょう。

うーくい さびら。

　来年も、いらっしゃってください。

やーぬん、めんそーち　くみそーりよー。

やーんがふーん、めんそーりよー。

・「お悔やみ」に関することば

　葬式（だび）　喪服（ぐそーぢん）　坊さん（ぼーじ）

　葬儀の後の七日ごとの法事（はちなんか＝初七日・

　たなんか＝二七日・しんじゅーくにち＝四十九日）　

　法事（年忌の法要）　すーこー

　葬式の翌日に墓参りをすること　なーちゃみー

・どこが悪かったんですか（悪かったの）？

まーぬ　わっさみせーたが（わっさたが）？

・気を強くお持ち下さい＝いじ　いんそーりよー。

お
祝
い
や
行
事
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火の神や屋敷拝み、トートーメーなど
◆祈願することば（ううがみくとぅば）

・「うーとーとぅ」（※神や祖先を拝むときに発する言葉。）

・「ひぬかん、ひーぬかん」（※火の神：台所に祀られている。）

・「うぐゎん　ぶすく、かかいむん」（※神や祖先への祈願や

儀式・儀礼などが、充分にされていないこと。）

・「ふーるぬ　かみ」（※トイレの神様）

・良い正月です。今年も健康にしてください。

いいー　そーぐゎち　でーびる。くんどぅん　がん

じゅー　しみそーりよー。（いいーくとぅ　あらしんそー

りよー＝良いことを与えて下さい。）

・今年もよろしくお願いします。見守ってください。

くんどぅん　ゆたしく　うにげー さびら。みーまん

てぃ　きみそーりよー。

・十六日祭（旧暦１月 16 日に行う墓参り）の際の祈願ことば

　きょうは十六日祭です。ご馳走を用意してきました。

皆様でお召し上がりください。

ちゅーや　じゅーるくにちー やいびーん。くゎっちー

しきてーびん。んなさーに　うさがみそーり（うき 

とぅてぃ　くぃみそーり）。

・清明祭のとき、お墓で祈願することば　

　ご先祖様、家族そろって清明祭に参りました。ご馳走

を用意してきましたので、お受け取りください。

うやふぁーふじ、やーにんじゅん　するてぃ　しーみー

うさぎーが　ちゃーびたん。くゎっちー　しきてーびー

ぐとぅ、うきとぅてぃ　くぃみそーり。

・屋敷の御願　やしちぬ　うぐゎん

　きょうは屋敷の拝みを行いましたから、

　見守ってください。

ちゅー　やしちぬ　うぐゎん　うさぎてーびーくとぅ、

みーまんてぃ　きみそーり。

◆まじないことば（うーとーとぅ　さびら）

※子どもを落ちつかせるときに使うまじないことば。

・魂が抜けているよ。魂を込めなさい。

まぶやーぬぎ　そーんろー。まぶやー　くみれー。

・もう少し、魂を込めないといけないよ。

なー　いひぐゎー、

まぶやー　くみらんねー　ならんどー。

「まぶやー　まぶやー　うーてぃ　くーよー」（「まぶいぐ

み」の際に使うおまじない。「まぶいぐみ」は、豚小屋（ふーるやー）

の側で、塩を置いて行う。）

５，拝みのときに使うしまくとぅば

拝
み
の
と
き






