
あびらやー　ちからやー
しまくとぅば

いちまんぐち（糸満ことば）

語ろう  使おう  しまくとぅば は　じ　め　に

　はいさい、ぐすーよー　ちゅーうがなびら。しまくとぅ
ば　かなさっし、いちまでぃん　ぬくする　たみに　ちが
きてぃ　くぃみそーち　にへーれーびる。んなっし　きば
てぃ　いかびらな（ハイサイ、皆さんごきげんいかがです
か。しまくとぅばを大切にし、いつまでも残すためにお励
み下さり有難うございます。みんなで頑張っていきましょ
う）。
　沖縄ほど数多くの種類のことばを持っている地域はあり
ません。村が違えばことばも違います。そのことばの違い
は村の個性を形作る重要な要素で、しまくとぅばの豊富さ
は沖縄の文化の豊かさにつながっています。村々の個性豊
かな文化を大切にし、次代に受け継いでいくためにも、し
まくとぅばを大切にしていかなくてはなりません。
　沖縄県しまくとぅば普及センターではそのために、沖縄
各地のしまくとぅばの学習のために、簡便なハンドブック
を作りました。日常生活のいろいろな場面で使われるしま
くとぅばについて、この本をとおして接していただきたい
と思います。もちろんこの小さな本は、しまくとぅばの豊
かな世界に入るための入り口にすぎません。皆さんがそれ
ぞれの村々のしまくとぅばに興味を持ち、それを身につけ
ていかれるその第一歩として、本書をご活用下さいますこ
とをご期待申し上げます。

2020 年 3 月 17 日
沖縄県しまくとぅば普及センター　

センター長　　  波
は

照
てる

間
ま

永
えい

吉
きち

　

スピーカーをクリックすると、
音声が流れます。
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本書を利用するにあたって

　本書『あびらやー　ちからやー　しまくとぅば』は、

糸満市字糸満出身の話者大城栄子さん、大城英孝さん、

大城則安さんの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か所もあります。

　また、「しまくとぅば」には、五十音では表現できない

音があります。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。

　本書を読む前に、次頁にある「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

①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」は区切ることがで

きますが、「しー」の音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。

②やわらかい発音ではじまる音がある（ゆるやかな音立て）

　発音の出だしに、のどに全く力を入れずに発音する音

があります。本書では、この音を表すために小さな「う」

や「い」を添えて「うい」「いえ」で表記することにしました。

例えば、「酔っ払い」を「ういとーん」、「～です」を「いえ

いびーん」としました。

　この音の特徴は、通常の１倍の長さより、ほんの少し

長め（1.2 ～ 1.3 倍ぐらい）の音であるということです。

また、「うい」の「う」を発音するときには唇を丸めて少し

突き出すように、「いえ」のときには唇を平たくして、あ

まり唇を開けずに発音すると上手に発音できるようにな

ります。

③半角スペースについて

　「だ」「です」にあたる「やん」「やいび（－）ん」「いえ

いびーん」、「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。
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④のどに力を入れて発音する音（声
せい

門
もん

閉
へい

鎖
さ

音
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では、「えっ！」

と驚いた時などにあらわれる程度です。この音は、沖縄

本島の多くの「しまくとぅば」では、意味を区別するた

めの重要な音になります。例えば、那覇ことばでは「やー」

は「家」の意味になりますが、「つやー」は「君、お前」

の意味になります。糸満ことばでは、このような声門閉

鎖音による意味の区別はみられませんので、「家」も「君、

お前」も「やー」と表記します。これも一つの特徴とい

えるでしょう。

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」

　これらは、同じ語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。

　例えば、「～してください」を表すしまくとぅばが、話

者によって「きみそーり」となったり、「くぃみそーり」

となることがあります。同じ地域のことばでも、話者に

よって、あるいは地区によって異なる発音になることが

あるのです。そのため本書では、収録した話者の発した

音で表記することにしました。

　「糸満ことば」でも、必ずしも同じ表現や発音をすると

は限りません。本書でも、話者に合わせた表現や表記を

取り入れていることをご理解ください。

　糸満ことばの特徴は、他の地域で「ダ行」となる音が、「ラ

行」で発音されることにあります。例えば「～どー」を「～

ろー」と発音したり、「なだ（涙）」を「なら」と発音した

りします。しかし最近では、他の中南部地域のしまくとぅ

ばの影響を受けて「ダ行」で発音されることも増えてきま

した。本書では、話者の発音に合わせて表記してあります。

　また、他の多くの地域では「来る」を「ちゅーん」と

発音します。しかし、糸満くとぅばでは「ちゅ」が「く」

となり、「くーん」と発音するのが特徴です。他にも「行

くの？」の「いちゅが？」が、「いくが？」となったりし

ます。
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日
常
的
な
挨
拶

 挨拶ことば（えーしち　くとぅば）

◆朝起きたとき

・もうお目覚めですか？（今起きたの？）

なー　うきやびてぃー？（なー　うきてぃなー？）

・もう起きましたか？

なー　うきやびたんなー？

・お目覚めですか？（起きたの？）

うきやびてぃー？（うきてぃなー？）

・早く起きなさい。もう朝だよ。

へーく　うきれー。なー　ひてぃみてぃろー。

・朝になりましたよ。起きてください（起きた方がよく

ありませんか）。（目上に対して）

ひてぃみてぃ　やいびんろー。うきーしぇー　まし

あいびらに。

・朝ごはんは食べた？（召し上がりましたか？）

ひてぃみてぃむのー　かりー？（うさがてぃー？）

・朝ごはん食べなさい（召し上がれ）。

むぬ　かめー（ひてぃみてぃむん　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。（いっしょに食べない？）

あんしぇー、 まじゅん　かまやー。（まじゅーん　かまに？）

・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。

・とってもおいしいです。

いっぺー　まーさいびーん。

　※まーさん＝おいしい

◆出かけるとき

・行ってくるよ（行ってきます）。

　んじ　くーんろー（いかびら　ふー＝目上に対して）。

・気をつけて行ってらっしゃい。（夫や目上の人に対して）

きーちきやーま　いかびりよー。

・気をつけて行きなさい。（子どもや目下の人に対して）

きー　ちきやーま　いきよー。

１，日常的な挨拶

くゎっちー さびら。

んじ　くーんろー！

うさがみそーれー。

なまる　うきたる
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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。

くーや、いー　わーしき　いえんやー。

くーや、いー　わーしき　やっさー。

・きょうは、早起きだね（早いね）。

くーや、へーうき　やっさー（へーさんや）。

・どこへですか？（どこに行くんだい？）

まーかい　やいびーが？（まーかいが？）

・どちらへお出かけですか？（年上の方に対して）

まーんかい　いかびーが？

・用事にでも行ったのですか？

ゆーじゅんかい　いかびてぃー？

・海にでも行ったのですか？

うみんかい　いかびてぃー？

◆（午後の時間帯に）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。（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。
目上の人に対しては「はいさい」を使います。また、地域によって、
男性は「はいさい」、女性は「はいたい」となる場合もあります。

◆仕事場から帰るときの挨拶

・気をつけてお帰りくださいね。

きー　ちきやーま　けーびりよー。

・はい、また明日ですね。

いー、また　あちゃーやー。

　あんしぇー、また　あちゃー

　やいびんやー。（目上に）

・さぁ、一緒に帰ろう（帰りましょう）。

りか、まじゅん　けーら（りか　まじゅん　けーやび

ら）。（目上の人に対して）

・さぁ、疲れ直しをしに行こう（行こうか）。

あんしぇー、うたいのーし　しーが　いか（うたい

のーし　しーが　いくみ）。

　※うたいのーし＝一日の疲れを癒やすために飲食すること

・そうだね。

やんやー。

・どこへ行こうか？

まーんかい　いくが？

　　　〃　　　いかびーが？（目上の人に対して）

※返事の言葉は、目上の方には「うー」や「ひー」を使います。同
年代や目下には「いー」が使われます。
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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　けーたんろー。

・今帰ったの？　疲れてないですか？（疲れてない？）

なまる　けーてぃー？　ちかりてー　ういびらに？（うらに？）

・もう遅いので、寝ようね。

なー　にっか　やくとぅ、にんじゃやー。

・おやすみなさい。（寝る人の言葉）

なー　にんじゃいー。（「もう寝ようね。」の意）

　なー　にんじゅんろー。（「もう、寝るよ。」の意）

　なー　にんじゃやー。（「もう、寝ようか。」の意）

・おやすみなさい。（返す人の言葉）

　うー　にんじみそーれー。（「はい、おやすみください。」丁寧な言い方）

　いー　にんじよー。（「うん、おやすみ。」目下に対して）

　いー　にんじぇー。（「さあ、寝なさい。」命令口調）

◆初対面のときの挨拶

・初めまして（初めてだね）。

　はじみてぃ　やーさい。（目上の人に対して）

　はじみてぃやー。（目下や同年の人に対して）

・よろしくお願いします。

ゆたさるぐとぅ　うにげー さびら。

・初めまして、お見知りおきください。

　はじみてぃ　やいびんやー、みーしっちょーてぃ　う

たびみそーれー。（みーしっちょーきよーやー＝「見知っ

ていてくれな。」目下に対して）。

◆二回目以降のときの挨拶

・お元気でしたか？（元気だった？）

がんじゅー　やいびーてぃー？（やてぃー？）

・久しぶりだね。

　みーるーさんやー。（同年や目下に）

　みーるーさいびんやー。（丁寧な言い方）

・久しぶりだね。ずっと元気でしたか？

みーるーさんやー。ちゃー　がんじゅー　やいびー

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　みーらんたしが、いちなさる　あてぃー？

・きょうも暑いですね。

くーん　あちさんやー。

・そうだね、毎日暑いですね。

やんやー、めーなち　あちさいびんやー。

・きょうは寒いね。

くーや　ひーさんやー。
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日
常
的
な
挨
拶

◆その他の挨拶（うぬふかぬ　えーしち　くとぅば）

・ありがとうございます（ありがとうございました）。

にへーれーびる（にへーれーびたん）。

・ごめんなさい。

わっさいびーん。

　わっさいびーたん。（丁寧な言い方）

・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。

　かーびら。　かーびらさい。（丁寧な言い方）

・いらっしゃいませ。（いらっしゃいましたか？）

　めんそーちー。（目上の方へ）　ちなー？（「来たか？」の意）

・いらっしゃる。

かーびーん。

・先生がいらっしゃる。

しんしーが　かーびーん。

・いらっしゃいましたか？　お上がりください。

かーびてぃなー？　あがいみそーれー。

・ここにおいで（いらっしゃい）。

　んまんかい　くーわ（んまんかい　かーびろー（丁寧な

言い方）

◆大晦日・正月の挨拶

・明日は大晦日です。

あちゃーや　とぅしんゆーるー　いえいびーん。

・きょうは大晦日ですので、ダイコンの煮付けを供えて

ますので、受け取ってください。（祖先へのお祈りのとき）

くーや　とぅしんゆーるー　やいびーくとぅ、でーく

にんぶしー　うさぎとーいびーくとぅ、うきとぅい　

まさい　しみそーりよー。

・（正月の挨拶）良いお正月ですね。

　いー　そーぐゎち　やいびんやー。（丁寧な言い方）

　いー　そーぐゎちやー。（同年や目下に対して）

・良いお正月です（ですね）。

いー　そーぐゎち　やいびーん（やいびんやー）。

・今年もよろしくお願い致します。　

くとぅしん　ゆたさるぐとぅ　うにげーさびら。

・（年が）明けました。きょうは良い正月を迎えました。

　今年もまた、　去年にもまして、良い正月になりますよ

うお願いします。

あきまどぅし。くーや　また　うーそーぐゎち　んかとぅ

いびーん。くんどぅん　また、くずに　まさてぃ、いー

そーぐゎち　ないるぐとぅ　うにげーさびら。

かーびらさい。

わっさいびーたん。
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自
己
紹
介

◆自己紹介

・こんにちは、私の名前は大城です。

はいさい、わん　なーや　大城　やいびーん。　

　「わんねー、大城　いえいびーん」（私は大城です）という言い方もあ

ります。

・こんにちは、私は大城と申します（申しています）。よ

ろしくお願いします。

はいさい、わんねー　大城んり　いやびーん（いちょー

いびーん）。ゆたさるぐとぅ　うにげー さびら。

・私の名前は（私は）太郎です。役場に勤めています（仕

事は役場勤めですよ）。

わん　なーや（わんねー）　たろーんり　いやびーん。

役場んかい　うやびーん（ういびーん）（わじゃや　役

場　やいびーんろー）。

・糸満市の町ん門（字糸満）の生まれです。

いちまんぬ　まーちんじょーんかい　んまりとーい

びーん。

・相撲観戦が趣味です（よく相撲を見ているよ）。

ゆー　しまとぅぃし　んじゅしが　ましやいびんろー

（ゆー　しまとぅいし　んちゃくんろー）。

◆家族を紹介します

・私たちの家族は、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。

わったー　やーぐなや、いきがふぁーうじぬ　いち

ろー、いなぐふぁーうじぬ　とみこー、いきがんうや

ぬ　じろー、いなぐんうやぬ　なおみ、いなぐうっとぅ

ぬ　かずえー　やいびーん。

やーぐなや、んなさーま　むったい　やいびーん。

　　　　　祖父（いきがは（ふぁ）ーうじ）　

　　　　　祖母（いなぐは（ふぁ）ーうじ・ぱーぱー）　

　　　　　父（いきがんうやー・おとー）　　　　　

　　　　　母（いなぐんうやー・おっかー）　　

　　　　　私（わん）　妹（いなぐうっとぅ）

曾祖父（はーくーおじー）　曾祖母（はーくーぱーぱー）
姉（いなぐしーじゃ）　姉妹（いなぐこーれー）
兄（しーじゃ）　兄弟（こーれー・いきがこーれー）
弟（いきがうっとぅ）
年上（とぅししーじゃ）　年下（うっとぅ・うっとぅぐゎー）
男（いきが）　女（いなぐ）
赤ちゃん（あかんぐゎ）　孫（んまが）
一番上のおじ（うーすー）　おじ（うじゃさー）
一番上のおば（うあんまー）　おば（うばまー）

２，自己紹介
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３，身体用語

身
体
用
語

◆身体を表すことば

　～頭から足先までのしまくとぅば～

てぃー（手）

いーび（指）

ちんしん（ひざ）

ある（かかと）

ひさんわた（足裏）

てぃーんわた
　　　（手の平）

けーな（腕）

ひさんいーび
（足の指）

ひじゃい（左）

くんら（ふくらはぎ）

ちびたんだ（もも）

わた（お腹）

ふす（おへそ）

ながに（背中）

ひさ（足）

にじり（右）

くし（腰）

けーな（二の腕）

んに（胸）

ちび（お尻）

がまく（ウエスト）

てぃーんくび
（手首）

かた（肩）

みーまゆ（まゆ）

くち（口）

はな（鼻）

ひぎ（ひげ）

からじ（髪）

まちぎ（まつ毛）

しば（舌）

はー（歯）

みみ（耳）

まき（つむじ）

ちぶる（頭）

くみかん
（こめかみ）

ちら（顔）

わーしば（上唇）
しちゃしば（下唇）

みー（目）

あじゃ（ほくろ）

くび（首）

ちぢ（頭のてっぺん）

ぬーりー（喉）

かくじ（顎）
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◆身体に関連することば

　　　　いき（息）　　　　　　　　　　 あし（汗）
いきふくん・いきふち　　　　　　　あしはやー（汗かき）

（息を切らせる）　　　　　　　　　　

なら（涙）　ならよーさん（涙もろい）　なきぶさー（泣き虫）
ならぐるぐるー（涙ぐむ様子）

ちんぺー・ちんぱい（唾）　　さっくび（しゃっくり）
かさぐい（痰）　　　　　　　さっくい（咳）
はなふくん（いびきをかく）　しーらざっくい（風邪ひきの咳）
はなふかー（いびきをかく人）　こんまーざっくい（強い咳）

くぇーやー・くぇーとーん　　　よーがらー（痩せている人）
（太っている人・太っている）　　よーがりー（痩せてガリガリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の様子）

わじーん・さくんじとーん（怒る・怒っている）
さくー（怒りんぼ）

さーふーふー（ほろ酔い）　ういーとーん（酔っ払い）
ういーとぅる　ううんなー（うるい）？（酔っ払っているのか？）
ぐてーまぎー・しまとぅやー（力の強い人を表現）
わんらさん（優しい）　　わんらーぐゎー（おとなしい人）
うとぅるさん（怖い）　　うとぅるー（怖がり）

身
体
用
語

身
体
用
語
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乾杯、結婚式、祝賀会等の祝福。お悔やみ
◆お祝いのことば

・きょうは、ご案内をいただきましたので参りました。

ありがとうございました。

くーや、うんちけー　うきやびたくとぅ　かーびたん。

にへーれーびたん。

・きょうはここにいらっしゃる皆さんの、健康を願って

乾杯しましょう。それでは乾杯。

くーや　んまんかい　めんそーちょーる　ちゅぬ、

からだにんげー　にがてぃ　こーばんきらー　さびら。

あんしぇー　こーばんきらー。

　※こーばんきらー＝乾杯

・さぁー、歌・三線が始まりますよ。華やかして下さい。

とー、うたん　さんしん　はじまいびーんろー。はな

やかし　くぃみそーりよ。

・ひと言、挨拶を申し上げます。

つくとぅば、えーさち　うんぬきやびら。

　さきむい（結納）／とぅしぐる（結婚適齢期）

　にーびき（結婚）／まぎ　にーびき（盛大な結婚式）

　いいーびなぎー（指輪）　すーぎ、ゆーいえー（お祝い）

◆「おめでとうございます」を表現することば

・本人に対して（「喜びですね。嬉しいことですね。」の意）

ゆるくび　やいびーんやー。

　  〃 　　やいびーさやー。

・親に対して（「皆様方、嬉しうございますね。良かったですね。」

　の意）

うんじゅなーたーや　いそーさいびんやー。

・あなたがチャンピオンになったので、親戚は誇りだよ。

やー（うんじゅ）が　チャンピオン　なたくとぅ、

えーかんちゃーや　もーが やっさー。

　※もーが＝冥加。喜び。幸せ。

　※あなた（年下に対して）＝やー／（年上に対して）＝うん

　じゅ、なー

・お前が試験に合格したのは、とっても嬉しいことだよ。

やーが　試験かい　とぅーたしぇー、いっぺー　いそ

ーさんろー（わったー　ゆるくびろー）。

・高校合格、おめでとう（頑張ったね）。

こーこー　合格、がんばたんやー。

・赤ちゃんが産まれたんだってね。おめでとう。

あかんぐゎが　んまりたんりやー。ういーりきさんやー。

わらび　もーきたんりやー。いーくとぅ　やっさー。

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　（うしーみー）

　子
ね

年の清明祭ですので、きょうは（お墓に）訪ねて来

ました。

にーどぅしぬ　うしーみーなてぃ、くーや　

ゆしりてぃ　かーびたん。

　きょうは子年の清明祭なので、手を合わ

　せていますよ。うーとーとぅ（「あな尊し」の意）。

くーや　にーどぅしぬ　うしーみー　なとーくとぅ、

てぃー　うさぎとーいびーんろー。うーとーとぅー。

　うーとーとぅー。今日は子や孫を見守りくださり、健

康を祈願致します。

うーとーとぅー。くーや　くゎんまが　みーまってんち

きみそーち、からたにげー　うにげーさびら。

・七夕　（たなばた）

　今から墓の掃除をしましょうね。

なまから　はかん　そーじ さびらふー。

※「うーとーとぅー」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）の盆に、ご先祖が気持ちよく帰って
これますようにとの気持ちが込められています。

　お盆になりますので、（みな揃って）家にお越し下さい。

しちぐゎち　やいびーぐとぅ、やーんかい　めんそー

りよー。

・旧盆　（しちぐゎち）

　お迎えをしていますよ（旧盆のお迎えをしましょう）。

んけーとーいびーんろー。

　（仏壇の）お供えものをいただきましょう。

　うさんれー さびら。　※ぶちだん＝仏壇

　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。

やぬん、めんそーりよー。

・お悔やみ・法事に関することば

　だび（葬式）　まふく（喪服）　ぼーじ（坊さん）

　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

・どこが悪かったんですか？（悪かったの？）

まーが　わっさいびーたが？（わっさるあてぃー？）

・気を強くお持ち下さい。

きー　ちゅーく　むちみそーりよー。

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（うぐゎん　くとぅば）

・神様、今日は屋敷の御願（祈願）を捧げています。

　うーとーとぅがなしー　くーや　やしきぬ　うがみ

　うさぎとーいびーん。＝神や祖先を拝むときに発することば。

　※ひぬかんがなしー＝火の神：台所に祀られている。

　※うぐゎん　ぶすく＝神や祖先への祈願や儀式などが、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。

ゆかるひ　まさるひ　いー　そーぐゎち　でーびる。

くたびん　からたにんげー　うにげーさびら。

・今年（新年）も見守ってください。

あきまどぅし　みーまってーんち　きみそーり。

・十六日（旧暦１月 16 日に行う墓参り）の際の祈願ことば

　ご先祖様。子年の十六日祭ですので、訪ねて来ました。

うーとーとぅ　がなしー。にーどぅしぬ　じゅーるく

にち　なてぃ、ゆしりてぃー　かーびたん。

※字糸満では、女の人がビンシーだけを持ってお墓に行きます。
　ご馳走は、家の仏壇にお供えしています。

・清明祭のとき、お墓で祈願することば　

　ご先祖様、きょうは清明祭になっていますので、訪ね

て来ました。家（仏壇）にご馳走をお供えしています

ので、受け取ってください。

うーとーとぅ　がなしー、くーや　うしーみー　なとぅ

いびーくとぅ、ゆしりてぃ　かーびたん。

やーんかい　くゎっちー　うさぎとーいびーくとぅ、

うきとぅいまさい　しみそーり。

・屋敷の御願（やしきぬ　うぐゎん）

　きょうは屋敷の御願を捧げましたよ。見守ってください。

くーや　やしきぬ　うぐゎん　うさぎやびたん。みー

まってぃんち　きみそーり。

◆まじないことば

・魂を込めるまじないことば

　きょうは魂込めをしに参りました。魂よ、魂、（私を）

　追ってきなさいよ。

くーや　まぶいぐみ　しーが　かーびたん。まぶやー、

まぶやー、うーてぃくーよー。

　※まぶいぐみ＝抜け出た魂を体に込めるまじない。

　※みじましー＝夜遅くに家に戻るとき、赤ちゃんの額に指で

　　水を付けて魔除けを行う。

５，拝みのときに使うしまくとぅば

拝
み
の
と
き
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◆診察のときの受け答え １

・お元気ですか？　

がんじゅー　やいびーみ？

　⇒元気ですよ。　がんじゅーどー。

　がんじゅー　やいびーん。（目上に対して）

　⇒気分が悪いです。

いー きーや　あいびらん。

・夜は眠れますか？

ゆろー　にんじゃり　やびーみ？　

　⇒よく眠れたよ。　ゆー　にんじゃりーたんろー。

　⇒眠れなかったよ。　にんじゃらんたんどー。

・昨晩は、よく眠れたか？（眠れましたか？）

　きぬーや、ゆー　にんじゃりーてぃー？（目下に）

　（にんじゃり　やびーてぃー？）

・きょうのご気分はいかがですか？

くーや　いかーる　ふーじー　やいびーが？

　⇒きょうは良い気分だよ。

くーや　いっぺー　ましやんどー。

くーや　いやんべー　やっさー。

　※いやんべー＝良い気分

　⇒きょうはあんまり良い気分ではないね。

くーや　いやんべー　あらんさー。

・どこか悪いところはないですか？（ないか？）

まーがら　わっさる　とぅくまー　ねーやびらに？

（ねーびらに？）

　⇒気分が悪いね。

いやんべー　あらんさー。　　

・いつもと変わった様子はないですか？（ないかね？）

いっちょーとー　かわたる　とぅくまー　ねーやびら

に？（ねーびらに？）

・どこか具合の悪いところはないですか？

まーがら　わっさる　とぅくまー　ねーやびらに？

　⇒どうもないですよ。　

いかーん　ねーびらん。

　⇒少し頭が痛い。　

くーてんぐゎー　ちぶるが　やむん。

・どこか痛いところはないかね？（ないですか？）

まーがら　やむる　とぅくまー　ねーびらに？（ねー

やびらに？）

・どのように痛みますか？

いかーち　やまびーが？

６，病院での会話

病
院
で
の
会
話

にんじゃり　やびーみ？







30 31

・どこが痛いですか？

まーが　やまびーが？

　⇒とても痛いです。

いっぺー　やまびーん。

　⇒それほどでもありません。

あんしなーまり　あいびらん。

　⇒どこも痛くないです。

まーん　やまびらん。

・どうしましたか？（どんな様子ですか？）

いかー　さびたが？

・どのような具合ですか？

いかーる　ふーじー　やいびーが？

・大丈夫ですか？

ちけー　ねーびらに？

　⇒何でもないです（大丈夫）。

ぬーん　あいびらん（ちけーねー

らん）。

・少し痛いかもしれませんが、一緒に頑張りましょう。

くーてんぐゎー　やまびーしが、まじゅーんなーし

はまてぃ　いかやびらやー。

　※「まじゅんなーし」＝一緒に

・かゆいところはどこですか？（どこか？）

いーごーさる　とぅくまー　まー　やいびーが？（まー

やが？）

　⇒頭がかゆい。

ちぶるが　ういーごーさん。

・足がしびれている。

　※ひさぶーたー＝足がしびれること

ひさぶーとぅ　なとーん。

　⇒少ししびれている。

くーてんぐゎー　ぶーとぅ　なとーん。

・痛みをあらわすことば

　鈍い痛み。　よーんぐゎー　やむん。

　強い痛み。　ちゅーやみー。

　とても痛い。　いっぺー　やむん。

・暑い　あちさん 　　 寒い　ひーさん

◆診察のときの受け答え ２

・検温をするので、少しベッドで休んでいてください。

にち　はかいびーくとぅ、くーてんぐゎー　しんだいん

かい　ゆっくみそーり。

・着ている服を着替えてください（着替えなさい）。

きちょーる　きん　きーげーみそーり（きん　けーれー）。

病
院
で
の
会
話

まーが　やまびーが？

まーやが？

ぬーん　あいびらん！
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・危ないですよ。

うかーさいびーんどー。

・顔を洗ってください（顔、洗いましょう）。

ちら　あらいみそーれー（ちら、あららやー）。

　※ちら　あれーん＝顔を洗う

・どのような食べ物が好きですか？

ちゃんぐとぅーる　かみむのー　まし　やいびーが？

かみむのー　ぬーが　まし　やいびーが？

・毎日、食事は美味しく召し上がっていますか？

めーなち、むのー　まーくまーく　うさがとーいびー

がやー？

・毎日の楽しみは何ですか？

めーなちぬ　たぬしめー　ぬー やいびーが？

　⇒テレビを観るのが楽しみ。

テレビ　んじゅしぇー　いそーさん。

・何をして一日を過ごしていますか？

ぬーんち　めーなち　ひーぐらし そーいびーが？

・何か心配事はないですか？

ぬーがら　しわぐとぅ　ねーびらんがやー？

・早く元気になってください。

へーく　がんじゅーさ しみそーりよー。

・歩かないと、元気になりませんよ。

あっかん　あいねー、がんじゅー　ないびらんどー。

・おしっこを我慢してますか？

しーばい　にじとーいびんなー？

・トイレに行ってきたのですか？

ふーるんかい　いかびてぃなー？

・トイレに行くのなら、我慢せずに行ってらっしゃいね。

ふーるんかい　いきーねー、にーじらんぐとぅ　めん

そーりよー。

・きょうはよく頑張りましたね。

くーや　ゆー　きばいみ そーちぇーさやー。

・お元気で！

がんじゅーさ しみそーりよー。

がんじゅー しよー。

　⇒はい。あなたも頑張りなさいね。

うー、やーん　きばいみ そーりよー。

　⇒うん、あなたも頑張ってね。

いー、やーん　きばりよー。

病
院
で
の
会
話

がんじゅー しよー！にへーれーびる
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そ
の
他

７，その他

日常でよく使うしまくとぅば
◆食事のときに使うことば

・ここに置きましょうね。

んまんかい　うちょーかやー。

　んまんかい　うちょーかびらやー。（丁寧な言い方）

　んまんかい　うしきやびら。（より丁寧な言い方）

・どのような食べ物が美味しい（好き）ですか？

いかんぐとぅ　かみむんが　まし　やいびーがやー？

　※まーさん＝美味しい　※まし＝好き

・たくさん食べてくださいね。

いかっさん　うさがみそーり。

　※いかっさん＝たくさん

・美味しいですか？

　まーさいびーが やーさい？（年輩の方への普通の言い方）

まーさてぃー？

　まーさみ？（子どもや年下に対する言い方）

・美味しかったですか？

まーさいびーてぃー？

・召し上がりましたか？　

うさがみそーてぃー？

・お召し上がりください。

うさがみそーれー。

・何が好きですか？

ぬーが　まし いえいびーが？

・何が嫌い（好きじゃない）ですか？

ぬーが　ましぇー　あらんがやー？

◆食味をあらわすことば

・あわさん（あわさぬ）（薄い味）

・あじくーたー（濃い味）

・すーからさん（辛い・塩辛い）

・かたさる　ちゃー（濃いお茶）　

・んがさん（苦い）

◆問いかけのことば

・何でも聞いてください。

ぬー やてぃん　ききみそーれー。

　　　 〃　　　ききみそーりよー。

・困ったことはないですか？（ないか？）

くまとーるくとー　ねーやびらに？

あわりちょーしぇー　ねーびらに？（ねーらに？）

・どこへいらっしゃたんですか？

まーんかい　いかびたが？

まーさたん！
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そ
の
他

・どこへ行ったの？

まーんかい　んじゃが？

・昔の糸満について教えてください。

んかしん　いちまんぬ　くとぅ　ならーち　きみそーり。

　※「きみそーり」は、地域や人によって「くぃみそーり」と発音す
　る人もいます。

・趣味は何ですか？

てぃーぬ　がんまりや　ぬー　やいびーが？

・好きなことは何ですか？

まし　やる　ぐとぅや　ぬー　いえいびーが？

・出身はどこですか？

んまれー　まー　やいびーが？

　⇒糸満の出身です。

いちまんぬ　んまり　やいびーん。

・糸満のことばを教えてください。

いちまんぐち　ならーち　きみそーり。

・お疲れさまでした？

　うたいびーたらやー？（疲れましたでしょう？）

　うたいびーたんやー？（疲れましたね？）

・明日もよろしくお願いします。

あちゃーん　ゆたさるぐとぅ　うにげー さびら。

・お先に失礼します（お先に）。

　さき　ないびらふー。（丁寧な言い方）

さき　ないびらやー。

・それでは、また来ます。

あんしーねー、あとぅから　かーびーんさ。

あんしぇー、あとぅから　かーびーんさ。

・ごめんください。

かーびらさい。

ぐぶりーさびら。

・いらっしゃいませ。　

　めんそーちー。（「いらっしゃいましたか。」の意）

　いめんそーちー。（「いらっしゃいましたか。」の意）

　もーちぇーさやー。（「いらっしゃいましたね。」の意）

・気をつけてお帰りください。

よーんなー　めんそーりよー。

いめんそーちー！

さき　ないびらふー
よーんなー　めんそーりよー！

ならーち

きみそーり！
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こ
と
わ
ざ

８，ことわざ

 沖縄本島／糸満
・「あさがち　しーねー　じのー　もーきららん」（焦る

と金銭は儲けられない）「金儲けにはチャンスがある、

焦らないことだ。」

・「あちゃーん　ねーらんちん　あんなー」（明日という

日がなくなることはない）「無理するな、明日は明日の

なりゆきに任すとよい。そうすると気も落ち着く。」

・「あとぅまさい がふー」（後勝り果報。残ったものに良

いものがある）「後になってうまくいく。」「後の方に幸

運がある。」

・「いじぬ　んじらー　てぃー　ひき、てぃーぬ　んじらー

　いじ　ひき」（腹が立っても手を出すな、手が出そうに

なったら怒りを鎮めよ）「白銀堂由来記」で伝えられて

いる逸話。

・「うこーや　うや　こーこー」（お線香は、親孝行）「亡

き親に線香をあげて祀りをすることは孝行になる。」

・「いちゃんだむんや　たかあたい すん」（ただのものは、

かえって高くつく）「安物買いの銭失い」と同じ意味。

・「うや まさいんぐゎ」（親勝り子）「親よりもすぐれた

りっぱな子。出藍のほまれ。」

・「ゆくし　むぬいや　じょーまりん　とぅーらん」（嘘

物言いは門までも通らぬ）「嘘は、すぐばれる。」

・「とぅーさる　えーかんかー　うか、ちかさる　けー

とぅねー」（遠い親類より、近くの隣近所）「万一のと

きは遠い親戚より隣近所がたのみになる。」

・「きらかーぎーんか　ちむぐくる」（面貌より肝心）

　「顔かたちの美しさより、心の美しさが大切。」







40 41

９，タクシー運転手との会話

タ
ク
シ
ー
運
転
手

タ
ク
シ
ー
運
転
手

◆糸満でタクシーに乗る

・どちらまで行きますか？

まーまり　いかびーが？

・糸満市役所までですね。

いちまんやくばまでぃ やーさい。

・糸満市役所まで行ってください。

いちまんやくばまでぃ　んじきみそーり。

・道はどこから行けばよいですか？

みちぇー　まーから　いかびーがやー？

・国道から行ってください（行く方がよいです）。

こくどーから　んじ　きみそーり。

　　　〃　　　いくしぇー　まし　やいびーさ。

・行き方は、あなた（運転手）が良いようにしてください。

いくしぇー、うんじゅが　ましやるぐとぅ　やいびーさ。

・道（行き方）は、あなた（運転手）にお任せします。

みちぇー、うんじゅんかい　まかさびーさ。

・（はい、）ここを曲がってください（曲がってちょうだ

い）。

とー、んま　まーてぃ　きみそーり（とぅらそー）。

・そこを、右（左）に曲がってください。

んまー、にじりんかい　まーてぃ　きみそーり。

んまー、ひじゃいんかい　まーてぃ　きみそーり。

・ここで止めてください。

んまんじ　とぅみてぃ　きみそーり。

んまうてぃ　とぅみてぃ　きみそーり。

・ここで止めて。

んまんじ　とぅみろー。

・ここでいいです。

んまんじ　しまびーさ。

・お幾らですか（幾ら）？

いかっさ　やいびーが？

いかっさが？

・ちょうど千円になります。

まーがっちら　しぇんえん　やいびーん。

　　　　　　〃　　　　　　なとーいびーん。

・ありがとうございました。また利用してくださいね。

にへーでーびたん。また　ちかてぃ　きみそーりよー。

まーまり

いかびーが？

いかっさ　やいびーが？
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10，地域の特徴

沖縄県の様子（うきなーぬ　しがた）
・沖縄県は日本で唯一、亜熱帯地域に属し、一年を通し

て温暖な気候で、暮らしやすい地域となっています。

　青く広がる海は、色鮮やかな熱帯魚やサンゴなどがす

む生き物たちの宝庫です。

　そして、沖縄島のヤンバルや離島に残る森林では、日

本や世界でもめずらしい植物や動物が生息しています。

また、鮮やかに咲き誇る花や緑豊かな樹木からは、力

強い生命力を感じます。

・うきなーや　日本うてぃ　ただ　てぃーち、亜熱帯地

域んかい　なてぃ、にんからにんじゅー　ぬくさる　

　わーしきなてぃ、くらしやっさん　とぅくま　やいびー

ん。おーってんち　ひるがとーる　うみや、いるぎら

さぬ　いゆや　サンゴとぅか　んまんかい　うる　い

きむしたーぬ　たから　やいびーん。

　あんし、うきなーぬ　やんばるや　はなりじまんかい

ぬくいる　むいうてー、日本とぅか　世界うてぃん

　みじらさる　いきむしたーが　すろーいびーん。あ

んし、いるとぅりどぅりに　わんから　わんから　さ

ちょーる　はなや　おーってんそーる　きーからや、

いっぺー　ぬちぢゅーさ　かんじとーいびーん。
地
域
の
特
徴
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地
域
の
特
徴

●糸満市の特徴

・沖縄本島の南端に位置する、

　人口約 62000 人の村です。

　昭和 36（1９61）年に糸満町

　・兼城村・高嶺村・三和村

　が合併して糸満町となり、

　昭和 46（1９71）年に糸満

　市となりました。

　糸満の人たちは、古くから農業や漁業で生活してきま

した。糸満ハーレーや糸満大綱引きは沖縄を代表する

行事となっています。

・いちまんぬ　ましやる　とぅくま

　うきなーぬ　へーんかい　あん、人口約 62000 人ぬ

　むら　やいびーん。昭和 36 年に　いちまん、かにぐす

く、たかみね、みわが　たっくゎやーま　糸満町んか

いなてぃ、昭和 46 年に　糸満市んかい　ないびたん。

　いちまんちゅや　んかしから　はるさーとぅ　うみん

ちゅーっち　くらち　かーびたん。

　いちまんはーれーとぅ　いちまんうふちなひきや　うき

　なーうてぃん　なーだかさる　あしび　なとーいびー

ん。

●観光案内

・糸満市の祭りや有名な場所をご案内しましょう。

　いちまんぬ　あしびぐとぅや　うとぅたかさる　とぅ

くま　うんちけー さびら。

・平和の礎

　摩文仁にある平和祈念公園の中にあります。沖縄戦で

亡くなった多くの人々の名前を刻んだ記念碑です。多

くの人々がここを訪れ、これから平和でありますよう

にと祈りを捧げています。

　摩文仁んかい　あん　平和祈念公園ぬ　なかんかい

　あいびーん。うきなーぬ　いくさうてぃ　まーちゃる

いかっさる　ちゅぬ　なー　かかっとーる　記念碑

　やいびーん。いかっさん　ちゅぬ　ちゃーが　んまん

かい　めんそーち、うりから　くがにゆーんかい　な

いるぐとぅ　とーとぅー　うさぎとーいびーん。
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・白銀堂

　糸満の海人が、（航海の）安全と豊漁を祈願する拝所です。

（お堂の）中には、自然の石が神様として祀られていま

す。糸満だけでなく、多くの人々が拝みに訪れる場所

です。

・いーびんめー・いびがなしー

　いちまんぬ　うみんちゅーが、まむいぢゅらさとぅ

　うみんむぬ　りきらち　きみそーりち、うがん　う

　さぎとーる　うがんじゅ　いえいびーん。

　なかねー、いーびが　いびがなしーとぅし　あがみ

　らっとーいびーん。いちまんぶかーんや　あらん、

　いかっさん　ちゅが　とーとぅーする　とぅくま　

　やいびーん。

・糸満ハーレー

　毎年旧暦の 5 月 4 日に行われる行事です。

　海の恵みに感謝する神事です。西村・中村・新島のム

ラの男たちが、競漕する場面は面白いものです（会場

を盛り上げます）。また、ハーレー鉦が鳴ると、梅雨が

明けるともいわれています。

・ゆっかぬひー（※「ハーレー」と同義語で使われている）

めーにん　きゅーぬ　ぐんぐゎち　ゆっかんかい　そー

いびーる　あしび　やいびーん。

りゅーぐーぬ　うかみんかい　てぃー　うさぎとーる

かみぐとぅ　やいびーん。しんだかり・なかんだかり・

みーじまぬ　はーれーしんかんちゃーが、はーれーっち

いきび んじゃする　とぅくまー  いーりきさいびーん。

あんし、はーれーがにが　ないねー、ぼーすーあみん

はりーんでぃ　いらっとーいびーん。
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・糸満大綱引き

　毎年旧暦の ８ 月 15 日に行われます。重さ 10 トン、綱

の（太さは）大きいところで 1.5m、長さは雌雄合計

1８0m となっています。那覇・与那原と共に、県内を

代表する大綱引きです。ハーレーとふたつは、糸満の

人たちが楽しみにしている行事です。

・はちぐゎち（※八月。「大綱引き」と同義語で使われている）

めーにん　きゅーぬ　はちぐゎち　じゅーぐにちんか

い　そーいびーん。んぶさ　10 トン、ちなぬ　まぎさ

る　とぅくまや　1.5 ｍ、ながさや　みーじな　うーじな

あーち　180 ｍ　なとーいびーん。

なーふぁ　ゆなばるとぅ　まじゅーん、うきなーうてぃ

めーばん　なとーる　うーちなひき　やいびーん。

はーれーとぅ　たーち、いちまんちゅんかーが　まち

かんてぃー そーる　あしび いえいびーん。

語ろう　使おう　しまくとぅば

『あびらやー　ちからやー　しまくとぅば』
いちまんぐち（糸満ことば）
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