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くい　んだし　つかい んにんに
ちまむぬい
どぅなんむぬい（与那国ことば）

声に出して  使ってみてね  しまくとぅば

スピーカーをクリックすると、
音声が流れます。

は　じ　め　に

　んさい　わるかやー。ちまむぬい　あたら　きー、いち
ばぎん　ぬぐし　ひるんでぃ、ぎはい　とぅらし　わい、
ふがらっさ。ぶーるし　ぎはいんだんぎ（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
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本書を利用するにあたって

　本書『くい　んだし　つかい んにんに　ちまむぬい』は、

与那国ことばの話者、崎原用能（祖納出身）、国頭政英（祖

納）、小嶺長詳（祖納）、田原伊明（比川）、新里恵美子（祖

納）、前楚美津子（祖納）、前黒島民子（祖納）、内原敏行

（祖納）、８名の皆さまから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、標準語のかな表記のきま

りでは書き表せない音があります。それを書き表すため

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、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

　本書には「か 」や「つか」など、日ごろあまり見かけ

ない表記が出てきます。要点を５点にまとめてみました。

①「か 」「き 」「く 」（はなごえ音）

　「か 」「き 」「く 」は、「が」「ぎ」「ぐ」に近い音を書き

表しています。つぎの手順で発音が可能です。

　まず、「かんがえる（考える）」「えんぎ（縁起）」「どん

ぐり」と 3 回言ってみましょう。3 回目の時、「ん」のと

ころで一旦声を出すのを止めてみてください。この「ん」

を長く発音すると鼻を鳴らす音がでるので、強く出し続

けてみましょう。すると、鼻にかかった「か 」「き 」「く 」

が発音できます。このとき鼻声が混じっているように聞

こえるので「はなごえ音」と呼ぶことにします。どぅな

んむぬいでは、「んまんき　ひるんか ー？（どこに行く

の？）」などの疑問詞（「んまんき（どこに）」）を使う文

の言い終わりに現れることが多いです。

　この「か 」「き 」「く 」は、与那国島の人たちが強く意

識している音です。うまくマスターすることができれば、

「どぅなんむぬいらしさ」を表現できます。

②「つか」「つた」（かたい音）

　小さい「つ」が左上に付いた「つか」「つた」などの文字は、

日本語の「いっかい」「行った」の「っ」に近い音ですが、

異なる特徴を持っています。まず、「いっかい（一回）」「カッ

ター」と 3 回言ってみましょう。3 回目の時に、「いっかい」

の「かい」の直前、「カッター」の「ター」の直前で音を
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止めてみると、のどがすごく緊張して力が入っている状

態になっています。そのまま息を漏らさずに「か」、「た」

を短く、強く発音すると、「つか」や「つた」を発音できる

ようになります。このとき、のどに力を入れるため、「か
たい音」と呼ぶことにします。

　この「つか」「つた」は、日本語の「行った」の「っ」と

長さが異なります。日本語の「行った（いった）」は、「板

（いた）」の「い」と「た」の間に「ぐっとこらえる時間」

が１拍あります。それに対して「つた」は、この時間が非

常に短いのです。そのため、「つた」は「いた（板）」の「た」

に近い長さで発音されます。

　なお、「つき」、「つきゃ」、「つた」、「つてぃ」、「つとぅ」な

ども同様の方法で発音することができるようになります。

③「どゎ」

　「どゎ」を発音するときは、いくつかのことを意識しな

ければなりません。「どゎい（祝い）」や「どゎん（暗い）」

の「どゎ」は、「どぅなん（与那国）」の「どぅ」を発音

したすぐ後に、軽く、短く「あ」を続けて発音してみる

とうまく発音できるようになります。

④「ー」や「っ」の有無

　どぅなんむぬいでは、「ー」（長音）や「っ」（促音）を

入れても入れなくても良い場合があります。例えば、同

じ人が会話によって「ちらー（顔）」を「ちら」、「ふがらっ

さ（ありがとう）」を「ふがらさ」と発音することがあり

ます。このような特徴は他のしまくとぅばにはあまりみ

られませんが、日本に目を向けると東北方言や九州方言

の一部に似た特徴を持つ方言があり、シラビーム方言と

呼ばれています。

⑤「や行」が「だ行」に！

　他のしまくとぅばで「や行」で始まる単語が、どぅな

んむぬいでは、「だま（山）」、「どぅい（結）」、「どぅー（夜）」

のように「だ行」で発音されます。

この本の表記方法について

　①～⑤で説明したように、どぅなんむぬいは他の地域

とは異なる発音が多くみられるのが特徴なのですが、最

近では、①の「はなごえ音」の「か 」を通常の「が」や「んが」

と発音してしまったり、②の「かたい音」の「つた」を通

常の「た」や促音の「った」と発音してしまったりする

人も出てきました。

　一方、④の特徴は「ー」や「っ」が挿入されたり、省

かれたりするなど、話者ごとの違いという訳ではなく、

同じ話者でも会話ごとに異なる発音になることもありま

す。

　上記のようなこともあり、本書では録音に協力して下

さった話者の方々の音声をそのまま書きとるという方針

で表記しています（同じ単語でも異なる表記があるのは

そのためです）。
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日
常
的
な
挨
拶

 挨拶ことば（あいさてぃ　むぬい）

◆朝起きたとき

・もうお目覚めですか？

まー　うぎ　わなー？（みーすり　わなー？）

　起きているよ。＝うぎ　ぶんどー。

　起きた？＝うぐなー？（同年や目下に）

・お目覚めですか？

うぎ　わいなー（うぎ　わな）？

・早く起きなさい。もう夜が明けるよ（もう時間だよ）。

はやぐ　うぎり。まー　どぅー　あか んどー（まー

でぃかん　なんどー）。

・朝ごはんは食べた？（召し上がりましたか？）

つとぅむてぃぬ　いー　はーなー？（うやし　わた

なー？）

・朝ごはんを召し上がって下さい（食べなさい）。

つとぅむてぃぬ　いー　うやし　わりー (いー　はい）。

　※すとぅむてぃ＝今朝

　※つとぅむてぃ＝朝

１，日常的な挨拶
◆ごはんを食べるとき

・お召しあがりください（ごはん食べて）。

うやし　わり（いー　はい）。

・さあ、いっしょに食べよう。

でぃー、まどぅん　はいんだき 。

・いただきます。

たばらりる。

・とってもおいしかった（ごちそうさま）。

あらーぐ　まーどぅ　あったる。

・おいしいね。

まんか ぃえー。

　※あらーぐ　またん＝本当においしかった。

◆出かけるとき

・行ってくるね。

いてぃてぃ　くたよー。

・ゆっくり気をつけて行くんだよ。

どぅりーどぅりどぅ　だらーてぃなどぅ　ひるどー

　（わるどー＝お行きになるんですよ。（目上に対して））。

・注意して（慎重に）行けよ。（同級生や目下の人に対して）

みくきどぅ　ひりよー。

みくーみく　だらなどぅ　ひりよー。

いてぃてぃ

くたよー！

たばらりる！
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日
常
的
な
挨
拶

◆外で友人に出会ったとき

・やあ。きょうは、良い天気だなあ。

やー。すーや、　いー　わしきどぅ　あんすやー。

・良い天気になって良いね。

いー　わしき　ないてぃ　んさたんかぃえー。

・きょうは、こんなに早く起きているの。

すーや、うぬ　はやぐ　うぎ　ぶんすや。

　　　　 〃 　　　　　うぎ　わるんすや。（目上に対して）

・どちらにお行きになるんですか？（どこに行くの？）

んまんき　わるんか ー？（ひるんか ー？）

・行ってらっしゃい。

いてぃつてぃ　わり。

◆（午後の時間帯に）外で知人に出会ったとき

・元気？（「こんにちは」に相当する表現。）

　んさなー？（目下に対して）

　んさい　わたなー？（普段から付き合いのある目上に対して「お

元気でいらっしゃいましたか？」の意味）

・お疲れはありませんか？

　くたんでぃ　ぬんに　わるんか？＝体調はどうですか？

・元気だった？（久しぶりに会うとき）

んさたなー？

◆仕事場から帰るときの挨拶

・気をつけてお帰りになるんですよ（帰るんだよ）。

だらなどぅ　わるどー（ひるどー＝目下に）。

・はい、また明日ですね。

いた、また　あったぃえー。

・さぁ、一緒にほら（「帰ろう」さそいの声掛け）。

でぃー、まどぅん　でぃー。

・疲れを癒しに、さあ（行こう）。

ばーりぬしんでぃ、でぃー。

　※ばーりぬし＝１日の疲れを癒やすための飲食。

・さあ、疲れを癒しに行こう。

　でぃー、ばーりぬしきんでぃ　ひんだぎ（ひる）。

・そうだね。

いしぃえ。

　んさんどー。＝いいよ。（OK だよ）

・どこへ行きますか？

んまんき　わるんか ー？ ( ひるんか ー？ )

・どこがいいか？

んまか　まちかやー？

※返事のことばは、目上の方には「ぅおー」。同年代や目下には「よ
い」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」に相当する表現。

　ないどぅ、するどー。＝今、来たよ。

　ないどぅ、かいし　する。＝「今、帰って来た」の意。

・今帰ったの？　疲れてないですか？

ないどぅ　かいし　するなー？　ぶったい　ぶらぬ

なー？

・夜になったから、寝るね。

どぅる　なりゃー、　にんどぅったよー。

・もう、寝るね。（寝る人の「おやすみなさい。」に相当する表現）

まー、にんどぅったよー。

　さてぃ　なるたよー。（「先になるね。」の意）

・では、おやすみなさい。（「もう寝るね。」と、人に返す言葉）

　いたー、どぅぐい　わり。

　まー　さてぃ　ない　わり。（「先におやすみなさい。」の意）

◆初対面のときの挨拶

・初めまして。

はでぃみてぃぃえー。

・よろしくお願いします。　

たんでぃ　どぅーでぃん。

　たんでぃどー。　たんでぃ。（同僚や目下に対して）

・お初になります。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）

はでぃみてぃどぅ　ない　ぶる。つちー　とぅらし　

わい　たばり。

◆二回目以降のときの挨拶

・お元気でいらっしゃいましたか？

んさい　わたなー？

　んさたなー？（目下に対して）

・久しぶりだね、失礼しました。

まりかいてぃや、ぶりきー。

　みーどぅさぬ。んさたなー？＝久しぶり。元気だった？

・最近は全くお会いしませんでしたが、お元気でいらっ

しゃいましたか？

くぬぐるや　つとぅーん　とぅばらぬたか 、がんどぅ

きー　わたなー？

　とぅばらぬたか ー、がんどぅき　ぶたなー？（目下に）

・最近は顔を見なかったけど、忙しかったのですか？

くぬぐるや　ちら　んなにぬたか 、　いすがさどぅ　あ

い　わたるなー？（年上に対して）

くぬぐるや　ちら　んなにぬたか 、いすがさどぅ　あ

たるなー？（年下に対して）

んさい　わたなー？

たんでぃ　どぅーでぃん！
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日
常
的
な
挨
拶

・今日も暑いですね。／暑いなあ。

すーん　あっつぁんか ぃえー。／あっつぁどぅ

あんすやー。

・そうだね、毎日暑いなあ。／暑いねえ。

ぃえー、つちぬかーでぃ　あっつぁどぅ　あんすやー。

／ぃえー、つちぬかーでぃ　あっつぁんぃえー。

・今日は寒いなあ。／冷え込んでいる。

すーや　ひさどぅ　あんすやー。／すーや　ちく いどぅ

ぶる。（古い表現）

・寒くなってきたね。／なっているね。

ひさぐ　ない　あいぐんすやー。／ひるぐぅどぅ　ない

ぶんすやー。（古い表現）

◆その他の挨拶（うぬ　ふか ぬ　あいさつてぃ　くとぅば）

・誠にありがとうございます。

あらーぐ (しかーっとぅ）　ふがらっさ。

　※ふがらっさ＝ありがとう。　

・ありがとうございました。

ふがらっさどぅ　あたる。

・私が悪かった。（「ごめんなさい」に相当する表現。）

あか どぅ　ばらさたる。

　どぅるし　わり（ひり）。＝許して下さい（ちょうだい）。

・失礼させて下さい。

ぶり　きみ　とぅらし　ひり。

・失礼してしまいました。

ぶり　きー　みぬたんすやー。

・どなたかいらっしゃいますか。（「ごめんください」の意）

たーん　わるかやー。

・いらっしゃい。

　わい　すんにさー。（目上の方へ）

・いらっしゃった。

わい　すん。

・いらっしゃいませ。どうぞお上がりください。

　わーり。ながんき　はい　わり（つかいる）。（年上に）

　わーり。ながんき　はい。（「中に入って。」年下に対して）

・先生が（これから）いらっしゃるよ。

しんしか　わるんどー。

　※わるんどー＝いらっしゃるよ

・そちら（こちら）にいらして下さい。

うまんき　わりー。

くまんき　わりー。

※「ここ」＝「くま」、　「そこ」＝「うま」

　   「あそこ」＝「かま」、 「あちこち」＝「かまくま」

たーん　わるかやー！

うまんき　わりー！







16 17

自
己
紹
介

◆正月の挨拶

・明けましておめでとうございます。

　いー　すか  てぃ　んかい　ふがらっさ。（「良い正月を迎

えて嬉しいです。」の意）

　みーとぅち　んかい　いー　すか  てぃ。（「新年を迎え、

良い正月です。」の意）

・良い正月です。

いー　すか  てぃ。　

・年頭のあいさつを申し上げますので、お聞きになって

下さい。

にんとぅぬ　あいさつてぃ　きー　つぁりるば、つてぃー

とぅらし　わり。

・今年も良い事がありますように。

くとぅちん　いー　くとぅ　あらみ　とぅらし　わり。

　※年を重ねる。年取り。＝とぅち　かさび。とぅち　とぅい。

　※若水＝ばがみでぃ（年が明けた夜中の 12 時過ぎに、ナンタ浜や

田原川、ティンダバナに水を汲みに行く。）

・良い正月を迎えさせて下さり、ありがとうございます。

この世の徳を頂かせて下さい。（若水を汲むときのことば）

いー　すか  てぃ　んかい　とぅらし、ふがらっさゆー。

くぬゆぬ　とぅぐや　むいしみ　とぅらし　わり。

◆自己紹介

・こんにちは。私の名前は崎原です。

んさい　わるかや。あか 　なーや　崎原どぅ　ない

ぶる。

んさい　わるかや。あぬや　崎原んでぃ　んどぅ　む

ぬどぅ　ない　ぶる。（こんにちわ。私は崎原という者

です。）

・よろしくお願いします。

つちー　とぅらし　わい　たばり。

・こんにちは。私は前楚です。よろしくお願いします。

んさい　わるかや。あぬや　前楚ぬどぅ　ない　ぶる。

つちー　とぅらし　わい　たばり。

・私（の名前）は太郎です。役所で仕事をしています。

あぬや　たるーどぅ　ない　ぶる。　だぐばにどぅ　

しかま　きー　ぶる。

２，自己紹介

つちー　とぅらし　わい　たばり。
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　祖父（あさ）　　　　祖母（あぶ）　　　　父（いや）

母（あぶつた）　　　　私（あぬ）　　妹（うつとぅとぅぶない）

曾祖父（うみあさ）　曾祖母（うみあぶ）　姉（あつてぃ）

姉妹（ぶない）※男から女のきょうだいを呼ぶ場合

長女（うばに）　次女（なか  に）

妹（うつとぅとぅぶない）　兄（すなつてぃ）

長男（さくち、うぶだ）　次男（なぐだ）　兄弟（うとぅだ）

兄妹・兄弟（うとぅだ）　男女のきょうだい（びぎぶない）

年上（すだ）　　年下（うつとぅとぅ）

男（びんが）　男の子（びんがあがみ、まらつてぃ）

女（みぬか  ）　女の子（みぬか  あがみ、ひつてぃ）

赤ちゃん（んくつてぃ）　孫（まく ）　ひ孫（またまく ）

伯父（うぶいや） 叔父（いやつてぃ） 伯母（うぶあぶつた、あみ）

長女伯母（うぶあっぱ）　叔母（うばいつてぃ、あぶたつてぃ）

いとこ（いてぃぐ）甥、姪（ぶいは）

自
己
紹
介

・与那国町祖納の生まれです。

どぅなんちま　とぅまいむらぬ　まりどぅ　ない　ぶる。

・与那国町久部良の生まれです。

どぅなんちま　くぶらむらぬ　まりどぅ　ない　ぶる。

・与那国町比川の生まれです。

どぅなんちま　んでぃむら　まりどぅ　ない　ぶる。

　※とぅまいむら＝祖納。　んでぃむら＝比川

　　くぶら＝久部良

・相撲観戦が面白い。（「相撲観戦が趣味です」に相当）

ちま　んぬすどぅ　うむっつぁる。

◆家族を紹介します

・私の家族を紹介します。

　祖父は一郎、祖母は民子、父は次郎、母は美津子、妹

は恵美子です。家族は、みんなで６人です。

ばー　だーにんどぅ　つたみ　つぁりるん。

あさや　一郎、あぶや　民子、いやや　次郎、あぶつた

や　美津子、うつとぅとぅぶないや　恵美子どぅ、ない

ぶる。だーにんどぅ、ぶーるし　どぅくにんどぅ　ない

ぶる。

うむっつぁる。
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３，身体用語

みだつてぃ（つむじ）

からん（髪）

ちでぃ（頭のてっぺん）

みんぶる（頭）

つたい（額）

びんた（こめかみ）

ちらー・うむてぃ
（顔）

んば（唇）
うやびぬ んば（上唇）
たらぬ んば（下唇）

みぬまゆー（まゆ）

みー（目）
みぬまき・まゆき 

　（まつ毛）

つてぃぶに（口）

つたー（舌）

かぐでぃー・うとぅか い（顎）

はー（歯）

はなぶる（鼻）

ぬーどぅ（喉）

あだ（ほくろ）

ぬーび（首）
んぎ（ひげ）

身
体
用
語

みんつたふ（耳）

◆身体を表すことば（どぅばだぬ　な）

　～頭から足先までのしまくとぅば～

くちぶに（背中）

てぃー（手）

うゆび（指）

はん（足）

んぶち（ひざ）

つちーにー（すね）

あどぅびら
（かかと）

にでぃ（右）

はんぬ　ばた（足裏）

くち（腰）

てぃんだ・
てぃんだぬ　ばた

（手の平）

かんな（二の腕）

はんぬ　
ちでぃく  てぃぬ　すに

（くるぶし）

かんな（腕）

ちむく てぃ・んに
（胸）

はんぬ　うゆび
（足の指）

はんぬ　くちぶに
（足の甲）

んだい（左）

ちにくら
（ふくらはぎ）

むむ（もも）
んび（お尻）

ばた（お腹）

みんく（みぞおち）

てぃぬ　ちでぃく  てぃ
（手首）

かたぶるち
（肩）

ふす（おへそ）







22 23

◆身体に関連することば

いってぃ（息）　　　　　　　　　　 あし（汗）
いつてぃ　つちー・　　　　　　　　　あしぶた・あしかつてぃ
いってぃ　つちー（息を切らせる）　　（汗かき）
いってぃ　つてぃ、あいがにぬん

（息を切らして、走れない）

ぬだ（涙）　　ぬだ　はやん（涙もろい）　　　　　　　　　
ぬだ　んだし（涙を流す）

　　　　　　　　　　　　　くぶらぎ・さぶらぎ（しゃっくり）
つばいつてぃ（唾）　　　　 すつてぃ（咳）
つたん（痰）　　　 はなぶつてぃ（いびき）
　　　　　　　　　　　　　はなぶてぃ　きー（いびきをかく）

はんつたりつとぅ・　　　　　　 だぎなつとぅ（痩せている人）
はらたい　ぶる　つとぅ　　　　だぎなひらかんか　　　

（太っている人）　　　　　　　　（痩せてガリガリの様子）

　　　　　　　　　　　　　　　くんどぅぐり（怒る）　　
　　　　　　　　　　　　　　　くんどぅぐら（怒りんぼ）

びーびー　き（ほろ酔い）
いび　びー　ぶる（ちょっと酔っている）　
びーるん（酔う）　　びする（酔っ払い）
びーどぅ　ぶるなー？（酔っ払っているのか？）
しから　すさる　つとぅ（力の強い人）　　にぐらん（怖い）
つちむ　ぐまん（怖がり）　　うとぅなさん（おとなしい）
ひらっつぁ（優しい）　ぐたい　まいさる　つとぅ（体の大きい人）

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

　どゎい（お祝い）

　まいさる　どゎい・うぶどゎい（大きなお祝い）

　しるどゎい（出産祝い）

・きょうはご案内して下さり、ありがとうございます。

すーや　かいし　とぅらし、ふがらっさ。

・皆様の健康を願って乾杯をしましょう。

むーるぬ　どぅばだ　にか いきー　てぃんぬ　

はい　たばらりる。

・ひと言、挨拶させて下さい。（年配者が言う）

つとぅくとぅば、あいさてぃ　きみ　とぅらし　わり。

つとぅくとぅ　つぁりるば、つてぃー　とぅらし　わり。

　（ひと言挨拶申し上げますので、お聞きになって下さい。＝年下）

・婚礼に関することば

　どぅみすい（結納）／ながだつてぃ（仲人）

　男性：とぅんかまい　女性：ぶとぅむてぃ（結婚）

　にだむつてぃなし（結婚式）　さんがぬ　とぅばら＝三々

九度（結婚式で盃を交わすこと）　　びんがに（指輪）

◆「おめでとうございます」を表現することば

・うか まりる（お慶び申し上げます）

・しかーつとぅ　ふがらっさんでぃ　うまりる（「本当にう

れしく思います」の意）

・あやか り　むいしみ　とぅらし、ふがらっさ（あやから

せて頂き、ありがとうございます。）

・しゃなどぅ　ある＝（「うれしい」の意。おめでとう＝目下に）

・祝って下さり、うれしい。

どゎい き　とぅらし、しゃなどぅ　ある。

・あなたがチャンピオンになったのは、親戚の誇りだよ。

んだか 　チャンピオン　なんすや、うとぅだまりぬ

　かか んどー。（「親戚の鏡だよ」の意）

・あなたが試験に合格したのは、私たちの誇りです。

んだか 　しきん　あたんすや、ばんた　はなどー。

　こーこー　あたい　ばーりゃ。（高校合格おめでとう。「ごく

ろうさま」の意＝親が子どもに言うことば）

・高校に合格して、とっても嬉しい。

こーこぬ　しきん　あたい、あらーぐ　しゃなどぅ

　ある。（「私はほんとに嬉しい。」の意）

・赤ちゃんが産まれたんでしょう？幸せを、ありがとう。

あがみ　まるんでぃさー？ かいむしり　ふがらっさ。

４，お祝いや行事等で使えるしまくとぅば

お
祝
い
や
行
事

つぁりるば　つてぃー

とぅらし　わり！
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◆行事の際に使うことば

・十六日祭　（どぅーぬくにつてぃ）

　今日は十六日祭だから、みんなでお墓に行こう。

すーや　どぅーぬくにつてぃどぅ　ありゃー、むーるし

はがんき　ひんだぎ。

　ご先祖様に、手を合わせなさい（手を合わせて下さい）。

はぶでぃんき、てぃ　かみり（うさしだ

んぎ）。

　お供え物をいただきます。

さんだいや　たばらりる。

　お供えした物をいただかせて下さい。

すーみんや　うぎ　とぅらし　わい、さんだいや　た

ばらみ　とぅらし　わり。＝お供えも物を下げる際のことば。

・七夕（たなばた）

　七夕なので、墓掃除をします。

たなばたどぅ　ありゃー、はがすでぃ　きるん。

　お盆前なので、墓掃除をします。

すーるまいどぅ　ありゃー、はがすでぃ　きるん。

　お盆には、ご先祖様皆揃ってお帰りになって下さい。

するにや、はぶでぃ　ぶーる　まどぅん　かいらり

とぅらし　わり。

・旧盆（する）

　旧盆のお迎えをしましょう。　

すーる　んかいんだぎ。

　みんなでお迎えしましょう。

ぶーるし　んかいんだぎ。

　お盆で供えたご馳走を、お召し上がり下さい。

するにや　まちゃる　うさい、うやし　わり。

　お供え物をいただきます。

さんだいや　たばらりる。

　お盆にお見送りしましょう。

すーる　うぐいんだぎ。

　お盆を済ませて、送り火をつけて、ゆっくりお見送り

しましょう。

するー　ちまし、つたい　つきてぃ、どぅりーどぅり

みうぐいきんだぎ。

　来年もお盆にはお帰りになって下さい。

でぃんばぎん　するにや　かいらり　とぅらし　わり。

・「お悔やみ」に関することば

　だび（葬式）　だびぬ　んなに（喪服）　ぶでぃ（坊さん）

　葬儀の後の七日ごとの法事（はちなんか＝初七日・ち

んどぅぐにてぃ＝四九日）　すつく（法事、年忌の法要）

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（たがびくとぅば）

・つちむぬ　すぐがら　てぃー　かみ（うさし）。（心の底

から手を合わす。）

・かんや　はぶでぃんきぬ　うがんぶすく ない ぶる。

　（神様やご先祖様への御願（祈願）不足になっている。）

・屋敷四方の御願（お祓い）をしないといけない。

だしきどぅふぬ　にか い　きらぬんとぅ　ならぬん。

だしきぬ　にか い　きらぬんとぅ　ならぬん。

　※つちぬかん（火の神：台所レンジの近くに祀られている「かまど

の神」。）

　※ふるやぬ　かん（トイレの神様）

・良い正月を迎え、今年も健康にして下さい。

いー　すか てぃ　んかい、くとぅちん　どぅばだ

がーりに　むたみ　とぅらし　わり。

いー　すか てぃ。くとぅちん　どぅばだ　まぶい　

とぅらし　わり。

　※がーり＝健康（古語）

・今年もよい年でありますように。

くとぅちん　いーとぅち　あらみ　とぅらし　わり。

・きょうは十六日祭です。ご馳走を持ってきました。

　皆さまでお召し上がりください。

すーや　どぅぬくにつてぃ。うさい　むてぃ　すん。

むーるし　うやし　わり。

・屋敷の御願（だしきにか い）

　土地の神様。今日は屋敷の御願を申し上げますので、聞

いて見て心に留めて、お受け下さい。いつもお守り下さ

りありがとうございます。みんなの健康を守って下さい。

でぃんか らぬち　うたし　わい　たばり。すーや　だ

しきにか いどぅ　きー　つぁりるば、つてぃーとぅみー

みーとぅみ　きー　とぅらし　うぎとぅい　とぅらし

わり。いつちん　まぶい　とぅらし　ふがらっさ。むー

るぬ　どぅばだ　まぶい　とぅらし　わりよ。

◆まじないことば（どぅたむぬち　くとぅば）

・魂よ、追いかけて来てよ。もうお家にさあ（帰ろう）。

　たまちー　ういーか ぎ　くーよー。まー　だんき

　でぃー（ひんだぎ）。

・お母さん以外は、誰も見るなよ。お母さんだけを見て

いるんだよ。

あぶた　ふがや　たーん　んぬんなよー。

あぶだばがーい　んにどぅ　ぶるどー。

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

・お元気でいらっしゃいますか？

んさい　わるなー？

・夜は眠れましたか？

どぅるや　どぅぐい　わらりたな？

　⇒眠れたよ。　にんだりたんどー。

　⇒眠れなかった。　にんだにぬたん。

・昨晩は、よく眠れましたか？

どぅびや、とぅぐとぅ　どぅぐい　わらりたな？

・今日（のご気分）はいかがですか？

すーや　ぬんに　わるんか ー？

・どこか具合の悪いところはないですか？

んまん　あんまさる　どぅぐるやー　みぬなー？

　⇒具合は悪くない。　あんまさ　みぬん。

　⇒具合が悪い。　あんまさどぅ　ある。

・いつもと変わったところはないですか？

いちんとぅ　かばい　どぅぐるや　みぬな？

・どこか具合の悪いところはないですか？

んまんあるんばん　あんまさる　どぅぐるや　みぬな？

・どこか痛むところはないですか？

んーまん　だむ　どぅぐるや　みぬな？

・どのように痛みますか？

ぬんに　だむんか ？

・どこか痛いところはある？（ありますか？）

んまがら　だむ　どぅぐるや　あなー？

　んーまん　だむ　どぅぐる　あい　わるな？（丁寧な表現）

・どこが痛いですか？

んまが　だむんか ー？

・頭が痛いですか？

みんぶる　だみ　ぶるなー？

・大丈夫ですか？　　んさな？

・大丈夫ですよ。　　んさんどー。

・痛いかもしれませんが、我慢してくださいね（我慢し

なさいよ）。

だむ　はでゃか 、にでぃ　わりよー（にでぃりよー）。

・かゆいところはどこですか？

つきゃーる　どぅぐるや　んまや？

　⇒頭がかゆいです。

みんぶる　つきゃーどぅ　ある。

・はん　ちぐまい（足がしびれる）

・あっつぁん（暑い）　　ひさん（寒い）

６，病院での会話

病
院
で
の
会
話

んまや？

んさい　わるなー？
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◆診察のときの受け答え ２

・熱をはかるので、ベッドに横になって下さい。

だーぎ　はがるりゃ−、ベッドんき　にぬぐり　わり。

・着ている服を着替えましょう。

ちー　ぶる　んなに　かいなしんだぎ。

・危ないですよ。

うどぅぶさんどー。

・顔を洗って下さいね。

うむてぃ　かみ　わりよー。

・どのような食べ物が好きですか？

ぬんにぬ　はいむぬか 　まちや？

・毎日、食事は美味しく召し上がっていますか？

つちぬかーでぃ、いーや　まぐまぐ　うやし　わるな？

・毎日何を楽しみにしていますか？

つちぬかーでぃ　ぬば　たぬしみ　きー　ぶんか ？

　⇒テレビを見るのが楽しみ。

テレビ　んぬんすどぅ　たぬしみ。

・何をして一日中過ごしていらっしゃるのですか？

ぬー　きてぃ　ひっとぅい　くらち　わるか ？

・何か心配事はないですか？

ぬーん　しば　きる　くとぅや　みぬな？

・歩かないと、元気になりませんよ。

あいがぬとぅ、んさ　ならぬんどー。

・早く元気になってくださいね。

たいぐ　んさ　ない　わりよー。

・おしっこを我慢していませんか？

んばい　にでぃ　ぶらぬなー？

・トイレに行ってきたのですか？　　

ふるやんき　いてぃてぃ　わい　すな？　　

・トイレに行きたかったら、遠慮せずに

　言ってください。

ふるやんきー　わい　ぶさたやー、うぶさ　きー　

つきらぬんき　んでぃわり。

・今日はよく頑張りましたね。

すーや　あらーぐ　ぎはたんやー。

・お元気で！

がんどぅ　きー　わり！

　⇒ありがとう。

ふがらっさ。
病
院
で
の
会
話

がんどぅー

きー　わり！

かいなしんだぎ！

ふがらっさ！
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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（ここに置きましたよ）。

うまんき　うとぅぐぃえ (うまんき　うとぅぐたよー）。

・どのような食べ物が好きですか？

ぬんにぬ　はいむぬば　まちや？

・たくさん食べてくださいね。

まーしく　うやし　わり。

・美味しいですか？

まーなー？

・美味しかった？

またなー？

・召し上がりましたか？　

うやし　わたなー？

・何が好きですか？

ぬか 　まちや？

　⇒パクチーが好きです。

くしつてぃどぅ　まち。

・何が嫌いですか？

ぬーば　はにぬか ？

◆食味をあらわすことば

・ひっつぁる　あでぃ（薄い味）

・あでぃ　ひっつぁどぅ　ある（味が薄い）

・あでぃ　つかたん（味が濃い）

・ぬみむぬ　つかたん（飲み物が濃い）

・んだん（塩辛い）

◆問いかけのことば

・何でも聞いてくれよ。

ぬーん　つてぃー　とぅらいよー。

・困ったことはありませんか？

むぬ　うまにぬ　くとぅ　みぬなー？

・どこへいらっしゃたんですか？

んまんきば　わたんか ？

・どこへ行ったかね？

んまんきば　ひゅるかやー？

・昔の与那国のことを教えてください。

んかちぬ　どぅなんぬ　くとぅ　ならし　とぅらし　わ

り（つたみ　とぅらし　わり）。

・趣味は何ですか？（「日々の楽しみは何をしていらっしゃいます

か」の意）

まどぅぬ　たぬしみや　ぬば　きー　わるんが？

ぬか 　まちや？ ならし　とぅらし　わり！

くしつてぃどぅ　まち
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そ
の
他

・出身はどこか？

まりでぃまや　んまやー？

・出身はどこですか？（どちらでいらっしゃいますか？）

まりでぃまや　んまば　ない　ぶんか ？（わるんか？）

　⇒祖納出身です。

とぅまいむらぬ　まりどぅ　ない　ぶるー。

・与那国の言葉を教えてください。

どぅなんぬむぬい　ならし　とぅらし　わり。　

・お疲れさま。

ばーりゃ。

　ばりゃどー。（目下の人に対して）

・今日は本当にお疲れさまでした。（目上の人に対して）

すや　しかーとぅ　ふがらさ。

・疲れたねえ。（同僚や目下に対して）

ばーりゃぃえー。

　⇒疲れましたね。（相手に同意を求めながら尋ねるとき）

　ばーり　わいさ。（目上の人に対して）

・明日もよろしくお願いします。

　あったん　なんぎ　きー　とぅらし　わり。（「難儀をし

て下さい」の意）

　なんぎ　きー　とぅらいよー。＝よろしくね。

・明日もお願いね。

　あったん　また　たんでぃぃえー。（相手にお願いして、大

丈夫か確認を求めているとき）

　あったん　また　たんでぃどー。（相手に期待していること

等を伝えるとき）

・お先に失礼します。

　さつてぃに　ぶり　きみ　とぅらし　わり。　　

・さようなら。また来ます。

　ひるたよー。また　くんぃえー。

　　　　  〃 　　　　くたよー。

・ごめんください。

　ぬんに　わるか ー。（目上の人に対して）

　　〃　　ぶんか ー。（同僚や目下の人に対して）　

・いらっしゃいませ。　

　くまんき　わりー。　

・気をつけてお帰りください（帰ってね）。

　みつくき　わりよー（ひりよー）。

・ゆっくりお帰りくださいね。（目上の人に対して）

　だらなどぅ　わるどー。

・ゆっくり帰るんだよ。（同年や目下の人に対して）

　だらなどぅ　ひるどー。

ぬんに
わるか ー。
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８，ことわざ

与那国島

・「みー　いりりゃー、ぬび　うりり」（実入れば、首垂れよ）

　「人間も中身が充実するほど、頭を下げて謙虚にならな

ければいけない」の例え。

・「うらぶだぎや　んなりるか 、どぅーぬ　みぬまんき 

　や　んなにぬん」（宇良部岳は見えるが、自分のまつ毛

は見えない）「灯台もと暗し」と同義語。

・「どぅー　しり、つとぅー　しり」（自分を知って他人を

知りなさい）「我が身をつねって、他人の痛みを知りな

さい」の例え。

・「きーぬ　まんか い、いちぬ　まんか いや　ぬしてぃん

　つかりるか 、つとぅーぬ　まか いむぬや　ぬしん　なら

ぬん」（木の曲がり、石の曲がりは直しても使えるが、

人の曲がり者は直しもできない」（「三つ子の魂百まで」

と同義語。

こ
と
わ
ざ

・「あとぅなる　むぬか どぅ、うぶいゆ　ふん」（後にな

　る者が、大きな魚を食べる）「残り物には福がある」

　と同じ意味。

・「いー　むぬとぅ　ちりたや　いー ならい　き、だな

むぬとぅ　つちりがらや　だな ならいどぅ　きる」（良

い人と付き合ったら良い習慣が身に付き、悪い人と付

き合えば悪い習慣が身に付く）「朱に交われば赤くなる」

と同じ意味。

・「つとぅーぬ　ふでぃ　んにてぃ　どぅーぬ　ふでぃ

　ぬい」（人の振り（行動）を見て、自分の行動を直し

　なさい。）

・「てぃん　あがみがらや、かでぃ　くんでぃどぅ　ある」

　（空が赤くなったら、台風がやってくる）「天気のこと

　わざ」
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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

◆空港からタクシーに乗る

・お帰りなさい。久しぶりに、お帰りですか？

わーりー。まりかいてぃ、かいし　わい　すんにさー？

・島から出て、10 年経っている。

ちまがら　とぅんでぃてぃ、どぅーにん　たてぃどぅ

ぶる。

・10 年前と今とはどのように変わっているのかなあ？

どぅーにんまいとぅ　ないとぅや　ぬんに　かばい

ぶるかやー？

・とても変わっているなあ。

にぐらるた　かばいどぅ　ぶんすやー。

・何といっても（やっぱり）故郷はいいなあ。だけど暑いな。

ぬーんでぃん　んたんてぃん　まりでぃまや　まちゃ

んがぃえー。いるか 　あっつぁどぅ　あんすやー。

・どちらにお泊まりですか？　　　　　

んみば　とぅまい　わるか ？

・祖納に宿を取っています。

とぅまいむらにどぅ　だどぅ　とぅい　ある。

・この道をまっすぐ行きますね。

くぬ　あみてぃ　まーまんか　ひるぃえー。

・そうだね。県道から行ってちょうだい。

いしぃえー。うぶあみてぃがら　ひー　とぅらい。

・10 年前と全部変わっているので、分からないなあ。

どぅーにんまいとぅや　ぶーる　かばいどぅ　ぶるゆ

んがら、ばがらぬんすやー。

・ここを曲がります。

くま　まか るんどー。

・そこ、右（左）が宿です。

うま、にでぃか どぅ　だーどぅ　ない　ぶる。

うま、んだいか どぅ　だーどぅ　ない　ぶる。

・着きましたよ。

とぅどぅとぅんどー。

・なつかしいなあ。

なちかさんすやー。

・レンタカー（車）の手続き（あつらえ）は、こちらで

して下さい。

くるまぬ　あちらいや、くみ　いし　とぅらし　わり。

・明日まで借りれば、三千円になります。

あったばぎん　いるば、さんじぇんえん　かがるん。

・ありがとうございます。またご利用下さい。

ふがらさ。また　つかい　とぅらし　わりー。
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10，地域の特徴

沖縄県の様子　うんなぬ　しがた
・沖縄県は日本で唯一、亜熱帯地域に属して、１年中温

暖なので、暮らしやすい地域といえます。

　青々とした広い海は、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。また、沖縄島やヤン

バルや離島に残る森林では、日本や世界でもめずらし

い動植物や昆虫が生息しています。また、色鮮やかに

咲く花、若々しい樹木からは、力強い生命力を感じる

ことでしょう。

・うんなや　日本に　ただつとぅっち、亜熱帯地域に　あ

　いび、にんがらにんどぅ　あっつぁび、くらち　だっ

つぁる　どぅぐるんでぃ　んだりるん。

　みーでぃるみーでぃる　ひるさん　うんながや、あが

さ　きるさ　いゆや、サンゴ　ぶーる　たがらぬ　ち

まどぅ　ない　ぶる。　またー、うんなぬ　ちまや

　やんばるや　はなりでぃまに　ぬぐる　だまにや、だ

まとぅ　しかいに　あたんてぃん　ちるまる　いちむ

てぃんたか 　ぶんどー。また、いる　みぐとぅさに

　さぐ　はな、　ばがーたてぃ　むい　ぶる　きーがらや、

　すさる　ぬってぃぬ　いでぃ　うぎる　はでぃどー。

●与那国の特徴　どぅなんちまぬ　いーどぅぐる

・与那国島は、沖縄本島から南西に向かって 5９0㎞離れて

います。太平洋にぽつんと浮かぶ、周囲 2８㎞の島です。

　台湾の傍らにあるので、国境の島と言われています。

・どぅなんちまや、うんなぬ　ちまがら　さんぬはんき

590㎞　はなり　ぶる。うぶとぅに　うつたい　ぶる、

とぅまーる　28㎞ぬ　ちまどぅ　ない　ぶる。

　たいはんぬ　かたばらに　あいびー、いってぃはてぃぬ

ちまんでぃ　んだり　ぶる。

●観光案内

・与那国島のいろいろな場所をご案内しましょう。

・どぅなんちまぬ　かまくま　案内　きー　うやん。
地
域
の
特
徴
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地
域
の
特
徴

・日本最西端の碑

　ここは、日本で最西端の地です。運がよければ、台湾

が見える場所として有名です。太陽が海に沈んでいく

光景も何ともいえないほど美しいです。

　うまどぅ、だまとぅぬ　いーってぃん　いりぬ　はてぃぬ

でぃーどぅ　ない　ぶる。うかﾟ　んさたやー、たいは

んが　んながる　どぅぐるんでぃ　うとぅ　たがん。

　てぃだかﾟ　うんながんき　いりる　ばすや　ぬんでぃ

ん　んだにぬた　あびゃん。

・アヤミハビル館　あやみはびるかん

　ヨナグニサンは日本最大の蛾です。与那国では「アヤ

ミハビル」と言っています。日本では、与那国と西表

島にいます。アヤミハ

　ビル館では、このヨナ

　グニサンを飼育してい

　ます。

　ヨナグニサンや　日本に　いってぃん　まいさる　はび

る。どぅなんにや　あやみはびるんでぃーどぅ　んでぃ

ぶる。日本にや　どぅなんちまとぅ　いりうむってぃ

にどぅ　ぶる。あやみはびるかんにや、うぬ　あやみ

はびる　つかない　ぶん。

・なんた浜　なんたはま

　なんた浜は、与那国島の人の心の故郷です。歌にもあ

るように、与那国では一番有名な場所です。

　なんたはまや、どぅなんつとぅぬ　つちむすらし　どぅぐる。

　うたに　あるんに、どぅなんちまぬ　いってぃん　う

とぅ　たがる　どぅぐるどぅ　ない　ぶる。

・立神岩　とぅんか ん　・たてがみいち

　与那国島の南東部（巳の方角）の海にある、大きな岩

が立神岩です。高さ 30m もあります。

　島の人達は、「神の岩」と呼んでいて、展望台からの姿

は、神の岩という名前の通り見事です。

　どぅなんちまぬ　みーぬはーぬ　うんながに　ある、う

ぶいってぃどぅ　たてがみいち　ない　ぶる。たぎや

30m　あんどー。

　ちまぬ　つとぅんたや　「かんぬ　いち」んでぃどぅ　

んでぃ　ぶいてぃ、展望台がら　んなりる　しがたや、

かんぬ　いちぬ　なーんに　きびさんどー。
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