
ぱなし　ちからな
しまくとぅば
なちじんくとぅば（今帰仁ことば）

話して  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　にふぇーでーびる。んなっし　ち
ばてぃ　いちゃびらな（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『ぱなし　ちからな　しまくとぅば』は、今帰仁

ことばの話者、平良正男さん（今帰仁村玉城出身）、平良

真清さん（玉城出身）、新里清子さん（玉城出身）、平良

哲男さん（玉城出身）、渡名喜一江さん（今帰仁村仲尾次

出身）の 5 名の方にくわえ、「しまくとぅばで遊ぼう会」

の皆さま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、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。

　本書では、東地域（玉城）と西地域（仲尾次）の言葉

を聞き取り、紙面では東地域を赤色文字、西地域を青色

文字で表記しました。

　今帰仁では、同じ今帰仁ことばでも東地域と西地域で

は、アクセントやイントネーション等の違いがあります。

また、アイウの母音で始まる単語では、東地域では「あ、

い、う」のままですが、西地域では「は、ひ、ふ」とな

る傾
けい

向
こう

があります。本書でも、東地域の「うきたん（起

きた）」が、西地域では「ふきたん」となり、「いちゅく

（いとこ）」が「ひちくー」となる例がみられました。

特別な表記について

　本書を活用する際、「つわ」や「いえ」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
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、今帰仁ことばの「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

に縮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
とく

徴
ちょう

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「いえ」や「うう」で表記する
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ことにしました。

　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、通じないことになります。

　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倍ぐらい）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。

　「お疲れさまでした」の「ううたんそーちぇーさやー」

の語頭の「うう」や、「いえ（－）ん」（～です）の「いえ」

などの出だしにも、この音があるのです。

③伸ばす音は「ー」で表記

　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、例えば、「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。

④半角スペースについて

　「だ」「です」にあたる「いえ（－）ん」「いえーびん」、「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

・「せ」と「しぇ」・「ダ行」と「ラ行」・「くぃ」と「く」

　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、「～してみてください」を表すしまくとぅばが、

話者によって「くぃみそーれ」となったり、「くみそーれ」

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。

　「今帰仁ことば」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。

　特に沖縄北部の言葉は、沖縄中南部に比べて喉を緊張

させて発音する喉
こう

頭
とう

化
か

音
おん

が発達しています。例として、

「つかーたんなー？（食べたの？）」や「つまーり（生まれ）」、

「つやーびん（言います）」などです。

　ただし、この喉頭化音も、最近では共通語や沖縄中南

部の影響を受けて、徐々に衰
すい

退
たい

していく傾向にあります。

例として「つちゃーぎん（召し上がる）」の「つちゃー」は

「ちゃー」となり、「つもーるん（いらっしゃる）」の「つもー」

は「もー」となっていることなどがあります。
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１，挨拶ことば………８

◆朝起きたとき（８）＝東（玉城）地域のことば

◆ごはんを食べるとき（９）＝東地域

◆出かけるとき（９）＝東地域

◆朝起きたとき（10）＝西（仲尾次）地域のことば

◆ごはんを食べるとき（11）＝西地域

◆出かけるとき（11）＝西地域

◆外で友人に出会ったとき（12）＝東地域

◆仕事場から帰るときの挨拶（12）＝東地域

◆夕方・夜の挨拶（14）＝東地域

◆初対面のときの挨拶（14）＝東地域

◆二回目以降のときの挨拶（15）＝東地域

◆その他の挨拶（16）＝東地域

◆正月の挨拶（17）＝東地域

２，自己紹介………18

◆自己紹介 (1８) ＝東（玉城）地域のことば

◆家族を紹介します（1９）＝東地域

◆自己紹介（20）＝西（仲尾次）地域のことば

◆家族を紹介します（21）＝西地域のことば

３，身体用語…………22

◆身体を表すことば（22）＝東地域・西地域のことば

◆身体に関連することば（24）＝東地域

４，お祝いや行事で使えるしまくとぅば…………26

◆お祝いのことば（26）＝東地域

◆「おめでとうございます」を表現することば（27）

◆行事の際に使うことば（2８）＝東地域

５，拝みのときに使うしまくとぅば…………30

◆祈願することば（30）＝東地域

◆まじないことば（31）＝東地域

６，病院での会話…………32

◆診察のときの受け答え 1（32）＝東地域

◆診察のときの受け答え 2（35）＝東地域

７，その他…………38

◆食事のときに使うことば（3８）＝東地域

◆問いかけのことば（3９）＝東地域

８，ことわざ…………42 ＝東地域

９，タクシー運転手との会話…………44

◆今帰仁でタクシーに乗る（44）＝東地域

10，地域の特徴…………46

◆今帰仁村の様子（46）＝西地域

◆観光案内（46）＝西地域

＝東地域

目　次
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日
常
的
な
挨
拶

 挨拶ことば＝東（玉城）地域のことば

◆朝起きたとき

・もうお目覚めですか？

つなー　うきんそーちー？

・お目覚めですか？

うきんそーちー？

・早く起きなさい。もう朝だよ（朝になっているよ）。

ぺーく　うきれー（うきりよー）。つなー　ひてぃみてぃ

いえんどー（なとぅんどー）。

・早く起きてください、朝になりましたよ。（目上に対して）

ぺーく　うきんそーれー、ひてぃみてぃ いえんしぇん

どー。

・朝ごはんは食べた？（召し上がりましたか？）

ひてぃみてぃむん　つかーたんなー？（ちゃーぎんそー

ちー？）

・朝ごはん食べなさい（召し上がれ）。

ひてぃみてぃむん　つけーば（ちゃーぎんそーれー）。

※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。

つちゃーぎんそーれー。

・さあ、いっしょに食べよう。

りー、まじゅん　つかーやー（かまーやー）。

・いただきます。

くゎっちー さーびら。

・ごちそうさま。

くゎっちー さーびたん。

・大変おいしかったです。

ちぇー　まーしぇーたん。

・とってもおいしい（おいしかったです）。

ちぇー　まーしぇん（まーしぇーたん）。

◆出かけるとき

・行ってこようね（行ってらっしゃい）。

いじ　ふーいー。

・行ってらっしゃい。

いじ　もーれー。（目上に対して）

・気をつけて行ってらっしゃい（行けよ）。

きー　ちきてぃ　いじ　もーりよー。（目上の人に対して）

きー　ちきてぃ　いじ　ふーよー。（子どもや目下の人に対して）

１，日常的な挨拶

つちゃーぎんそーれー。

つなま　うきたん！

いじ　ふーいー。

うきんそーちー？

くゎっちー さーびら！
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日
常
的
な
挨
拶

 挨拶ことば＝西（仲尾次）地域のことば

◆朝起きたとき

・もうお目覚めですか？

つなー　ふきりんそーちー？

・起きましたか？

ふきんそーちー？

・早く起きなさい。もう朝だよ。

はく　ふきれー。つなー　ひてぃみてぃどー。

・早く起きてください、朝になりましたよ。（目上に対して）

はくなー　ふきりんそーれー、つなー　ゆー　はき

とぅんどーやー。

・朝ごはんは食べた？（召し上がりましたか？）

ひてぃみてぃむん　つかーてぃー？（ちゃーぎんそー

ちー？）

・朝ごはん召し上がれ。

ひてぃみてぃむん　ちゃーぎんそーれー。

◆ごはんを食べるとき

・お召しあがりください。

つちゃーぎんそーれー。

・さあ、いっしょに食べよう。　　

りー、まんな　つかーやー。

・いただきます。

こっち さーいー。

・ごちそうさま。

こっち ひちゃん。

・大変おいしかったです。

しかっとぅ　まーさたん。

・とってもおいしいよ（おいしかったよ）。

しかっとぅ　まーせん。

　じこー　まーさたん。

◆出かけるとき

・行ってきます。

いじ　ふーいー。　

・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　しきてぃ　いじ　もーれーよー。

・気をつけて行きなさい。（子どもや目下の人に対して）

きー　しきてぃ　ひきよー（ひきよーやー）。

１，日常的な挨拶

ふきんそーちー？

つちゃーぎんそーれー。

つなま　ふきたん。

こっち さーいー！

いじ　ふーいー。
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日
常
的
な
挨
拶

◆外で友人に出会ったとき

・良い天気だね。

いー　つわーしち いえっさー。

・きょうは、早起きしているね。

くーや　ぺーうき　しちぇーさやー。

・どこへ行くんだい？

だーち　いちゅが？（いちゅんばーが？）

・どちらへお出かけですか？（年上の方に対して）

だーち　もーいが？（もーるが？）

だーかてぃ　もーいが？

・こんにちは。

　はい。（友達や目下の人に対して）

◆仕事場から帰るときの挨拶

・気をつけて帰ってね。

きー　ちきてぃ　いじ　ふーよー。

・はい、また明日ですね。

はい、また　あちゃーやー。

　うー（おー）、あちゃーやーさい。（目上の人に対して）

　いん、また　あちゃーやー。（友達や目下に対して）

※返事の言葉は、目上の方には「おー」「うー」。同年代や目下には、
「いん」が使われます。

・さぁ、一緒に帰ろう。

りか、まじゅん　けーらー。

　まじゅん　けーやびらやー（さい）（目上の人に対して）

・さぁ、疲れ直しをしに行こう。

りか、ううたいのーし　しーが　いかーやー。

　※ううたいのーし＝ 1 日の疲れを癒やすために飲食すること。

・そうだね。

あん やさ（あん やさやー）。

・どこへ行こうか？

だーち　いちゅが？

　だーち　もーるが？（目上の人に対して）

・いっしょに行きましょう。

まじゅん　いちゃーびらやー。

・いっしょに行く？　

まじゅん　いちゅみ？

・いっしょに行くよ。

まじゅん　いちゅさ。

あん やさ。
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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」　・「今来たよ」）。

つなま　けーたん。　・つなま　ちゃんどー。

　つなま　けーてぃ　ちゃーびたん。＝今帰ってきました。

・今帰ったの？　疲れてないですか。

つなんまる　けーたんなー？  ううたてー  ううらんなー？

・夜になったから、寝ようね。

ゆー　くいてーとぅ　にんばーやー。

　　　〃　　　　　　　にんじゃびらよー。（丁寧な言い方）

・おやすみなさい。（「もう寝ますよ」。寝る人の言葉）

つなー　にんびんどー。

・おやすみなさい。（「もう、おやすみください」。返す人の言葉）

　にんびんそーれー。（丁寧な言い方）

　つなー　にんべーよー。（子どもや目下の人に対して）

◆初対面のときの挨拶

・初めまして。

　ぱじみてぃやーさい。　ぱじみてぃやー（目下に対して）

・よろしくお願いします。

ゆたしく　うにげー さーびらやー。

・初めまして、お見知りおきください。

ぱじみてぃやー、みーしっち　くぃみそーれー。

◆二回目以降のときの挨拶

・お元気でしたか？

がんじゅー いえんしぇーてぃー？

・久しぶりだね（久しぶりですね）、失礼しました。

まるけーてぃやー（まるけーてぃ いえっさーやー）、

ぐぶりー さーびたん。

・久しぶりだね。ずっと元気だった？

まるけーてぃ いえっさーやー。ちゃー　がんじゅー

いえってぃー？

・最近は顔を見なかったけど、忙しかったの？

ちかぐる　ちらー　みーらんたしが（みーらんしが）、

いちゅなさる　あいてぃー（あいたんなー）？

・今日も暑いですね。

くーん　あちしぇーさーやー（あちさぬやー）。

・そうだね、毎日（近頃は）暑いですね。

あん やさやー。めーにち　あちしぇんやー。

　　〃　　　　 ちかぐるや　あちさぬやー。

・今日は寒いね。

くーや　ぴーしぇんやー。

・寒くなってきたね。　寒いよね。

ぴーく　なてぃ　つちゃんやー。　つぴじゅるさぬやー。

あちさぬやー！
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日
常
的
な
挨
拶

◆その他の挨拶

・ありがとうございます。

にへー でーびる。

・ありがとうございました。　

にへー いえーびたん。

　にへー いえんしぇーたんどー。（目上の人に対して）

・ごめんなさい。

わっしぇーたん。

　わっしぇーびーたん。（目上に対して）

・失礼します（失礼しました）。

ぐぶりー さーびら（ぐぶりー さーびたん）。

・ごめんください。

ちゃーびらさい（へいさい）。

・いらっしゃいませ。

　めんそーれー。　もーりんそーれー。（目上の方へ）

・いらっしゃいませ。どうぞ、お上がりください。

もーりんそーれー。うーち　あがりんそーれー。

・先生がいらっしゃる。

しんしーが　もーちゃんどー（めんしぇんどー）。

・ここにいらっしゃい。

ふまかてぃ　もーれー。（丁寧な言い方）

◆正月の挨拶

・新しい年を迎えて嬉しいですね（お慶び申し上げます）。

みーどぅし　むけーてぃ　うっしぇーさーやー。

・若（い）年を取ったね？＝新年の挨拶に使う

わかどぅし　とぅってぃー？（むけーみそーちー？）

・良いお正月ですね。

いいー　そーがち いえいびっさーやー。

・良い正月になりましたね。

いいー　そーぐゎち　なんそーちゃるやー。

　　　　　〃　　　　  なたるやー。（同年や目下に）

・今年もよろしくお願いします。

くんどぅん　ゆたしく　うにげー さーびら。

・良い正月だったね。

いいー　そーがち いえったるやー。

・今年は良い正月になりますよ。

ふたーび　いいー　そーぐゎち　なんどー。

にへー いえーびたん！

いいー　そーがち

なたるやー。

ちゃーびらさい！

くんどぅん　ゆたしく

うにげーさびら。
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自
己
紹
介

◆自己紹介＝東（玉城）地域の言葉＝

・こんにちは、私の名前は平良です。

　よろしくお願いします。

はいさい、わー　なーや　平良り　つやーびん。

ゆたしく　うにげー さーびら。　

　「わん　なーや、平良んでぃ　つやーびん」という言い方もある。

・平良と申します。よろしくお願いします。

平良り　つやーびん。ゆたしく　うにげー さーびら。

・私の名前は太郎です。役場に勤めています。

わー　なーや　たろーり　つやーびん。やくばんてぃ

　ぱたらちょいびん。　※ぱたらちゅん＝働く

・今帰仁村玉城の生まれです。

なちじんぬ　たもーし　つまーり いえーびん。

◆地域の呼び方（今帰仁村）
運
うん

天
てん

：うんてぃん　上運天：かみうんてぃん　
渡喜仁：とぅきじん　勢

せ

理
り

客
きゃく

：じっちゃく　天
あめ

底
そこ

：あみーす

湧川：わくがー　呉我山：ぐがやま　玉
たま

城
しろ

：たもーし　
仲宗根：なかじゅに　謝名：じゃな　越

こえ

地
ち

：ふいじ　
平敷：ぴしーち　崎山：しちゃーま　仲

なか

尾
お

次
し

：なこーし　
与那嶺：ゆなーみ　諸志：すくじゃ　兼次：はにーし　
今泊：えーどぅまい　古宇利：ふい

◆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。

わた　やーぬ　やーにんじゅ　あーさびらー。ぷすめー

ぬ　いちろー、ぱーめーぬ　とみこ、つちゃっちゃーぬ

じろー、あんまーぬ　なおみ、うっとぅぬ　かずえ　

いえーびん。

やーにんじゅや、むるしち　るくにん いえーびん。

　　　祖父　　　　　　　　　祖母　　　　　　父

（ぷっぷー／ぷすめー）（ぱっぱー／ぱーめー）（つちゃっちゃー）

　　　母　　　　　　　　　　私　　　　　　　妹

（あんまー）　　　　　　　（わん）　　　　　　　（うっとぅ）

曾祖父（うぷおじー）　
姉（まーまー／んまにー）　姉妹（ちょーでー／ううない）　
姉妹（姉　しーじゃううない／妹　うっとぅううない）
兄（みーみー・やっちー）　弟（うっとぅ）　
兄弟（いいきがちょーでー／ううきー）
兄弟（兄　しーじゃううきー／弟　うっとぅううきー）
年上（しじゃー）　　年下（うっとぅ）　　男（いいきが）　
女（いいなぐ）　赤ちゃん（あかんぐゎー）　孫（つまーが）
おじ（ううじゃさー）　おば（ううばまー）　いとこ（いちゅく）
甥・姪（みーうい）

２，自己紹介
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自
己
紹
介

◆自己紹介＝西（仲尾次）地域の言葉＝

・私の名前は渡名喜一江と申します。

わー　なーや　となきかずえり　つやーびん。　

・私は渡名喜一江と申します。

わぬや　となきかずえり　つやーびん。

・私の名前は一江です。役場に勤めています。

わー　なーや　かずえり　つやーびん。やくばぢゅとぅ

み　しちゅいびん。

・今帰仁村仲尾次の生まれです。

なちじんぬ　のーし　つまーり いえーびん。

◆地域の呼び方（今帰仁村）
運天：うんてぃぬ　上運天：　（－）※対応することばなし
渡喜仁：とぅきじん　勢理客：じっちゃふ　天底：あみす

湧川：わくがー　呉我山：ぐがやま　玉城：たもーし　
仲宗根：なはじゅに／ぷんじゃー　謝名：じゃな　
越地：ふいじー　平敷：ぴしーち　崎山：ひちゃま　
仲尾次：のーし　与那嶺：ゆなみ　諸志：しくじゃ　
兼次：はにし　　今泊：えーどぅめー　古宇利：ふい

◆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。

わったー　やーぬ　やーにんじゅ　あーさびらやー。

ぷーぷーぬ　いちろー、ぱーぱーぬ　とみこ、ちゃー

ちゃーぬ　じろー、あむぬ　なおみ、ふとぅーぬ　

かずえ いえーびん。

やーにんじゅ、むるかいち　るくにん いえーびん。

　　　祖父　　　　　　　　　祖母　　　　　　父

（ぷーぷー）　　　　　（ぱーぱー）　　　（ちゃーちゃー）

　　母　　　　　　　　　　私　　　　　　　妹

（あむ／あんまー）　　（わぬー）　　　　　（ううない）

うんと年をとった祖母（とぅしゆいぱーぱー）　
姉（まーまー）　　姉妹（いいなぐちょーでー）　
兄（しじゃー／いいきー／みーみー）　
弟（いいきがふとぅー／ふとぅー）
男の兄弟（いいきがちょーでー）
女の姉妹（いいなぐちょーでー）　　年上（しじゃー）　
年下（ふとぅー）　　男（いいきが）　
女（いいなぐ）　赤ちゃん（あかんぐゎー）　孫（つまーが）

おじ（ううじゃさー）　 おば（ううばまー）　
いとこ（ひちくー）　　甥・姪（みーうい）

２，自己紹介

のーし　つまーり
いえーびん。
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◆身体を表すことば　～頭から足先までのしまくとぅば～

３，身体用語

まちー／まちー
（つむじ）

はらじ／はらじ（髪）
ちぶる／
ちんぶ（頭）

ぴちゃい／ぴちゃい（額）

くみかん／
みみちぶ

（こめかみ）

ちらー／
ちらー（顔）

つわーくちびる／
つわーくちびる（上唇）
しちゃくちびる／
ひちゃーくちびる（下唇）

まゆー／まゆー
　　（まゆ）

みー／みー
（目）

まちぎー／
まちぎ（まつ毛）

くち／くち（口）

しちゃー・すばー／
すばー・すばびる（舌）

うとぅげー／
ふとぅげー（顎）

ぱー／ぱー（歯）

ぱなー／
ぱなー（鼻）

ぬーでぃー／ぬでぃー（喉）

あじゃー／
あじゃー（ほくろ）
つくび／つくびー（首）

ぴじー／ぴじー（ひげ）

身
体
用
語

みみ／みみー
（耳）

てぃー／
てぃー（手）

うゆび・いーび
／ういび（指）

しにー／しにー
（すね）

あどぅ／かがとぅ
（かかと）

ぴさわた／
ぴさんわたー（足裏）

てぃんぴら／
てぃんぴら・
てぃんわた

（手の平）

うでぃー／
うでぃー（腕）

ふんば／ふんばー
（ふくらはぎ）

まい／まい
（お尻）

ぶすー／ぷすー
（おへそ）

つぴじゃい／つぴじゃい
（左）

ながに／ながり
（背中）

ぴさー／ぴさー（足）

がまく／がまく
（ウエスト）

にじり／じりー
（右）

ふしー・くしー
／ふしー（腰）

へーな・けんな／
へんなー（にのうで）

にーぱら／にーぱ
ら・にー（胸）

ぴさゆび／
ぴさぬ　ういび

（足の指）

むむー／むむー
（もも）

わたー／わたー
（お腹）

かたー／
はたー（肩）

てぃーぬ　くび／
てぃーぬ　くび・
てぃんくび（手首）

ちんし／ちんし（ひざ）

＝東地域 ＝西地域 ＝東地域 ＝西地域
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◆身体に関連することば

いち・いーち（息）　　　　　　　あしー（汗）
いちぷち（息を切らせる）　　　　あしかちゃー（汗かき）
いちぷち　ううたーてぃ　ならんさー。（息が切れて、疲れ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　てしまうね。）

みーなだ（ら）ー（涙）　　なだ　よーさん（涙もろい）
なだ　うてぃらーり　すーさー（涙ぐむ。今にも涙が落ちよ
うとする様子）　　なちぶしー・なちぶさー（泣き虫）

ちゅんぺー（唾）　　　　　　　しゃっくい（しゃっくり）
はしぐい（痰）　　　　　　　　さっくい（咳）
ぱなー　ぷちゅん（いびきをかく）

くぇんぶたー（太っている人）　　　よーがらー・よーがりむん
　　　　　　　　　　　　　　　　　（痩せている人）

わじるん（怒る）　　　　　さーぷーぷー（ほろ酔い）
くさみちゃー（怒りんぼ）　ういとぅん（酔っぱらっている）
たんちゃー（短気な人）　　ういんちゅー（酔っぱらい）

ういてぃる　ううんなー？（酔っ払っているのか？）
がんじゅーむん・ぐてーまぎー（力の強い人を表現）　
いえんださん（優しい）　　
うぷやしー（優しい人・柔和な人）
ぷどぅまぎー（背の高い人）　
だまやー（おとなしい人・無口な人）

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

・お祝い（うゆえー）

・お祝いします。

うゆえー さーびら。　すーじ さーびら。

・今日は、ご案内いただきありがとうございます。

くーや、えーじ　しんそーち　にへー いえーびたん。

　にへー いえーたる（にへーどー）。（目下に対して）

・皆様の（みんなで）健康を願って乾杯しましょう。

むるひち　けんこー　にがてぃ　うーとーとぅ さーやー。

　※うーとーとぅ＝「乾杯」の意味で使用

・ひと言、挨拶を申し上げます。

ちゅくとぅば　えーしち さーびら。

　結納での言葉（いいなぐんぐゎ　くぇーてぃ　くんそーち

　にへー でーびる。＝娘さんをくださって感謝します。）

　にーびち（結婚）／うぷにーびち（盛大な結婚式）

　さきむい（結婚式での盃）　　いーびなぎー（指輪）

　産後１週間のお祝い＝まんさん・まんさんゆーえー

　　　　　　　　　　　・まんさんすーじ

　出産１年後のお祝い＝たんかー・たんかーゆーえー

◆「おめでとうございます」を表現することば

・良いお嫁（お婿）さんをみつけましたね。（結婚を祝う）

いいー　とぅじ（ううとぅ）　とぅめーたんやー。

いいー　つくゎー　あたてーさやー。

・あなたがチャンピオンになって、親戚は皆、よろこん

　でいるよ。

つやーが　チャンピオンなてぃやー、えーかびー　むる、

うっさ しちょんどーやー。※うっさ＝よろこび、よろこぶこと。

　※あなた（年下に対して）＝つやー

・あなたが試験に合格して、私たち

　は皆よろこんでいますよ。

つやーが　試験に　合格 しち、わったー　むる　

うっさ しちょんどー。

・高校合格おめでとう（でかしたね）。

高校合格　でぃかちゃん（がー しちぇーさやー）。

　※でぃかちゃん＝よくやったね。

　※がー しちぇーさやー＝頑張ったね。

・赤ちゃんが産まれたんだってね。

あかんぐゎー　うまりたんでぃやー。

　みんな（家族）喜んでいるよ。＝おめでとう

むる（やーにんじゅ）　うっさ しちょんどー。

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、清明に来ていますよ。

うやぱーぷじ、つくゎー　つまーが　するてぃ、しー

みー しーが　ちょんどーやー（ちょーんどー）。

　ご先祖様に（向かって）、手を合わせましょう。

うやぱーぷじかてぃ、うーとーとぅ さーやー。

　手を合わせてから、ごちそうをいただき

　ましょう。あな、尊。

うーとーとぅ しちから、うさんでー さーやー

（くゎっちー さーやー）。うーとーとぅ。

・七夕（たなばた）

　これから墓の掃除をしましょうね。

なまから　ぱかぬ　そーじ さーやー。

　お盆のときには、みんな揃って家に来てください。

しちぐゎちにや、むる　するてぃ　やーかてぃ　

つちー　とぅらしよー。

※「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）

　（祖先の霊を）お迎えしましょう。

うんけー さーびら（うんちけー すん）。

　（仏壇に）お供えをしていますので、お召し上がりくだ

さい（受け取ってください）。

うさぎてぃ　あいびーくとぅ、ちゃーぎんそーりよー

（うきとぅってぃ　くぃみそーりよー）。

　（仏壇の）お供えものをいただきましょう。

うさんでー さーびら。　

　お見送りしましょう。

うーくい さーびら。

　来年も、いらっしゃってください。

やいぬん、もーりよー。

・「お悔やみ」に関することば

　だびー（葬式）　くるふく・ぐそーぢん（喪服）　

　ぼーじ（坊さん）　葬儀の後の七日ごとの法事（あら

　なんか＝初七日・しんじゅーくにち＝四十九日）　

・どこが悪かったんですか？ ( どうだったの？）

だーが　わっしぇーたが？

・どこがどうだったの？（どこが悪かったの？）

だーが　ちゃんち いえったが？

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）

　※うーとーとぅ＝神や祖先を拝むときに発することば。

　※ひぬかん＝火の神：台所に祀られている「かまどの神」。

　※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。

　※つわーぷるぬ　かみさま＝＜豚小屋＞トイレの神様。昔は豚小

屋とトイレが一緒だった。

・良い正月です。今年も健康にしてください。

いー　そーぐゎち いえーびっさー。くんどぅん　がん

じゅー しみてぃ　くぃみそーり。

・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 さーびら。　みーまん

てぃ　くぃみそーり。

・十六日（旧暦１月 16 日に行う墓参り）の際の祈願ことば

　今日はね、十六日祭ですので、ごちそうをお供えした

ので、お受け取り（お召し上がり）ください。

くーややー、じゅーるくにちー いえーびーくとぅ、

くゎっちー　うさぎてーとぅ、うきとぅってぃ　くぃみ

そーり（ちゃーぎんそーりよー）。

・清明祭のとき、お墓で祈願することば

　ご先祖様、平良門中、皆そろって（清明に）参りまし

　た。ご馳走をお供えしましたので、お受け取りくださ

　い。

うやぱーぷじ、てーらむんちゅー、むる　すりてぃ

ちょーいびん。くゎっちー　うさぎてぃ　あいびーくとぅ、

うきとぅってぃ　うたびみそーり。

・屋敷の御願（やしちぬ　うぐゎん）

　今日は、屋敷の御願を捧げましたのでお受け取りくだ

　さい。毎日（いつも）お守りください。

くーや、　やしちぬ　うぐゎん　うさぎてーびーくとぅ

うきとぅってぃ　くぃみそーり。めーにち（ちゃー）

みーまんてぃ　くぃみそーり。

◆まじないことば

※子どもを落ち着かせるときに使うまじないことば。

・魂よ、魂。魚も米も食べなさい。魂よついて来なさい。

まぶやー、まぶやー。つゆん　つめん　つけーよ。

まぶやー　まぶやー　うーてぃ　くーよー。

　※つゆー＝魚　つめー＝米　つけーよー＝食べなさい

・だるくなったら使うものだよ。

ちるだい しーねー　ちかいし いえさ。

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？（でしたか？）

ちゃー　がんじゅー いえんしぇんなー？（いえんしぇんた

んなー？）　女性の言い方＝げんき いえんしぇんてぃー？

　⇒元気ですよ。ちゃー　がんじゅーどー。

　　　　　　　　がんじゅーどーやー。

　⇒（少し）気分が悪いです。

うっぺー　ちむ　いふなー いえっさー。

・夜は（よく）眠れた？

ゆるーや　ゆー　にんばりーてぃー？　

　⇒よく眠れたよ。　

ゆー　にんばりーたん。

　⇒よく眠れなかったよ。

てぃーちん　にんばらんたーさー。

・今日のご気分はいかがですか？

くーぬ　あんべーや　ちゃんち いえーがやー？

　⇒今日は良い気分だよ。

くーや　いー　あんべー いえっさー。

　⇒今日はとても良くなっているよ。

くーや　いっぺー　まし　なとぅんどー。

　⇒今日はあんまり良い気分ではない。

くーや　どぅく（なんじゅー）　ましやらんさー。

・どこか悪いところはないね？

だんがら　わっしぇん　とぅくる　ねーんなー？

　⇒少し気持ちが悪いね。

うっぺー（よーっぴ）　あんましぇっさー。

　※よーっぴ＝少し（女性がよく使う）

・いつもと変わった様子はありませんか？

ちゃーとぅ　かわとぅぬ　とぅくる　ねんしぇんなー？

・どこか具合の悪いところはないですか？（ないね？）

だんがら　わっしぇん　とぅくる　ねんそーらに？

（ねんなー？）

　⇒どうもないですよ（どうもないよ）。　

つちゃん　ねーびらんよー（つちゃん　ねーんよー）。

　⇒よくなっていますよ。

まし　なといびんどー。

　⇒少し頭が痛いです。　

うっぴや（よーっぴや）　ちぶる　やみっさー。

・どこか痛いところはないですか？（ないね？）

だんがら（だーがら）　やみぬ　とぅくる　

ねんそーらに？（ねんなー？）

６，病院での会話

病
院
で
の
会
話

ねんそーらに？
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・どのように痛みますか？

つちゃんがらーっし　やみーが？

　つちゃんちしち　やみーが？（丁寧な言い方）

　⇒とっても痛いよ。　でーじな　やみーっさー。

　⇒そうでもないよ。　あんちぇー　あらんさー。

　⇒そんなに痛くないよ。　あんすか　やまんさー。

　⇒どこも痛くないよ。　だん　やまんよー。

・どうしましたか？（どうしたの？）

つちゃんち　しんそーちゃが？（つちゃんち　しちゃが？）

　つちゃんち　しみそ－ちゃが？（女性がよく使う）

・大丈夫ですか？（大丈夫？）

つちゃん　ねんそーらに？（つちゃん　ねんなー？）

　⇒何でもないです（何でもないよ）。

つちゃん　ねーらんさー（ぬーん　あらんさ）。

　⇒今日はとても良くなっているよ。

くーや　いっぺー　まし　なとぅんどー。

・痛いかもしれないが、一緒に頑張ろうね。

やみが　すーら　わからんしが、まじゅん　がー さー

　やー（がんばらーやー）。　  ※がー しぇー＝頑張れ

・少しは痛むけど、我慢してください（しなさい）。

よーっぴや　やむしが、  にじりんそーれー  （にじれー）。

・かゆいところはどこですか？（どこ？）

ごーしぇん　とぅくる　だー いえんしぇーが？（だーが？）

⇒頭がかゆい（かゆいです）。　

ちぶる　ごーしぇん（ごーしぇいびーさー）。

・足がしびれる。　ぴさびる　くみっさー。

　※くみっさー＝しびれる

　⇒少ししびれる。　うっぴや　くみっさー。

　⇒強い痛み。　ちぇー　やみーっさー。

・暑い　　あちしぇん

・今日は暑いね。　くー　あちしぇーさー。

・寒い　　ぴーしぇん

・今日は寒いね。　くー　ぴーしぇーさー。

◆診察のときの受け答え ２

・検温をする（熱を計る）ので、ベッドに休んでいてく

ださい（寝てください）。

にちー　ぱかるとぅ（ぱかいとぅ）、ベッドに　ゆくい

んそーれー（にんびんそーれー）。

・着ている着物（服）を着替えましょうね？

ちちょーる　ちん　けーびらやー？

・危ないですよ（危ないよ）。

うかしぇーびんどー（うかしぇんどー）。

病
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・顔を洗いましょうね（顔洗おうね）。

ちらー　あらいびらやー（ちらー　あららやー）。

・どのような食べ物が好きですか？（好きなの？）

つちゃんねーる　つけーむん　しちー いえーびーが？

（しちー いえーが？）

・毎日、食事は美味しく召し上がっていますか？

めーにち、つけーむん　まーくまーく　ちゃーぎてぃ

もーいんなー？（めんしぇーが？）

　※食べている？＝かーとぅんなー？（目下に対して）

　※美味しい＝まーしぇん

・毎日の楽しみは何ですか？

めーにちぬ　たぬしみや　ぬー いえーが？

　⇒テレビを観るのが楽しみです。

テレビ　みーしる　たぬしみ いえーる。

・何をして一日を過ごしていますか？

ぬー　しち　つぴっちゅい　くらちょーが？

・何か心配事はないですか？

ぬんがら　しわーぐとぅ　ねーやびらんなー？

・早く元気になってください（なってね）。

ぺーく　ぱしっとぅ　なんそーりよー（なりよーやー）。

　　　　　　〃　　　なみそーりよーやー。

・歩かないと、元気になりませんよ（ならないよ）。

あっかんねー、ぱしっとぅ　なんそーらんどーやー

（ならんどーやー）。

・おしっこを我慢していませんか？（してない？）

すべー　にじてぃ　もーらに？（ううらんなー？）

・トイレに行ってきましたか？（行ってきたの？）

ぷる　いじ　もーちー？（いじちゃんなー？）

・トイレに行きたいのなら、遠慮せずに

　言ってくださいね。

ぷる　いちぶしぇーねー、たんきらん

ぐとぅ　いんそーれー。

　⇒早めに言ってくださいね。

ぺーくなー　いんそーりよー。

・今日はよく頑張りましたね（頑張ったね）。

くーや　ゆー　がー　しんそーちゃんやー（がー　し

ちゃんやー）。

・今日はとてもよくなっているよ。

くーや　いっぺー　まし　なとぅんどー。

・お元気で！

ぱしっとぅーどー。

　がー しよーやー＝頑張りなさい（身体に気をつけてね）

病
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で
の
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そ
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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（置こうね）。

うまかてぃ　うちゃびらやー（うかーやー）。

・どのような食べ物が好きですか？

つちゃんねーるー　かみむん　まし いえんしぇーが？

　つちゃんねーるー　つけーむん　まし いえーが？（目下に）

　つちゃんねーる　かみむん　まし いえーびーが？（女性）

・たくさん（お腹いっぱい）食べてくださいね。

わたぬ みー　つちゃーぎんそーれー。

・美味しいですか？（美味しい？）

　まーしぇんなー？（年輩の方に対する普通の言い方）

　まーしぇん？（友達や目下に対する言い方）

　まーしぇーびんなー？（女性の言い方）

・美味しかったですか？（美味しかった？）

まーしぇーびたんなー？（まーしぇーたんなー？）

・召し上がりましたか？

つちゃーぎんそーちー？

・食べた？

　つかーてぃなー？（目下に対して）

・お召し上がりください（食べなさい）。

　つちゃーぎんそーれー（つけーば）。

・何が好きですか？

ぬー　しち いえーびーが？（まし いえーが？）

・何が嫌いですか？（嫌いなの？）

ぬー　しちゃびらんが？（しかんが？）

◆食味をあらわすことば

・あぱしぇん（薄い味）　

・はらしぇん（味が濃い・辛い）

・ますがらせん（塩辛い）　

・はたーちゃー（濃いお茶）　

・じゃーせん（苦い）

・はたみしんしる（濃い味噌汁）　

◆問いかけのことば

・何でも聞いてくださいね（聞きなさい）。

ぬー いえてぃん　ちちんそーりよｰ（ちけー）。

・昔の今帰仁について教えてください（教えてちょうだい）。

むかしぬ　なちじんぬ　くとぅ　ならーち　とぅらし

んそーれー（とぅらしぇー）。

・困ったことはないですか？（ないね？）

くまとぅーぬ　くとぅ　ねんそーらに？（ねーらんなー？）

ぬー　まし いえーが？
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そ
の
他

・どこへいらっしゃたんですか？

だーち　もーちゃが？

・どこへ行ったの？

だー　いじゃが？

・あなたが好きなこと（もの）は何ですか？

つやーが　しちな　むんや　ぬーが？

・楽しみは何ね？

うっさぐとぅや　ぬーが？

・出身はどちらでいらっしゃいますか？（出身はどこ？）

いったー　つまーりじま　だー いえんしぇーが？（だー

が？）

　⇒私は玉城の出身です（寒水の出身です）。

わんや　たもーし　つまーり いえーびん（ぱーま　つま

ーり いえーびん）。

・今帰仁の言葉を教えてください。

なちじんぬ　くとぅば　ならーち　とぅらしんそーれー。

　　　　　 〃　　　　  ならしんそーれー。

　　　　　　 〃　　　　  ならーち　とぅらしぇー。（目下に）

・お疲れさまでした（お疲れになりましたね）。

ううたんそーちぇーさやー。

　ううたてーさやー。（目下に対して）

・明日もよろしくお願いします。

あちゃーん　ゆたしく　うにげー さーびらやー。

・お先に失礼します（お先に）。

さち　ないびら　ううー（さち　ならやー）。

・それでは、また来ます。

あんしぇー、また　ちゃ－びーさ（さーびーさ）。

・また来るよ。

また　すーさ。

・ごめんください。

ちゃーびらさい。

　※よく知っている人の家だと、次のような声かけになる。

　※はいさい（男性）　はいたい。（女性）　へいさい（同僚や年下に）

・いらっしゃいませ。

はい　つもーれー。

　はい　ふーば。（年下に対しての言い方）

・気をつけてお帰りください（帰りなさい）。

きー　しきてぃ　つもーりよー（けーりよー）。

　⇒（返事）「さよなら」の意味。

またやー（また　あちゃーやー）。

・行ってきます。

いじ　ふーいー。

だーち

もーちゃが？
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こ
と
わ
ざ

８，ことわざ

沖縄本島／今帰仁
・「さき　ぬましばる　つちゅーぬ　ちむぐくるや　わか

　いる」（酒を飲ませてこそ、人の性分は分かる）

・「つくびぬ　えーきばる、じゅーん　えーちゅる」（首が

動いてこそ、しっぽも動く）「上の者が動いてこそ、従

う者も動ける」の意味で使われる。

・「どぅー　たぶとぅけー　じん　たぶいしとぅ　いいぬむん」

　（身体を保つのはお金を貯めるのと同じ）「健康な身体

　は、お金を貯めておくのと同じくらい大事」との意味

　で使われる。

・「いちゃりば　ちょーでー」（行き逢えば兄弟）「一度会っ

た人でも、兄弟のように親しく付き合いができる」の

意味で使われる。

・「きらまや　みーしが、まちぎや　みーらん」（慶良間

は見えるが、（目に最も近い）まつ毛は見えない）「遠

くの人は相手にするけど、近くの人とは話さない」こ

とのたとえで、「近くの人を大事にしなさい」の意味で

使われる。

・「ぬちどぅ　たから」（命は宝）「命はかけがえのない

　宝であり、大事にしなさい」の意味で使われる。

・「やーなれーる　ふかなれー」

　（家での習いが、外での習い）

　「家での教えが外での行動に

　なるので、家庭でのしつけを

　大事にしなさい」の意味で使

　われる。

・「くとぅばや　じんぢけー」（言葉は銭遣い）「言葉は、

　お金と同じように大事にしなさい」の意味で使われる。

・「つまーりじまぬ　くとぅば　わっしーねー、くにん　わし

　りん」（生まれ島の言葉を忘れたら、国も忘れる）

・「しみや　しっち　むぬや　しらん」（学問を知って、

ものがわからぬ）「どんなに勉学に励んでも、道理をわ

きまえないのでは何にもならない」の意で、学がある

と偉ぶっている人に対する戒めとして使われる。

・「あわてぃーる　なかー、よーんなー（うてぃちきよー）」

　（あわてる中、ゆっくり＜落ち着け＞）「急ぎの用があ

るときほど、落ち着いて行動しなさい」の意。

・「みー　いらー　くび　うりり」（実るほど首を垂れよ）

　「中身が充実するほど頭を下げ、謙虚になりなさい」の

　意味で使われる。
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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

◆今帰仁でタクシーに乗る

・どちらまで行きますか？（行くの？）

だーまでぃ　つもーるが？（いちゅが？）

・今帰仁村役場までお願いね。

なちじんやくばまでぃ　たぬまやー。

・どこの道から行けばいいの？

だーぬ　みちから　いきば　まし いえーが？

・県道から行ってください（行ってちょうだい）。

けんどーから　もーれー（いじ　とぅらしぇー）。

・道は、運転手にお任せします（任すよ）。

みちや、うんてんしゅかい　まかさびーさ（まかす

さ）。

・あなたにお任せします。

　つやーに　まかすさ。（目下に対して）

　なーに　まかさびーさ。（目上に対して）

・ここから曲がって（曲げて）ください。

ふまから　まぎりんそーれー。

ふまーら　まぎてぃ　とぅらしんそーれー。

　ふまから　まぎれー。（目下に対して）

・そこから、右（左）に曲がってください（曲がってちょ

うだい）。

ふまから、にじりかてぃ　まぎりんそーれー。

ふまから、ひじゃいかてぃ　まぎてぃ　とぅらしぇー。

・では（それじゃぁ）、ここでお願いします。。

あんしぇー、ふまんてぃ　しまびーさ。

・ここでいいよ。

　ふまんてぃ　しみーさ。

・お幾らですか？

ちゃっさ いえーびーが？

・幾らなの？（幾ら？）

ちゃっさ いえーが？（ちゃっさが？）

・ちょうど千円になります（ちょうど千円です）。

ちんとぅ　しぇんえん　ないびーさ（ないさ）。

・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 いえーびたん。また　ちかーてぃ　とぅらしん

そーりよー。

だーまでぃ　つもーるが？

ふまんてぃ　しみーさ。
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10，地域の特徴

今帰仁村の様子

◆今帰仁村の特徴

・沖縄本島の北部・本部半島に位置する、人口約 ９500 人

の村です。1９ の集落があり、世界遺産の今帰仁グスク

や、人が初めて生まれたとの伝説がある古宇利島、今

泊のフクギ並木などがあります。

　海や森などが豊かで、人情味あふれるのどかな村です。

・ふちなーぬ　にし・むとぅぶはんとーねー　あいぬ、

人口や　てーげー　9500 人ぬ　村 いえーびん。19 ぬ

部落が　あってぃ、世界遺産ぬ　なちじんぐしくとぅ

か、にんじんが　ぱじみてぃ　つまーりてーぬ　ぱな

しーが　あいぬ　ふい、えーどぅめーぬ　さばんぎ　並

木ぬ　道んでー　あいびん。うみとぅか　むい　とぅか

ふぽせーぬ　とぅくま、人情ぶかせーぬ　ゆったり

ひちゅいぬ　村 いえーびん。

◆観光案内

・今帰仁村のいろいろな場所をご案内しましょうね。

　なちじんぬ　いるんな　とぅくま　そーてぃじ　みし

りんそーらやー。

・今帰仁グスク　なちじんぐしく

　今帰仁グスクは 13 世紀末か、14 世紀ごろに築かれた

と考えられるグスク。北山グスクともいいます。

　沖縄島の北部を治めていた北山王のいたグスクです。

面積は那覇にある首里城とほぼ同じ。美しい石垣は、

沖縄を代表するグスクです。

　なちじんぐしくや　13 世紀ぬ　しまいか、14 世紀ぐる

ねー　しこらってんり　かんげーらりぬ　ぐしく。ほく

ざん　ぐしくりん　つやーびん。

　ふちなーぬ　にしんかた　ふさみとぅーたぬ　北山王

が　ういたぬ　ぐしく いえーびん。ぴるさや　なふぁ

ぬ　すいぐしくとぅ　てーげー　ゆぬ　はたい。

　すーらしー　いしがちんでー、ふちなー　代表 すーぬ

ぐしく いえーびん。

・仲原馬場　なかはらばば

　戦前まで、村人が楽しんだ越地にある競馬場です。（馬

場の）両脇にあるリュウキュウマツの並木も有名です。

　なかはらばばや　戦前までぃー、村じゅーぬ　ちゅーが

たぬしどぅたぬ　ふいじーねー　あいぬ　つまーうい

　いえーびん。りょーわちねー　あいぬ　りゅーきゅーま

ちなみきん　なー　うりとぅいびん。

地
域
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・運天港　うんてんこー

　運天港は源為朝が上陸した伝説がある港です。大正 5

年まで、今帰仁村の役場があった場所でもあります。

周りには、百
むむ

按
じ ゃ な

司墓
ばか

や大
うーにし

北墓
ばか

や大和人墓などがありま

す。

　展望台から眺めた屋我地内海は、県内でも名高い美し

い場所としても知られています。

　うんてんこーや　源為朝が　しっちゃんり　ちたわとぅ

いぬ　なーとぅ いえーびん。大正５年までぃ、なちじん

ぬ　やくばー　あいたぬ　とぅくま いえーびん。

　まーるねーや、百
むむ

按
じゃ

司
な

墓
ばか

とぅか　大
うー

北
にし

墓
ばか

　やまとぅ墓

んでーが　あいびん。

　むいちゃら　ながみーぬ　やがじぬ　うみや、ふちな

　ーねーてぃん　なーだかせーぬ　すらどぅぐるとぅ

　ひちん　しらっとぅいびん。

話して　使おう　しまくとぅば

『ぱなし　ちからな　しまくとぅば』
なちじんくとぅば（今帰仁ことば）
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