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はじめに

　本稿は、多良間村役場１９８１『多良間村の民話』に収められている民話「マディの知

恵」（p１５７～１５９）のもととなっている音声資料を文字化したものである。同民話は多

良間・水納島方言話者である宮国仙助氏（１９０７年生）によって語られている。

　水納島は多良間島とともに宮古郡多良間村に属しており、１つの集落（水納字）を

もつ。だが、交通の便の不便さに加え、１９ ６１年１０月、当時の琉球政府が行った宮古本

島の平良市大野越（現在の宮古島市平良字東仲宗根添、通称「高野」集落）への移住

政策によって人口は激減し、１９５９年には２００人近くの島であったのが、今では４名が生

活するのみとなっている（平成２３年３月末現在―『広報たらま』平成２３年４・５月号

より）。すなわち水納島方言は、その様々な事情によってまさに危機言語の中の危機

言語となってしまっていると言え、その記述・記録は急を要している。本資料は、科

学研究費補助金若手研究（B）「消滅の危機に瀕した南琉球・多良間水納島方言の記述

的研究」（課題番号：２３７２０２４０）の成果の一部であり、水納島方言の言語資料の記録・

保存を企図するものである。

１．『多良間村の民話』について

　この『多良間村の民話』（以下『民話』）は、明治から昭和初期の出生者をインフォー

マントとし、１９７７年から１９７８年にかけて、「沖縄国際大学口承文芸研究会」を中心と

する組織的な調査において聴取された民話を集めた、多良間村の民話集である。その

もととなっている音声資料（以下「民話 tape」）は６０分もしくは９０分テープ２３本分に

及び、約７０人の話者による、３００話余りの「語り」が収められている。なお「民話 tape」
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の内容は、４１名の話者による１４７話の民話を収めた『民話』の全てを覆うものとはなっ

ていないのだが、これは、当時の保存のためのダビング編集過程における欠落や、

テープの劣化による損失、また『民話』の「成立の過程」において原稿校正にあたっ

た「多良間民話の会」が、「新しい話を自分たちで翻字し、この民話集を補なっ」た

ことなどによるだろう（遠藤「解説」p２７８、注１参照）。また『民話』の成立過程に

ついて、その「解説」１によると、テープの分類、翻字はいずれも、調査当時沖縄国際

大学に在籍していた多良間村出身の学生２名（卒業生含）によって行われ、その後、

「地元の民話の会の人たちに、原稿校正や注記などをお願い」したとある。

　また『民話』は下段に方言の仮名表記、上段に共通語訳を配すという構成になって

おり、本稿ではその仮名表記と共通語訳も参考とした。

２．表記法

　表記の仕方について、１行目に簡易音声表記、２行目に語単位の逐語訳、３行目に

全体の意訳を示す２。まず意訳について、（　） は語句の補いである。また逐語訳は

Gloss の代わりとして用いており、基本的に想定される現代日本語共通語あるいは古

典日本語との対応語形を記しているが、その語彙的意味が大きく異なる場合は、語彙

的意味において対応する語を示し、必要に応じて注を付した。また現代日本語共通語

がそのまま用いられている場合はカタカナのイタリックで示した。このほか、一部以

下のような略号も用いている。

　　「COP」：コピュラ（連辞）

　　「複N」：複数を表す名詞的要素

　　「推N」：推量を表す名詞的要素

　　「間投」：間投詞

　簡易音声表記について、広母音は a、［ ］は u、［ ］は sj、［ ］［ ］は zj、［ ］

は c、［ ］は cj、［ ］は r、撥音の［ ］［ ］［ ］［ ］などは n、長音記号［ ］

は：で、それぞれ代用している。また、語形の対応関係から［i］あるいは［i� ］ ３、ま

た［ ］があると想定される箇所で、無声化もしくは脱落により音が確認できないも

のはそのまま記した（ex．［ptu］（人）、想定形は［pitu］、［pi� tu］）。また、音声状態が

悪く聴き取りの困難な箇所を［xxx］のように示し、意訳中も［XX］とした。このほ

か形態素の切れ目について、融合していない助辞と複合的な要素のみ「-」で示した。
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ただし終助辞について、格助辞などとはその接続のあり方が異なることから「=」に

よって示した。

３．民話「マディの知恵」４

budasja　　miui-nu　　mme,　　kurasji:r　　ptu-nu　　mme-nu　　butar-ti:.

　おじ　　　　おい- の　　  もう　　暮らしている　  人- の　　　 複 N- の　　おった-って

おじ、おいが、暮らしている人たちがいたそうだ。

budasja-nu　　na:-juba:　　ssansjuga,　　miui-nu　　na:-ja　　madi-ti.

　おじ- の　　　　 名- をば　　　 知らぬが　　　 おい- の　　　 名- は　　マディ-って

おじの名前はわからないが、おいの名前はマディと（言った）。

　nna　　unu　　miui-ja　　uja-mai　　mma-mai　　ne:n　　munu-nu-du,

　間投　　 その　　 おい- は　　　  父- も　　　　 母- も　　　   ない　　　もの- の- ぞ

そのおいは父親も母親もなく、

budasja-zki-u　　sji:　　ki:,　　kurasji:　　buri　　uk　　do:ri-u　　sji:-du,

　おじ- 付き ５- を　　  し　　   き　　　暮らし　　　おり　　おく　　推N- を　　 し- ぞ

おじの家で暮らしていたようで、

aru　　tuk i�  ,　　budasja:　　mme　　paru-nke:-tinu　　sjugar-ba　　sji:,

ある　 　 　とき　 　　 おじ- は　　　もう６　　　  畑- へ- との　　　　 恰好- ば　　　　 し

あるとき、おじが畑支度をして、

sumizu:,　　tiri-nka７,　　ippai　　mme　　m:nu,　　izji:,　　[xxx]　　madi-n,　　katamisjitti:,

弁当８- を　　　籠- 中に　 　いっぱい　 もう　　 芋- を ９　入れて　　　　　 マディ- に　　 担がせて

弁当を、籠にいっぱい芋を入れて、[XX]（それを）マディに担がせて、
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budasja:　　mme　　us-gama-n　　nu:ri:　　wa:ritti:,

　おじ- は　　　 もう　　　 牛- 小１０ - に　　　  乗り　　　なさって１１

おじは牛に乗りなさって、

us-kara　　utir　　munu:ba:　　pso:-du　　ssa:　　madi-ti,　　tu:zuki:　　mme,

　牛- から　落ちる　　 もの- をば　　　 拾い- ぞ　　 しろ　　マディ-って　言いつけ   　  もう

「牛から落ちるものは拾うんだよ、マディ」と言いつけて、

unu　　budasja:　　mo:ka:-n　　naitui,　　aruki　　wa:ri　　uk　　do:ri-u　　sji-du,

その　　おじ- は　　　前の方- に　  なって１２　　  歩き　   なさり　 おく　 推 N- を　　し- ぞ

そのおじは先になって、歩きなさったようで、

kunu　　made:　　mme,　　aruk-ke:na　　unu　　sumizu:ba:　　m:na　　nara-ga　　fe:tti:,

　この　マディ- は　  もう　 　  歩き- ながら　 その　　 お昼- をば　　 みな　　 自分- が　  食べて

このマディは、歩きながらお昼を全部食べて、

kundo:　　mme,　　us-nu,　　fsju:　　mari:　　utsubadu,

　今度は　　　もう　　　牛- の　　　 糞- を　　まって　　  落とすので

今度は、牛が糞をして落とすので、

　uru:　　pse:-ja　　izjiizji,　　sji:　　mme,　　sumiz-tu　　junu　　munu:　　mme,

それ - を　拾い- は　　入れ入れ　　 し　　 もう　　　お昼- と　　   同じ　   もの- を　　  もう

それを拾っては（籠に）入れていって、お昼と同じように、

　fta:　　  ffi:,　　muttui　　mme,　　idi　　 uk　　do:ri-u　　sji:-du,

ふた- は　　閉じ　　持って　　 もう　　　出　　おく　　推N- を　　  し- ぞ

ふたを閉じて持っていて、（畑に）出たそうで、

azzja-n　　uckitti:　　mme,　　paro:　　sji:,

　畔- に　　　 おいて　　　もう　　　畑- は　 　し
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（その籠を）畔において、畑仕事をして、

ckagi-nu　　banzu　　naicja-jara　　nu:-gara:　　sji:　　mme,

　食事- の　　(̃ する ) 時間　　なった- やら　　　何- がやら　　し　　　もう

食事の時間（に）なったか何かで、

munu　　fa:-ti:　　　　azzja-nke:　　　wa:ri　　　uk　　do:ri-u　　sji:du,

　もの　　食べよう-って　　  畔- へ　　　いらっしゃり　　おく　  推 N- を　　 し- ぞ

お昼（を）食べようと（おじが）畔へいらっしゃったようで、

sumizu:　　muti　　ku:　　fa:zuba　　　　madi-ti:,　　sji:　　mme,

お昼- を　　持って　 来い　食おうので１３　   マディ-って　 し　　 もう

「お昼を持っておいで、食べるから、マディ」と言って、

unu　　madi-ga,　　sumiz-ti:nu　　muti:　　ki:　　turassu　　munu-nu,

その　　 マディ- が　　　お昼-っての　　  持ち　　　 き　　   取らす　　　 もの- の

そのマディがお昼と持ってきて渡したものの（中には）、

us-nu　　fsju-baka:i　　　ippai-u　　sji:,　　[xxx]

　牛- の　　　糞- ばかり　　   いっぱい- を　　し　　

牛の糞ばかりいっぱい入っていて、[XX]

nubasji-nu　　　ba:=ga-ti　　　madi:-nke:　   subadu,　　made:,

　どのような　　場合 =か-って　　 マディ- へ　　　したら　　　マディ- は

「（これは）どういうことだ」とマディへ聞くと、マディは、

buda-wa,　us-kara　　utir　　munu:ba　　psai-ti:　　wa:rtari:-du,　　　nara:,

　 叔父- ワ　　牛- から　　 落ちる　　もの- をば　　拾え-って　おっしゃったから- ぞ　 自分- は

「おじさんは牛から落ちるものは拾えとおっしゃたから、私は、
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us-kara　　　utitari:　　　ure　　pse:　　uk　　dara:na:,　　[xxx],

　牛- から　　落ちたので　　それ- は　　拾い　　おく　　　COP　　

牛から落ちたからそれを拾ったんですよ」（と言い）、[XX]

nu:-nu,　　m:nuba:　　nara-ga　　zembu　　fe:tti:,

　何- の　　 　 芋- をば　　　自分- が　　 　ゼンブ　　　  食って

なんと、芋は自分が全部食べて（しまった）。

budasja:　　mme,　　unu　　madi-nke:　　basjazzji:,

　おじ- は　　　  もう　 　　その　　　マディ- へ　　　　怒り

おじはもう、このマディを怒って、

mme　　nu:-nke:-mai-du　　munu　　i:n=na-ti:　　mme　　sjaku:　　sji:,

　もう　　　　何- へ- も- ぞ　　　　  もの　　言う =な-って　　 もう　　　癪？- を　　 し

「もうこいつには何も言わない」１４と腹を立てて、

ja:-nke:　　mme,　　wa:ri:,　　　　buritti-du　　mata,　　unu　　atu-n

　 家- へ　　　もう　 いらっしゃり　　    いて- ぞ　　　 また　　  その　  　後- に

家へ帰られた、（そして）またその後で、

uri　　pirru　　　　are:　　ku-ti:,　　　pirra　　　　piki:　　iki:,

間投　ニンニク- を　　洗い　　こい-って　　ニンニク- は　　　 引き　　いき

「おい、ニンニクを洗ってこい」と、ニンニクを引いていって、

mata　　mutasubadu,　　mata,　　ftani:　　mini:-n　　nar-ke:,

　また　　　もたすので　　　　また　　　二根　　　 三根- に　　なるまで

持たすと、また、二、三本になるまで

m:na　　nara-ga　　kamittui,　　we:　　mata　　muti:　　k i� ba,

　みな　　　自分が　　　　噛んで　　　間投　　　また　　　持ち　　くるので
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全部自分が食べて、戻ってきたから、

no:sjinu　　　　ba:=ga-ti　　　kk i� badu,

どのような　　場合 =か-って　　聞いたら

「どういうことだ」と聞くと、

agai　　upujui-nu-du,　　mme　　mike:ri　　juke:ri　　ki:　　[xxx],

間投　　   大波- の- ぞ　　    もう　　   三回　　    四回　　 き　　

「ああ、大波が三回、四回（寄せて）きて [XX]、

nara-ga　　are:　　bur-badu　　ansji:　　　tiri-nka-kara　　　kakazzji:,

 自分- が　　　洗い　　　おったら　　そのように　　　籠- 中に- から　　掻き出すので

自分が洗っているとそのように籠の中からさらってしまって

mme　　nagasji:,　　sutitti:　　k i�  :-ti:nu　　do:re:　　sji:,

　もう　　　流し　　　 　捨てて　　くる- との　　道理- は　　し

もう流して（しまった）、捨ててきたといいわけをする。

　a:,　　　ure　　　jakkaina　　　munu-ti:　　mme,　　buritti:,

間投　　それ- は　　 やっかいな　　もの-って　　　　もう　　　おって

「あーこれはやっかいなやつだ」と思って、

kunu　　budasja:　　nubasji:mai　　kuru:　　takumi:　　sti-dakara:,　　daiz i�  -ti:,

　この　　　おじ- は　　　  どうしても　　これ- を　　お仕置きし　捨てなければ　　大事-って

このおじはどうしてもこれを始末しなければ１５大変だと

uru:ba:　　mme,　　fkuru-nka　　muti　　sji:-du,　　ka:-nke　　utusji:　　stir-ti:,

それ- をば　　　もう　　　　袋- 中に　　　　持ち　　し- ぞ　　　　井戸- へ　　　落とし　　捨てる-って

そいつを袋に（入れて）持って（いって）、井戸に落として捨てようと、
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fkuru-nka　　izji:　　fca:　　maraki:,　　katamitui　　mme,　　ik i�  badu,

　袋- 中に　　 　入れ　　口- は　　　 縛り　　　　　担いで　　　 もう　　　いったら

袋に入れて口をしばって、担いでいくと、

mme　　mata,　　munu-fo:-ja:-nu　　ar-ba,

　もう　　　また　　　　もの食う屋- の　　あるので

また、食堂があったので、

uma-n　　kumari　　munu:　　fe:tti-du,　　nna　　ucki　　utsji　　sutirari:tti:,

そこ- に　　　入り　　　もの- を　　  食って- ぞ　 　間投　   置き　     落とし   　捨てられていて

そこに入って食事をして、（袋は道に）捨て置かれていて、

mic i�  -nu　　azja-n,　　uckitti:　　mme,　　fe:　　bur　　ke:-du,

　道- の　　    畔- に　　    おいて　　  もう　　  食べ　   おる　   うちに- ぞ

道の畔において、食事をしている間に、

mata,　　ptu-nu　　mme:　　uma-kara　　ark-ke:na　　ure　　nu:=ga-ti　　i� :-taka:,

　また　　　人- の　　  複 N- は　　そこ- から　　 歩き- ながら　それ- は　　何 =か-って　言ったら

また人々がそこから歩きながら、「これは何だ」と言うと、

madi=do:-ti:　　sji:,

マディ =よ-って　　し

「マディだよ」と答えて、

　va:１６　　nuttai-ga　　ansji:,　　ur-nka　　kumari:　　bur=ga　　madi-ti:　　i� :-taka:

あなた- は　 どうして- か　そのように　 それ- 中に　 　　入り　　　　おる- か　　マディ-って　　  言ったら

「おまえはどうしてそんなふうに、それに入っているのか、マディ」と言うと、

mipagima:ru:　　sji:　　uk-badu　　nara　　ur-nka,　　jobo:-ba　　sji:　　kaffi　　bur-ti:,

　眼病流行- を　　  し　  おくので　　 自分　 それ- 中に　  予防- を　　  し　   隠れ　 おる-って
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「眼病が流行っているので、私はそれに、予防のために隠れている」と

ansji=na-ti:,　　atika:,　　nara-u,　　ko:taisji:　　ffirariman=na-ti:　　subadu,

そう = な-って　　それなら　　自分- を　　　 交代し　　　 くれない =な-って　　  すると

「そうか」と、「それなら、私を｛note. と｝、交代してくれないかと」（その人が）言うと、

junumunu,　　va-ga-dam　　kinnu　　pazzji:tui,　　ko:taisji:　　kumari　　wa:ri-tika:,

　よろしい　　あなた- が- さえ　着物- を　　はずして　　　交代し　　　入り　　　なさったら

「いいですよ、あなたさえ着物を脱いで交代して入ってくださるなら」

we:　　unu,　　i� :tar　　be:-ja,　　kinna　　pazzjitti:　　mme

間投　　その　　言った　 　者- は　    　着物- は　　  脱いで　　　　もう

（それで）その（交代してくれと）言った人は、着物を脱いで、

nara-ga　　fkuru-nu　　fucu:　　mme　　akirba,

　自分- の　　　  袋- の　　　　口- を　　　もう　　開けるので

自分から袋の口を開けたので、

nunditti　　mme　　ko:tai-ba　　sji:　　uru:,　　kumitti:,

　出て　　　　もう　　　交代- ば　　　　し　  　それ- を　　こめて

（マディは）出て交代をして、その人を（袋に）押し込めて、

mata,　　fkuru-nu　　fucu:ba　　marakitti:,

　また　　　　袋- の　　　 口- をば　　　　縛って

また、袋の口を縛って、

mme　　unu　　made:,　　kinna　　mme　　muttui,　　pingi:,　　bur　　ke:-du

　もう　　その　　マディ- は　 着物- は　　  もう　　　持って　　　　 逃げ　　　おる　 うちに- ぞ

もうそのマディは、着物を持って、逃げているあいだに、
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mme　　unu,　　budasja:,　　muno:　　fe:tti:　　mme　　ki:,

　もう　　　その　　　おじ- は　　　もの- は　　  食って　　　もう　　　き

そのおじさんは、食事をしてきて、

kur　　mata-ti:　　ki:　　mme,　　katami:,　　ki:　　mme,　　tivvi:,

これ　　　またと　　　き　　　もう　　　　担ぎ　　 　　き　　　もう　　放り投げ

これ（を）またと来て、（袋を）担いで、（井戸に）放り投げて、

ka:-ka１７-nke:　　suti　　uk　　do:ri-u　　sji:-du,

井戸- 中に？- へ　　 捨て　　おく　　 推 N- を　　 し- ぞ

井戸に捨てたそうで、

unu　　mme　　katamirari:　　ikitar　　ptu:-mai,

その　　　もう　　　　担がれ　　　　いった　　人- を- も

その担がれていった人をも、

banna　　madi:　　aran=do:　　　aran-ti　　　si� bamai-du　　mme,

　私- は　　　マディ　　COP否 = よ　　COP否-って　　　しても- ぞ　　　　もう

「私はマディではないよ！違う！」と言っても、

　　va:,　　banu:-du　　sukasji:　　bur-ti-du　　[xxx]　　madi-ti:-du　　[xxx],

  あなた- は　  私- を- ぞ　　　 だまし　 　おる-って- ぞ　　　　　    マディ-って- ぞ　　

「お前は私をだましている」と、[XX]「（お前は）マディ（だ）」と [XX]、

 iki:　　utusji:　　bur,　　utusjitti:,　　nara:　　mme　　ja:-nke:　　iktai-ti:.

いき　　落とし　 　 おる　  　 落として　　自分- は　　  もう　　　　家- へ　　行った-って

行って、落としている。落として、自分は家へ帰ったそうだ。

sji:du,　　atukara　　mata　　unu　　made:　　mme,

そして　　あとから　　　また　　　その　　マディ- は　　　もう



－５９－

そして、あとからまたそのマディは、

kinna,　　mme　　kaudakitui,　　ki:,

着物- は　　 もう　　　   抱えて　　　　 き

着物を抱えて（戻って）来て、

agai,　　buda　　va-ga　　mmepi,　　sjuku-nke:　　utusji:　　wa:ri:　　uktaka:

間投　　　おじ　あなた- が　　もっと　　　　底- へ　　　  落とし　　なさり　　おいたら

「ああおじさん、あなたが（私を）もっと底へ落としなさっていたら、

agai　　mme:　　mmepi　　unsjuku　　atarugadu　　turarin,

間投　　　もう　　　もっと　　　たくさん　　　あったが　　　取れん

ああもうもっとたくさん（着物が）あったけど取れない、

mme,　　nara:　　ki� :　　aran=na,-ti:　　　sji:-du,

もう　　　自分- は　　来る　　COP否 =な１８-って　　し- ぞ

もう自分は（そのまま）来ているんですよ」と言って、

unu　　budasja:　　mme,　　ma:nti=na-ti:,　　sji:　　mme

その　　　おじは　　　  もう　　 　本当 =な-って　   　し　　　その

そのおじは、「本当か」と、言って、

　atika:　　　nara-u,　　iki:　　urasji:　　mi:ru-ti:　　sji:　　mme,

それなら　　自分- を　　　いき　　下ろして　  みろ-って　  　し　　もう

「それなら自分を、行って下ろしてみろ」と、もう

madi:-n　　umukutu　　make:　　sji:,

マディに　　　　知恵　　　　負け - は　　し

マディに知恵負けをして、
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fkuru-nka-nke:　　nara-ga　　kumaruba　　mme　　katami:　　iki:,

　　袋- 中に- へ　　　　  自分- が　　　入るので　　　　もう　　　　担ぎ　 　　いき

袋に自分から入ったから、（マディはそれを）担いでいって、

mme,　　ka:-ka-nke:１９　　budasja-u　　[xxx]　　mme,　　tivvi　　　ikitti:,

もう　　井戸- 中に？- へ　  　おじ- を　　　　　　　　 もう　　放り投げ　いって

もう　　井戸へおじを [XX] 放り投げていって、

　n:,　　made:,　　ja:-nke:　　ki:　　jukartai-ti:.

間投　　マディ- は　　家- へ　　　き　　豊かになった-って

（そして）マディは、家へ戻って幸福に暮らしたそうだ。

注

１　遠藤庄治１９８１「解説」（多良間村役場『多良間の民話』pp２７７-２８０)。

２　逐語訳及び意訳について、多良間島方言話者である S.K（１９４２生、筆者の父）からも助言を受けている。ここに記し

て感謝の意を表する。

３　中舌母音、舌先母音と呼ばれる音に相当。ただし他の宮古諸方言の場合とは異なり、摩擦はほとんど伴わない。

４　「俵薬師」の類話である。『民話』の巻末「昭和５３年８月沖縄民話の会多良間調査、民話話者別一覧」にも、「俵薬師

（マディの話）」と記されている。

５　親族名詞に後接し、その名詞が指し示す人物、家で育てられたということを表す。

６　デキゴトが完了しているさまなどを表す「もう」に対応する意味を表すほか、次の語に繋げる、間をもたせたりする

など、単に話の流れを整えるためだけにも発せられる。いずれの場合も逐語訳には「もう」と記した。

７　-nka について、「中」という意味を表す名詞的な側面と、ありかなどの「̃に」に対応するような格助辞的な側面を

持っている。独立性は低く、名詞的要素が接辞化しつつあるものと考えられるが、その位置づけについてはまだ検討

中である。逐語訳では便宜的に「- 中に」と示す。

８　ザルに入れた弁当の意。

９　対格形式の基本的な形は [-ju] であるが、語幹末尾音によって、融合、順行同化現象が生じる。また、係助辞 [-ja] に

も同様の現象が見られる。

１０　小さい、幼いなどの意味を付け加える指小辞。
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１１　『おもろさうし』に見られる「おわる」に通じる語。「イク、クル、イル、イウ」に対応する語の尊敬動詞であり、ま

た第１中止形（「～し」に対応する形式）とくみあわさって尊敬複合動詞を形づくる補助動詞としても用いられる。

１２　第２中止形にヲリが融合した形で、シテヲリに対応するものと考える。単に文の中止を表すだけでなく、〈ある動作・

状態が成立している中で、主文がさししめすコトガラが実現している〉という付帯状況のニュアンスを伴う。

１３　確定条件を表す形式の１つ。ここでは、推量形をもととして作られている。以下、確定条件の逐語訳は「‐ので」、

仮定条件の逐語訳は「‐たら」のように示す。

１４　「誰へものを言うか（いや言わない）」という反語的な表現。ここでは『民話』も参考に本文のように意訳した。

１５　takumは「たくむ」に対応する語と考えられるが、多良間では悪いことをした子供を麻袋に入れてお仕置きするこ

とを takumと言うという（注２参照）。そして、その後に「捨てる」と続くことから、「麻袋に入れてさらにそれを

捨てる」すなわち「始末する」と意訳した。

１６　唇歯接近音 [ υ ] のように聞こえる。狭めの度合いが小さいことが考えられる。

１７　[ka:-kha-nke:] のように帯気音で聞こえる。

１８　動詞のいわゆる終止形とaran=naの組み合わせで、ここでは聞き手に対し、発話者の意図とは異なる結果となってい

ることを責める表現となる。

１９　注１７に同じ。

付記

　高橋先生の後任としてこの４月に着任し、早９ヶ月が経ちました。手探りの日々の

中、琉球語あるいは琉球方言学における先生のご尽力、ご功績に圧倒されつつ、沖縄

で琉球語学に携わるものの責任の大きさを実感しております。

　学恩に心から感謝申し上げるとともに、高橋先生の今後ますますのご活躍を期待申

し上げます。


