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金成マツ筆録ノートのアイヌ語口承文学テクストの原文対訳（１） 
――知里真志保宛ノート散文説話「六人の山子（iwan yamanko）」―― 

 
藤田  護  

 
（本稿を利用する際の注意書き――これは、以前公刊した表題の散文説話（藤田護（2018）「金成マツ筆録ノート

の口承文学テクストの原文対訳及び解釈――散文説話『六人の山子（iwan yamanko）』」中川裕編『アイヌ語の

文献学的研究（３）』千葉大学大学院人文公共学府研究プロジェクト報告書、第325号）について、データ化しや

すいように行ごとの対訳形式へと形式を改め、これに行番号を振ったものである。元の稿にあった考察や、原ノー

トの翻刻は割愛する。また、タイトルを若干改め、後々の整理のためにタイトルに番号を振った。元稿の原文対訳

に対する修正も、今後は本稿において施すこととする。）  

※最終更新2021年9月11日 

 
２．梗概 

 
私［石狩川河口の若い村長］は、本当の長者として妻と暮らしていて、村人たちからも敬われていた

が、子どもがいなかった。 

ある日、山にある川上の方の近くの狩り小屋に行きたくなり、妻に食料を準備してもらって出かけ

た。いつも通るカヤ原の倒木の上に私は腰かけて、食事をして、あたりの様子を楽しんでいると、よく

見ると痩せて乳をだらりと下げた狐がいる。私がここで食事をするのを知っていて、食べ残しを集めて

食べているようなので、私は気の毒に思い、二、三日分の食料を置いてその場を後にした。 

狩小屋に到着して泊まる準備をしていると、騒々しく何ものかが山から下りてくる声がする。する

と、大柄の和人が6人、大きな斧を肩の上に乗せて入ってきて、腹が減ったのでものを食わせろと要求

する。悪い心を持った者たちであることが分かり、心がざわざわしていると、なんと川下の方から妻が

［いないはずの］子どもをあやしながら、荷物を背負ってやってくる。妻は狩り小屋に着くと料理を始

め、6人の和人［に見える者］たちは喜んで食事をする。妻は私には食べさせずに外に出ていなくなっ

てしまい、そうこうするうちにその6人の者たちが腹が痛いと言い出して、外に出て行くと、その行っ

た先で大きな音が轟いて、そして静かになった。 

朝まで待っていようと私は思うが、眠りに落ちてしまう。すると枕元に若い女性がいて、「私は天の

狐の大将の一家の末娘で、他の親戚たちが人間の世界に働きに行くのが羨ましく、自分も人間の世界に

来た。いつもあなたの食事の食べ残しを食べるのを楽しみにしていたが、子どもを産んで飢えてしまっ

た。あなたが私がいることに気づき、今回も食事を残していってくれたのが、本当にありがたかった。

あの者たちは、本当の山子ではなく、天の山裾に住む者（悪い熊）で、素行が悪いので人間の世界の隅

の林もなく鳥もいない場所へと追放されて下る途中で、腹が減ったので、あなたのところで食べ物を求

め、あなたのことも食べて、その後で村を荒らそうとしていた。これまでの返礼として、私があなたの

奥さんに化けて、トリカブトの毒で料理をして、あの者たちを殺した。彼らは、私がやったことだとは

気づいておらず、後悔している。なので、魔払いをしつつ改心させるとよい。毒は局所的にしか存在し
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ないので、熊たちの肉体の他の部分は使える。また、あなたたち夫婦が子どもを持てるようにしよう。

これらすべてが、ささやかなお礼だ」と述べた。 

夜が明けると私は村人たちとともに、大喜びで熊を解体する。夢の中に熊たちが現れて、他のカムイ

たちに対する私の取りなしや、私からの送りものにに感謝を述べ、礼として私の運を良くしようと述べ

た。 

私は熊の肉や毛皮や胆のうを和人と交易し、美味しい食料をたくさん手に入れて、村人たちを招

いて宴会を開いた。カムイたちへの感謝を忘れず、捧げ物を欠かさずにいると、妻が子どもを本当

に授かり、その後は子と孫たちを可愛がり、子と孫たちから大事にされ、今や私は年を取ったの

で、件の狐をはじめとしたカムイたちを敬うべきことを言い残しておくのだ。 

 
 
３．原文対訳テクスト 

 

p.1 

0000 uepeker aekirusihi iwan yamanko1 

 ウエペケㇾ 題名「六人の山子」 

0101 sino nispa a=ne wa sino katkemat a=hekote wa sino uepirka=an kor okay=an.  

 私は本当の長者であり、本当の淑女を私は妻として、本当に幸せに私たちは暮らしていた。 

0102 usa ison hene usa pawetok a=ne.  

 私は狩猟も上手く、雄弁でもあった。 

0103 neno suy a=kor katkemat usa teketok tura siretokkor usa yuptek uekatarotke=an.  

 同様にまた、私の妻は手先も器用で、器量もよく、働き者でもあって、私たちは仲良く暮らしていた。 

0104 a=utari utar hene opittano umurek a=ne2 wa i=ukoaynukor=an.  

 私の同胞たちも皆が夫婦となっていて、私のことを人々は敬っていた。 

0105 nep a=e rusuy nep a=kor_ rusuy ka somo ki no okay=an.  

 何を食べたいと思うことも何を欲しいと思うこともなく、私たちは暮らしていた。 

0106 patek a=ikoytuypa3 p  po ne. 

 ただ一つ欲しいものは子どもであった。 

0106 kim ta peni un kuca newa hanke kuca a=kor wa an=an.  

 山に川上の狩小屋と近くにある狩小屋とを、私は持っていた。 

0107 tane ohonno peni un kuca or_ ta oman=an somo ki.  

                                                      
1 ノートの見開きの反対側のページに金成マツではない字体で、「六人の杣夫」と書き込みがある。 
2 ここの動詞neは、本来はa=utari utarが主語なので３人称（人称接辞なし）でもよさそうであるが、人称接辞

a=がついている。ここは、他の村人たちだけでなく自分（主人公）も含めてそうなのだという意識が働いて

a=となったか。あるいは、後ろのi=ukoaynukor=anという不定人称を主語とする表現につなげることを意識し

ていたために、ここでもa=が必要だという意識が働いたか。 
3 沙流方言ではikoytupaであるが、『ユーカラ集６』p.351にikoytuypa（うらやましく）が見られ、『方言辞典』でも幌別方言

だけikoytuypaとなるらしい（p.165）。 
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 もう長いこと私は川上の狩小屋には行っていなかった。 

0108 sine an to ta peni un kuca or un oman=an rusuy.  

 ある日、川上の狩小屋へ行きたくなった。 

0109 tane cep haru pon wa kusu poronno cepkoyki=an rusuy.  

 もう魚の肉が残り少なくなっていたので、たくさん魚を獲っておきたくなった。 

0110 a=haruhu a=kor katkemat a=kare. usa keran piye satcep hemem usa sito 

 私の（狩りに行く間の）食料を私の妻に作らせた。おいしい脂の乗った干し魚やら、団子 

 

 
p.2 

0201 poronno usa pirkep hene poronno a=sike kar wa  

 たくさん、精白した穀物もたくさん妻は私の荷物を作って、 

0202 “tutko rerko pakno cepkoyki=an. orowa cip ari a=kusa wa san=an”  kuni a=ye 

 「二日三日ばかり魚を獲ってくる。そして船で運んで川を下って来るよ」と私は言って 

0203  <pirkano cise epunkine> kunii (kuni(h)i) a=kor katkemat a=ekoytaknuye4 kor  

 ＜家をよく守るように＞ということを妻に私は言い置いて 

0204 pet turasi oman=an ayne sinki=an usa iperusuy=an. 

 川に沿って（上流へと）行くと、疲れてお腹も空いた。 

0205 ramma oro5 a=kus ranke a poro kinup sar noskehe ru kus wa  

 いつもそこを私が通る広いカヤ原の真ん中に道が通っていて、 

0206 ne a=kus kinup noske ta huskotoy wano hokus wa situri wa an  

 その私が通る草原の真ん中に、ずっと昔から倒れて横たわっている 

0207 poro sikotankonni6 kasike ta a=sikehe a=ante. sonno sirpirka hine 

 太い木の上に、私は荷物を置いた。本当に良い天気で、 

0208 sar enkasi hene kasike ta a=an usike hene sikus nupek maknatara.  

 カヤ原の上も、その上に私が座る場所も日の光が明々と照らしている。 

0209 sonno a=ekiroroan a=enucaktekka7 

 私はとても面白く思い、楽しくなって、 

0210 a=sikehe wa satcep hemem sito hemem amam taktak a=sapte wa  

 自分の荷物から、干し魚であれ、団子であれ、おにぎりであれ出して、 
                                                      
4 『千歳方言辞典』にitakmuye「言い残す」がある（p.35、muye は「束ねる」）。金成マツは、koytaknuye、ekoytaknuye、
eykoytaknuye などの形を筆録しているが（koytaknuye は『ユーカラ集３』p.414、ekoytaknuye は『ユーカラ集７』

p.304、eykoytaknuye は『ユーカラ集６』p.37）、金田一京助は nuye「書く」はmuye が正しいのではないかと注を付けて

いる（『ユーカラ集６』p.37、同様の注が『ユーカラ集』p.173 にもある、ただし p.37 で muye を「授ける」としているのはどう

か）。 
5 沙流方言では、先行する名詞がないところでは位置名詞が短形のままではいられないが、次のページには or となっ

ている箇所があるため、ここも or かもしれない。 
6 sikotankonni：太く大なる木 A very thick and large tree（『バチェラー辞典』p.453）。 
7 ノートの余白には知里真志保が e-nu-cak-tek-ka と一語とみて分析しようとした跡があるが、そうすると意味がよく分か

らなくなる。a=enucaktek wa であったものが、音が変わってしまった可能性があるか。 
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0211 ni kurka a=eare kane kimun iwor a=uwanpare kane ipe=an. pis ta ipe=an 

木の上に置いて、山の猟場を見渡しながら私は食事をした。浜で食事をする 

 

 
p.3 

0301 kasuno8 tap koraci kamuy kar iworso ka ta harukor=an wa apkas=an9  

 よりも、このように神作りの山の猟場へ食べ物を持っていき 

0302 nepki=an ayne sinki=an wa a=haruhu a=e ko iyotta aep keraan.  

 仕事をした後で疲れて自分の食料を食べると、ずっと食べ物がおいしい。 

0303 sonno a=etumasnu tapan hokus cikuni kurka a=osorusi kane  

 私はすっかり元気が出て、その倒木の上に私は腰を掛けて、 

0304 ramma or_10 ta sini=an h_i ne sar enka un hene  

 いつもそこで私が休む場所である葦原の上にも 

0305 ekesne11 rupne cikap hene pon cikappo utar hene euesayne12 

 あちこちに、大きな鳥であれ、小さな鳥たちであれ、群れをなして、 

0306 nupetne hawehe ciutasare oroneanpe13 pepunitara.  

 喜ぶ声が相交差して、それらの音がにぎやかである。 

0307 cikap utar ne yakka irawki hene sinot hene ki pa wa  

 鳥たちであっても、働くのでも遊ぶのでもして 

0308 sonno nupetne katu an=eraman  

 とても喜ぶ様子を私は分かり、 

0309 sonno a=ekiroroan kor a=kokanu kane  

 本当に私は面白くて、それにじっと聞き入って、 

0310 moyretara ikuykuy=an kor nitay kurka sar kurka a=uwanpare kor an=an awa 

 ゆっくりと食べ物を噛みながら林の上を、葦原の上を、私は見渡しながらいたところ、 

0311 toop tuymano sar_ tum ta kanantanokane14 nep ka a=nukar_ tek apkor yaynu15 

 ずっと遠くの葦原の間を、何ものであろうか、私は何かを一寸見たように思い、  

                                                      
8 しばらく後のiyotta aep keraan にかかる。 
9 この harukor=an wa apkas=an と nepki=an のような、並列される、或いは短い継時的に起こる事象の場合に金成マ

ツさんは接続助詞を入れない傾向がある。 
10 沙流方言ではoro となるところ（上述）。 
11 ekesne：諸方、彼方こなたに、あちこち（『久保寺辞典稿』p.59）；ほうぼう、あちこち（『方言辞典』 p.235） 
12 この単語の冒頭のe-がよくわからないままになっている。u-e-sayne で-1+1-1=-1。前の enka が un を取っているの

で、場所を取れない。虚辞のe だろうかという話も出た（金成マツさんは英雄叙事詩で音節数合わせのe-をよく付け

る）。 
13  「それらの音が」（萱野茂『アイヌ神話集成』Book 8 ユカラ編 II, p.44）。鍋沢元蔵『アイヌモシリ』にも「その音が」がある。 
14 kanantanokane：ふと、いかにしつらんと、何やら怪しく、何物にやらん（『久保寺辞典稿』p.119） 
15 ここになぜ人称接辞がないのか不明。 
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0312 ioyamokte=an wa sioyapkir(e)=an16 

いぶかしく思って、私は別のことをしている振りをして、 

0313 nep ka a=oyamokte an17 apkor katun an somo ki no 

何も不審がっている様子がないように、 

 

 
p.4 

0401 sikkes ari inkar=an ayke  

 目の端の方でもって私は眺めてみると、 

0402 sine sattek cironnup to eorasnacitke kane an pe i=hekota no a kane an.  

 一匹の痩せた狐、乳をダラリとぶらさげたものが、私の方を向いて座っている。 

0403 sonno kemewen pe sone kusu18 ouse pone cikapkokari apkor kane19  

 とても飢え切っているので、ただ骨に皮が絡まっているかのようであるが 

0404 nekon ne yakka po kor wa itononte p ne poohene iperusuy.  

 それでも子どもがいて、乳を飲ませるので、なおさら腹を空かせている。 

0405 tane pakno ramma somo ne yakka ukattuymano te ta ipe=an ranke.  

 今まで、常にではないが、たまにここで私は食事をしていた。 

0406 tane ohonno tuyma kuca or_ ta oman=an somo ki tanto tanepo sini=an.  

 今度は長いこと遠い方の狩小屋へは行っておらず、今日はやっと（久しぶりに、そこで） 休んだ。 

0407 kocarino20 tane pakno te ta sini=an ipe=an katu eraman pe ne noyne a=ramu.  

 折も折、今までここで私が休憩をとり食事をする様子を知っているかのようだと私は思った。 

0408 aep uype rapapse ko uyna umomare wa e ranke p ne awan, inunukaski.  

 食べ物のくずがポロポロと落ちると、それを取って拾い集めて、食べているのであった、かわいそうに。 

0409 tapne ne h_i naa tunasno a=eraman a yakne  

 このようなことを、もっと早く私が分かっていたならば、 

0410 poronno aep te ta a=are a noyne an pe, inunukaski.  

 たくさんの食べ物をここに置いただろうのに、かわいそうなことだ。 

0411 nep ne yakka ramat kor po kor urespa kusu  

                                                      
16 『トゥイタク（昔語り）２』p.241 に sioyapkire=an siramusante=an（私は別ごとをしているふりをしてしらばくれて）という

表現が載っている。 
17 なぜここにa=が入っているのかが不明。 
18 sone kusu：うべなれや、うべこそ、本当であるから、～であるから、～なれば（『久保寺辞典稿』p.260） 
19 『ユーカラ集１』に ouse ponehe cikapkokari kane という用例がある；ouse ponehe cikapkokari kane 
（ただ  その骨が  自分に・皮をからませ  ている）：やせる、やせている、やせて骨ばかり、<<ホロベツ>>（『人間篇』頁数不

明） 
20 kocari は「まき散らす」だが、知里真志保がノート欄外に「折も折」とメモを書き記しているため、ここではそちらに従う

こととする。 



  6   

 何ものであっても、心を持ち、子どもを持ち、育てるのだから、 

0412 tapne sattek pakno an ruwe a=nukar ciki  

 これほどまでに痩せ細っていることを見ると、 

0413 sonno nep ka aynu a=tuyaskarap a=erampoken humi neno sonno a=kewtumkasi 

 本当になにか人間を同情し憐れむ様子と同じように、本当に私の心を 

 

 
p.5 

0501 nupe kus kane yaynu=an.  

涙が伝うように思った。 

0502 <hunapak un suy21 poronno aep a=se a wa22>  

＜幸いなことに沢山の食べ物を私は運んできたことだよ＞ 

0503 ari nupetne tura sioyapkire=an. 

と喜びながら私は別のことをしている振りをした。 

0504 nep ka a=nukar apkor ka katun an somo ki no  

 何も私は見ていないかのようにして、 

0505 ne cikuni samake ta usa cep hene haru hene sito hene amam hene  

 その木の近くに、魚であれ肉であれ団子であれ穀物をついたものであれ、 

0506 aokay ne yakun tutko pakno a=e nankor pe  

 私ならば二日三日食べることができるであろう（量の）ものを 

0507 iramasureno ikiri a=kar wa a=ante. 

すっかりきれいに集めて山を作って、置いた。 

0508 orowa a=sikehe a=se wa siramusamte=an23 

 そうして、私は荷物を背負い、素知らぬ振りをして、 

0509 siokamkino24 honoy sinotca a=ehonoyse kor 24 ekimun oman=an.  

 わざと鼻歌を口ずさみ、山へと向かった。 

0510 tane tuymano ek=an kor sitempok peka inkar=an awa  

 今や遠くまで私は来ると、自分の腕の下から（そっと）眺めてみたところ、 

0511 neap sonno poka i=okake un oman wa  

 その例のもの（狐）は、果たして私の（いなくなった）後に行って 

                                                      
21 hunapak un suy「幸いなことに」（『ユーカラ集』第 2 巻） hunapak：仕合せなる、幸福なる 
Fortunately（『バチェラー辞典』p.173） 
22 ノートに「感嘆のムスビ」とメモ書きされている。 
23 この語は『萱野辞典』及び『バチェラー辞典』では siramuisamte とある（『萱野辞典』p.272、『バチェラー辞典p.463）。『バ
チェラー辞典』には siramsamte という形もある（p.463）。 
24 現ノートではこの下に知里真志保と思われる筆跡で「aerekutkasi tununitara」（私の喉の上に響く）という書き込みが

ある。 
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0512 oro ta aep a=are h_i ta iki siri a=nukar ciki 

食べ物を私が置いた場所へと行く様子を私は見ると、 

0513 sino nupetne=an a=kotuwasi.  

 本当に私は嬉しく、もう大丈夫だと思った。 

0514 <inunukaski nekona tapne ene kemewen ruwe an pe  

 ＜かわいそうに、どんなにかまあ、このように飢えきってしまっているもの（狐）が、 

0515 aep nukar ciki homatu pakno eyaykopuntek nankor>  

 食べ物を見れば驚くばかりに喜ぶだろうよ＞ 

0516 ari yaynu=an ciki aokay ne yakka easka25 a=utarihi a=ipere apkor 

と私は考えると、私も本当に自分の同胞に食べさせるかのように 

 
p.6 

0601 nupetne=an kor peni un a=kor kas or_ ta sirepa=an. 

 喜びながら、川上の自分の狩小屋へと私は到着した。 

0602 kas soyke a=casnure upaske=an wakkata=an.  

 狩小屋の外を掃除して、雪かきをして、水汲みをした。 

0603 tap orowa tane ohonno somo ek=an hemem ki  

 それが済んで、もう長いこと私は来ていなかったこともあるし、 

0604 tewano tutko rerko rewsi=an kuni a=ramu p ne kusu 

 これから二日三日泊まろうと思っていたので、 

0605 inawnituye=an inawke=an wa yayeinonnoytak=an.  

 イナウにする木を切り、イナウを削って、自分について祈詞を唱えた。 

0606 inawsan or_ ta hemem pet kor kamuy or_ ta hemem inawroski26 

 幣棚のところやら、川を守るカムイのところやらに、イナウを立て、 

0607 a=eramusinne poro ape a=are.  

 （それで）私は安心して、大きな火を焚いた。 

0608 tane sirkunne awa rapoki ta toop okimun wano  

 今や辺りが薄暗くなってきたが、そのとき遠く山の方から 

0609 hemanta ehawkasu hawe okay pe uhawtaroyse kor sap hawe as.  

 何やら大きな声を出す者が、騒々しくしながら下りて来る声がする。 

0610 a=kor kuca yaypekare wa sap pe ne hawe as.  

 私の狩小屋を目指して下りて来る者の声がする。 

                                                      
25 「本当に」（『ユーカラ集２』） 
26 ここはイナウが既に立っているというよりは、主人公が自分でイナウを立てているので、inawroski=anとな

りそうなところであるが（金成マツ氏の筆録ノートにはinaw a=roskiという用例は見つからない）、人称接辞

がついていない。 
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0611 sino homatu27 <nep ta hawe okay>, tane toykosirkunne awa 

 本当に驚いて＜なんの声なのだろう＞、今や辺りはすっかり暗くなったが、 

0612 nekonne yakka a=kor kas or un ape nupek an wakusu  

 どのようにであれ私の狩小屋へ、火の灯りがあるので、 

0613 yaypekare wa sap pe ne kotomno iramu=an.  

 それを目指して山を下りてくるようだと私は思った。 

0614 sino a=oyamokte <nekonne humi ne ya>,  

 本当に私は訝しんで＜どのような音であるのだろうか＞ 

0615 rametok a=ne utarpa a=ne awa nisapno a=sampe murmurse28. 

私は勇者で、人の上に立つ人物であったが、急に胸騒ぎがしてきた。 

 

 
p.7 

0701 pirka p payekaykay(?)29 humi somo ne h_i a=eraman.  

 良い者がうろついている様子ではないことが私は分かった。 

0702 hemanta topaha apa or_ ta ukasmampa30 kor ahup wa inkar=an 

何かの一群が、戸口から次々に入って来て、私が眺めると、 

0703 somo ka un suy31 inkar=an kuni a=ramu rok h_i  

 よもやそんなものを見るだろうとは思わなかったことに、 

0704 sonno pon nupuri tek a=uste cikir a=uste apkor rupne sisam iwaniw  

本当に小さな山に手を生やし足を生やしたような、大柄の和人が 6 人、 

0705 rupne mukar esitapka o kane sonno sikihi kerus kerus kane upas patek ne kane okay wa  

 大きな斧を肩の上に乗せて、本当に目をギョロギョロさせて、雪だらけになっていて、 

0706 poro suneni tap32 a=ukonoye  poro tatuspe a=asi siri epittano ape nupek maknatara.  

 樺皮をよじり合せて大きなたいまつを立てた様子は、辺り全体に火の光が明々としている。 

0707 iwan poro astoma sisam utar 

6 人の大柄な恐ろしい和人たちが 

0708 “aynu, aynu, sino iperusuy=an na.  nep ka aep okay ciki tunasno i=ipere yan.  
                                                      
27 本来は人称接辞が入りそうなところであるが、入っていない。 
28 sampemurmurse：どきどきする、胸騒ぎ；心配事や悪いことが起きそうな予感などの為に動悸が激しくなること

（『萱野辞典』p.259）；sampe murmurse：<<ホロベツ>>胸騒ぎする（『人間篇』p.406）；sampe kotoktokse, 
murmurse「走って呼吸が苦しい、驚いて息を切らす」（『久保寺辞典稿』p.330）；murse：【動１】うごめく（『奥田辞書』） 
29 payekay は payeokay から来ているが、二つ目のkay で重複形を作ったことになっているだろうか。 
30 NINJALアーカイブに、a=ye kuni p a=paroho ta sorekusu arukasmampa(?) wa「弁舌も非常に達者だった

ので」（木村きみ「村長の墓を掘り返した貧乏人」127行目）があり、これと同じ単語であるようだ。

ueshamanno「一緒に」（『久保寺辞典稿』p.346）などもある。 
31 somo ka suy = somo ka un suy「よもや～ない」（『久保寺辞典稿』p.311） 
32 筆録ノートには tap とあるが tat「皮」のことではないか。 
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 「アイヌ、アイヌ、我々はとても腹が減っているのだぞ。何か食べ物があれば、早く食べさせてくれ。 

0709 usa33 merayke=an awa pirka kuni ne34 ape pirka ruwe an. apekur=an na”  

おまけに（？）寒かったが、いい塩梅に火がよく焚いてあるな。火にあたるぞ」 

0710 ari haweokay kor ape samake kouekarpa ape piskan kocinrewewe35 pa.  

 と言いながら火のそばに集まり、火の回りに足を曲げ曲げ（曲げ伸ばし）する36。 

0711 sonno wen kewtum kor pa p ne kusu sonno inkar_ ruwe hene a=eramukittararke.  

 本当に悪い心を持った者たちであるので、本当に見るだけでも心がざわざわする。 

0712 sunke=an kor kira=an36 

嘘をついて逃げても 

 

 
p.8 

0801 raka isam ruwe a=eraman. upas poro hene ruturaynu=an nankor. 

 無駄だと私は見て取った。雪が多かったりして道がわからないだろう。 

0802 rapoki ta suy hemanta hepasi wa hawehe karikari kor heperay37 un ek hawas.  

 そのうちにまた、何か川下の方から声が響きながら川上の方へ来るのが聞こえた。 

0803 ne rok pe ne yakka nu pa hine sino homatpa ioyamokte ruwe a=koeramokay.  

 件の者たちもそれを聞いて、とても驚き訝しがっているのが、私には分かった。 

0804 kisattarara38 kane ikokanu pa. aokay ne yakka sino ioyamokte=an.  

（この者たちは）耳をそばだてて注意深く聞いている。私もとても不思議なことだと思った。 

0805 ueepakiun ehanke wa inu=an ayke  

 だんだん近づいてきて、私が耳をすますと、 

0806 <ponpe cis haw cayrototke39 kor hemanta sino kuci pirka p  

 ＜赤ちゃんの泣き声がわあわあしながら、何かとても良い声の者が 

0807 ihumke kor tane a=kor kas koehanke.  

 子守唄を歌いながら、もう私の狩小屋に近づいてくる。 

                                                      
33 この usa の使われ方がよく分からない。「いろいろと～する」ではうまく解釈できないようで、p.2 の usa iperusuy での使わ

れ方もこれと似ているか。ここでは「寒くもある」と解釈してある。 
34 pirka kunine：イゝ塩梅ニ（（『久保寺辞典稿』p.247） 
35 kocinrewewe：（重い荷物で）足がふらふらする（『奥田辞書』）；『ユーカラ集６』p.374 に a=kocinrewewe「我足を曲げて」

とある。 
36 後ろとのつながりからすると、ここに yakka が入りそうな気もするが、入っていないのはページの切れ目に当たったこと

も関係するだろうか。 
37 heperay：川上へ（『奥田辞書』、他に『久保寺辞典稿』p.83、『バチェラー辞典』p.155, 158） 
38 kisattarara：耳をそばだてる（『久保寺辞典稿』p.131）；動物の如く耳朶を 聳 てる To prick up ears as an animal when 
listening（『バチェラー辞典』p.256）；<<ホロベツ>>耳をそば立てる、聞き耳を立てる（『人間篇』p.575） 
39 cayrototke = cayrototo：わあわあと頻りになる赤児の泣き声（『久保寺辞典稿』p.38） 
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0808 hemanta tane pakita tuyma iwor or_ ta ihumke kor ek hawe ta40 an>  

何かがこんな時間に（この）遠い猟場へと子守唄を歌いながら来る声がすることだなあ＞ 

0809 ari yaynu=an. rapoki ta hemanta awoterke41 wa inkar=an akusu  

 と私は思った。すると何かが家の中に飛び込んできて、私が（そちらに）目をやると、 

0810 seenne nak suy42 inkar=an kuni a=ramu rok h_i  

 まさかそのようなものを見ると私は思わなかったことに、 

0811 a=kor katkemat tanekuran43 iotta siretokkor monak pirka p suy asir attus mi kane  

 妻が今夜はなんとも器量がよく、ただでさえ美しい者が新しい厚司を着て、 

0812 hemanta poro sike oro wa ponpe pakkay kane ney ponpe cis wa humke44 

何か大きな荷物に赤ちゃんをおぶってその赤ちゃんは泣いて、（妻は）あやし 

 

 
p.9 

0901 kor wa ek hawe ne awan. easka ray mina kane ene hawe an h_i  

 ながら来た声であった。 なんとも満面の笑みを浮かべて（妻が）次のように言うことには、 

0902 “a=kor nispa tutko rerko kimun kusu ek ko  

 「私の旦那様が二日三日山に入りに来て、 

0903 <haruhu sino pon kasuy> kuni a=ramu wa kasi a=osike wa ek=an awa  

 ＜（持っていく）食料がとても少なすぎる＞と私は思い、背負って持って来たのだけど、 

0904 sonno ek=an h_i pirka awan.  

 本当に来てよかった。 

0905 mean h_i ta anun utar hene poronno rewsi noyne siran.  

 寒いときによその方々も大勢泊まるようですね。 

0906 a=kor nispa suke wa anun utar ipere kasuno  

 私の旦那様が料理してよその方々に食べさせるよりも、 

0907 aokay suke=an h_i iotta keraan ruwe ne kusu anun utar sino nupetne kus ne”  

 私が料理した方がずっと美味しいので、よその方々もとても喜ぶでしょうよ」 

0908 ari hawean kor nep ne nankor y_a, cikimattekka45 wa ekimne poro su ari suke.  

 と言いながら、どういうわけだか急いで山へ来て、大鍋で料理をした。 

                                                      
40 ta「感嘆的な気持ちを表面的に確定する ruwe ta an「本当にまあ」「何々なのか」「一体全体」といふ様な気分を表現す

る」（『久保寺辞典稿』） 
41 awoterke：家の中へとびこむ（『久保寺辞典稿』p.35）；家の中に飛び込む（『奥田辞書』） 
42 seenne nak suy「よもや」（『ユーカラ集３』p.157）「よもやまた」（p.257） 
43 tane kuran胆振= tan ukuran（『久保寺辞典稿』p.266） 
44 humke：揺る To dangle or swing about.（『バチェラー辞典』p.171） 
45 cikimatekka：（幌別）急ぐ（『方言辞典』p.158）（この単語は他の方言では yaykimatekka となるようだ。） 
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0909 tu par_ re par cieusi kane su corpoke euseus46  kane47 

 二つの息、三つの息を吹きかけて火を起こし（？）、鍋の下へ頭を突き入れ突き入れ50、 

0910 apeare48 kohotkuhotku.  

 火を炊くに身をかがめかがめした。 

0911 nerok astoma sisam utar hoskino  ene astoma no inkar ruwe okay rok pe  

 件の恐ろしい和人たちは、はじめは恐ろしい様子でそれを眺めていたのだが 

0912 a=kor katkemat ek wa tapne hawean kor iki sirih_i nukarpa  

 私の妻が来て、このように言いながら（料理を）している様子を見て、 

0913 iwano(?)49 opittano sino raynatara inkar ki pa. aokay ne yakka 

六人全員がまったく静まりかえって眺めていた。私も 

 

 
p.10 

1001 ene hetapne isitoma=an humi ramukittararke=an humi an=an a korka,  

 あれほどにも恐ろしく思い、心がざわざわしながらいたのに、 

1002 tane sino a=konram konna yuknatara ramuositciw=an50. tane su pop ko 

 今やとても私の心はさっぱりして、気持ちが落ち着いた。今や鍋が煮立ち、 

1003 hemanta keran aep, easka keran pirka huraha cise upsoroho eetusnatki51 ko  

 何か美味しい食べ物、とても美味しそうなよい匂いが家の中にいっぱいに広がり 

1004 nerok pe sino hetak iperusuy pa p ne kusu etumasmasa pa.  

 件の者たちはもう早く食事をしたくて鼻の穴を広げ広げしている。 

1005 easka kewtum or_ ta ioyamokte=an. 

 とても心の中で私は不思議に思った。 

1006 pon=an h_i ta Iskar petput ta a=utari utar turanno  

 私が小さかった頃、石狩川の河口で私の同胞たちとともに、 

1007 uesayne=an ueterke=an sinot=an h_i ta  

                                                      
46 euseushi：火を燃やす<eusheush（『久保寺辞典稿』p.72）。この単語自体に「火が燃える」という意味があるが、直後に 
apeare とあるので、ここでは e-us（頭・が付く）ではないかと考えた（『沙流方言辞典』の eus の語源分解を参照）。su 
corpoke eus eus「鍋の下へ頭を突入れ突入れ」（『アイヌ神謡集辞典』p.130） ekoesirussirus「大地につく」（『沙流方言辞

典』p.90）。 
47 cieusi < ci-e-usi「中相・頭・～に～をつける」か（『沙流方言辞典』の eusi の語源分解を参照）。par を「息」と釈できると

すると（例：parparse）、「息の頭が鍋の下について」か。 
48 apeare：火を燃やす（『久保寺辞典稿』p.26）；（幌別）火をたく（『方言辞典』p.105） 
49 未詳。6 人なのでiwaniw になりそうな気がするが、原ノートがiwano と読める。 
50 ramuositciw：決心せし、安固の、果断の（バチェラー辞典』p.411）；cf. ramusitciwre：【動１】泰然としている、平然として

いる（『千歳方言辞典』p.409）；ositciwre：押ししづめる（『久保寺辞典稿』 p.193）。ただし、『沙流方言辞典』では kewtumu 
ositciwre を「心を決める、決心する」としており（p.487）、二つの解釈の仕方がある。 
51 eetusnatki：むらむらと立ちこめる（『久保寺辞典稿』p.56） 
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 群れて飛んだり遊んだりしたときは、 

1008 kanna kanna <sisam> ari a=porose pa p poronno a=nukar.  

 何度も何度も＜和人＞と呼ばれる者を大勢見た。 

1009 ney okay pe anakne tono mosir wa ihok kusu pencay o wa topaha yap wa  

 その者たちは、和人の国から商売のために弁財船に乗って大勢で上陸し、 

1010 aynu utar orowa kamuy cihoki hene yuk cihoki cep hene nep ne yakka hokpa kusu  

 アイヌたちから熊の毛皮や鹿の毛皮や魚やら何でも買うために、 

1011 amam hene kamuy sake hene poronno kusa wa yap wa peni un aynu pani un aynu utar 

 米やら良い酒やらたくさん乗せて上陸し、川上のアイヌたち、川下のアイヌたちは、 

 

 
p.11 

1101 poronno ihok. ne okay sisam utar anakne  

 たくさん買い物をした。その和人たちは、 

1102 sonno siretokkor pa sino ipor_ turanno raynatara. 

とても美しく、本当に顔だちも落ち着いていた。 

1103 emus sitomuspa kane okay yakka sino aynu utar kateomare pa siri a=eraman.  

 刀をさしてはいても、とてもアイヌたちを好きでいる様子を私は見て取った。 

1104 tanpe kusu <sisam> ari a=porose p utar a=amkir korka  

 だから（今来た六人の者たちが）＜和人＞と呼ばれる者たちだと私は見覚えがあったのだが、 

1105 tap koracino katun ruwe astoma ruwe okay pe sonno tanepo a=nukar ne wa,  

このような様子、恐ろしい様子をもつ者たちを本当に今初めて私は見たのであって、 

1106 arki wa aynu itak hene eramokay wa ki pa hawe sino a=oyamokte.  

 （彼らが）来て、アイヌの言葉をも理解してこのようにすることを、とても私は不思議に思った。 

1107 rapoki ta su ci wa, rupne patci ari hemanta keran aep  

 そのうちに鍋が煮えて、大鉢で何か美味しい料理を 

1108 a=kor katkemat ney okay pe koypunpa ko, 

私の妻はその者たちに差し出すと、 

1109 opittano ikkew noski komkosanpa uyna wa onkami kor ipe pa.  

 皆がかしこまってそれを受け取り、オンカミ（拝礼）をしながら食事をした。 

1110 easka iperusuy pa p ne kusu “aep sonno keran” manu ukoohapseeciwpa kane  

 とても腹が減っていたので、「食べ物がとてもおいしい」と、みなで美味しさをほめながら 

1111 ukoeramno52 koraci ipe okerpa. 

 揃って食べ終わった。 
                                                      
52 ukoeramno：相共に、うちそろって（『久保寺辞典稿』p.291） 
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1112 rapoke53 ta a=kor katkemat soyne wa isam.  

 その間に私の妻は外に出て行ってしまった。 

1113 nea ponpe ka tane mokonno noyne cis ka somo ki. a=kor katkemat i=ipere ka somo ki no 

その赤ん坊ももう眠っているらしく泣きもしない。私の妻は私には食べさせてくれず、 

 

 
p.12 

1201 irukay hene soyne siri ne kuni a=ramu awa nani somo ahun.  

 少しの間でも外に出たのだろうかと私は思ったが、すぐに入っても来ない。 

1202 rapoke ta nerok sisam utar nekona ne siri ne ya  

 そのうちに、例の和人たちはどうしたことだろうか、 

1203 opittano sonno ukoeramno koraci honihi kisma kane ene hawe okay h_i  

 揃いも揃ってお腹を押さえて、次のように言うことに 

1204 “iperusuy=an kasuy pe ne kusu aynu katkemat suke easkay sonno aep keran kasuy.  

 「ひどくお腹が空いていたので、アイヌの婦人の料理が上手で、本当に食べ物がひどく美味しかった。 

1205 tanpe kusu maskino ipe=an kasuy wakusu neynoyne54 sino a=honihi arka”  

 このために、あまりに食べ過ぎてしまったらしく、とてもお腹が痛い」 

1206 ari haweokay kor uorun inkar ueepakiun sino arka kaspa  

 と言いながら、互いに顔を見合わせて、だんだんと本当に痛すぎて 

1207 yaynita eaykap pa wa ne noyne uosinosino55 reye kane soyunpa.  

 我慢できなくなったらしく、互いに前後しつつ這いながら外に出て行った。 

1208 ponno siran tek ko ponno i=penake un nekona ne hawe ne nankor y_a,  

 少し経って、私から少し川上の方で、どういう声なのだろうか、 

1209 ta easir kimumpe poro hawehe ukopererke uhawtaroyse kenas eiyoninpa56 hawehe  

 それこそ熊の大きな声が、揃って切り裂くように騒ぎたち、木原で反響する声が、 

1210 sonno tane rupne nupuri hene ukaun ukaun horak anki sitturimimse apkor 

ちょうど今にも大きな山でも互いに重なって崩れ落ちそうなばかりに鳴り響くかのようで、 

 

 

                                                      
53 rapoki の可能性もあるが、幌別方言では rapoke も rapoki も両方の形があるようで、ここでの書き方はやや丸いので e 
と考えてみる。以下に数か所、rapoki ではなく rapoke と判断した箇所がある。 
54 『ユーカラ集第 6 巻』に arki p nenoyne a=ramu（来るものであるかのように思った）という例がある。 
55 uosi：相前後して Behind one another（『バチェラー辞典』p.535） 
56 欄外の知里真志保のメモが「反響する」と読める。 
eiyoninpa「こだまし」『トゥイタク 昔語り 4』「山の神（クマ神）の……」eiyoinimba「反響ス」『バチェラー辞典』p.109 
tan paraparak aesananimpa『久保寺辞典稿』p.266 
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p.13 

1301 aokay ne yakka a=kor kas turanno moymoyke=an pakno humas ayne  

 私の方も狩小屋とともに揺れるほどの音がして、 

1302 tane anakne sittoyakan57 ko kisnatara58 nep humi ka nep hawe ka isam.  

 今や地の上はシーンと静まり返り、何の音も何の声もしない。 

1303 nerok soyunpa rupne astoma sisam utar hene a=kor katkemat hene somo ahup.  

 あの外に出て行った恐ろしい和人たちも、私の妻も、入ってこない。 

1304 soyne ka  a=etoranne <hetak ta59 usa sirpeker yakne inkar=an okay60. 

 私は外に出るのもいやで、＜早く夜が明けたら見てみたいものだ。 

1305 nep ta iramkittarara kimumpe hawki pa hawe humihi hene rayaykekono61 okay awa 

 いったい何がやかましく熊たちの吠え声の音もひどかったが、 

1306 nekona ne wa nep humi ka isam ruwe ta an.  

 どうして何の音もしないのだろう。 

1307 orowa suy a=kor katkemat ne yakka suy episun san ruwe ne ko  

 そしてまた、私の妻も浜手へ下りるときに 

1308 nep kusu sine itak poka i=nure somo ki ruwe>  

 どうして一言も私に言って聞かせないのだろう＞ 

1309 arkehe ta sino iruska=an arkehe ta a=enisomap korka  

 （と）一方では私はとても腹を立て、もう一方では気がかりだったが、 

1310 sirkunne kasuy wa ponno poka moymoyke poka a=etoranne. 

 ひどく暗いので少し動くことすらもしたくない。 

1311 sirpeker pakno ape hekota a=an kuni a=ramu wa 

夜が明けるまで火に向かって座っていようと私は思って 
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1401 hoka kuttom a=enitomomo63 wa yaykosiramse=an kor an=an awa  

 炉の真ん中をじっと見て、考え事をしていたのだったが、 

1402 seennekasuy mokor_rusuy=an kuni a=ramu awa  

 あろうことか眠くなってきたと私は思い、 

1403 a=yaynitemkoresisuye64 sirka a=eus ranke hesuypa=an.  

 自分の腕の中でこくりこくりとし、床に頭が何度も付きそうにこくりこくりとした。 
                                                      
57 sittoyakan：地上（『地名小辞典』p.125） 
58 『ユーカラ集 3』p.297 に同じ表現が見られる。 
59 hetakta：早く（『久保寺辞典稿』p.84）；早く～したい（後ろに願望の表現が続く）（『奥田辞書』） 
60 okay「強い願望を表はす終動詞」（『久保寺辞典稿』p.184） 
61 rayaykeko：「並々ならずひどく」（『ユーカラ集１』p.238）、「穏やかでなく甚だしく」（『ユーカラ集 ２』p.106） 
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1404 ney pakno a=eyaynita yakka orunpoo65 hesuypa.  

 どれほど我慢をしても、なお一層居眠りしてしまう。 

1405 tanpe kusu a=tusaha a=etutturi 66 <ouse irukay> ari yaynu=an kor hotke=an awa 

 なので自分の袖を伸ばし伸ばしし、＜ほんの一寸だけ＞と思って私は横になったところ、 

1406 nani sonno pirka mokor torse mokor 67 i=annoyekar68. 

 すぐに本当によい眠り、いびきをかく眠りが私を絡めとった。 

1407 i=erupsike ta sine upen pon menoko  

 私の枕上に一人の若い娘が、 

1408 easka sarampe koraci heri at amip mi easka ene wa poka a=reka h_i ka isam.  

たいそう絹のようにつやのある着物を着て、本当にそのようにしか褒めようがない（ほど美しい）。 

1409 tane pakno siretokkor pe poronno a=nukar pe menko ne korka69  

今までに美貌の女性を大勢私は見たけれど、 

1410 tapne kane pirka ruwe an pe tanepo a=nukar.  

 これほどに美しい容貌をもつ者を今初めて私は見た。 

1411 pon menoko sonno cis awan korka  

 若い娘は、烈しく泣いていたのだが、 

1412 iporoho anakne sino nupetne ruwe a=eraman.  

彼女の顔色はとても喜んでいる様子を私は見て取った。 

1413 i=kohepuni itak hawe unno sino ratci 

彼女は私に向かって顔を上げて話をする声までとても穏やかで、 

 

63 enitomomo：見る、見つめる<<ホロベツ>>（『人間篇』p.403） 
64 動詞は yaytemnikor-esisuye の筈で、また全体で自動詞なので=an が付く筈だが、書き間違いか。 

65 orunpoo：いとど益々、層一層、いやまして=poohene = poo（『久保寺辞典稿』p.192） 
66 『久保寺辞典稿』p.284 に tusa mukru「袖枕」という表現がある。『萱野辞典』p.328 にも同じ表現があり萱野茂は

「肘枕」と訳している。つまり、自分の袖を枕にするために伸ばしている。『ユーカラ集８』p.297 周辺に tusa mukru 

etutturi という表現が何か所か見られる。 
67   torse mokor「いびきをかく睡眠」（例えば『ユーカラ集４』p.305）。金成マツは多用する表現だが、辞書には出てこ

ない。 
68 pirka mokor i=annoyekar で「眠る、熟睡する」、noyekar は「～に絡みつく」（『人間篇』p.290） 
69 この部分を直訳すると「美貌である者を沢山見たものが女であるけれど」（『ユーカラ集３』p.469 に類例がある）。 
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1501 i=eoripak kane  

 私に向かって畏まって、 

1502 “inkar kusu Iskar petput un upen kotan kor_ nispa itak=an ciki nu wa i=kore.  
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 「さて石狩川河口の若い村長、私が言うことを聞いてください。 

1503 aokay anakne, nep ka tonoho okay pe ne kusu  

 私というと、何にでもその大将がいるもので、 

1504 kanto or_ ta cironnup tonoho umurek okay wa ne iyotta pon matnepo a=ne ruwe ne. 

 天に狐の大将の夫婦がおり、その末娘が私なのです。 

1505  a=useutari70 okkay hene menoko utar hene 

 普通の同胞（の狐） たちは、男であれ女であれ、 

1506 aynu mosir epittano koirawkituypa71 siri a=eykoytuypa kusu  

 人間の国の方々へ仕事をしに行く様子が、私はうらやましかったので、 

1507 a=utari a=eutanne wa aynu kotan a=orap.  

 同胞たちと一緒に人間の村に私は下りました。 

1508 a=utari utar toop ekesne72 irawkitupa kusu paye.  

 私の同胞たちは方々に仕事をしに行きました。 

1509 aokay tapan Iskar kotan kimun iwori ta yayparoyki=an nikaop hene a=ekatnu.  

 私はこの石狩村の山の猟場で、自分を養い、木の実などを好んで食べていました。 

1510 rapoke ta taan ta an sar noski ta hokus wa an poro cikuni or_ ta  

 その間に、ここにある葦原の真ん中で、倒れている大きな木の所で、 

1511 ramma  e=sini wa e=ipe. 

 いつもあなたは休憩し、食事をとりました。 

1512 ne uype a=umomare wa a=e ko sino keran.  

 私がその食べ屑を集めて食べると、本当においしかった。 

1513 ne poro sar toop penake ta cisekor=an wa an=an. 

その大きな葦原のずっと川上に私は家を持って住んでいました。 

 

70 tono の一族ではない普通の狐たちということか。とすると、tono の一族は仕事をしに行ってはいけないという

ことになる。 
71 すぐ下の行には irawkitupa とあるが、ここではうっかり y が入ってしまったか。 

irawketupa (irauketupa)：稼ぐ、商売する、仕事をする、働きにくる（『久保寺辞典稿』p.106）、同じページに

iraukitupa の形もあると書かれている。 
72 ekesne：彼方此方に、to and from, hither and thither（『バチェラー辞典』p.112） 
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1601 kamuy a=ne kusu tuymano an=an yakka e=ek siri ramma a=nukar wa  

 私はカムイなので、自分が遠くにいてもあなたが来る様子をいつも見て、 
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1602 nani e=ipe okake ta aep uype a=e h_i sonno a=cipacipa wa a=enupetne awa 

 すぐにあなたが食事をした後で食べ屑を食べるのを、本当に私は待ち望み、喜んでいましたが、 

1603 tap nahun73 pokor=an tumsak=an wa ene yayparoyki=an h_i ka isam74.  

 つい最近に私は子を産み、体力がなくなって、自らを養いようがなくなりました。 

1604 rapoki ta ohonno e=ek siri ka isam tapkoraci kemewen=an.  

 そのうちに長い間あなたが来る様子もなく、このように私は飢えてしまいました。 

1605 <rapoke ta henta75 suy e=ek wa aep uype e=rapapsere yakne  

 ＜そのうちにでも、またあなたが来て、食べ屑を落としてくれるなら、 

1606 a=e hemem ki a=poutari hemem a=ere okay>  

 私が食べることもし、私の子どもたちにも食べさせたいな＞ 

1607 ari yaynu=an awa tanto e=ek siri a=nukar.  

 と私は思っていたところ、今日あなたが来る様子を私は見ました。 

1608 <sone nea usike ta e=sini ya un76>  

 ＜本当にその場所であなたが休憩するのではないかな＞ 

1609 ari yaynu=an awa     kamuy renkayne77 nea h_i ta e=sini.  

と私が思っていると、幸いにもその場所であなたは休憩した。 

1610 sino nupetne=an wa e=kattuymano e=erampetek kuni ne an=an.  

 本当に私は嬉しく思って、あなたから遠く離れ、あなたが気付かないようにしていました。 

1611 ekimun e=oman okake a=tere.  

 山へあなたが行ってしまうのを私は待ちました。 

1612 hempara kasuno tanto sino ohonno e=sini ayne sonno e=sinotcaki kor e=kimun. 

いつもよりも今日は本当に長くあなたは休憩をとって、高らかに歌を歌いながら山へ行きました。 

 

73   nahun：只今、数日以前 Just now. A few days ago. Just a little while ago.（『バチェラー辞典』p.310） tap 

nahun pakno：今の今まで（『久保寺辞典稿』p.268） 
74 類似の表現に ene a=ki h_i ka isam「どうしようもない」などがある。 
75 te ta henta「ここにでも」（『ユーカラ集７』など）< hene ta 
76 ＜疑問＋念押し＞と考えるか。a=turesipo nismu somo ki no sukup ya un?「わぎもこがさびしくなく成長してい

るかな？」（『ユーカラ集３』p.488） 
77 『ユーカラ集１』p.166 で「さいわいに」と訳されているのを参考にした。 
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1701 nep ene suy usa kuciaskay hene e=ki hawe sonno a=kiroroan sino a=erayap.  

 あなたが何ともそのようにまた喉が良かったりする様子を、私は本当に楽しみ、私は感心しました。 

1702 kamuy utar akkari e=kuciaskay.  

 カムイたちよりもあなたは喉が良い。 

1703 toop tuymano e=oman siri a=nukar  
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 ずっと遠くへあなたが行く様子を私は見て（確認して）、 

1704 orowa e=okake ta oman=an wa inkar=an awa sino homatu=an.  

 それからあなたの後へ私は行ってみたところ、本当に驚きました。 

1705 <ponno poka i=nukar=an somo ki kuni ne ramma ukoraci usike ta an=an awa>  

 ＜少したりとも人に私を見られまいと、いつもと同じ場所に私はいたのに＞ 

1706 ari yaynu=an sonno homatu=an.  

 と思って、本当に驚きました。 

1707 tanpe kusu heru ram ari inkar=an awa oroyaciki e=i=nukar awan.  

 これこそ、ただ私は心で見ただけだったのですが、図らずもあなたに見られていたのでした。 

1708 mosma use aynu ne yakun i=nukar h_i ta nani i=ramante nankor i=rayke nankor awan. 

 他の普通の人であったならば、おそらく私を見てすぐに私を狩って、私を殺すところでした。 

1709 i=rayke=an i=nomi=an yakka pirka korka  

 殺されて祈ってもらえるならば（それはそれで）よいのですが、 

1710 a=poutari ipe ekot nankor yakka sonno sino nispa e=ne wa  

 私の息子たちが飢え死にしてしまうでしょうが、あなたは本当に長者であって、 

1711 sonno uneno78 aynu sinne e=i=ramu  

本当に同じ人間であるかのようにあなたは私のことを考え、 

1712 pokor=an kemewen=an katu opittano e=eraman 

私が子どもを持ち飢え切ってしまっている様子をすべてあなたは見て取って、 

 

78 sonno uneno：全く同じだ（方言辞典、p.154） 
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1801 ene ene utuyaskarap h_i hene opittano e=pirka sonno kewtum opittano a=kusnanukar. 

 そのように同情し合うことでもすべて、あなたは心が良く、本当に心もすべて私は見抜いたのです。 

1802 kamuy a=ne wa tane pakno pirka p hene wen pe hene poronno a=nukar yakka,  

 私はカムイですから、今まで良い者も悪い者も大勢見てきましたが、 

1803 eani pakno sonno ramu hawke79 puri pirka nispa anakne  

 あなたほどに人情に厚く、振る舞いの良い長者というものは、 

1804 kamuy or_ ta hene umama80 isam ruwe ne81.  

 カムイの国でもそこそこの水準の者ですら滅多にいません。 

1805 sonno nupe turanno yaykopuntek=an wa  

 本当に涙を流しながら私は喜び、 

1806 ohonno ohonno ney usike ta an=an wa yairayke cis a=ki a a=ki a.  
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 長い間長い間その場所にいて、私はずっと感謝しながら泣きました。 

1807 <nekona tapne a=poho utari ene iperusuy rok wa  

 ＜なんとまあ、このように私の子どもたちがお腹を空かせていて、 

1808 tap okay keran aep enupetne siri okay  ya>  

 このような美味しい食べ物で喜ぶことだろうか＞ 

1809 ari yaynu=an kor a=unihi ta ek=an ciki a=poho utari  

 と私は思いながら、自分の家まで来ると、子どもたちが 

1810 <hapo hapo>  

 『お母さん、お母さん』 

1811 ari sonno urayaysere haweroyse82 kor i=ukotoysere83 ne h_i okay.  

 とたいそう皆で泣き叫び、声を上げながら、私の周りに集まってきます。 

1812 aep a=nukare ciki opittano sonno yayeramiskare pakno nupetne pa sonno ukirmunre pa(?). 

食べ物を私が見せると、皆が本当に我を忘れるくらいに喜んで、とても 皆で足をXXXさせ（？）ます。 

 

79   ramuhawke：憐みある、親切なる、Merciful, Kind（『バチェラー辞典』p.410） 
80 『ユーカラ集２』にこの単語の用例がある。 
81 umama を知里真志保は「まあまあ」とノートの欄外に訳している。『久保寺辞典稿』では「並の」「凡庸の」「いい加減の」

等の訳が記されている（pp.292-293）。ここは「並みの水準ですらいない」ということだろうか 
82 haweroyse：「哮エル, 声ヲ上ゲル、To make a noise with the voice」（『バチェラー辞典』p.154） 
83 ukotoysere：相集ふ（『久保寺辞典稿』p.292）；集合する To flock together. To congregate together…（『バ

チェラー辞典』p.529） 
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1901 tapan yairayke anakne ney ta pakno ne yakka sonno a=oyra eaykap.  

 この感謝は、私はどこまでも本当に忘れることができません。 

1902 <aynu nispa tan aynu kotan koirawkitupa koapkas  h_i 

 ＜アイヌの旦那が、このアイヌの村へ働きにやって来る間中は、 

1903 epittano sonno mawkopirka kamuy koinkar kunine seremaka a=us kus ne>  

 全てのことで本当に運が良くなるよう、カムイが見守るよう、私が背後を守ろう＞ 

1904 ari yaynu=an. tanpe kusu  

 と私は思いました。なので、 

1905 <tane ohonno e=ekimne somo ki tanto tanepo peni un kuca or un e=ek siri ne  

 ＜今は長い間あなたは山へ来ることもなく、今日やっと川上の狩小屋へ来た様子で、 

1906 sone hapunno ekimun e=rewsi ya un>  
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本当に何事もなく山であなたが泊まれるのかな＞ 

1907 ari e=enisomap=an wa e=osi wa inkar=an akusu  

 と、私はあなたのことを案じて、あなたの背後から見ていたところ、 

1908 sonno astoma p topaha e=or un sap siri a=nukar.  

 とても恐ろしい者たちの一群が、あなたに向かって下りてくる様子を私は見ました。 

1910 tanekuran te ta arki p anakne nep sisam ka somo ne.  

 今晩ここへやって来た者は、何の和人でもないのです。 

1911 sisam sinere pa wakusu ene e=nukar h_i ne ruwe ne.  

 和人に化けているので、そのように（和人のように）あなたが見ることとなったのです。 

1912 sisam itak ari <yamanko> ari a=ye p ne yakka yamanko ka somo ne.  

 和人の言葉で＜山子＞と言われているのですが、山子でもないのです。 

1913 yamanko sinere pa ene rupne mukar kor apkor e=nukar ruwe ne.  

 山子に化け、そのように大きな斧を持っているようにあなたが見たのです。 

1914 tap okay pe anak kanto or_ ta ne yakka nupuri kes un kur an ruwe ne.  

 この者たちはといえば、天においても山裾に住む者というのはいるのです。 

1915 ney po utari iwan irwak ne wa sonno puri wen pa hine usayne usayne okay sonno 

その子どもたちが 6 人兄弟で、とても素行が悪く、あれこれと本当に 
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2001 wenpuri ki pa kasuy wa kamuy utar sino iruska  

 悪い振る舞いをし過ぎて、カムイたちがとても腹を立てて、 

2002 ‘neno okay pe utar kamuy or_ ta a=iyorottere84 h_i sonno wen hokampa’ 

 『そのような者たちをカムイの世界に仲間に入れることは、とてもとても難しい』 

2003 ari hawas kor aynu mosir kesekehe nitay sak cikap sak usikehe an wa  

 と言って、アイヌの世界の端っこの、林もなく鳥もいない場所があって、 

2004 ney usike un a=eyomak85 pa wa rap.  

 そこへと追い出されて下ったのです。 

2005 usa iperusuy ene iki ci h_i ka isam wa sisam yamanko ne yaykar pa isinere wa  

 腹も減り、どうしようもなくて、和人の山子に姿を変え、化けて、 

2006 aynu kotan osap wa nekon ka86 sunke wa ipe pa  

 アイヌの村へと山を下り、どうにかして嘘をついて食事をして、 

2007 orowa aynu kotan wente wa enupetne kuni eukosay87  hine arki koekari no88  

 その後でアイヌの村を荒らして楽しもうと連なってやって来た、ちょうどそのときに、 

2008 kimun kas o_r ta e=ek wa ape nupek nukar pa hine sino nupetnepa an.  
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 山の狩小屋へとあなたがやって来て、火の灯りを彼らは見てとても喜んだのです。 

2009 ‘aynu kotan ehankeno an wa ne kimkehe ta ekimne kur ek wa an noyne ne.  

 『アイヌの村が近くにある場所の山手の方へと、山へ猟に入る者が来る様子だ。 

2010 tanpe kusu oro ta paye=an wa nep ka aep kor ciki a=e  

 なので我々はそこへ行って、何か食べ物があれば食べて、 

2011 orowa ne aynu ne yakka a=rayke wa a=e.  

 そしてそのアイヌは殺して我々は食べよう。 

2012 orowa aynu kotan a=osap wa a=wente kusu ne>  

 それからアイヌの村へと下りて、荒らしてやろうぞ』 

2013 ari ukoramkor e=hekota sap siri a=nukar. easka homatu=an iyokunure=an wa 

と打ち合わせて、あなたの方へと下る様子を私は見ました。私はひどく驚き呆れて、 

 

84 iyorotte は-te が他動詞形成接尾辞なので、iyorottere だと-re が余計なように見える。 
85 eyomak：追い出す（幌別）（『方言辞典』p.76） 

86 nekon ka：どうにか（『久保寺辞書』p.166） 

87 eukosay：～にたかる（『奥田辞書』） 

cf. ukosaykar：とりまく、とりかこむ（旭川）（『方言辞典』p.236） 
88 koekari no：に限って（『久保寺辞書』p.134）、（…する）と同時に（『奥田辞書』） 
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21021 <tapne an poro89 oruspe or_ ta sonno aynu nispa kasi a=opiki kus ne a p poka 

 ＜このような大変な話において、本当にアイヌの旦那を助けようとしたことだけでも、 

2102 yayattasa ikkew ne>  

 返礼として一番大事なことなのだ＞ｓ 

2103 ari yaynu=an kusu astoma surku usayne okay keraan aep ne a=kar wa a=se,  

 と私は考えたので、恐ろしい毒（トリカブト）を美味しい食べ物にして私は作り、背負い、 

2104 a=ponpoho a=kay wa wenpe utar ramu a=ehorkare90 kusu  

 私の小さい子どもを背負って、悪い奴らを断念させるために、 

2105 e=kor katkemat a=sinere wa  

 あなたの妻に化けて、 

2106 a=kor ponpe arokamkino a=ciste kor pet turasi no ek=an ruwe ne.  

 私の子どもをわざと泣かせて、川に沿って上って来たのです。 

2107 a=kor ponpe cis hawe wenpe utar nu wa sino uhomatpare.  

 私の子どもが泣く声を、悪い奴らは聞いて、とてもびっくりしました。 
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2108 <oropakita91 aynu payekay kuni ka somo a=ramu rok h_i nepta hawean>  

 ＜そのときまで誰かが来るだろうとも思っていなかったのに、何の声だろう＞ 

2109 ari sino ukoioyamokte. tanpe opittano a=renkayne ne ruwe ne.  

 と、皆がそれを大変不思議に思いました。これはすべて私の力によって（したこと）なのです。 

2110 ne rapoki ta nitan=an no e=kor kas or_ ta sirepa=an wa  

 その間に、私は急いであなたの狩小屋へと到着し、 

2111 mina tura pirka itak a=ki kor suke=an.  

 微笑みながら良い言葉を口にしながら、料理をしました。 

2112 somo ki anakne92 sirepa=an etoko ta e=rayke=an e=e=an wa isam ruwe ne.  

 そうしなければ、私が到着する前にあなたは殺されて、食べられてしまったのですよ。 

2113 a=renkayne ne a=suye surku kera pirka aep huraha at apkor  

私の力で、その煮炊きした毒が、美味しい食べ物の匂いを立てるかのようで、 

2114 e pa. 

（化け物たちは）それを食べました。 

 

89 この単語に知里真志保は「大変ナ grave」と欄外にメモをしており、それに従って訳した。 
90 この表現は『沙流方言辞典』p.557 や『久保寺辞典稿』p.219 では ram(u)horkare とある。 

91 oropakita：【副】そのときまで（『千歳方言辞典』p.134） 
92 『ユーカラ集６』p.59 に、このような文頭での用例がある。 

 
 
p.22 

2201 <tane pirka>  

 ＜もう大丈夫だ＞ 

2202 ari sino ramusinne=an wa a=unihi ta san=an.  

 と私は本当に安心して、私の家へと山を下りました。 

2203 ney okay pe surku paste wa ene hawkan pererke93 hawe hene  

 その者たちに毒が回ると97、そのようにビリビリ裂けるような声を出したり、 

2204 hotakpatakpa hocikacikka94 pa humi siri simoye ne e=nu nankor.  

 地団太を踏み踏み身を悶え悶えする様子になる働きをするのを、あなたも聞いたでしょう。 

2205 tane opittano ray okere pa ray okere pa. 

 今や皆が揃って死んでしまいました。 

2206 orowa ne wa easir sonno yaykokatpak pa yayokapaste pa  

 そこで（彼らは）本当に大層後悔して、悔いて、 

2207 ‘hemanta kusu ene wen puri patek a=ki i=panakte=an kusu  

 『どうして、私たちはそのように悪い振る舞いばかりをして、罰を受けるために、 
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2208 nitay sak cikap sak usike a=i=orapte ko  

 林もなく鳥もいない場所へと下ろされて、 

2209 suy yaykokatpak=an ka somo ki no  

 まだ後悔することもなく、 

2210 asirikinne naa sino wen yaynu wen puri a=ukoramuosma wa  

 新たに一層本当に悪い考え、悪い振る舞いをすることに皆で合意して、 

2211 aynu kotan un sap a p95 hontomo ta pirka kuni ne aynu a=nukar wa  

 アイヌの村へと下りていったが、その途中に美味しそうなアイヌを見て、 

2212 a=rayke a=e kuni a=ramu awa  

 我々が殺して食べようと思ったのだが、 

2213 aynu menoko pirka itak ki kor i=paroosuke siri  

 アイヌの女性が良い言葉を口にしながら我々に料理をしてくれる様子に、 

2214 sino a=eyairayke kor ipe=an.  

 我々はいたく感謝をして食事をした。 

2215 maskino ipe=an kasuy wa  hetapne a=tuye arka rayekotca=an96 ayne  

 あまりにも食べ過ぎたのだろうか、腹が痛み、もう死にそうに痛んだ挙句に、 

2216 tane anakne ipeekot=an ruwe an. a=ye manu kamuy 

今や食べ物にあたって死んだのだ。いわゆるカムイというものに 

 

93 hawkan：声（『久保寺辞典稿』p.78, p.211）；pererke：ビリビリ裂ケル（『久保寺辞書』p.205）；hawkanpererse： 

声が割れるようになる（『奥田辞書』） 
94 hotakpatakpa hocikacikka：地団太踏み踏み、身を悶え悶える（『久保寺辞書』p.90） 
95 なぜ sap に人称接辞が付いていないのか不明。n と p は書き方として似ており、本当は sap=an a pと書こうとしたか。 
96 rayekotca：<<ホロベツ>>死ぬよおに痛む（『人間篇』p.618） 
97 知里真志保は原ノートで suruku（surku）の右下に「ガ」と振っており、それを参考にした。 

 

 
p.23 

2301 cipanakte a=i=ekarkar ruwe ne nankor. eposo kusu99 

 我々は罰せられたのだろう。本当に 

2302 kamuy or_ ta aynu pito utar aynu katkemat  

 カムイの世界では、アイヌの人々やアイヌの女性は、 

2303 usa siretok usa pawetok kamuy akkari eikaun100’ 

 容貌のよさでも弁論の達者なことでもカムイより優れている 

2304 ari hawas awa tapne kane i=kar=an h_i ne yakka  

 と言われているが、このように我々がされたということは、 

2305 aynu nispa seremaka yupke wa ne nankor.  
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 アイヌの長者は強い憑神をもっているのだろう。 

2306 oikkew sak no101 a=rayke rusuy h_i sonno uenukar102 wa macihi sikaopaste koraci ne’  

 理不尽に殺されそうなことを本当に見通して、奥さんに助けを求めたようだ』 

2307 ari tap ramaci ukookneytak ki kor okay ruwe ne. 

 と、その魂が（死後に）悲しんで話しているのです。 

2308 a=renkayne tapne ikkewe an kusu e=ka a=opiki h_i somo a=nukare pa  

 私の力で、このような理由があって、あなたを助けたことを、私は（彼らには）見せないので、 

2309 ney ta pakno ne yakka e=kor katkemat ene iki h_i ne kuni ramu pa ruwe ne.  

 いつまでもあなたの奥さんがそのようにしたのだと（彼らは）思うことになります。 

2310 wen kewtum kor pa ne wa ne yakne  

 （彼らが）悪い心をもっているとして、 

2311 tane ramat ne wa tapne kane yaykokatpak h_i a=eraman.  

 今は心にそのように悔いていることが、私には分かります。 

2312 tanpe kusu nitne inaw poka kar wa patupare103 wa korpare yan.  

 なので、魔物のためのイナウだけでも作って、魔払いをして（？）やってください。 

2313 wen pe poo pirkano a=kar ko kamuy iramye p ne na.  

 悪い奴が少しでも良くなれば、カムイたちが称賛するのですよ。 

2314 ney surku anakne ouse tuyehe oske ta patek o ruwe ne. 

その毒はただ内蔵の中にだけにあるのです。 

 

98 ここは金成マツさんがk を一つ多く書いているように思われる。 

99 eposokusu：誠ニ、実ニ（『バチェラー辞典』p.102）；eposo kusu：げにも、まことに、まことや（『久保寺辞書』

p.65） 
100 eikaun：すぐれている（『久保寺辞書』p.57） 
101 oikkewsakno：理由もなく、理不尽に（『久保寺辞典稿』p.183） 
102 uenukar：近き未来を考察する To surmise about the near future.（『バチェラー辞典』p.550） 
103   『沙流方言辞典』にpatupare「【他動】（キツネかなにか）を大声で追い払う」とある（p.517）。 
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2401 tanpe kusu kamihi a=e easkay rusihi hemem ninkehe hene  

 なので、その肉は食べることができ、その毛皮でも、胆のうでも、 

2402 cihoki ne easkay hemem eraman.  

 交易での売り物にすることができることも知ってください。 

2403 tanpe pon ekoyattatasa ipe ne. 

 これがささやかなお礼の中身です。 

2404 orowa suy umurek eci=ne wa  
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 そしてまた、あなたがたは夫婦であり、 

2405 tane sino eci=eykoytuypa p po ne katu hene a=eraman.  

 今本当にあなたたちが欲しがっているものが子どもであることも、私は分かっています。 

2406 tapan tewano eci=seremaka a=us wa poronno eci=pokor kus ki na.  

 これから、私があなたがたの憑神となり、あなたたちはたくさんの子どもを持つことになるでしょう。 

2407 nekona nispa hene katkemat hene po ari a=ye p a=sak pakno a=enismu p ruwe ne.  

 どのような長者でも奥さんでも、子と言われるものがないことほど、寂しく思うものなのです。 

2408 tanpe ne yakka pon yayattasa siros ne”  

 これもですが、ささやかなお礼のしるしです」 

2409 ari kamuy neno pirka ruwe an pon menoko uturu ta nupe tura uturu ta mina tura  

 と、カムイのような美しい小さな女性が、一方では涙を流し、一方では微笑みながら、 

2410 sonno i=kotuk kane hesey104 hawe a=nu kane  

 私のとても近くで息が届く声を私は聞き、 

2411 tuyetakneko105 i=koytak a i=koytak a a=nu a a=nu a ayne 

 長いこと私に話し続け、私も聞き続けたあげくに、 

2412 sicattektek=an106 inkar=an awa tane toyko sirpker kane siran.  

 急に明るくなり、私は見まわしたところ、今やすっかり夜が明けている。 

2413 i=erupsike ta ne ya ka nen ka isam tarap humi ne awan.  

 私の枕上だかにも誰もおらず、夢であったのだ。 

2414 aa(?) sino homatu=an sioro=an humse tura matkosanu. 

ああ（？）本当に私は驚き、かつ喜んで、掛け声とともに立ち上がった。 

 

104 辞書に出て来るのはhese「息をする」という形だが、幌別方言には hesey という形があるのだろうか。（hese h_i 

と考えると後ろにつながらない。） 
105 tuyetakneko「切れ目なくながながと」（『ユーカラ集』第 3 巻 p.158、第 7 巻 p.110） 

106 cattek = caktek：急に開く、清れ渡る、To open out suddenly. To clear. To become lively.（『バチェラー辞

典』p.68） 
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2501 cikimatekka=an poro ape a=are eonne=an107.  

 私は急いで大きな火を燃やして、手と顔を洗った。 

2502 orowa sonno wayasnu kur a=ne kusu nupe tura  

 そして、私はとても弁の立つ者であるので、涙を流しながら、 

2503 <tapne numan eteun ek=an h_i ta ru hontom ta cironnup kamuy a=nukar wa  

 ＜このように昨日こちらへ私が来るときに、道中でキツネのカムイを見て、 
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2504 ene ene iki=an katu> 

 かくかくしかじかのことを私がしたこと＞ 

2505 a=ye 

 を言い、 

2506 <ney yayattasa ne tapne kane naanihonko wen kamuy utar or wa  

 ＜その感謝として、これこのように危うく悪いカムイたちに 

2507 i=rayke=an kus ne awan ko cironnup kamuy tapne i=ka opiki hi>  

 私が殺されそうになったが、キツネのカムイがこのように私を助けてくれたこと＞ 

2508 nupe tura kamuy huci a=nure.  

 を、涙を流しながら火の媼神へ私は聞かせた。 

2509 ruasir(?) un 108 cironnup kamuy a=koonkami  

 続いて（？）キツネのカムイへも私は祈りをささげ、 

2510 tuwan onkami rewan onkami a=ukakuste kane 109 sipini=an wa soyosma=an.  

 二十回の祈り、三十回の祈りを私は繰り返し、身支度をして外へ出た。 

2511 upas ka peka tapne okay pe rupne kimunpe rukoci utasa kane  

 雪の上に、その者たち、大きな熊の足音が交差していて、 

2512 ponno oman=an wa inkar=an  awa 

 私は少し進んで眺めると、 

2513 ene sisam ne yamanko ari siramuyar110  cikokantama siri asitoma humi okay rok pe  

 そのように和人の山子であると思わせ欺いた姿の恐ろしい様子の者たち、 

2514 tane poo iotta astoma rupne kimunpe utar maskino wen somo ki no okay pe  

 いまやさらに恐ろしい大きな熊たち、（ただし実は）それほど悪くはない者たちの、 

2515 kamuy netopa 

熊の体 

 

107 eonne：手と顔を洗う（『バチェラー辞典』p.121） 
108   『沙流方言辞典』にruasir「やや新しい」とある（p.585）。 

109 ukakuste：To do over and over.（『バチェラー辞典』p.523）；［礼拝］を何度も繰り返す（『奥田辞書』）；『千歳

方言辞典』では ukakuste は単語としては取り上げられていないが、tu onkami toy a=ukakuste na（何度も礼拝を

繰り返した）という表現が載っている（p.272） 
110 知里真志保は欄外に si-ramu-yar と分解しているが、訳は記していない。 

 
 
p.26 

2601 ne kane okay pe easka ekesne111 rayekotca pa hocikacika rok h_ine  
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 をした者たちが、とてもあちこちで、死ぬほど痛がり、もがき苦しみ、 

2602 esirus112 ray pa wa okay.  

 地面に倒れて（？）死んでいる。 

2603 sino iokunnure sonno tarap or_ ta cironnup kamuy i=nure kuni neyno ne rok okay. 

 とてもびっくりすることで、本当に夢の中で狐のカムイが私に聞かせてくれた通りであった。 

2604 sinen a=ne wa iri koyaykus=an noyne siran kusu  

 私は一人なので、皮剥ぎをすることもできそうになかったから、 

2605 cikimattekka=an orupitne=an terke=an kane pas=an kane san=an wa  

 急いで、何も持たずに（？）飛んで走って山を下りて、 

2606 poronno sumawkor=an kusu a=utari utar a=nisuk kim ta kamuy utar a=hopunpare kusu 

 とてもたくさん獲物を手に入れたので、同胞たちに頼んで、山で熊たちを送るために、 

2607 usa pirkep hene satcep hene kamtaci hene poronno  

 精白した穀物も、干し魚も、麹も、たくさん 

2608 okkay utar hene menokopo utar topaha tura a=se wa kas or_ ta arki=an.  

男たちや若い女たちの一団とともに背負って、狩小屋へとやって来た。 

2609 sakekar=an mesisuypa=an inne utar wen kamuy utar nukar pa ciki  

 酒を醸し、飯も炊き、大勢の者が悪いカムイたちを見て、 

2610 sine ikir_ ne uhomatpare ukoiokunuru113 pa  

 皆で揃ってたまげて驚いて、 

2611 “sino kamuy kotan kor_ nispa sumawe kor h_i ne yakka sonno nupetne=an pe ne awa 

「本当に神のような村長が獲物を獲ったのならとても喜ばしいことなのだが、 

 

111 ekesne：彼方此方に、to and from, hither and thither（『バチェラー辞典』p.112） 
112   ［参考］ekosirussirus < e-ko-sirussirus（（そこ）で・（その仕事）・頭を上下に振り振りする））（そこ）で（その仕事）

をせかせかとやっている（『沙流方言辞典』p.90） 
113 ukoiokunure の書き間違いであろうか？ 
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2701 iwan poro kamuy nekona sino ramante wa ene siran h_i taan”  

 六頭の大きな熊を、いったいどのように獲たいと強く思ってか、そのようになったことか」 

2702 ari uhawtaroyse pa ukonupetne pa yakka  

 と、騒々しく話し、喜び合うけれど、 

2703 “tapne kane  yayhumsu114 an”  

 「このようにして不意の出来事があって」 

2704 ari ka itak=an ka somo ki no iri a=ukasuy.  

 ということも私は話さずに、皮剥ぎを皆で助け合ってする。 
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2705 sino harukor ninkehe hene sino pirka.  

 とても脂がのっていて、胆のうもとても良い。 

2706 iri=an cin=an115 kamuy haru poro kumatay a=kar.  

 皮を剥いで広げ、熊の肉の大きな干し竿を林立させる。 

2707 inawni tuye=an poro inawsan asinno a=kar wa  

 イナウにする木を私は切って、大きな幣場を新たに作って、 

2708 tutko pakno usa okay pe a=ukasuy ayne  

 二日ほども様々なことを我々は協力し合ってして、 

2709 tonoto ari inaw ari iwan wen kamuy a=nomi pa a=hopunpare a=eramusinne.  

 酒でイナウで六頭の悪熊に我々は祈りを捧げ、送り、それでほっと一息ついた。 

2710 a=utari utar(i)116 usa rus hene ninke hene kam hene  

 私の同胞たちへは、毛皮であれ胆のうであれ肉であれ、 

2711 hoskino a=sere pa a=sapte okake ta  

 先に私は（荷物を）背負わせて、山を下りさせて、その後に、 

2712 sinnay usa kamuy haru poronno kas soyke ta inawsan kotca ta ikiri a=kar aynu  

 それとは別に私は熊の肉をたくさん狩小屋の外の幣場の前に積み上げて（熊肉の）山を作り、 

2713 utar topaha ne a yakka sine cup tu cup pakno ikiri a=kar.  

 人間の集団であっても一か月二か月（くらいは食べられる）ほどの山を作った。 

2714 orowa cironnup kamuy a=ekoyayattasa p ney a=eonkami cironnup 

そして狐のカムイへ返礼をすることを、その私が拝礼する狐の 

 

114 yayhumsu：不意の出来事 An Accident（『バチェラー辞典』p.561） 

115 cin：拡げる To spread out. To stretch out（『バチェラー辞典』p.81） 
116 ここは utar となるはずではないかと思われるが、原ノートには utari とある。 
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2801 kamuy anakne unihi ta an wa usetara117 a=kewtumu kusnanukar118 katu an=eraman 

カムイが自分の家にいて、はっきりと私の心を見通した様子を私は見て取った。. 

2802 ne ancikar ta kanto or_ ta an nupuri noski un kamuy or un ne yakka  

 その晩、天にある山の中腹に住む熊へも、 

2803 inawroski=an inawepuni=an usa satcep tonoto a=puni kane  

 私はイナウを立て、イナウを捧げ、いろいろ干し魚や酒を供え、 

2804 nupuri kes un hayta wen kamuy utar kotcake a=eyayunaske119.  

 山裾に住む馬鹿な悪熊たちについては、ひどい罰を与えないように頼んだ。 
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2805 tapan tewano yaykokatpak pa nankor. tanpe kusu a=honnere kunine>  

 ＜これからは後悔するだろう。だから許してもらえるように＞ 

2806 kotcake a=ne120.  

 私は頼んだ（？）。 

2807 ne ancikar ta yaywentarapkokanu=an kusu kas or_ ta rewsi=an ayke  

 その晩に、自分自身の夢に耳を傾けるために狩小屋に私は泊まると、 

2808 i=erupsike ta easka aynu anakne somo ne  

 私の枕上に、とても人間ではなく 

2809 sonno kamuy ne noyne okay okkaypo ka utarpake121  

 本当にカムイのような年は若いが立派な男性、 

2810 sino rametok utar iwan utarpa kosonte patek utomeciw kane okay pe  

 真の勇気をもつ者たちが六人、小袖ばかり重ね着している者たち、 

2811 ene okay rametok utar nep ka sino i=yayapapu kuni p ne nankora sine ikinne 

そのような勇者たちが、何か私に陳謝しようとしているのだろうか、一列になって、 

 

117 usetara：よく、充分に、はっきり、手にとる如く、ちゃんと（『久保寺辞典稿』p.298）；（幌別）はっきりした（『方言

辞典』p.298） 

118 kusnanukar：透して見る、透視する、見ぬく（『久保寺辞典稿』p.148）；～を見とおす（『奥田辞書』） 
119 kotcake eyayunaske（～の前・で丁寧に断る）：…をかばってあやまったり願ったりして要求や命令を撤回して

くれるように求める（『沙流方言辞典』p.344） 
120 kotcake a=ne というアイヌ語の表現の意味が良くわからないのだが、文脈から直前と同じような内容のことで

はないかと類推した。 
121 『アイヌ語音声資料』第 2 巻 p.52 に okkaypo ka utarpake とあり、「年こそ若いけれども立派な方」と訳されてい

る（p.53）。参考――aynu ka utarpake：男の中でも特に威風堂々とした立派な男性 

（『沙流方言辞典』p.793） 
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2901 i=tukarike kohepoki ki kane tu pekennupe yaykorapte kor i=kohepunpa.  

 私の前に頭をさげて、二つの涙（三つの涙）を流しつつ、顔を上げる。 

2902 opittano sine ikinne i=koonkami pa  

 皆が一列になり私に拝礼（オンカミ）して、 

2903 “inkar kusu, Iskar pet put un upen aynu nispa,  

 「お聞きください、石狩川の河口の若い人間の長者さん、 

2904 e=an kuskeraypo tapan tewano sonno yaykokatpak=an easkay.  
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 あなたがいるお陰で、これからは我々は本当に悔い改めることができます。 

2905 i=kotca e=yayunaske wa e=i=kore kuskeraypo k 

 あなたが私たちのことを取りなしてくれたお陰で、 

2906 amuy or_ ta okay a=ona a=unuhu hene mosma kamuy utar orowano i=honnerepa=an wa 

 カムイの世界 にいる両親や他のカムイたちから私たちは許されて、 

2907 tewano kamuy oro a=eiyot easkay ruwe ne.  

 これからはカムイの世界に仲間入りすることが（？） できます。 

2908 iwan irwak a=ne wa tane ohonno sonno wen puri patek a=ki rusuy wa  

 私たちは六人兄弟で、今は長いこと、とても悪い振る舞いばかりをしたくて、 

2909 kamuy or un hene aynu or un hene i=rara=an.  

 カムイの世界でも人間の世界でも見下されてきたのです。 

2910 tane anakne parkoat pa p a=ne kusu toy ray wen ray a=ki pa  

 今は罰が当たったので、酷い死悪い死をとげ、 

2911 nep ne usi ka a=koyayrampewtek pa teyne pok mosir  

 どのような場所かも分からない湿った地底の世界へ 

2912 a=i=kooterke pa kuni patek a=ramu pa.  

 私たちは蹴落とされるだろうとばかり思っていたのです。 

2913 a=kor katpak e=tusare122  wa e=i=kore nitne inaw ne yakka 

私たちの 罪をあなたが許してくれて、魔物向けのイナウであっても、 

 

122 katpak：罪（『バチェラー辞典』p.239）；katpak-tusare：罪を赦す to forgive sins, to absolve（『バチェラー辞

典』p.239） 

 

 
p.30 

3001 sonno i=nepkor okay wenpe utar sonno eyayirayke p ne awa  

 本当に私たちのような悪い者が、とても感謝するのであったが、 

3002 siroma inaw pase inaw ari  

 立派なイナウ格の高いイナウで、 

3003 usa keran aep hene poronno  tonoto hene poronno e=i=enomi pa  

 美味しい食べ物もたくさん、お酒もたくさん、あなたが私たちに供え物をしてくれ、 

3004 sonno kewtum osi wano ram osi wano pasetara yayirayke=an na.  

 本当に心の底から、魂の底から、丁寧に感謝の意を私たちは述べます。 

3005 sonno wenpe utar a=ne a yakka aynu nispa e=ne wa  

 私たちはとても悪い者たちでありましたが、あなたは人間の長者であって、 
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3006 kamuy akkari e=wayasnu e=kor irenka sino pirka kuskeraypo  

 カムイよりも賢く、あなたの考えもとても良いことのお陰で、 

3007 tap koracino kamuy a=ne easkay.  

 私たちはこのようにカムイとなることができます。 

3008 tanpe kusu tapan yayirayke anakne ney pakno ne yakka ramma a=oyra somo ki kus ne.  

 なので、この感謝の気持ちは、私たちはいつまでも常になくさずにいるつもりです。 

3009 ney pakno ne yakka e=esikarun=an wa e=mawkopirka.  

 いつまででも私たちはあなたを覚えていて、あなたの運はよくなります。 

3010 tu santek ka ta re santek ka ta sonno e=mawkopirka kunine  

 二つの子孫の身の上も、三つの子孫の身の上も、あなたが本当に運がよくなるように 

3011 e=sermaka a=ehorarpa kus ne na”  

 あなたの背後に私たちは鎮座しているつもりですよ」 

3012 ari haweokay pekor123 yaynu=an ko sicattektek=an tarap=an humi ne 

と言ったかのように私は思い、パッと目が覚めた。私は夢を見ていたので 

 

123 原ノートではpokor のような書き方がされている。 
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3101 aan. easka nupetne=an.  

 あった。私はとても嬉しく思った。 

3102 tapne kane sonno wenpe utar ne pa a yakka neno sonno yayokapaste pa yaykokatpak pa  

 このようにとても悪い者たちであったが、そのように本当に後で気づき、後悔して、 

3103 kamuy oro eiewtanne easkay pa.  

 そのことでカムイの世界で同族の仲間入りができた。 

3104 orowa neyta pakno ne yakka i=koyayirayke h_i oyra somo ki no  

 そうして、いつまでも私に感謝をすることを忘れずに、 

3105 i=sermaka us mawkopirka=an kuni ne ki pa wa i=korpare hawe sino a=enupetne.  

 私の背後につき運を良くなるようにしてくれるという話で、私はとても喜んだ。 

3106 <“an=an kuskeraypo tapne tapne” ari haweokay korka  

 ＜「私のおかげで云々」と彼らは言ったが、 

3107 sonno anpe anakne cironnup kamuy an kuskeraypo tapne ne>  

 実のところは狐のカムイがいたおかげでこうなったのだ＞ 

3108 ari yaynu=an. cironnup kamuy anakne neyta pakno ne yakka yayesina wa ne h_i kotomno  

 と私は思った。狐のカムイは、いつまでも自分のことを秘密にするらしく、 
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3109 tap haweokay pe ponno ka cironnup kamuy kopak itak ka somo ki pa  

 この話をした者たちは少しも狐のカムイに向けて言葉を発することもなく、 

3110 cironnup kamuy sinenne wa i=sermaka us i=pirkare a yakka  

 狐のカムイは一人で私の憑神となり私の運勢を良くしてくれたのだが、 

3111 ene hetapne a=enupetne humi an awa  

 こんなにもまあ喜ばしいことがあったが、 

3112 kasikeun suy tap koraci nitne kamuy ne a=ramu rok pe hene kamuy ne wa 

おまけにまたこのように魔神だと私が思っていたものでも、カムイであって、 
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3201 ney ta pakno ne yakka i=ka opiwki i=sermak us kuni h_i poronno taye pa hawe  

 いつまでも私を助け、私の背後に憑くつもりであることを何度も言い並べたことを、 

3202 easka ramosiwano a=enupetne. hopuni=an onkami=an 

 心の底から私は嬉しく思った。私は起き上がって祈りを捧げ、 

3203 aokay ne yakka neyta pakno ne yakka nupuri kes un kamuy utar a=oyra somo ki kuni h_i  

 いつまでも山裾に住むカムイたちを忘れるつもりがないこと、 

3204 ramma a=okanomi124 kuni h_i osino a=koytak.  

 いつも供養をするつもりであることを、後から（彼らに）述べた。 

3205 tap orowa soy ta easinno kamuy kumatay cep kumatay sinnay kane a=kar  

 さてそして、外には再び、熊の肉を干す竿の林、鮭の肉を干す竿の林を、それぞれに私は作り、 

3206 tap orowa opittano cironnup kamuy a=enomi p ne a=kore p ne a=ekoyayattasa p ne h_i  

 そしてすべてが狐のカムイへの捧げ物で、贈り物で、彼女へのお礼の品であることを 

3207 a=ye ne wa sino ramusinne=an wa san=an. 

 私は言って、とても安心して山を下りてきた。 

3208 a=utari utar hene a=kor katkemat hene easka i=ukokopuntek pa uenupetne=an.  

 私の同胞たちも、私の妻も、皆とても私のことを喜んでくれて、私たちは喜び合った。 

3209 iwan poro ketunci iwan poro ninke tura petput ta ihok  

 六つの大きな毛皮、六つの大きな胆のうを持って、 

3210 tono cip yan h_i ta a=eiyok.  

 河口に商売人の和人が舟を着けている所で、私は売った。 

3211 tono sake kamuy sake tono pirka kera pirka amam hene usa kamtaci hene 

和人の美味しい酒、和人の味の良い穀物であれ、麹であれ、 

 
125 kousaraye：【動３】～と～を分け合う（『奥田辞典』） 
126 omumpekare「世話をする」（『ユーカラ集２』p.211） 
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3301 usa okay pirka p usa keran pe poronno a=hok 

 いろいろな良い物、美味しい物をたくさん私は買い、 

3302 tu pa re pa utar_ turanno a=e pakno a=kor pa kus poronno ihok=an.  

 二年三年と同胞たちと一緒に食べられるくらいの量が手に入るよう、 

3303 sisam utar ne yakka sino yaykopuntek pa. 

 たくさん買い物をした。和人たちもとても喜んだ。 
3304 orowano suy a=unihi ta poro sake a=kar poro marapto suke a=ki wa  
 そしてまた、私の家でたくさん酒を造り、たくさん客人を招いて料理を作り、 
3305 inne kamuy utar inaw ari aep ari a=nomi.  
 多くのカムイたちへイナウと食べ物で捧げ物をした。 
3306 nerok iwan kamuy utar ne yakka pirkano a=okanomi pa  
 あの六人のカムイたちもよくよく弔い、 
3307 nea cironnup kamuy ne yakka hoski ruyno a=nomi.  
 あの狐のカムイへも真っ先に祈りを唱えた。 
3308 a=utari utar amam hene kamtaci hene nep ne yakka tono aep hene  
 私の同胞たちとも、穀物も麹も、なんであれ和人の食べ物も、 

3309 poronno a=kousaraypa125  
 たくさん私は分け合って、 

3310 easka kotan uturu pepunitara kane uhawtaroyse pa ukonupetne pa  
 本当に村の中がにぎやかで、人々が騒がしくし、互いに喜び合い、 
3311 “sonno upen kotan kor nispa umurek sonno kamuy neyno kewtumu pirka  
 「本当に若い村長の旦那夫婦が、本当にカムイのように心がきれいなので、 

3312 kusu tap koracino i=omunpekare=an126 ipeno=an siri”  
 これこのように私たちは世話をされて、よい食事をしていることだなあ」 
3313 ari haweokay ciki umurek a=ne wa nupe tura 

と口々に言うと、私たちは夫婦で涙を流しながら 

 
125 kousaraye：【動３】～と～を分け合う（『奥田辞典』） 

126 omumpekare「世話をする」（『ユーカラ集２』p.211） 
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3401 sonno nupetne=an. 

とても喜んだ。 

3402 <tanpe neyno ne h_i opittano cironnup kamuy an kuskeraypo ne>  

 ＜このようになったことは全て狐のカムイがいてくれたおかげだ＞ 
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3403 ari kewtum or_ ta onkami tura yayirayke=an. 

 と、私は心の中で祈りながら感謝した。 

3404 <nerok kuca or_ ta cironnup kamuy or un a=omante aep utar  

 ＜あの狩小屋で狐のカムイへ送った食糧を、 

3405 uyna a ruwe he an nekona ne ya>  

 取っただろうか、どうだろうか＞ 

3406 ari yaynu=an kusu arorkesne127 sine an to ta  

 と私は思ったので、こっそりとある日、 

3407 peni un kuca or_ ta oman=an wa inkar=an awa  

 川上の狩小屋へ行き眺めたところ、 

3408 nerok inawsan kotcake ta ikiri a=kar a aep opittano  

 例の幣場の前に列を作った食糧がすべて、 

3409 pon uype poka hacir somo kino opittano isam.  

 小さな食べ屑すら落とさずに、すべてなくなっていた。 

3410 cise soy ta okay kuma oro o p ne yakka opittano isam.  

家の外にあった干し竿のところに置いた物もすべてなくなっていた。 

3411 a=nukar ciki easka nupetne=an onkami=an  

 それを私は見て、とても喜んでオンカミして、 

3412 “pon yayattasa ne a=ki p cironnup kamuy nupetneno uk ruwe nesun an ne”  

 ＜小さな返礼として私がそのようにした物を、きっと狐のカムイが喜んで受け取ったのだ＞ 

3413 ari yaynu=an sino ramusinne=an h_i a=ye kor asir cep a=koyki wa 

と考えて、とても安心したことを言い、新しい鮭を獲って、 

 

127 arorkesne：全く内密に（adv）, ~no：そつと、沈黙つて、何も云はず（『久保寺辞典稿』、p.29） 
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3501 suy inawsan kotca ta a=are cironnup kamuy uk kunine a=ye kor san=an. 

また幣場の前に置いて、狐のカムイが受け取るようにと言って山を下りた。 

3502 orowano ramma ukoraci sino yuptek kur a=ne kusu  

 それから、いつもどおりに、私はとても働き者であるので、 

3503 soy ta monrayke hene cise or_ ta nepki hene a=kor katkemat tura uramkopaste=an128.  

 外での仕事であれ、家での仕事であれ、妻とともに助け合った。 

3504 cironnup kamuy ye a itak a=oyra somo ki awa  



  35   

 狐のカムイが言った言葉を私は忘れないでいたところ、 

3505 soonno poka sine an h_i wano a=kor katkemat sinnay katpo ieunu129 honkor.  

 やはり本当にある日から私の妻がそれまでと異なる外見をして、お腹が大きくなった。 

3506 eposokane kamuy ari a=ye kor a=nomi p kamuy ne kusu  

 やはり私たちがカムイだと言って祈る者はカムイであるので、 

3507 ye p sone ruwe okay ciki  

 言うことは本当にそうなるので、 

3508 poo hene cironnup kamuy iperusuy wa tokapracici kane  

 なおいっそう狐のカムイがお腹を空かしていて乳房が下がっているほどで、 

3509 ipe=an okakehe tere wa an ruwe tap ne yakka  

 私が食事をした後を待っていたのであったが、 

3510 sonno a=nukar apkor yaynu=an ciki ramma a=sikihi ika ika kane  

 本当に私は（その姿を？）見ているように思い、いつも自分の目が（涙で）溢れている（？）と、 

3511 sine an to ta a=kor katkemat taruy nuwap hanke nuwap uturare130   

 ある日、私の妻が高いうなり、低いうなりを続けて、 

3512 hesasi wa hemakasi wa karkarse 

前方へ後方へころがり、 

 
128 ramkopaste：<<ホロベツ>>手つだう（『人間篇』p.615） 
129 ieunup：したるもの（『久保寺辞典稿』p.95） 
130 taruy nuwap hanke nuwap uturare：高く低く唸りつずける（『人間篇』p.80） 
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3601 kotcake wa kari=an osmake wa kari=an kane ikici=an ayne  

 その前へ私は回り、その後ろへ私は回り、そうしていたあげくに、 

3602 sonno a=omap kusu an pon okkaypo use(?) cis haw konna cayrototke.  

 本当にかわいい男の子がわあわあと頻りに泣く声がする。 

3603 sonno a=eyaykopuntek kamuy or un nani yayirayke=an onkami=an. 

 私は本当に喜んで、カムイへもすぐに感謝をしてオンカミをした。 

3604 easka sino nisasnu wa sonno ittotuk koraci no irukay neko poro poro kane iki.  

 本当にとても丈夫で、まるで一日一日大きくなるように、少しの間にどんどん大きくなる。 

3605 sonno kamuy renkayne no a=kor pe ne kusu kamuy neno siretokkor ruwe  

 本当にカムイのおかげで授かったものであるので、カムイのように容貌が良く、 

3606 poohene a=ukoomap.  
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 私たち（夫婦）はなおいっそう彼をかわいがった。 

3607 osi ne yakka tu po re po a=ukosapte  

 その後にも二人の子ども、三人の子どもを私たちはもうけ、 

3608 tane anakne po  tum131 a=o.  

 今や（たくさんの）子どもたちに私たちは取り囲まれている。 

3609 kamuy utar ye p koraci inne kamuy i=seremaka us pe ne kusu  

 カムイたちが言ったように、たくさんのカムイが私の背後に憑いているので、 

3610 sonno mawkopirka=an a=po utari opittano  nisasnu pa  

 とても私は運気がよく、私の息子たちもみな健康で、 

3611 hoskino rupne h_ike i=ramkopaste pa okkay utar ki kus ne monrayke  

 先に大きくなった者たちが私を助け、男たちがするような仕事を、 

3612 ekimne hene repa hene cipta hene inuye hene nep ne yakka 

山猟へも、沖漁へも、舟づくりでも、彫り物でも、何でも 

 

131 次のページで孫たちの話をするときは tumu となっている。 

 

 
p.37 

3701 a=epakasnu pa neyno suy a=matnepo utar hoskino rupne h_ike utar unuhu ramkopaste pa 

 私は彼らに教えて、同じようにまた娘たちも、先に大きくなった者たちが母親を助けて、 

3702 nep ne yakka mataynu utar ki kus ne p nep ne yakka unuhu wa eyayhanokkar132 pa 

 何でも女性がやるようなことを、何でも母親から教えてもらい練習をして、 

3703 kamuy utar ye p koraci mosir_ tuyka ta isam nispa a=ne 

 カムイたちが言ったように、国の上にないほどの長者に私はなり、 

3704 sonno nep ka i=ka wa tuy apkor kane nispa ne an.  

 本当に何も私の上を横切らないほどの長者になった。 

3705 a=poho utari uosiosino itomnukar pa matkor pa hokukor pa  

 私の息子たちも次々に結婚し、妻をもち夫をもち、 

3706 irukay ne ko nitpo tumu a=o  

 少しの間で孫たちに私たちは囲まれ、 

3707 umurek a=ne wa a=poho utar ne yakka sino a=esampehawke133 a=omap a korka  

 私たち夫婦は息子たちのこともとてもかわいがり、大切にしたのだけれど、 

3708 tane nitpo tumu a=o wa inkar=an ko  

 今や孫たちに囲まれてみると、 

3709 a=poho utari kasuno a=nitpo utari iyotta a=omap 

息子たちよりも孫たちのことをいっそう私たちはかわいがり、 
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3710 kesto an ko sipiskani un a=nitpo utari a=ukohenkot pa a=ukoomap  

 毎日自分の周囲で孫たちをかわいがり、大切にして、 

3711 a=poho utari upen=an a h_i ta koraci sino ison pa i=ukonunuke=an.  

 息子たちは私が若かったころのようにとても狩が上手で、皆で私を大事にしてくれる。 

3712 a=po utari a=nitpo utari pirkano uomap 

息子たちは孫たちをとてもよくかわいがり、 

 
132 eyayhanokka：【動２】～の練習をする（『奥田辞書』） 
133 esampehawke：いとしがる、やさしくする、不憫がる（樺太）（『久保寺辞典稿』p.67） 
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3801 uekatarotke kuni hene sukup. 

 睦れ合いながら成長した。 

3802 tuyka ta tapne tapne iki=an wa kamuy i=koinkar wa  

 その間に、私がこのようにこのようにして、カムイが守護してくれて、 

3803 sino nispa a=ne h_i opittano a=nure  

 本当に長者に私がなったことを、すべて私は語って聞かせ、 

3804 “nep cikoykip ne yakka ene ene a=ramante katu  

 「どんな獲物であってもそのようにそのように心にかけることを、 

3805 ika ika eci=oyra na. 

決して決してお前たちは忘れるのではないよ。 

3805 neyta pakno ne yakka tapan cironnup kamuy sanke kamuy ne  

 いつまでもこの狐のカムイが獲物を下してくれるカムイなので、 

3806 eci=nomi kus tap siran na” 

 お前たちは祈りを捧げるのだよ」 

3807 ari a=po utari a=pakasnu kor  

 と子どもたちに教えつつ、 

3808 tane umurek a=ne wa kamuy onne pirka onne a=ki kus tap a=ye hawe an  

 今や私たちは夫婦で神の老死、結構な老死をすることになるので、これを私は言っておくのだよ、 

3809 ari Iskar un petput un kotan kor nispa itak. 

と石狩の河口の村長の旦那が語った。 
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