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南琉球宮古語⽔納島⽅⾔のアクセント体系と基礎語彙＊

セリック・ケナン

１．はじめに
本稿では、宮古語⽔

み ん な

納島⽅⾔の名詞アクセント体系について報告し、約1200の基礎語彙
を掲載する。⽔納島⽅⾔は多良間村の⽔納島で伝統的に話されている⾔葉であり、多良間
諸⽅⾔に属しているとされている。多良間島で話されている⽅⾔（仲筋⽅⾔・塩川⽅⾔、
以下「多良間島⽅⾔」）に⽐べると先⾏研究が極めて少なく（崎⼭（1962, 1963）、平⼭ほ
か（1967）、内間（1984）、杉村（1993）、下地（2011, 2012, 2017b）が主な研究である）、
基礎的な⾔語事実が充分に分かっているとは⾔えない。例えば、多良間島⽅⾔の語彙研究
が盛んである（琉球⼤学沖縄⽂化研究所（1968）、平⼭（1983）、⾼橋（1993, 1994, 1995）、
下地（2017a）など）のに対して、⽔納島⽅⾔の場合は、約230語からなる語彙リストしか
存在していない（崎⼭, 1963）。また、近年、多良間島⽅⾔のアクセント体系が３型である
という発⾒を⽪切りに、多くの研究が蓄積され（松森（2010, 2014）、五⼗嵐（2015）、⻘
井（2016b）など）、たくさんの知⾒が得られたのに対して、⽔納島⽅⾔のアクセント体系
については報告がなく、現在は全く不明である。

以上のことから、⽔納島⽅⾔が多良間島⽅⾔と実際にどれぐらい近いのかが不明であり、
⽔納島⽅⾔をどのように位置づけるべきかについて正確な答えを与えることが現時点では
難しい。特に、1771年の⼤津波の際に⽔納島にあった集落が⽣存者を⼀⼈も残さず壊滅し、
その後、多良間島からの⼈で再建されたと伝えられており、その背景から考えると、現在
の⽔納島⽅⾔が古い系統を引いた⾔語変種ではなく、多良間島⽅⾔から新しく分岐した⽅
⾔だということになる。その場合、多良間島⽅⾔と⾮常に近い⾔語状態が期待される。

以上の問題に答えるために現地調査を経て約1200の基礎語彙を調べ、アクセント資料を
収録した。分析の結果、⽔納島⽅⾔は多良間島⽅⾔と⾮常によく似たアクセント体系を持っ
ていることが分った。すなわち、１．弁別的なアクセント型の数が同じ（３型）である、
２．所属語彙がよく対応している、３．アクセント型の⾳声的な実現が同じである、の３
点が明らかになった。これは、現在話されている⽔納島⽅⾔が多良間島⽅⾔から最近分岐
したことを強く⽰唆しており、⽔納島の集落が1771年の津波の時に壊滅し、その後、多良

＊　 ⻑時間に渡る調査に協⼒してくださった⼤浦⾠夫⽒に⼼より感謝を申し上げます。⼤浦⽒をご紹介な
さった渡久⼭春英⽒にも感謝を申し上げます。本稿の作成に当たって中澤光平⽒と⻘井隼⼈⽒から有
益なコメントを多くいただきました。本研究はJSPS科研費19K13174と国⽴国語研究所共同研究プロ
ジェクト「⽇本の消滅危機⾔語・⽅⾔の記録とドキュメンテーションの作成」（代表：⽊部暢⼦教授）
の助成を受けたものです。
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間島からの移⺠で再建されたという歴史的な背景と⼀致している結果である。

水納島

多良間島
宮古島

与那覇

皆愛

西原

図１　⽔納島の位置（KenMap92を使⽤して作成）

２．背景
２．１　地理・歴史

⽔納島は多良間島の北⻄の⽅に約12km離れたところに位置しており、⾯積2.5km2、最
⼤標⾼10m余りの⼩島である（⼩川（1993）、図１）。耕作できる⼟地がほとんどなく、島
⺠は主に漁業を営み⽣計を⽴てていた。男性たちが漁に出かけ、その後、多良間島までサ
バニ（伝統的な刳り⾈）で渡って、捕った⿂を芋と交換してまたサバニで島に帰るという
⽣活であったという。1961年から琉球政府の移住計画により⽔納島の村⺠たちのほとんど
が集団移⺠で宮古島平良地区の東仲宗根に移住し、⼤神島からの移⺠と供に⾼野という集
落を建てた。現在でも⽔納島⽅⾔の多くの話者が宮古島在住である。

⽔納島の集落は古くから存在しており、多良間島の⾸⻑⼟原豊⾒親の時代（16世紀初頭
頃）に⽔納島にすでに村があったいう伝承があり、現地調査に基づいて制作された1647年
の「宮古⼋重⼭両島絵図帳」にも⽔納島に⼈が住んでいるという記述が⾒られる（宮古島
市史編さん委員会（2013）p. 3）。しかし、⽂献によると1771年の⼤津波の際に村が壊滅し、
⽣存者がいなかったという（宮古島市史編さん委員会（2013）p. 187）。その後、島の役⼈
が多良間島の⼈を選んで村を再建させたようである。この歴史的な背景から考えると、現
代の⽔納島⽅⾔は少なくとも16世紀から存在した集落で話されていたであろう⾔葉の末裔
ではなく、1771年以後、多良間島⽅⾔から新しく分岐した⽅⾔である可能性が⾼い。
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２．２　系統的関係
⽔納島⽅⾔は多良間諸⽅⾔に分類される（下地, 2012）が、その根拠を明記すると次の

ようになる。まず、多良間島⽅⾔と同様に⑴で⽰した「共通宮古語」を特徴付ける４つの
改新を⼀つも保有していない1（表１も参照）。次に、⽔納島⽅⾔を含んだ「多良間諸⽅⾔」
を特徴付ける改新を⾒出すことも可能である。すなわち、「⽋伸」の不規則的な⾳韻対応、

「⾶蝗」における語頭⼦⾳の有声化、「踝」における語頭⼦⾳の有声化2、「従兄弟」における
⺟⾳の不規則的な変換u > a、「豚」の語形、「岩」を意味する語形、５系列の指⽰詞体系
と⽯否定形は宮古語の中で改新であると⾒做すことができ、多良間島⽅⾔と⽔納島⽅⾔に
しか分布していない（表２を参照3）。以上のことから、多良間島⽅⾔と⽔納島⽅⾔が歴史
的に⼀つの⽅⾔群を成していることは間違いない。これは、前節で触れた歴史的な背景と
よく⼀致している。

⑴　「共通宮古語」を特徴付ける改新（Pellard, 2009）
ａ．形容詞の活⽤がクアリ系である
ｂ．尊敬語の標識が-（s）ama（r）-である
ｃ．「虹」を意味する語が「天」と「蛇」から構成された複合語である
ｄ．「膝」を意味する語においてb > gという不規則な変化が起こっている

⑵　「多良間諸⽅⾔」を特徴づける改新
ａ．「⽋伸」の不規則な⾳変化、*akubiA > aːm
ｂ．「踵」における語頭⼦⾳の有性化、*keza > gida
ｃ．「従兄妹」における⺟⾳の不規則な変化、*itoku > itɕafu
ｄ．「豚」の語形 waːku
ｅ．「岩」の語形 tumbara
ｆ．５系列の指⽰詞体系：ku-, u-, ka-, keː-, veː-

２．３　先⾏研究
⽔納島⽅⾔に関する先⾏研究は⾮常に限られている。⾳韻論については、崎⼭（1962）

1　 ただし、⽔納島⽅⾔のniʥi「虹」という語形は共通語形である可能性が⾼い。
2　 多良間島⽅⾔と⽔納島⽅⾔に⾒られるgida「踝」は⼋重⼭新城⽅⾔のkidza「踝」（宮良, 1930）と同源

であると考える。琉球諸語では本来、語頭に有声⼦⾳が⽴たないので、語頭における有声⼦⾳を改新
として⾒做している。

3　 データは次の通りである。仲地⽅⾔：富浜（2013）。狩俣⽅⾔：佐渡⼭（2014）、指⽰詞体系は⾐畑（2017）。
平良⽅⾔：Jarosz（2015）、指⽰詞体系は伊⾖⼭（2002）。皆愛⽅⾔：セリック（2018）。砂川⽅⾔：調
査ノート。多良間島⽅⾔：下地（2017a）と調査ノート。⽔納島⽅⾔：本稿のデータ。
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の論⽂があり、崎⼭（1963）に約230の基礎語彙が宮古語の他の⽅⾔のデータと共に収録
されている。⽂法については、動詞の活⽤などを⽰した平⼭（1967）、指⽰詞、動詞、形
容詞に関する⽚的なデータを含む内間（1984）と、個別なテーマ（格標識、形容詞）を扱っ
た論⽂（下地, 2012, 2017b）がある。⾔語資料に関しては、⼀点の⺠話の書き起こし（下地, 
2011）と古い歌謡を収録した杉村（1993）がある。

表１　共通宮古語における共通の改新
形容詞活⽤ 尊敬語標識 「虹」 「膝」

共通宮古語 クアリ -（s）ama（r）- tin+bav ts gus
仲筋 サアリ waːr- nudz ts bus
⽔納島 サアリ waːr- niʥi tsʉbusʉ

表２　多良間諸⽅⾔における共通の改新
⽅⾔ 「⽋伸」「⾶蝗」 「踝」 「従兄弟」 「豚」 「岩」 指⽰詞体系

仲地 afuzï kata amambuni itsufu waː ʃiː ku-, u-, ka-
狩俣 afuk kata amambuni itsufu waː ɕiː, is u-, ka-
平良 afuk ïs kata amambura icïfu, icufu waː śiː ku-, u-, ka-
皆愛 afuk kata amambuni itsufu waː is ku-, u-, ka-
砂川 afuk kata amambuni itsufu waː is ku-, u-, ka-
多良間島 aːm gata gida itɕafu, itɕifu waː, waːku tumbara ku-, u-, ka-, ke-, ve-
⽔納島 aːm gata gida itɕafu waːku tumbara ku-, u-, ka-, keː-, veː-

２．４　データ
本稿のデータは、2019年の１⽉から７⽉まで数回に渡った宮古島での現地調査で得られ

た。インフォーマントは1939年⽣の宮古島平良地区在住の⼤浦⾠夫⽒（男性）である。両
親はともに⽔納島出⾝であり、⾔語形成期の時に明治初期⽣まれの祖⺟と⼀緒に暮してい
た。家庭では⽅⾔が使われていたという。⽣まれたときから20歳まで⽔納島に住んでおり、
他の村⺠とともに1961年に宮古島に移り、それ以来宮古島に在住している。

調査は話者の⾃宅で静かな部屋で⾏い、H4-Zoomの内蔵マイクで録⾳した。調査票は国
⽴国語研究所の共同研究プロジェクト「消滅危機⾔語・⽅⾔の記録とドキュメンテーショ
ンの作成」（プロジェクトリーダー：⽊部暢⼦）で使われる語彙調査票（未公開）を使⽤し、
全項⽬を調べた（合計1174項⽬）。調査で得られた語形を単独の発⾳で収録した。また、
⽔納島⽅⾔が多良間島⽅⾔と同様のアクセント体系を持っているという仮説を採⽤してい
たので、多良間島⽅⾔の語彙のアクセント型を同定するための⽅法に従ってアクセント資
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料を収録した（松森（2010）、五⼗嵐（2015）、⻘井（2016a, b）などを参照）。具体的に⾔
うと、名詞や形容詞は「X=mai Y」（Xはターゲット語彙、Yは任意の述語）の⽂に埋め込
んで発⾳してもらった。動詞は⻘井（2017）に従って進⾏形の形で発⾳してもらった。

３．⾳素体系
３．１　⾳素⽬録

崎⼭（1962）に⽔納島⽅⾔の⾳素体系に関する詳細な記述がある4。概ね、それに従う（⑶
と⑷を参照）が、幾つかの指摘ができる。

⑶　先⾏研究における⾳素体系（崎⼭, 1962）
短⺟⾳ /i、a、u/
⻑⺟⾳ /iː、eː、aː、oː、uː/ 半⺟⾳ /j、w/
⼦⾳ /p、b、t、d、k、g、c、z、h、ʼ、m、n、r、s/ 特殊⾳素 /N, Q/

⑷　本研究における⾳素体系
短⺟⾳ /i、ʉ、e、a、u/
⻑⺟⾳ /iː、ʉː、eː、aː、oː、uː/
半⺟⾳ /j、w/
⼦⾳ /p、b、t、d、k、g、ʨ、ʣ、f、v、m、n、r、s/
特殊⾳素 /N, Q/

まず、⑸で確認できるように短⺟⾳に /e/ を⽴てる必要がある。

⑸　短⺟⾳/e/を含む形態素
ａ．=nu mme「複数」
ｂ．nnepi「もっと」

次に、多良間島⽅⾔の/ɨ/という⺟⾳に対応しているものは崎⼭（1962）で独⽴とした
⾳素として認められていない。/ɨ/の⺟⾳は⽔納島⽅⾔で/p、b、m、k、g/の後に/i/と合
流しているが、/c、s、z/の後に/i/とは異なる⾳声（[ʉ]）を⽰しており、先⾏研究では
/u/として解釈されている。しかし、この解釈には幾つかの問題がある。

4　 下地（2017b）も⽔納島⽅⾔の⾳素体系を簡単に扱っているが、崎⼭（1962）を踏襲していると思われ
るので、ここで⾔及しない。
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⑹　ａ．「紙」：多良間 /kabɨ/ [kab ɨz ]、⽔納島 /kabi/ [kabi]
ｂ．「⼟地」：多良間 /zɨɨ/ [dzɨɨ]、⽔納島 /zuu/ [dzʉʉ]
ｃ．「⼦⽜」：多良間 /kuusɨ/ [kuusɨ]、⽔納島 /ku'usu/ [kuusʉ]

崎⼭（1962）で鋭く観察しているように、[ʉ] と [u] で書き起こされている⾳は同じ唇の
構えで発⾳されており、両⽅とも軽めの円唇性を伴っているが、その⾳⾊が明瞭に異なっ
ている。調⾳の仕様について話者に確認したところ、⾆の位置が違うという迷いのない意
識を⽰した。そうなると、⑺で⽰した対を⾳韻的にどのように解釈するべきかが問題とな
る。そこで２つの可能性がある。

⼦⾳が対⽴している。それか、⺟⾳が対⽴している。

⑺　ａ．[ʥuː]「尻尾」、[ʣʉː]「⼟地」
ｂ．[iʥu]「⿂」、[iʣʉ]「意地」

崎⼭（1962）では、⼝蓋化⻭茎⼦⾳の [ʃ]、[tʃ]、[ ] を⾳韻的に⾮⼝蓋化⻭茎⼦⾳の/s/、
/c/、/z/と半⺟⾳/j/の連続として分析しているが、その研究⾃体で指摘されているよう
に以上の⼝蓋化⻭茎⼦⾳と⾮⼝蓋化⻭茎⼦⾳の分布は後続の⺟⾳によって完全に決まって
おり、お互いに⾳韻的に対⽴しうる環境はない。/s/、/c/、/z/と/sj/、/cj/、/zj/が対⽴
していないことから、これらの⾳を同じ⾳素に属している異⾳として再分析した⽅が望ま
しい（以下の３．２節で触れるの⼝蓋化と⾮⼝蓋化の揺れの現象もこの分析を⽀持してい
る）。従って、⑺で⽰した語彙の対⽴を⺟⾳の対⽴によって説明するほかはない。さらに、
⑻で⽰したように [u] 終わりの語と [ʉ] 終わりの語は主題形が異なる。/ʉ/を/u/とは別の
⺟⾳⾳素として認めなければならないという結論である。

⑻　ａ．[iʥu]「⿂」、[iʥoː]「⿂は」
ｂ．[iʣʉ]「意地」、[iʣeː]「意地は」

崎⼭（1962）では/h/を⾳素として⽴てているが、⾳声的に [h] という⾳が存在しない
という。つまり、[ɸ] または [ff] という⾳声に対してこの⾳素を⽴てているわけである。こ
こでは、⾳声的な実態を尊重し、先⾏研究の/h/の代わりに/f/を⽴てるが、同じ⾳素であ
ることに注意されたい。

先⾏研究によると多良間島⽅⾔と違って/m̩/と/N/の⾳韻的な区別がない。ただし、/
N/が [m̩] として発⾳されることがあるという。異⾳が現れる条件を調べると、⼀定の規則
があることに気づく。成節的⿐⾳が⻑⾳の場合は後続の⼦⾳が柔⼝蓋⾳でない限り [m] の
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発⾳が保持されている⑼。語末に⽴つ場合は [m] の発⾳が保持されている傾向があるが、[ɴ] 
の発⾳も観察される（10-c）。成節的⿐⾳終わりの語彙の主題形に関しては、[mna] という
⾳の連続が⾒られる（10-ab）。最後に成節的⿐⾳が短⾳で後続の⼦⾳が両唇⾳以外の場合
は [m] の発⾳が許容されない⑾。

⑼　ａ．[mm]「芋」
ｂ．[mmtsʉ]「六つ」
ｃ．[ŋŋku]「膿」

⑽　ａ．[tsʉdzʉm]「⿎」、[tsʉdzʉmna]「⿎は」
ｂ．[mim]「⽿」、[mimna]「⽿は」
ｃ．[-tam] 〜 [taɴ]「過去」

⑾　ａ．[ŋkara]「六匹」
ｂ．[nʣu]「溝」

/r/は基本的に弾き⾳ [ɾ] として現れているが、震え⾳ [r] として発⾳されることもある。
/ʣ/は破擦⾳として分析しているが、語中に閉鎖が弱い、またはない発⾳も観察される。
現在確認できている⼆重⼦⾳は、kk、tt、t 、ss、dʣ、rr、ff、vvである。

３．２　/s/と/ʣ/の発⾳のゆれ
⼦⾳の/s/と/ʣ/は、⑿で⾒られるように、/i/や/ʉ/と結合する場合を除き同じ語彙で

も⾮⼝蓋化した発⾳（[s]、[ʣ]）と⼝蓋化した発⾳（[ɕ]、[ʥ]）がしばしば交代する。例えば、
/sa/が含まれている語彙の（⾳声公開のために選んだ）単独の発⾳は、[sa] に近く聞こえ
た語彙が43個、[ɕa] に近く聞こえた語彙が36個があった。⼝蓋化か⾮⼝蓋化かについて話
者に何度も確認したが、両⽅の発⾳とも容認された。また、「ざ」なのか「じゃ」なのか
など平仮名を提⽰して確認もしたが、どちらとも選んでもらえなかった。実際、[s̠]、[ʣ̠] の
ような中間的な発⾳も観察されている。/ʨ/については、⒀で⽰しているように⾮⼝蓋化
した異⾳が観察されず、⼀貫して [ʨ] と発⾳されている。

⑿　ａ．[savvi] 〜 [ɕavvi]「突き刺す」
ｂ．[aʣa] 〜 [aʥa]「兄」
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⒀　ａ．[ʨaː]「お茶」
ｂ．[iʨafu]「従兄弟」

４．アクセント体系
歴史的な背景からすると⽔納島⽅⾔と多良間島⽅⾔が⾮常に近い可能性があり、そのた

め、両⽅⾔が同様のアクセント体系を持っていることが充分に期待できる。多良間島⽅⾔
のアクセント体系は詳細に記述されてきており（松森（2010, 2014）五⼗嵐（2015, 2016c）
⻘井（2016a, b, 2017, 2018, 2019）新⽥（2018a, b））、⾳韻的な解釈については⾒解の違い
が⾒られるものの（例えば、新⽥（2018a）と⻘井（2019））、記述のレベルでは先⾏研究
の間で⾒解が⼀致している。本節では、先⾏研究の記述を参照しながら、収録したアクセ
ント資料を分析し、⽔納島⽅⾔の名詞のアクセント体系を明らかにする。

４．１　名詞アクセント
多良間島⽅⾔の名詞アクセントは３種類の型が区別されている。この３種類の型が低⾳

調の指定の有無とその位置で対⽴しており（⻘井, 2019）、その所属語彙が琉球祖語で再建
されているA、B、Cのアクセント型（松森, 1998, 2000b, a）の所属語彙に概ね対応してい
ることから（松森, 2010）、A型、B型、C型と名付けられている5。琉球祖語で再建されて
いるアクセント型との混乱を避けるため、以下、多良間島⽅⾔のアクセント型をa型、b型、
c型と表記する。a型は低⾳調が指定されておらず、b型は低⾳調が⼆番⽬の韻律語の末尾
拍に、c型は⼀番⽬の韻律語の末尾拍に指定されている。各アクセント型の⾳声的な実現
について、⻘井（2016a）では、デフォルトの⾼⾳調から始まる発話頭の環境における代
表的な例を提⽰し、⒁のように記述している（表３はその要約、韻律語の定義については、
特に五⼗嵐（2016c）を参照）。

⒁　α．c型は当該名詞の次末モーラの後ろに下降が⽣じる
β．b型は後続する助詞=maiの次末モーラの後ろに下降が⽣じる
γ．a型は⽂節全体を通して急激な下降が現れない
　　⻘井（2016a）p. 82より（アクセント型の名称を改変）

5　 ⻘井⽒の⼀連の研究では、それぞれ「平板型」、「下降２型」、「下降１型」、または「０型」、「２型」、「１
型」と呼ぶ。
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表３　多良間島⽅⾔のアクセント体系
アクセント型 ⾳韻的解釈 琉球祖語対応型

a型 無核型 A型
b型 第２韻律語の末尾拍に低⾳調の指定有り B型
c型 第１韻律語の末尾拍に低⾳調の指定有り C型

多良間島⽅⾔では、様々な環境でアクセント型の中和が起こるため、その⽅⾔の語彙の
アクセント型を特定するためには対象の語彙を適切な構⽂に埋め込まなければならない

（詳細は五⼗嵐（2015）; ⻘井（2017）などを参照されたい）。先⾏研究では、アクセント型
を特定する際に「X=mai Y」（Xはターゲット語彙、Yは任意の述語）という構⽂がよく⽤
いられている。⒂に先⾏研究からの⼀例を提⽰する（「（）」は韻律語の境界を、「=」は接
語境界を、「]」はピッチの急激な下降を表している）。２．４節で述べたように、⽔納島⽅
⾔を調査した際にもこの構⽂を⽤いてアクセント資料を収録した。

⒂　α．a型（juda）=（mai）（neːn）「葉もない」
β．b型（jadu）=（ma]i）（neːn）「⼾もない」
γ．c型（ma]du）=（mai）（neːn）「暇もない」⻘井（2016b）p. 69より

下向きの矢印はピッチの急激な下降を表わす

Pitch (H
z)

図２　「X=mai Y...」構⽂に埋め込んだkabi「紙」、kami「⻲」、kami「瓶」のF0曲線

⽔納島⽅⾔のアクセント資料を聴覚的に検討すると、⒁で掲載した多良間島⽅⾔につい
ての記述がそのまま⽔納島⽅⾔にも当てはまることが判る。⒃において琉球祖語のA、B、
C系列の語彙を３つ選んで具体的な例を⽰した（琉球祖語で推定されている型は「⽇琉語
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類別語彙19年５⽉17⽇７版」五⼗嵐（2016a）を使⽤した）。図２で確認できるように、A
系列のkabi「紙」は、ピッチの急激な変化が⾒られず、B系列のkami「⻲」は、助詞
=maiの後半部分に急激な下降が⾒られ、C系列のkami「瓶」は、名詞の第⼆⾳節に急激
な下降が⾒られる。このように、⽔納島⽅⾔の名詞アクセント資料を表３や⒁で⽰された
基準に基づいて分類することができる。これはつまり、⽔納島⽅⾔が多良間島⽅⾔と同様
に３種類のアクセント型を区別しており、その⾳声的な実現が多良間島⽅⾔と同じである
という結論である。以下、⽔納島⽅⾔のアクセント型を「a型」、「b型」、「c型」のように
呼ぶ。

⒃　⽔納島⽅⾔のアクセント資料の例
ａ．kabi=mai...「紙も…」、（A系列）
ｂ．kami=ma]i...「⻲も…」、（B系列）
ｃ．ka]mi=mai...「瓶も…」、（C系列）

以上、⽔納島⽅⾔が３種類のアクセント型を区別しているということを⽰したが、次に
それぞれのアクセント型の所属語彙が琉球祖語のアクセント系列や多良間島⽅⾔のアクセ
ント型の所属語彙とどのような対応関係を⽰しているのかを⾒る必要がある。

４．２　所属語彙の対応関係
多良間島⽅⾔が琉球祖語の状態をよく保持しているとされている（松森, 2010）が、語

彙の所属において琉球祖語のアクセント系列との「ずれ」が確認されており、既に改新が
起こっていることが指摘されている6。このような所属のずれや改新が⽔納島⽅⾔にも共通
しているのかを⾒ることにより、両⽅⾔の近さを評価することもでき、宮古語のアクセン
ト史について知⾒を得ることも期待できる。所属語彙の対応関係を⾒るために、アクセン
ト資料のある２拍名詞から（*paB「⻭」のような*CV由来の語を除いた）、五⼗嵐語彙リス
トで琉球祖語のアクセント型が再建されているものを選び、アクセント型を⽐較した。該
当する名詞は168個得られたが、確信を持ってアクセント型が特定できたものは159個で
あった。結果は、⒄⒅⒆の通りである。なお、松森（2010）で多良間島⽅⾔についてアク
セント型が報告されている語彙は太字にして下線を引き、最初に掲載した。多良間島⽅⾔
とアクセント型の所属が⼀致しない場合は語形の前に「!」を加え、括弧の中に多良間島⽅
⾔のアクセント型を⽰した。

6　 例えば、多良間島⽅⾔と池間⽅⾔のデータを元に「横」、「道」と「草履」の語彙が宮古祖語においてA
系列対応型からC系列対応型に変わったという改新が提案されている（五⼗嵐, 2016b）。
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⒄　A系列対応語彙（70語）
ａ． a型（67語）：butu「夫」、ffa「⼦。親⼦の⼦」、fudi「筆」、fugi「釘」、fu     ʉ「⼝」、

ibi「イセエビ」、iʥ  u「⿂」、ika「いか」、iɾi「⻄」、juda「枝」、jui「結い」、kabi
「紙」、kadi「⾵」、kuba「くば」、ku  sʉ「腰」、mai「⽶」、miʣ  ʉ「⽔」、muɕi「⾍」、
nisʉ「北」、paku「箱」、pana「⿐」、pani「⽻」、piɾi「にんにく」、pitu「⼈」、
pu  ɕu「臍」、saba「鮫」、saki「酒」、sʉ  ta「下」、sudi「袖」、ta  ki「⽵」、ʨ  ibi「後
ろ」、tin「空」、tuʣ  ʉ「妻」、uɕi「⽜」、uɾu「つのまた」、!niʥ  i「虹」（a, b）、agi「陸」、
agu「顎」、ɕuku「底」、fugi「⾸」、fuju「冬」、gama「洞窟」、juka「床」、juni「粟」、
kaː「井⼾」、kai「あれ」、kan「蟹」、mmi「丘」、mni「胸」、muɾa「村」、na ʉ「夏」、
nunu「布」、pai「蝿」、pasʉ「橋」、pa ʉ̥「蜂」、piʣʉ「肘」、pigi「髭」、pudu「背
丈」、puki「埃」、saɾa「⽫」、tabi「旅」、taka「鷹」、tana「棚」、toː「誰」、 ɨʣɨ「てっ
ぺん」、 ʉbu「壷」、 ʉmi「⽖」、vva「君」

ｂ．c型（３語）：ɕaba「草履」、!utu「⾳」（a）、mi ʉ「道」

⒅　B系列対応語彙（51語）
ａ． a型（６語）：!fumu「雲」（b）、!taku「蛸」（b）、!   ʉnu「⾓」（b）、aɕi「汗」、kiga

「怪我」、maju「眉」
ｂ． b型（37語）：!kami「⻲」（a）、!nai「地震」（a）、ami「⾬」、ata「明⽇」、bata「腹」、

ʥ  in「⾦」、ita「板」、jadu「⼾」、kata「肩」、kin「着物」、kuʥ  u「去年」、mami
「 ⾖ 」、mm「 芋 」、nta「 ⼟ 」、mugi「 ⻨ 」、nai「 実 」、nam「 波 」、pai「 南 」、
pana「花」、sʉ  ta「⾆」、adu「踵」、aja「綾」、ana「⽳」、iɾi「錐」、jam「病気」、
jumi「夢」、kadu「⾓」、min「⽿」、munu「物」、naː「縄。綱」、nada「涙」、soː

「竿」、sʉba「唇」、sʉma「島」、tuɕi「年」、 ʉ̥ki「⽉」、udi「腕」
ｃ． c型（８語）：!iɾu「⾊」（b）、!nu   ʉ「命」（b）、!tsʉʣ  ʉ「唾」（b）、!paɾu「畑」（b）、

uja「親」、fuɕi「櫛」、jui「夜」、num「鑿」

⒆　C系列対応語彙（38語）
ａ．a型（１語）：nuː「何」
ｂ． c型（37語）：!ɕura「砂糖⿉の先端」（a）、aka「髪の⽑」、funi「船」、gata「⾶蝗」、

gipa「簪」、iki「息」、in「海」、kami「瓶」、kuga「卵」、madu「暇」、naba「垢」、
nika「猫」、pagi「⾜」、pai「針」、pasʉ「箸」、puni「⾻」、sana「傘」、sata「砂
糖」、taja「⼒」、tida「太陽」、uki「桶」、usʉ「⾅」、an「私」、atu「跡」、ʣoː「⾨」、
fumu「蜘蛛」、kagi「蔭」、kubu「たんこぶ」、kui「声」、magu「容器の⼀種」、
muku「婿」、num「蚤」、paɾa「柱」、piɾa「箆」、sʉʣʉ「茎」
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A系列とC系列の語彙は⽔納島⽅⾔でそれぞれa型とc型に属しており、その所属が極め
て安定的であると⾔える（⼀致率は95.7％と97.4％）。これに対して、B系列の語彙はその
⼤半がb型に属していながら（⼀致率は72.4％）、a型とc型に属している語彙も少なくない。
また、多良間島⽅⾔に⽐べるとアクセント型の所属の不⼀致が少々⾒られる。これをより
詳しく⾒るために、他の⽅⾔のデータを加え、⽐較を⾏う。表４に琉球祖語・⽔納島⽅⾔
または⽔納島⽅⾔・多良間島⽅⾔の間で所属が異なる語彙を再掲し、仲筋⽅⾔（調査ノー
ト、昭和11年⽣まれの⼀⼈の話者）、池間⽅⾔（五⼗嵐ほか, 2012 ; 五⼗嵐, 2016b ; Celik & 
Kibe, 2019）、与那覇⽅⾔（松森, 2012 ; 五⼗嵐, 2012）と下地皆愛⽅⾔（調査ノート）のデー
タを加えた。

表４　多良間諸⽅⾔のアクセント型の不⼀致
語彙 琉球祖語 ⽔納島 仲筋 松森（2010） 池間 与那覇 皆愛

「虹」 A niʥia nuʣ a nuzIa、nu:zIb

「⾳」 A utuc utuc utua utuab

「草履」 A ɕabac ɕabac sjabac sabac sabac sabaab

「道」 A mi ʉc mi c n c m ab

「雲」 B fumua fumub fumub mmub fumuab kumuab

「蛸」 B takua takub takub takub takuab

「⾓」 B ʉnua nnub cInub nub nuab

「汗」 B aɕia aɕia aɕib

「怪我」 B kigaa kigaa

「眉」 B majua majua majub

「⻲」 B kamib kamic kamia kamib kamiab kamiab

「地震」 B naib naia naia naib naiab

「唾」 B tsʉʣʉc ʣ a cIzIb ʣ b

「⾊」 B iɾuc iruc irub

「畑」 B paruc paruc parub haic pariab

「親」 B ujac ujac ujac ujac ujac ujac

「櫛」 B fuɕic fus c ffuc

「夜」 B juic juɭc

「鑿」 B numc numc

「命」 B nu ʉc nu c nucIb

「何」 C nuːa nuːa

「砂糖⿉の先端」 C ɕurac ɕurac sjuraa surac suraab
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まず、「草履」と「道」は、池間⽅⾔においてもC系列対応型に属していることから、宮
古祖語の段階で既にその所属をA系列対応型からC系列対応型へ変わっていた可能性があ
るという指摘がある（五⼗嵐, 2016b）。「草履」の場合は与那覇⽅⾔でもC系列対応型なの
で、そのシナリオが⽀持される7が、「道」は与那覇⽅⾔でAB系列対応型に属しているので、
宮古祖語でC系列対応型に属していたとは考えにくい。ただし、⽔納島⽅⾔と仲筋⽅⾔で
所属が対応しているので、多良間祖語における改新であると考えることができる8。

次に、B系列なのにc型で出る語彙（「⾊」「畑」「親」「櫛」「夜」「鑿」「命」）は、仲筋⽅⾔
でC系列対応型に属しており、また、確認できる限り、池間⽅⾔でもC系列対応型である。

「親」は与那覇⽅⾔と皆愛⽅⾔でもC系列対応型、「櫛」は皆愛⽅⾔でC系列対応型なので、
この⼆語についてはB系列からC系列への所属の変化が古いと考えられる。他の語彙につ
いては、⽔納島⽅⾔と仲筋⽅⾔で⼀致が⾒られるので、多良間祖語における改新であると
仮定しておく。 ʉʣʉ「唾」については、表４の他の語彙と違って調査の際に話者が思い出
すのに苦労するということがよく⾒られた。この語彙はもはや⽇常語ではないことが想像
され、そのため、アクセント型が不安定であると考えられる。

残りのB系列の語彙は、⽔納島⽅⾔でa型、多良間島⽅⾔でB系列対応型のもの（「雲」「蛸」
「⾓」「眉」）と、⽔納島⽅⾔でb型、多良間島⽅⾔でA系列対応型のもの（「⻲」「地震」）と、
両⽅⾔でA系列対応型であるもの（「汗」「怪我」）がある。この複雑な状況は、B系列対応
型の所属語彙において変化が起こり始めていることを⽰唆している。つまり、本来B系列
対応型に属している語彙は、A系列に対応しているアクセント型の⾳調で発⾳される傾向
が⾒られ、所属を変えている語彙も現れている。B系列対応型の名詞がA系列対応型に合
流し始めているということである。

それを⽀持する事例として次のことが挙げられる。例えば、B系列の「鏡」と「暦」が
A系列対応型に属していると報告されている（松森, 2010）。また、仲筋⽅⾔のインフォー
マントはA系列の「⿐」とB系列の「花」を区別することができず、どの⾳調が「正しい」
かについて⾃信がないと述べていた。「暦」について確認したところ、a型の⾳調もb型の
⾳調も容認された。なお、⽔納島⽅⾔と多良間島⽅⾔の間に⼀定の規則的な対応関係が⾒
られないということは、この変化が新しくて、進⾏中であることを⽰している。

最後に、C系列の語彙は⽔納島⽅⾔と仲筋⽅⾔でアクセント型が⼀致している。「何」は
両⽅⾔でA系列対応型であり、その所属が多良間祖語に遡ると考えられる。

7　 皆愛⽅⾔ではAB系列対応型であるが、C系列の２拍名詞がAB系列対応型になる傾向が認められる。
sabaを全部要素にした複合語を⾒れば、A系列型ではないことが確認できるかもしれない。

8　 Pellard（2009）で提⽰された宮古諸⽅⾔の系統からすると、多良間諸⽅⾔と池間⽅⾔が共通の改新を
保有するという可能性は排除される。
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４．３　韻律句の連続におけるピッチの上昇
多良間島⽅⾔のアクセント体系は、ピッチの「下降」の有無と位置によりアクセント型

が区別されるという分析がなされていたが、最新の研究ではその分析が適切でないことが
判った（新⽥, 2018b, a ; ⻘井, 2018, 2019）。⒇で⽰すように、b型やc型の語を含む韻律句
の後にb型やc型の語を含む韻律句が続くと、前後の韻律句においてアクセント型の実現
が異なっており、⼀番⽬の韻律句ではピッチの下降が⾒られるのに対して、⼆番⽬の韻律
句では１拍ずれた位置でピッチの上昇が⾒られる（韻律句を「{}」で⽰す）。韻律句が⾼⾳
調で始まるのか、それとも、先⾏する韻律句の低⾳調を継承しているのかにより、同じア
クセント型でもその実現が異なってくるわけである。

以上のことから、その有無と位置が弁別的であるのは、ピッチの下降ではなく、低⾳調
の指定だという分析が提案された（上の表３を参照）。

⒇　ａ．{u]ja=kara=mai}c {anna=[kara=mai}c ...
ｂ．{u]ja=kara=mai}c {midum=kara=[mai}b ...
　　（⻘井（2018）から転載、提⽰の仕⽅⼀部改変）

⽔納島⽅⾔においても同じ現象が確認された。名詞のアクセント資料の中にb型やc型
の語彙を含む韻律句の後に、B系列の述語を含む韻律句が続いた場合、ピッチの上昇が観
察された。�に例を挙げ、図３にそのF0曲線を⽰す。この図で確認できるように、b型と
c型の名詞を含む韻律句でピッチが下降した後、続く術語句でピッチが再び上昇する。こ
れに対して、a型の名詞を含む例⽂では、述語を含む韻律句でピッチが下降している。つ
まり、miː-c「⾒る」のアクセント型が、含まれる韻律句が継承したトーンにより異なる実

下向きの矢印はピッチの急激な下降を、上向きの矢印はピッチの急激な上昇を表わす

Pitch (H
z)

図３　韻律句の連続におけるピッチの上昇の例
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現を⽰しているということである。また、上昇と下降の位置を⽐べると、多良間島⽅⾔と
同様にピッチの上昇の位置が下降の位置より後ろへずれていることも判る。

�　ａ．inaa「⽝」／ miː-c「⾒る」：ina=mai miːrari=]du sʉː「⽝も⾒られぞする」
ｂ．kamib「⻲」／ miː-c「⾒る」：kami=ma]i miːrari=du [sʉtai「⻲も⾒られぞした」
ｃ．nikac「猫」／ miː-c「⾒る」：ni]ka=mai miːrari=du [sʉtai「猫も⾒られぞした」

さらなる調査が必要であるが、現時点で確認できる限り、⽔納島⽅⾔のアクセント体系
が多良間島⽅⾔と全く同じ特徴を⽰しており、そのため、多良間島⽅⾔のアクセント体系
について提案された分析をそのまま⽔納島⽅⾔に当てはめることが可能であると思われ
る。

５．語彙集
５．１　凡例

本語彙リストの語形は発⾳通りのものを掲載したが、無声化を記していない。名詞は単
独の形式を載せた。動詞は統⼀的な形式で収録することが出来なかった。得られた語形を
そのまま引⽤形として使⽤した。形容詞はムヌ形で統⼀するように努めた。

アクセント情報は低⾳調が指定されている拍を提⽰した。具体的に、上付きの⽂字を使
い、f「flat（a型）」、p2「plus 2（b型）」、m1「minus 1（c型）」、mX「minus X（Xは数字）」
のようにアクセント情報を⽰した。p2（plus 2）とは、「X=mai...」構⽂において、名詞の
終りから数えて、低⾳調が２番⽬の拍、つまり=maiの「i」のところに指定されていると
いう意味である。同様に、m1（minus 1）は、名詞の終りから数えて、⼀番⽬の拍に低⾳
調が指定されていることを⽰す。複合語におけるピッチの下降を⽰すためにその書き⽅を
選んだ（�を参照）。

�　ａ．あームf：　aːm=mai...「⽋伸も…」
ｂ．あどぅp2：　adu=ma]i...「踵も…」
ｃ．あーさm1：　aː]sa=mai...「ヒトエグサも…」
ｄ．がずまぎーm3：　gaʣʉ]magiː=mai...「カジマルの⽊も…」

５．２　語彙
あーp2［aː］【名】粟。
あーぐーm1［aːguː］【名】粟の粉。
あーさm1［aːsa］【名】⽯蓴（あおさ）。

あーだ f［aːda］【名】もっこ。
あーぬいー［aːnuiː］【名】粟のお握り。
あーム f［aːm］【名】⽋伸（あくび）。
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あいき［aiki］【動】歩く。
あいどぅすー［aidusʉː］【動】有る。焦点形。
あかm1［aka］【名】髪の⽑。
あかい f［akai］【名】明り。照明。光。
あかい f［akai］【名】蟻。
あがい f［agai］【名】東。
あがいかでぃf［agaikadi］【名】東⾵。
あがた f［agata］【名】遠い。遠⽅の。
あかつー［aka ʉː］【名】⾎。
あかふしゅ［akafuɕu］【感】絶対にいやだ。
あかむぬ［akamunu］【形】明るい。
あかむぬ［akamunu］【形】⾚い。⾚⾊の。
あかムま［akamma］【感】絶対にいやだ。
あがり［agari］【動】攣る。
あがり［agari］【動】上がる。
あき［aki］【動】開ける。
あき［aki］【動】開く。
あぎ［agi］【動】上げる。
あぎ f［agi］【名】陸。陸地。
あぐ f［agu］【名】顎（あご）。
あくずん［akuʣʉn］【形】残虐。
あざm1［aʣa］【名】兄。
あさむぬ［asamunu］【形】浅い。
あさむぬm1［asamunu］【名】朝⾷。
あさムま［asamma］【名】⽗⺟。親。両親。
あし f［aɕi］【名】汗。
あしだ［aɕida］【名】下駄。
あしび［aɕibi］【動】遊ぶ。
あず［aʣʉ］【名】味。
あずかい［aʣʉkai］【動】預かる。
あすとぅm1［asʉtu］【名】明後⽇。
あずまむぬ［aʣʉmamunu］【形】⽢い。
あずまむぬ［aʣʉmamunu］【形】⽢い。
あた p2［ata］【名】明⽇。

あだ［ada］【名】⿊⼦（ほくろ）。
あたらかむぬ［atarakamunu］【形】もっ

たいない。
あだん［adan］【名】阿檀（あだん）。
あっヴぁf［avva］【名】油。
あっじゃみつm1［adʥami ʉ］【名】畦道。
あつみ［a ʉmi］【動】集める。
あつむぬ［a ʉmunu］【形】暑い。熱い。
あとぅm1［atu］【名】跡。
あどぅp2［adu］【名】踵（かかと）。
あな p2［ana］【名】⽳。
あばー［abaː］【名】私は。⼀⼈称の主題形。
あぱむぬ［apamunu］【形】味が薄い。
あぱらぎむぬ［aparagimunu］【形】美しい。
あびり［abiri］【動】呼ぶ。
あまムm1［amam］【名】宿借（やどかり）。
あみ［ami］【動】編む。
あみ p2［ami］【名】⾬。
あム［am］【名】網。
あムむーm1［ammu］【名】⽷。
あや p2［aja］【名】綾。模様。
あらむぬ［aramunu］【形】新しい。
あらむぬ［aramunu］【形】荒い。粗い。
あろー［aroː］【動】洗う。
あわてぃ［awati］【動】急ぐ。
あんm1［an］【名】私。
あんがm1［aŋga］【名】姉。
あんたm1［anta］【名】私たち。聞き⼿を

含まない私達。排他的複数形。
あんなm1［anna］【名】⺟。
あんなうやm3［annauja］【名】⽗⺟。親。

両親。
いーf［iː］【名】柄。
いー［iː］【名】飯（いい）。お握り。
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いぇー［jeː］【動】得る。
いぇーぐm1［jeːgu］【名】歌。
いか f［ika］【名】烏賊（いか）。
いかだき［ikadaki］【副】幾ら。
いき［iki］【動】⾏く。
いきm1［iki］【名】息。呼吸。
いきでぃ［ikidi］【動】⽣きる。
いきむすm1［ikimusʉ］【名】動物。
いきらむぬ［ikiramunu］【形】少ない。
いぐん［igun］【名】槍。
いざムまm3［iʣamma］【名】 ⽗⺟。 親。

両親。
いざらm1［iʣara］【名】鎌（かま）。
いし［iɕi］【名】⽯。
いしうす［iɕiusʉ］【名】⽯⾅。⽯で出来

ている⾅。
いじぇー［iʥeː］【動】出会う。
いしばなた f［iɕibanata］【名】崖。
いじゃくm1［iʥaku］【名】櫂（かい）。船

のかい。
いじゅf［iʥu］【名】⿂。
いじる［iʥiru］【動】⼊れる。（命令形）。
いずむぬ［iʣʉmunu］【形】元気。
いた p2［ita］【名】板。
いだい［idai］【名】いさり。
いちゃふ［iʨafu］【名】いとこ。
いつ［i ʉ］【名】何時（いつ）。
いっヴぃむぬ［ivvimunu］【形】臆病。
いっヴぅむぬ［ivvumunu］【形】重い。
いつがら［i ʉgara］【名】五匹。五頭。
いつけーり［i ʉkeːri］【名】五回。
いつたーい［i ʉtaːi］【名】五⼈。
いつつ［i ʉ ʉ］【名】五つ。
いでー［ideː］【動】出会う。

いな f［ina］【名】⽝。
いぬーp2［inuː］【名】潮が引くときに残っ

ている⽔溜り。
いぬーがまらm3［inuːgamara］【名】⻯巻。
いび f［ibi］【名】伊勢海⽼（いせえび）。
いぴーちゃがま［ipiːʨagama］【形】少し。
いふつ［ifu ʉ］【名】幾つ。何個。何歳。
いみしゃーい［imiɕaːi］【形】⼩さい。
いらい［irai］【形】偉い。
いらび［irabi］【動】選ぶ。
いり f［iri］【名】⻄。
いり p2［iri］【名】錐の先端の部分を指す。
いりかでぃf［irikadi］【名】⻄⾵。
いりき p2［iriki］【名】鱗。
いりばりずー［iribariʣʉː］【名】⻄原地。

野原の地名。
いりゆー［irijuː］【名】必要。
いるm1［iru］【名】⾊。
いれー［ireː］【動】答える。声をかけら

れて応答する。
いんm1［in］【名】海。
いんがなすむぬ［iŋganasʉmunu］【形】

可愛い。
いんふしゃm3［infuɕa］【名】海草。
うい［ui］【名】それ。
ういぎ［uigi］【動】泳ぐ。
ういびざき［uibiʣaki］【動】指で指し⽰

すこと。
うーす［uːsʉ］【動】運ぶ。
ヴぅだむぬ［vudamunu］【形】厚い。
ヴぇー［vee］【動】植える。
ヴぇー［veː］【動】勃起する。
ヴぇー　とぅばし［veː tubaɕi］【動】追

い出す。
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ヴぇーいm1［veːi］【名】これ。
ヴぇーぬ　ぴとぅ［veːnu pitu］【名】こ

の⼈。
ヴぇーますむぬ［veːmasʉmunu］【形】羨

ましい。
ヴぉー［voː］【動】追う。追いかける。
うかーす［ukaːsʉ］【形】恐ろしい。
うかーすむぬ［ukaːsʉmunu］【形】危険。

危ない。
うかがり［ukagari］【動】浮ぶ。
うがなーりー［uganaːriː］【動】集まる。
うき［uki］【動】置く。
うき［uki］【動】起きる。
うきm1［uki］【名】桶。
うくい［ukui］【動】送る。
うくす［ukusʉ］【動】起す。
うし［uɕi］【動】押す。
うし f［uɕi］【名】⽜。
うじ［uʥi］【名】蛆。
うしぇー［uɕeː］【動】押える。
うすm1［usʉ］【名】⾅。
うすぶい［usʉbui］【動】押し込む。
うだーす［udaːsʉ］【動】叱る。
うたげー［utageː］【動】疑う。
ヴつ［v ʉ］【名】奥。
うっヴぃ［uvvi］【動】恐がる。
うっヴぅい p2［uvvui］【名】⽠。
うつき［u ʉki］【動】置く。
うっじゃ［udʥa］【名】鶉（うずら）。
うつつき［u ʉ ʉki］【動】落ち着く。
うっとぅm1［uttu］【名】年下のきょうだい。

弟妹。弟。妹。
うつむぬ［u ʉmunu］【形】親戚である。

または、親戚のように扱う親しい⼈に

も⾔う。
うでぃp2［udi］【名】腕。
うてぃー［utiː］【動】落ちる。
うでぃだいむぬ［udidaimunu］【形】怠け。
うとぅm1［utu］【名】⾳。
うとぅす［utusʉ］【動】落とす。
うとぅだm1［utuda］【名】親戚。
うとぅだらm3［utudara］【名】兄弟。
うどぅるき［uduruki］【動】驚く。びっ

くりする。
うとぅるすむぬ［uturusʉmunu］【形】恐

ろしい。怖い。
うとぅるすむぬ［uturusʉmunu］【形】恐

ろしい。
うなぎm1［unagi］【名】鰻（うなぎ）。
うぱーさ［upaːsa］【副】多い。
うぷかた［upukata］【形】ざつ。⼤ざっぱ。
うぷずm1［upuʣʉ］【名】祖⽗。おじいさん。
うぷずぴんだ［upuʣʉpinda］【名】年取っ

た雄⼭⽺。
うぷにm1［upuni］【名】⼤根。
うぷむぬ［upumunu］【形】⼤きい。
うぷやm1［upuja］【名】祖⽗。⾃分の祖

⽗を⾔う。
うぷやー［upujaː］【名】⺟屋。
うぷんなふしゅf［upunnafuɕu］【名】嘘。
うべー［ubeː］【動】覚える。
うま［uma］【名】そこ。
うまつm1［uma ʉ］【名】⽕。
うむいだし［umuidaɕi］【動】思い出す。
うむくとぅむぬ［umukutumunu］【形】

賢い。
うむっし［umuɕɕi］【形】⾯⽩い。
うムぶ［umbu］【名】負んぶ。
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うムま f［umma］【名】祖⺟。
うやm1［uja］【名】親。
うやき［ujaki］【名】富裕。
うやっふぁ［ujaffa］【名】親⼦。
うやムまm3［ujamma］【名】 ⽗⺟。 親。

両親。
うゆびm1［ujubi］【名】指。
うりー［uriː］【動】下りる。
うりずんm1［uriʣʉn］【名】若夏。３⽉・

４⽉頃。
うる f［uru］【名】つのまた。
うるがぱな［urugapana］【名】珊瑚礁。
うるしm1［uruɕi］【名】漆。
うんぐーf［uŋguː］【名】雲丹（うに）。
うんじゅm1［unʥu］【名】そちら。⼆⼈称

代名詞の敬称。
うんじゅたm1［unʥuta］【名】そちらたち。

⼆⼈称複数代名詞の敬称。
うんだき［undaki］【名】そんなに多く。
うんだきがま［undakigama］【名】そん

なに少なく。
えーちびm1［eːʨibi］【名】泡。
おーみむぬ［oːmimunu］【形】臆病。
おーむぬ［oːmunu］【形】⻘い。
おーやー［oːjaː］【名】喧嘩。
おとー［otoː］【名】⽗。
おわり［owari］【動】終る。
かー［kaː］【名】⽪。
かーf［kaː］【名】井⼾。
がーっふぇー［gaːffeː］【副】たくさん。
がーぬきm3［gaːnuki］【名】桑。
かーらm1［kaːra］【名】⽡。
かーらき［kaːraki］【動】乾く。
かーらき［kaːraki］【動】渇く。

かーらし［kaːraɕi］【動】乾かす。
かーらし［kaːraɕi］【動】変える。
かーり［kaːri］【動】変わる。
かい［kai］【動】刈る。
かい f［kai］【名】あれ。
かいすま［kaisʉma］【名】服を裏に着る

こと。
かいむぬ［kaimunu］【形】軽い。
かヴぁだき［kavadaki］【動】抱き合う。
かうだき［kaudaki］【動】抱き合う。
かがム f［kagam］【名】鏡。
かがム［kagam］【名】とさか。
ががり［gagari］【動】痩せる。
かき［kaki］【動】書く。
かき［kaki］【動】掻く。
かき［kaki］【名】垣。
かぎm1［kagi］【名】蔭。影。
かきー［kakiː］【動】掛ける。
かぎむぬ［kagimunu］【形】美しい。
がぎむぬ［gagimunu］【形】けち。
かざーし［kaʣaːɕi］【動】増やす。
かさますむぬ［kasamasʉmunu］【形】め

んどくさい。
かじぇー［kaʥeː］【動】増える。
がじゃムm1［gaʥam］【名】蚊。
がずまぎーm3［gaʣʉmagiː］【名】ガジュ

マルの⽊。
かた p2［kata］【名】肩。
かだ［kada］【名】匂い。
がたm1［gata］【名】⾶蝗（ばった）。
かたーら［kataːra］【名】傍ら。そば。
かたつ f［kata ʉ］【名】形。
かたなm1［katana］【名】包丁。
かたなm1［katana］【名】⼑。
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かたふしm1［katafuɕi］【名】すき櫛。虱
取り⽤の櫛。

かたみ［katami］【動】担ぐ。
かたむぬ［katamunu］【形】濃い。
かたむるすm1［katamurusʉ］【名】肩。
かたらいびとぅがまm1［kataraibitugama］
【名】婚約者。
かちゅーf［kaʨuː］【名】鰹（カツオ）。
かつ［ka ʉ］【動】勝つ。勝利する。
かっヴぁし［kavvaɕi］【動】被せる。
かっヴぃ［kavvi］【動】被る。
かっふぁし［kaffaɕi］【動】隠す。
かっふぃ［kaffi］【動】隠れる。
かつみ［ka ʉmi］【動】掴まえる。
かでぃf［kadi］【名】⾵。
かでぃー［kadiː］【動】耕す。
かてぃむぬm1［katimunu］【名】糧物。主

⾷に伴うもの。おかず。
かどぅp2［kadu］【名】⾓。
かなすむぬ［kanasʉmunu］【形】親しい。
かなすむぬ［kanasʉmunu］【形】可愛い。
かに［kani］【名】⾦（かね）。⾦属。鉄。
かぬ　ぴとぅ［kanu pitu］【名】あの⼈。
かばすむぬ［kabasʉmunu］【形】芳しい。
がばぴとぅ［gabapitu］【名】⽼⼈。
がばむぬ［gabamunu］【形】古い。
がばむぬ［gabamunu］【名】⽼⼈である。

年寄りである。
がばやー［gabajaː］【名】古い家。
かび f［kabi］【名】紙。
かびー［kabiː］【動】嗅ぐ。
かぶすぅいm1［kabusui］【名】頭上運搬

⽤の輪っか。
かま［kama］【名】あそこ。

がま f［gama］【名】洞窟。
かまどぅm1［kamadu］【名】釜。かまど。
かまない［kamanai］【名】頭。
かまらすむぬ［kamarasʉmunu］【形】悲

しい。
かまらすむぬ［kamarasʉmunu］【形】め

んどくさい。
かまりー［kamariː］【動】飽きる。
かみm1［kami］【名】瓶。
かみ p2［kami］【名】⻲。
かム［kam］【動】噛む。
かむぎ［kamugi］【名】⾺のたてがみ。
かめー［kameː］【動】（敵が）向いてくる。
がらしゃm1［garaɕa］【名】烏。
からす［karasʉ］【動】貸す。
からすぶに［karasʉbuni］【名】脛（すね）。
からぱい f［karapai］【名】灰。
からむぬ［karamunu］【形】⾟い。
からゆか［karajuka］【名】何も敷かれて

いない床。縁側。
かり［kari］【動】枯れる。
かりー［kariː］【動】借りる。
かん f［kan］【名】蟹。
かんげー［kaŋgeː］【動】考える。
がんじゅー［ganʥuː］【形】健康。健在。
かんだき［kandaki］【名】あんなに多く。
かんだきがま［kandakigama］【名】あん

なに少なく。
かんだりー［kandariː］【動】噛み砕く。
かんない p2［kannai］【名】雷。
きー［kiː］【動】着る。
きーp2［kiː］【名】⽊。⽊材。
きーうす［kiːusʉ］【名】⽊で出来ている⾅。
きーどぅすー［kiːdusʉː］【動】来る。（焦
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点形）。
きーるむぬ［kiːrumunu］【形】⻩⾊い。
きヴぅむぬ［kivumunu］【形】煙い。
きヴす f［kivsʉ］【名】煙。
きが f［kiga］【名】怪我。
きき［kiki］【動】効く。
きき［kiki］【動】聞く。
きし［kiɕi］【動】切る。
きしーm1［kiɕiː］【名】煙管（きせる）。
きしゃばきむぬ［kiɕabakimunu］【形】清

潔。きれい。
ぎだm1［gida］【名】踝（くるぶし）。
きだみー［kidamiː］【動】刻む。
きつぎ［ki ʉgi］【形】美しい。
きっじ［kidʥi］【動】梳く。
きっじ［kidʥi］【動】削る。
きなm1［kina］【名】ご飯などを⼊れるもの。
きないm1［kinai］【名】家庭。
きぬーm1［kinuː］【名】昨⽇。
ぎぱm1［gipa］【名】簪（かんざし）。
きばり［kibari］【動】 気張る。 頑張る。

精を出す。
きム p2［kim］【名】稗（ひえ）。
きむ［kimu］【名】⼼。
きむ［kimu］【名】肝。
きむかぎむぬ［kimukagimunu］【形】優

しい。
きめーっすむぬ［kimeːssʉmunu］【形】

気持ちいい。
きゅーp2［kjuː］【名】今⽇。
きょーだい［kjoːdai］【名】兄弟。
きりー［kiriː］【動】蹴る。
きりびらm1［kiribira］【名】韮（にら）。
きん p2［kin］【名】着物。

きんしょーm1［kinɕoː］【名】胡⽠（きゅ
うり）。
きんぬ　ふぎ［kinnu fugi］【名】襟（え

り）。
きんみーだか［kinmiːdaka］【名】鷹。
くいm1［kui］【名】声。
くい［kui］【名】これ。
くーp2［kuː］【名】粉。
くーしゅf［kuːɕu］【名】唐⾟⼦。
くがm1［kuga］【名】卵。
くぎ［kugi］【動】漕ぐ。
くくぬがら［kukunugara］【名】 九匹。

九頭。
くくぬけーり［kukunukeːri］【名】九回。
くくぬたーい［kukunutaːi］【名】九⼈。
くくぬつ［kukunu ʉ］【名】九つ。
くさムみ f［kusammi］【名】背中。
ぐしゃんm1［guɕan］【名】杖。
くじゅp2［kuʥu］【名】去年。
くす f［kusʉ］【名】腰。
ぐすm1［gusʉ］【名】（砂糖⿉などの）節。
くたんでぃ［kutandi］【動】疲れる。
くっヴぁ［kuvva］【名】ふくらはぎ。
くとぅす p2［kutusʉ］【名】今年。
くとぅばm1［kutuba］【名】⾔葉。
くなす［kunasʉ］【動】駄々をこねる。
くぬ　ぴとぅ［kunu pitu］【名】この⼈。
くぬん［kunun］【動】好む。
くば f［kuba］【名】くば。びろう樹。
くばがさ f［kubagasa］【名】クバの葉で

できている笠。
くぱむぬ［kupamunu］【形】硬い。固い。
くぱり［kupari］【動】凝る。
くばりー［kubariː］【動】配る。
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くぶm1［kubu］【名】たんこぶ。瘤。
くま［kuma］【名】ここ。
ぐま［guma］【名】胡⿇。
くまむぬ［kumamunu］【形】細かい。細い。
くまり［kumari］【動】⼊る。
くまり［kumari］【動】困る。
くみ［kumi］【動】⼊れる。
くゆム f［kujum］【名】暦。
くらび［kurabi］【動】⽐べる。⽐較する。
くるす［kurusʉ］【動】殺す。
くんだきがま［kundakigama］【名】こん

なに少なく。
けー［keː］【動】越える。
けーp2［keː］【名】茅。
けーい［keːi］【名】あれ。
けーす［keːsʉ］【動】消す。
けーずm1［keːʣʉ］【名】蜻蛉（とんぼ）。
けーり［keːri］【動】消える。
こー［koː］【動】買う。購⼊する。
こーじ［koːʥi］【名】麹。
こーじ f［koːʥi］【名】黴（かび）。
こーむぬ［koːmunu］【形】痒い。
こーむぬ［koːmunu］【形】貧しい。
こーむぬ［koːmunu］【形】きつい。苦しい。
ごーらm1［goːra］【名】苦⽠。ゴーヤ。
さい f［sai］【名】海⽼（えび）。
さヴヴぃ［savvi］【動】刺す。
さかま f［sakama］【名】坂。
さかまみつ［sakamami ʉ］【名】坂道。
さき［saki］【動】裂く。
さき［saki］【動】裂ける。
さき f［saki］【名】酒。
さぎー［sagiː］【動】ぶら下げる。
ささぎm1［sasagi］【名】結婚。

さじm1［saʥi］【名】柄杓。
さたm1［sata］【名】砂糖。
さなm1［sana］【名】傘。
さなーり［sanaːri］【名】再来年。
さば f［saba］【名】鮫（さめ）。
さばき［sabaki］【動】尋ねる。訊く。
さびすむぬ［sabisʉmunu］【形】寂しい。
さら f［sara］【名】⽫。
さんしふm1［sanɕifu］【名】シャコガイ。

シャコガイの⼩さいもの。
さんしん f［sanɕin］【名】三味線。
しー［ɕiː］【名】潮が引くときにあらわに

なる岩。
しーぐm1［ɕiːgu］【名】⼩⼑。
しーぐりむぬ［ɕiːgurimunu］【形】しに

くい。
しーだにむぬ［ɕiːdanimunu］【形】しや

すい。
しーな f［ɕiːna］【名】篩（ふるい）。
しーにん［ɕiːnin］【名】⻘年。
しーぶに［ɕiːbuni］【名】背中。
しーやヴヴぃ［ɕiːjavvi］【動】し損なう。

失敗する。
しーやすむぬ［ɕiːjasʉmunu］【形】しや

すい。
しーらりどぅすー［ɕiːraridusʉː］【動】で

きる。「する」の可能形（焦点形）。
しぇーか f［ɕeːka］【名】暁。
しぇーふ［ɕeːfu］【名】⼤⼯。
しずみ［ɕiʣʉmi］【動】⽚付ける。⽚付け

て収納する。
しずん［ɕiʣʉn］【動】沈む。
しっじー［ɕidʥiː］【動】（汁などを）吸う。
しっじゃm1［ɕidʥa］【名】砂糖⿉。
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しばむぬ［ɕibamunu］【形】狭い。
しみ［ɕimi］【動】攻める。攻撃する。
しみー［ɕimiː］【動】させる。
しみつき［ɕimi ʉki］【動】締め付ける。
じムむつ［ʥimmu ʉ］【名】富裕。
しゃじゃり［ɕaʥari］【名】⼩⽯。細かい⽯。
しゃす［ɕasʉ］【動】刺す。
しゃずm1［ɕaʣʉ］【名】⼿拭い。
しゃだりー［ɕadariː］【動】先⽴つ。
しゃばm1［ɕaba］【名】草履。
しゃばに p2［ɕabani］【名】船。
しゃばり［ɕabari］【動】触る。
じゃんき［ʥaŋki］【動】（⼈を）突き刺す。

⿂には⾔わない。⼈を突き刺す場合に
⾔う。

しゅー［ɕuː］【名】潮。
しゅー［ɕuː］【名】祖⽗。他⼈の祖⽗を⾔う。
しゅーp2［ɕuː］【名】野菜。
しゅー［ɕuː］【名】（男性の）⽼⼈。
じゅーf［ʥuː］【名】尾。尻尾。
しゅーぬぱ［ɕuːnupa］【名】菜。
しゅからむぬ［ɕukaramunu］【形】塩⾟い。
しゅく f［ɕuku］【名】底。
しゅしゃm1［ɕuɕa］【名】蝉。
しゅたつぎーぬむつ f［ɕutagiːnumu ʉ］
【名】蘇鉄の餅。蘇鉄の澱粉で作った⾷
べ物。

しゅなまりー［ɕunamariː］【動】準備する。
しゅみ［ɕumi］【動】染める。
しゅら［ɕura］【名】頂上。
しゅらm1［ɕura］【名】梢。
しゅらm1［ɕura］【名】砂糖⿉の先端。
じょー［ʥoː］【名】情。情け。
しょーがつ［ɕoːga ʉ］【名】正⽉。

しょーがつむつ［ɕoːga ʉmu ʉ］【名】正
⽉餅。正⽉の時に⾷べる餅。
じょーず［ʥoːʣʉ］【形】上⼿。
じょーぶん［ʥoːbun］【形】⼤丈夫。
しるすm1［ɕirusʉ］【名】印（しるし）。
しわ［ɕiwa］【動】⼼配。
じん p2［ʥin］【名】⾦。
しんじ［ɕinʥi］【動】信じる。
すヴぅむぬ［sʉvumunu］【形】酸っぱい。
すーすm1［sʉːsʉ］【名】⾁。
すぅすぅ［susu］【名】裾（すそ）。
すぅたつ［suta ʉ］【名】蘇鉄。
すぅたつぎーp2［suta ʉgiː］【名】蘇鉄の⽊。
すぅだてぃ［sudati］【動】育てる。
すぅだてぃ［sudati］【動】育つ。
すぅっふぃ［suffi］【動】掬う。
すぅでぃf［sudi］【名】袖。
すぅぷぎ［supugi］【名】帯。
すぅぷたりムまり［suputarimmari］【形】

下品。
すぅまりー［sumariː］【動】染まる。
すかま［sʉkama］【名】仕事。
すき［sʉki］【名】鋤。
すきーm1［sʉkiː］【名】鋤。
すきーm1［sʉkiː］【名】海⿏（なまこ）。
すぐとぅm1［sʉgutu］【名】仕事。
すけーらし［sʉkeːraɕi］【動】壊す。散ら

かす。
すず［sʉʣʉ］【名】粒。
すずm1［sʉʣʉ］【名】唾。
すずm1［sʉʣʉ］【名】茎。
すた p2［sʉta］【名】⾆。
すた f［sʉta］【名】下。
すだーすむぬ［sʉdaːsʉmunu］【形】涼しい。
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すたーら f［sʉtaːra］【名】下。
すてぃー［sʉtiː］【動】捨てる。
すとぅむてぃm1［sʉtumuti］【名】朝。
すとぅむてぃむぬm1［sʉtumutimunu］【名】

朝⾷。
すなーかすー［sʉnaːkasʉː］【動】黙る。
すなかぎむぬ［sʉnakagimunu］【形】上品。
すなす［sʉnasʉ］【動】殺す。
すば p2［sʉba］【名】唇。
すばい［sʉbai］【名】⼩便。おしっこ。
すび［sʉbi］【動】吸う。
すびり［sʉbiri］【動】滑る。
すぶいm1［sʉbui］【名】冬⽠（とうがん）。
すぷたい［sʉputai］【形】汚い。
すぷむぬ［sʉpumunu］【形】湿っぽい。
すぶり［sʉburi］【動】搾る（しぼる）。
すま p2［sʉma］【名】島。
すまとぅいm1［sʉmatui］【名】相撲。
すみー［sʉmiː］【動】住む。
すん［sʉn］【動】死ぬ。命令形は sInnru。
そーp2［soː］【名】竿。
ぞーm1［ʣoː］【名】⾨。
そーきm1［soːki］【名】籠。
そーきぶにm1［soːkibuni］【名】肋⾻。
ぞーむぬ［ʣoːmunu］【形】良い。素晴ら

しい。
たーずー［taːʣʉː］【名】⾬が降る時に⽔

が溜る畑。
たーぬムめ［taːnumme］【名】誰ら。「誰」

の複数形。
たーらm1［taːra］【名】俵。
だいずな　むぬ［daiʣʉna munu］【形】

⼤切。
たいまつm1［taima ʉ］【名】松明（たい

まつ）。
だいむぬ［daimunu］【形】不真⾯⽬。
たか f［taka］【名】鷹。サシバ。
たかだいm1［takadai］【名】⾼い。⾼価。
たかむぬ［takamunu］【形】⾼い。
たから f［takara］【名】宝。
たからむぬ［takaramunu］【名】宝物。
たき f［taki］【名】⽵。
だき［daki］【動】抱く。
たく f［taku］【名】蛸。
たくみ［takumi］【動】企む。
たすき［tasʉki］【動】助ける。加護する。
たたき［tataki］【動】叩く。
たたしー［tataɕiː］【動】⽴てる。
たてぃ［tati］【動】（⾹を）炊く。
たてぃー［tatiː］【動】⽴つ。
たな f［tana］【名】棚。
たに［tani］【名】種。
たぬみ［tanumi］【動】頼む。依頼する。
たばらし［tabaraɕi］【動】（糊などで）くっ

付ける。
たばりー［tabariː］【動】付く。付着する。
たび f［tabi］【名】旅。
たび f［tabi］【名】⾜袋。
だびうさぎ［dabiusagi］【名】葬式。
たぷぎ［tapugi］【動】畳む。
たまい［tamai］【動】溜る。
たますm1［tamasʉ］【名】魂。
だみ［dami］【形】駄⽬。
たみー［tamiː］【動】溜める。貯める。
たみむぬ［tamimunu］【名】我慢強い。
たむぬ［tamunu］【名】薪。
たむぬぎーm3［tamunugiː］【名】薪。
たやm1［taja］【名】⼒。
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たらいm1［tarai］【名】盥（たらい）。
だり［dari］【動】疲れる。
たりー［tariː］【動】垂れる。
たりー［tariː］【動】（柔らかめの物を）練る。
だりー［dariː］【動】（重い物が）垂れる。
たりかす［tarikasʉ］【名】酒粕（さけか

す）。
たりかすみーだか［tarikasʉmiːdaka］【名】

鸇（さしば）の⼀種。
ちかふm1［ʨikafu］【名】近く。
ちげー［ʨigeː］【動】違う。
ちび f［ʨibi］【名】後ろ。
ちびたい f［ʨibitai］【名】尻。
ちびるム f［ʨibirum］【名】肛⾨。
ちゃーp2［ʨaː］【名】茶。
ちゃくす p2［ʨakusʉ］【名】嫡⼦。⻑男。
ちゃくすっふぁm1［ʨakusʉffa］【名】⻑男。
ちゃばんm1［ʨaban］【名】茶碗。
ちゃぶんm1［ʨabun］【名】膳。
ちゅーかm1［ʨuːka］【名】急須。
ちゅーむぬ［ʨuːmunu］【形】強い。
ちょーちょー［ʨoːʨo］【名】蝶々。
ちょーちんがー［ʨoːʨiŋgaː］【名】⿇袋。

お⽶などを⼊れる。
つー［ ʉː］【名】乳。おっぱい。
つーf［ ʉː］【名】⾎。
っヴぁf［vva］【名】君。お前。同等や⽬

下の⼈に使う。
っヴぁた f［vvata］【名】君たち。お前たち。
っヴぃ［vvi］【動】売る。売却する。
つーび［ ʉːbi］【動】性交する。
つかのー［ ʉkanoː］【動】飼う。養う。
つき［ ʉki］【動】（⿂を）突き刺す。⿂な

どに⾔う。

つき［ ʉki］【動】搗く。
つき［ ʉki］【動】着く。到着する。
つき［ ʉki］【動】付ける。
つき p2［ ʉki］【名】⽉。
つぎ［ ʉgi］【動】継ぐ。
つぎ［ ʉgi］【動】注ぐ。
つきうす［ ʉkiusʉ］【名】搗き⾅。
つきがなす［ ʉkiganasʉ］【名】⽉様。⽉

の敬称。
つきぬゆー［ ʉkinujuː］【名】⽉。
つけー［ ʉkeː］【動】使う。
つけーす［ ʉkeːsʉ］【動】使いする。招

待して連れてくる。
っさぎ［ssagi］【名】⽩髪。
っさきがかい［ssakigakai］【名】霧。
っさく［ssaku］【名】咳。
っさムm1［ssam］【名】虱。
っさり［ssari］【動】申し上げる。⽬上の

⼈に告ぐ。「⾔う」の謙譲語。
っしー［ɕɕiː］【動】こする。
っしー［ɕɕiː］【動】知る。
つず f［ ʉʣʉ］【名】てっぺん。嶺。⼩⾼

いところ。
っすぅき［ssuki］【名】薄（すすき）。
っすぅむぬ［ssumunu］【形】⽩い。
つずき［ ʉʣʉki］【動】続く。
つずんm1［ ʉʣʉn］【名】⼩型の太⿎。
つつび［ ʉ ʉbi］【名】煤（すす）。
つつびm1［ ʉ ʉbi］【名】（鍋に付く）煤。
つっふぃ［ ʉffi］【動】作る。
つつみー［ ʉ ʉmiː］【動】包む。
つぬ f［ ʉnu］【名】⾓（つの）。
つぶ f［ ʉbu］【名】壷。
っふぁf［ffa］【名】⼦供。親⼦の⼦。
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っふぁす［ffasʉ］【動】釣る。
っふぁつ f［ffa ʉ］【名】鍬。
っふぁまりー［ffamariː］【動】はめ込ま

れる。
っふぁむぬ［ffamunu］【形】暗い。
っふぃ［ffi］【動】⾷いつく。（⿂が釣針に）

⾷いつく。
っふぃ［ffi］【動】閉める。
っふぃ［ffi］【動】くれる。あげる。
っふぃー　わーい［ffiː waːi］【動】下さる。
っふぇー［ffeː］【動】太る。
っふぇーどぅぶい［ffeːdu bui］【動】太っ

ている。
つぷぎ［ ʉpugi］【動】重ねる。
つぶす f［ ʉbusʉ］【名】膝。
っふむぬ［ffumunu］【形】⿊い。
つみ［ ʉmi］【動】積む。
つみ f［ ʉmi］【名】⽖。
つム［ ʉm］【動】掴む。
つムぷいm1［ ʉmpui］【名】⽬隠し⽤の

垣根。
つゆ［ ʉju］【名】露。
つる［ ʉru］【名】筋。
つんぎ［ ʉŋgi］【動】紡ぐ。
つんきし［ ʉŋkiɕi］【動】抓（つね）る。
てぃーp2［tiː］【名】⼿。
てぃーおーい［tiːoːi］【動】⼿招き。
てぃーしゃどぅい［tiːɕadui］【名】⼿探り。
てぃーまーすm1［tiːmaːsʉ］【名】錐。
てぃヴぅつムm1［tivu ʉm］【名】拳。
でぃきー［dikiː］【動】（作物が）できる。
てぃだm1［tida］【名】太陽。
てぃだがなすm4［tidaganasʉ］【名】太陽様。

太陽の敬称。

てぃっヴぃ［tivvi］【動】投げる。
てぃでー［tideː］【動】（⾷事などを）おごる。
てぃふすぅいm1［tifusui］【名】⼿拭い。
てぃりー［tiriː］【動】照る。
てぃん f［tin］【名】空。
てぃんじょーm1［tinʥoː］【名】天井。
てーっすぅむぬ［teːssumunu］【形】簡単。

容易。
とぅい［tui］【名】⿃。
とぅい［tui］【名】鶏。
とぅいぬすーm1［tuinusʉː］【名】巣。
とぅー［tuː］【名】⼗。
どぅーm1［duː］【名】体。
どぅーぐり［duːguri］【形】恥かしい。
とぅーし［tuːɕi］【動】通す。
とぅーずき［tuːʣʉki］【動】指⽰する。
とぅーむぬ［tuːmunu］【形】遠い。
とぅーり［tuːri］【動】通る。
とぅがら［tugara］【名】⼗匹。⼗頭。
とぅき［tuki］【動】溶ける。
とぅき［tuki］【名】時。
とぅぎ［tugi］【動】研ぐ。
とぅけーり［tukeːri］【名】⼗回。
とぅし p2［tuɕi］【名】年。
とぅず f［tuʣʉ］【名】妻。他⼈の妻を⾔う。
どぅす［dusʉ］【名】友達。
とぅたーい［tutaːi］【名】⼗⼈。
とぅどぅかむぬ［tudukamunu］【形】静か。
とぅどぅきー［tudukiː］【動】届く。
とぅない p2［tunai］【名】隣。
とぅび［tubi］【動】⾶ぶ。
とぅびゆ f［tubiju］【名】⾶⿂。
とぅべー［tubeː］【動】すれ違う。
とぅまい［tumai］【動】⽌まる。
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どぅまヴヴぃー［dumavviː］【動】⼾惑う。
迷う。

とぅまり［tumari］【動】（船が）泊る。停
泊する。

とぅみ［tumi］【動】探す。⾒つける。
とぅみー［tumiː］【動】⾒つける。
とぅみー［tumiː］【動】⽌める。
とぅむすー［tumusʉː］【動】供する。⾏っ

て招待する。
とぅムばらm1［tumbara］【名】岩。
とぅりー［turiː］【動】（海が）静まる。凪ぐ。
とぅりー［turiː］【動】取る。
とーf［toː］【名】誰。
とーけー［toːkeː］【名】⼀⼈。独り。
とーっヴぁp2［toːvva］【名】料理・物炊

きなどをする、⺟屋とは別の建物。
とーらし［toːraɕi］【動】倒す。
とーり［toːri］【動】倒れる。
なーf［naː］【名】名前。名称。
なーp2［naː］【名】縄。綱。
なーじゅー［naːʥuː］【名】菜。
ない［nai］【動】萎える。
ない［nai］【名】苗。
ない p2［nai］【名】地震。
ない p2［nai］【名】実。
ないぎ［naigi］【動】びっこを引く。
ないむぬ f［naimunu］【名】⽣り物。果物。
なかーり［nakaːri］【動】分けてあげる。
ながし［nagaɕi］【動】流す。
なかだ［nakada］【名】中座。⼤きな家の

中にある台所。
ながた p2［nagata］【名】翌⽇。次の⽇。
ながむぬ［nagamunu］【形】⻑い。
なかゆくーm1［nakajukuː］【名】休憩。休み。

ながり［nagari］【動】流れる。
なき［naki］【動】鳴く。
なき［naki］【動】泣く。
なぎー［nagiː］【動】薙ぐ。
なす［nasʉ］【動】産む。
なすきしゃ［nasʉkiɕa］【名】末っ⼦。
なだ p2［nada］【名】涙。
なだらか［nadaraka］【形】（無⾵の時の

海が）滑らか。
なつ f［na ʉ］【名】夏。
なっヴぅい［navvui］【動】滑りっこい。
なでぃー［nadiː］【動】撫でる。
なながら［nanagara］【名】七匹。七頭。
ななけーり［nanakeːri］【名】七回。
ななたーい［nanataːi］【名】七⼈。
ななつ［nana ʉ］【名】七つ。
なばm1［naba］【名】垢。
なべーらm1［nabeːra］【名】⽷⽠（へちま）。
なま p2［nama］【名】今。
なム p2［nam］【名】波。
なムみ［nammi］【動】嘗める。
ならーす［naraːsʉ］【動】教える。
ならびー［narabiː］【動】並ぶ。
ならびー［narabiː］【動】並べる。
なり［nari］【動】成る。
なり［nari］【動】慣れる。
なれー［nareː］【動】習う。勉強する。
なんかーm1［naŋkaː］【名】 南⽠（かぼ

ちゃ）。
なんつき［nan ʉki］【名】おこげ。
にー［niː］【動】煮る。料理する。
にーp2［niː］【名】根。根っこ。アクセン

ト資料が間違っている。
にーp2［niː］【名】荷。
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にヴぅむぬ［nivumunu］【形】（速度が）
遅い。（時間が）晩い。

にかm1［nika］【名】猫。
にがーm1［nigaː］【名】シャコガイ。シャ

コガイの⼤きいもの。
にがい［nigai］【動】祈る。祈願する。
にじ f［niʥi］【名】虹。
にす f［nisʉ］【名】北。
にすかでぃf［nisʉkadi］【名】北⾵。
にっヴぅむぬ［nivvumunu］【形】眠たい。
ににー［niniː］【動】寝る。命令形は [ninru]。
にぶとぅm1［nibutu］【名】できもの。
にりー［niriː］【動】（硬めの物を）練る。
ぬーp2［nuː］【名】草原。
ぬーf［nuː］【名】何。
ぬーし［nuːɕi］【動】乗せる。
ぬーてぃーが［nuːtiːga］【連語】なぜ（か）。
ぬーぬムめ［nuːnumme］【名】何ら。「何」

の複数形。軽蔑のニュアンスが⼊って
いる。

ぬーばしーが［nuːbaɕiːga］【副】どう。
ぬーばりm1［nuːbari］【名】草原。
ぬーまm1［nuːma］【名】⾺。
ぬーり［nuːri］【動】乗る。
ぬくい［nukui］【動】残る。
ぬくぎm1［nukugi］【名】鋸（のこぎり）。
ぬくす［nukusʉ］【動】残す。
ぬずぅみ［nuʣumi］【動】好きである。愛

する。
ぬすム［nusʉm］【動】盗む。
ぬつm1［nu ʉ］【名】命。⽣命。
ぬぬ f［nunu］【名】布。
ぬぶいm1［nubui］【名】⾸。
ぬふむぬ［nufumunu］【形】暖かい。

ぬム［num］【動】飲む。
ぬムm1［num］【名】鑿。
ぬムm1［num］【名】蚤。
ぬり［nuri］【動】塗る。
ねー［neː］【動】縫う。
ねーび f［neːbi］【名】真似。
ねーらす［neːrasʉ］【動】無くす。
ねーり［neːri］【動】（⼿を）差し出す。
ねーん［neːn］【形】無い。
のーし［noːɕi］【動】治す。治療する。
のーす［noːsʉ］【動】直す。修理する。
のーり［noːri］【動】治る。
ぱーp2［paː］【名】葉。
ぱーp2［paː］【名】⻭。
ばーきm1［baːki］【名】笊（ざる）。
ばーし［baːɕi］【動】（⿂を）さばく。
ばーっふぃ［baːffi］【動】からかう。揶揄
（やゆ）する。
ばい［bai］【動】（液体、酒などを）薄める。

⽔で割る。
ぱい f［pai］【名】蝿。
ぱい p2［pai］【名】南。
ぱいm1［pai］【名】針。
ぱいかでぃ［paikadi］【名】南⾵。
ぱいつき［pai ʉki］【名】刺⻘（いれずみ）。
ぱか f［paka］【名】墓。
ぱかい［pakai］【動】計る。
ぱかまm1［pakama］【名】袴。
ばかみどぅムっヴぁがまm1［bakamidumv-

vagama］【名】若い⼥の⼦。
ばかむぬ［bakamunu］【形】若い。
ばかりー［bakariː］【動】別れる。
ばき［baki］【名】脇の下。
ぱき［paki］【動】吐く。
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ぱぎ［pagi］【動】禿げる。
ぱぎm1［pagi］【名】⾜。
ばきー［bakiː］【動】醗酵する。
ばきー［bakiː］【動】配分する。
ぱきでぃ［pakidi］【動】吐き出す。
ぱく f［paku］【名】箱。
ばこー［bakoː］【動】奪う。
ぱさムm1［pasam］【名】鋏。
ぱしゃまりー［paɕamariː］【動】鋏まれる。
ぱしゃみ［paɕami］【動】鋏む。
ぱすm1［pasʉ］【名】箸。
ぱす f［pasʉ］【名】橋。
ぱすーす［pasʉːsʉ］【名】⻭茎。
ぱずかしゃぬ［paʣʉkaɕanu］【形】恥かし

い。
ぱずき［paʣʉki］【動】弾く。
ぱずまい［paʣʉmai］【動】始まる。
ぱずみー［paʣʉmiː］【動】始める。
ばた p2［bata］【名】腹。
ばたやーっさ［batajaːssa］【形】ひもじい。

お腹が空く。
ぱたらき［pataraki］【動】働く。
ばたりー［batariː］【動】渡る。
ばたんでぃ［batandi］【動】怒る。
ぱつ f［pa ʉ］【名】蜂。
ぱつ［pa ʉ］【名】鉢。
ぱつざきむい［pa ʉʣakimui］【名】初酒

盛り。嫁の家を訪れてその家のお⽗様
に娘を乞うて酒を交わす儀式。

ばっし［baɕɕi］【動】忘れる。
ばっじぇー［badʥeː］【動】（⿂などを）捌く。
ぱっしゃm1［pasɕa］【名】船の帆柱。家屋

の柱を指さない。
ぱてぃ［pati］【動】思い切る。度胸を持っ

て⾏動する。
ぱとぅがみm1［patugami］【名】鳩。
ぱな f［pana］【名】⿐。
ぱな p2［pana］【名】花。
ぱなす［panasʉ］【動】話す。
ぱなす［panasʉ］【動】放す。外す。
ぱなつーf［pana ʉː］【名】⿐⾎。
ぱなぶーf［panabuː］【名】⿐緒。
ぱに f［pani］【名】⽻（はね）。
ぱにー［paniː］【動】跳ねる・撥ねる。
ぱびる［pabiru］【名】蛾の⼀種。
ぱまm1［pama］【名】浜。
ぱムびんm1［pambin］【名】天ぷら。
ばら［bara］【名】藁（わら）。
ぱらm1［para］【名】柱。
ぱらみ［parami］【動】孕む。妊娠する。
ぱり［pari］【動】⾛る。
ばりー［bariː］【動】割る。
ばりー［bariː］【動】割れる。
ぱりー［pariː］【動】張る。
ぱりずー［pariʣʉː］【名】野原。
ぱるm1［paru］【名】畑。
ぱるすぐとぅm1［parusʉgutu］【名】畑作業。
ぱれー［pareː］【動】払う。⽀払う。
ばろー［baroː］【動】笑う。
ばんき［baŋki］【動】叫ぶ。
ぱんくーしゅ［paŋkuːɕu］【名】苺（いち

ご）。野苺（のいちご）。
ぱんたむぬ［pantamunu］【形】忙しい。
びー［biː］【動】座る。命令形は bi:ru。
ぴーp2［piː］【名】屁。
ぴー［piː］【名】⽇。
ぴーかし［piːkaɕi］【動】⽳を開ける。
ぴーき［piːki］【名】⽳が開いている状態。
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ぴーしゃむぬ［piːɕamunu］【形】寒い。
びーふしゃり［biːfuɕari］【動】酔う。酔っ

払う。
びーふてぃむぬ［biːfutimunu］【名】鈍い。
ぴーま f［piːma］【名】昼。
びーらす［biːrasʉ］【動】座らせる。
ぴかい［pikai］【動】光る。
ぴかい p2［pikai］【名】光。
ぴかず f［pikaʣʉ］【名】⽇。⽇付。
ぴき［piki］【動】引く。
ぴき［piki］【動】挽く。
ぴぎ［pigi］【動】（鰹節などを）削る。
ぴぎ f［pigi］【名】髭。
ぴきうす［pikiusʉ］【名】碾き⾅。
びきどぅム f［bikidum］【名】夫。⾃分の

夫を⾔う。
びきどぅム f［bikidum］【名】男。男の⼈。

男性。
ぴきにん［pikinin］【名】不真⾯⽬。
びぐすむぬ［bigusʉmunu］【形】くすぐっ

たい。
びぐっじ［bigudʥi］【動】擽る。
びぐり［biguri］【動】抉る。
ぴぐり［piguri］【動】冷える。冷たくなる。
ぴぐるむぬ［pigurumunu］【形】冷たい。
ぴげーり［pigeːri］【動】化ける。いつの

間にかいなくなるの意味もある。
ピさーとぅf［pssaːtu］【名】⾜跡。
ピさむぬ［pssamunu］【形】平たい。
びし［biɕi］【動】据える。設置する。
ぴし［pɕɕi］【動】クシャミする。
ぴし［piɕi］【名】珊瑚礁。
ぴしー［piɕiː］【名】昼⾷。昼ご飯。
ぴしむぬ［piɕimunu］【形】薄い。

ぴしゅ［piɕu］【名】旋⽑（つむじ）。
ぴしゅー［pɕɕuː］【動】拾う。
ぴず f［piʣʉ］【名】肘。
ピすぅがり［pssugari］【動】広がる。
ピすぅぎ［pssugi］【動】広げる。
ぴすぅむぬ［pisumunu］【形】広い。
ぴた［pita］【形】下⼿。
ぴだい p2［pidai］【名】左。
びだむぬ［bidamunu］【形】低い。
びっヴぅいがっさm1［bivvuigassa］【名】

クワズイモ。
ぴっくみー［pikkumiː］【動】凹（へこ）む。
ぴとぅf［pitu］【名】⼈。
ぴとぅがら［pitugara］【名】⼀匹。⼀頭。
ぴとぅけーり［pitukeːri］【名】⼀回。
ぴとぅつ［pitu ʉ］【名】⼀つ。
ぴとぅふっじゃf［pitufudʥa］【名】海豚（い

るか）。
ぴならし［pinaraɕi］【動】減らす。
ぴなりー［pinariː］【動】減る。
びょーじゃむぬ［bjoːʥamunu］【形】病弱。
ぴらm1［pira］【名】箆（へら）。
ぴり f［piri］【名】⼤蒜（にんにく）。
ぴるますむぬ［pirumasʉmunu］【形】不

思議。
ぴんぎ［piŋgi］【動】逃げる。
ぴんすぅー［pinsuː］【形】貧しい。
ぴんだm1［pinda］【名】⼭⽺。
ぴんなむぬ［pinnamunu］【形】変。不思議。
ぶいどぅすー［buidusʉː］【動】居る。（焦

点形）。
ふいむぬ［fuimunu］【形】古い。
ふいやーm1［fuijaː］【名】便所。伝統的には、

豚⼩屋にくっ付いている。
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ぶー［buː］【名】紐。
ぶーm1［buː］【名】緒。
ぷーf［puː］【名】穂。
ぷー［puː］【名】帆。
ぷーぎ［puːgi］【動】喜ぶ。のめり込んで

笑うように喜ぶ。
ふーふーがた［fuːfuːgata］【名】蟷螂（か

まきり）。
ふーり［fuːri］【動】震える。
ぷーり［puːri］【動】実る。
ふぉー［foː］【動】⾷べる。
ふぉーむぬ f［foːmunu］【名】⾷べ物。
ぷか［puka］【名】外。
ふかいm1［fukai］【名】海の深い所。
ふかし［fukaɕi］【動】沸かす。
ぷかじー［pukaʥiː］【名】潮が引くときに

残っている⽔溜りを囲う岩。
ふかむぬ［fukamunu］【形】難しい。
ふかむぬ［fukamunu］【形】深い。
ぷからすむぬ［pukarasʉmunu］【形】嬉

しい。
ぶがり［bugari］【動】疲れる。
ふき［fuki］【動】吹く。
ふき［fuki］【動】建てる。建築する。
ふき［fuki］【動】拭く。
ふぎ f［fugi］【名】釘。
ふぎ f［fugi］【名】⾸。
ぷき f［puki］【名】埃。
ふぐい［fugui］【名】睾丸。
ふぐいだに［fuguidani］【名】睾丸。
ぷくぎぎー［pukugigiː］【名】福⽊。
ふくぱらし［fukuparaɕi］【動】膨らませる。
ふくぱり［fukupari］【動】膨らむ。
ふくみー［fukumiː］【動】銜える。

ふくりー［fukuriː］【動】腫（は）れる。
ふくる p2［fukuru］【名】袋。
ふさがりー［fusagariː］【動】塞がる。
ふさむぬ［fusamunu］【形】臭い。
ふしm1［fuɕi］【名】櫛。
ぷし［puɕi］【動】⼲す。
ふしゃ［fuɕa］【名】草。
ふしゃぬふむぬ［fuɕanufumunu］【形】

家族がたくさん集まって楽しくしてい
る様⼦。
ふしゃり［fuɕari］【動】腐る。
ふしゅ［fuɕu］【名】糞。
ぷしゅf［puɕu］【名】臍（へそ）。
ふしゅまい［fuɕumai］【動】⼤便する。
ふすm1［fusʉ］【名】節。
ぷす p2［pusʉ］【名】星。
ふすぅいm1［fusui］【名】薬。
ぷすむぬ［pusʉmunu］【形】欲しい。
ぶだ［buda］【名】おじ。
ふたーい［futaːi］【名】⼆⼈。
ふたーつ［futaː ʉ］【名】⼆つ。
ふたい［futai］【名】額。
ふたいがん［futaigan］【名】額。
ぶだがま［budagama］【名】おじ。⾃分

のおじを⾔う。
ふたがら［futagara］【名】⼆匹。⼆頭。
ふだき［fudaki］【動】砕く。
ふたけーり［futakeːri］【名】⼆回。
ぶだしゃm1［budaɕa］【名】おじ。他⼈の

おじを⾔う。
ふつ f［fu ʉ］【名】⼝。
ふっじ［fudʥi］【動】ほじる。
ふっじー［fudʥiː］【動】縛る。⽷と⽷を

縛る。
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ふっじー［fudʥiː］【動】いじる。
ふっじゃm1［fudʥa］【名】鯨。
ふっち［futʨi］【動】くっ付く。
ふっちゃし［futʨaɕi］【動】くっ付ける。
ふでぃf［fudi］【名】筆。
ふてぃー［futiː］【動】打つ。
ふてぃー［futiː］【動】朽ちる。
ふてーす［futeːsʉ］【動】殴る。
ぶとぅf［butu］【名】夫。他⼈の夫を⾔う。
ぷどぅf［pudu］【名】背丈。
ぶどぅい f［budui］【名】踊り。舞踊。
ぶとぅとぅい［bututui］【名】⼀昨⽇。
ふとぅんm1［futun］【名】布団。
ふなつきm1［funa ʉki］【名】港。
ふにm1［funi］【名】船。
ぷにm1［puni］【名】⾻。
ふぬーm1［funuː］【名】蜜柑（みかん）。
ぶば［buba］【名】おば。
ぶばがま［bubagama］【名】おば。
ぶばま［bubama］【名】おば。
ぷみ［pumi］【動】褒める。
ふム［fum］【動】汲む。
ふム［fum］【動】踏む。
ふむm1［fumu］【名】蜘蛛。
ふむ f［fumu］【名】雲。
ふむぬすー［fumunusiː］【名】蜘蛛の巣。
ふむり［fumuri］【動】曇る。
ふゆ f［fuju］【名】冬。
ぷらき［puraki］【動】開ける。
ぷらき［puraki］【動】開く。
ふり［furi］【動】振る。
ぶり［buri］【動】織る。
ぶり［buri］【動】折る。
ぶりー［buriː］【動】折れる。

ぷりー［puriː］【動】（⽊を）彫る。彫刻する。
ぷりー［puriː］【動】惚れる。
ぷりー［puriː］【動】掘る。
ぷりむぬ［purimunu］【形】バカ。
べー［beː］【動】吠える。
べーた［beːta］【名】私たち。聞き⼿を含

む私達。包括的複数形。
ぺーむぬ［peːmunu］【形】速い。
ぽーき［poːki］【動】掃く。
ぽーきm1［poːki］【名】箒（ほうき）。
ぽーだり［poːdari］【動】這う。
まーく［maːku］【形】丸い。
まーし［maːɕi］【動】燃やす。
まーしゅm1［maːɕu］【名】塩。
まーすま［maːsʉma］【名】服の表。
まーりー［maːriː］【動】廻る。回転する。
まい f［mai］【名】⽶。
まい［mai］【名】稲。
まいぬいー［mainuiː］【名】⽶のお握り。
まいぬゆー［mainujuː］【名】⽶のお粥。

雑炊。
まいむぬ［maimunu］【形】短い。
まかいm1［makai］【名】椀。
まがい［magai］【動】曲がる。
まき［maki］【動】蒔く。
まき［maki］【動】巻く。
まき［maki］【動】負ける。
まぎ［magi］【動】曲げる。
まぐm1［magu］【名】容器の⼀種。
まさむぬ［masamunu］【形】正しい。
まさゆム［masajum］【名】正しい⾔葉。
またばいm1［matabai］【名】股。
まつぎーm1［ma ʉgiː］【名】松。
まっじー［madʥiː］【動】混ざる。
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まっち［matʨi］【動】混ぜる。
まっふぁ［maffa］【名】枕。
まてぃ［mati］【動】待つ。
まどぅm1［madu］【名】暇。
まなたm1［manata］【名】俎板（まないた）。
まにm1［mani］【名】くろつぐ。
まみ［mami］【動】くっ付ける。
まみ p2［mami］【名】⾖。
まむりー［mamuriː］【動】守る。
まゆ f［maju］【名】眉。
まるきー［marukiː］【動】縛る。
まるび［marubi］【動】転ぶ。
みー［miː］【動】⾒る。
みーp2［miː］【名】⽬。
みー［miː］【名】実。
みーp2［miː］【名】芽。
みーぎ f［miːgi］【名】右。
みーつ［miː ʉ］【名】三つ。
みーてぃなてぃ［miːtinati］【名】⼀昨年。
みーぷらき［miːpuraki］【動】覚める。
みーむぬ［miːmunu］【形】新しい。
みーやー［miːjaː］【名】新築の家。
みかき［mikaki］【動】⽋く。傷が付く。
みがき［migaki］【動】磨く。
みがら［migara］【名】三匹。三頭。
みけーり［mikeːri］【名】三回。
みし［miɕi］【動】⾒せる。
みず f［miʣʉ］【名】⽔。
みずがみ f［miʣʉgami］【名】⽔瓶。⽔を

⼊れる瓶。
みすきな f［misʉkina］【名】お汁を⼊れる

もの。
みずたまい［miʣʉtamai］【名】⽔溜り。
みずらすむぬ［miʣʉrasʉmunu］【形】珍

しい。
みたーい［mitaːi］【名】三⼈。
みつm1［mi ʉ］【名】道。
みっふぁむぬ［miffamunu］【形】憎い。
みっふぁむぬ［miffamunu］【形】嫌い。

憎い。
みどぅム p2［midum］【名】⼥。⼥の⼈。

⼥性。
みどぅム p2［midum］【名】妻。⾃分の妻

を⾔う。
みどぅムっヴぁm1［midumvva］【名】娘。

⼥の⼦。
みなか［minaka］【名】庭。
みばかり［mibakari］【動】世話をする。
みぱとぅいしゃぬ［mipatuiɕanu］【形】

眩しい。
みぱなm1［mipana］【名】顔。
みみずm1［mimiʣʉ］【名】蚯蚓（みみず）。
みゅーいm1［mjuːi］【名】甥。姪。
みゅーとぅ［mjuːtu］【名】夫婦。
みん p2［min］【名】⽿。
みんじゅーm1［minʥuː］【名】茸（きのこ）。
むい f［mui］【名】⼩さい籠の⼀種。
むいき［muiki］【動】動く。
むいぞーきm1［muiʣoːki］【名】篭（かご）。
ムー［mm］【動】汲む。
ムーp2［mm］【名】芋。
んーく［ŋŋku］【名】膿。
ムーつ［mː ʉ］【名】六つ。
ムーぬいー［mmnuiː］【名】芋のお握り。
ムーぬゆーm1［mmnujuː］【名】芋のお粥。
ムがら［mgara］【名】六匹。六頭。
むき［muki］【動】剝く。
むぎ p2［mugi］【名】⻨。
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むぎぐーm1［mugiguː］【名】⻨粉。
むぎぐる［mugiguru］【名】⻨わら。
むくm1［muku］【名】婿。
むぐい［mugui］【動】潜る。
ムけーり［ŋkeːri］【名】六回。
むげーり［mugeːri］【動】濁る。
むし f［muɕi］【名】⾍。
んじゅm1［nʥu］【名】溝。
んた p2［nta］【名】⼟。
んたーい［ntaːi］【名】六⼈。
むつ［mu ʉ］【動】持つ。
むつ f［mu ʉ］【名】餅。
むっしー［muɕɕiː］【動】毟る。
むっしー［muɕɕiː］【動】捥ぐ。果物を引っ

ぱって取る。
むっしゅ［muɕɕu］【名】筵。ござ。
むでぃー［mudiː］【動】ねじる。
むでぃこーすむぬ［mudikoːsʉmunu］【形】

下⼿。不器⽤。
むどぅし［muduɕi］【動】戻す。
むどぅりー［muduriː］【動】戻る。
ムな［mna］【名】巻⾙。
ムなし［mnaɕi］【動】濡らす。
ムなみm1［mnami］【名】蝸⽜（かたつむ

り）。
んに［nni］【動】濡れる。
んに f［nni］【名】胸。
んにふつ［nnifu ʉ］【名】胸。
むぬ p2［munu］【名】物。者。
むぬいー［munuiː］【名】⾔葉。
むぬにーm1［mununiː］【名】物煮。炊事。

料理をすること。
むぬふぉー［munufoː］【名】⾷事。
ムばす［mbasʉ］【動】伸ばす。

むぱとぅいしゃぬ［mupatuiɕanu］【形】
眩（まぶ）しい。
ムびー［mbiː］【動】伸びる。
ムぶし［mbuɕi］【動】蒸す。
ムぶりあつさ［mburia ʉsa］【名】蒸し暑

さ。湿気の多い暑さ。
ムぶりー［mburiː］【動】蒸れる。
ムま［mma］【感】いやだ。
ムまが［mmaga］【名】孫。
ムまむぬ［mmamunu］【形】美味しい。
ムまり［mmari］【動】⽣まれる。
ムみ［mmi］【動】履く。
ムみ［mmi］【動】紡ぐ。⽷を縒り合わせる。
ムみ f［mmi］【名】丘。
ムみー［mmiː］【動】熟する。
ムみきー［mmikiː］【動】唸る。
むム［mum］【名】ばんしろう。グアバ。
むムぎー［mumgiː］【名】ばんしろうの⽊。
むむに p2［mumuni］【名】腿（もも）。
ムめ　ゆーか［mme juːka］【名】三⽇後。

しあさって。
ムめー［mmeː］【動】化膿する。
むら f［mura］【名】村。集落。
むん［mun］【動】揉む。
めー［meː］【動】⽣える。
めー［meː］【動】燃える。
めーっすぅむぬ［meːssumunu］【形】楽。
めーむぬ［meːmunu］【形】新しい。
めーやー［meːjaː］【名】新築の家。
もーかーf［moːkaː］【名】前。
もーきー［moːkiː］【動】儲ける。
やーm1［jaː］【名】家。
やーきない［jaːkinai］【名】家庭。
やーすむぬ［jaːsʉmunu］【形】空腹である。
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やーつ［jaː ʉ］【名】⼋つ。
やーでぃ［jaːdi］【名】家族。
やーにm1［jaːni］【名】来年。
やーにどぅす［jaːnidusʉ］【名】来年。
やーぬっふぁどぅいm3［jaːnuffadui］【名】

雀。
やーらヴぉーむぬ［jaːravoːmunu］【名】

⾷事をあまり取らない⼈。
やーらむぬ［jaːramunu］【形】柔らかい。
やーらムまり［jaːrammari］【名】素直。
やい［jai］【動】痩せている。
やがら［jagara］【名】⼋匹。⼋頭。
やき［jaki］【動】焼く。
やぐみ［jagumi］【形】恐れ多い。
やけーり［jakeːri］【名】⼋回。
やすだいm1［jasʉdai］【名】安い。安価。
やすむぬ［jasʉmunu］【形】安い。
やたーい［jataːi］【名】⼋⼈。
やっヴぃむぬんぎ［javvimunuŋgi］【形】

暴⼒的。
やっかい［jakkai］【形】厄介。
やてー［jateː］【動】雇う。
やどぅp2［jadu］【名】⼾。ドア。
やとぅー［jatuː］【名】灸。
やとぅーふしゃm3［jatuːfuɕa］【名】蓬（よ

もぎ）。
やどぅばしー［jadubaɕiː］【名】⼾がはめ

てある溝。
やなむぬ［janamunu］【形】悪い。
やぶり［jaburi］【動】壊す。
やぶりー［jaburiː］【動】壊れる。
やみ［jami］【動】やめる。
やム p2［jam］【名】病気。
やらびm1［jarabi］【名】⼦供。児童。

やらびだきむぬ［jarabidakimunu］【形】
⼦供っぽい。
ゆい［jui］【名】篩（ふるい）。
ゆいm1［jui］【名】⼣⾷。
ゆいm1［jui］【名】夜。
ゆい f［jui］【名】結い。相互扶助。
ゆー［juː］【名】粥。
ゆーp2［juː］【名】お湯。
ゆーじゅ［juːʥu］【名】結婚。
ゆーじゅ［juːʥu］【名】お祝い。
ゆーつ［juː ʉ］【名】四つ。
ゆーつぎ［juː ʉgi］【動】譲り受ける。
ゆか f［juka］【名】床。
ゆかーら f［jukaːra］【名】横。
ゆかにー［jukaniː］【名】敷かれている床。
ゆがら［jugara］【名】四匹。四頭。
ゆき［juki］【名】斧。
ゆぐす［jugusʉ］【動】汚す。
ゆくたーり［jukutaːri］【動】横たわる。
ゆぐり［juguri］【動】汚れる。
ゆけーり［jukeːri］【名】四回。
ゆこー［jukoː］【動】休む。
ゆしゃらびm1［juɕarabi］【名】⼣⽅。
ゆだ f［juda］【名】枝。
ゆたーい［jutaːi］【名】四⼈。
ゆだい f［judai］【名】涎（よだれ）。
ゆっじ［judʥi］【動】寄る。
ゆっちゃし［jutʨaɕi］【動】寄せる。
ゆてぃーだく［jutiːdaku］【名】四⼿蛸。

ひとで。
ゆに f［juni］【名】粟。
ゆぬむぬ［junumunu］【形】同じ。
ゆねーんm1［juneːn］【名】夜中。
ゆみ p2［jumi］【名】夢。
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ゆみー［jumiː］【動】数える。
ゆム［jum］【動】読む。
ゆム［jum］【動】⾔う。
ゆむぬm1［jumunu］【名】⿏（ネズミ）。
ゆらり［jurari］【動】迷う。
ゆりー［juriː］【動】揺すぶる。
ゆりーm1［juriː］【名】囲炉裏（いろり）。
ゆるす［jurusʉ］【動】許す。
ゆるむぬ［jurumunu］【形】緩い。
よーい［joːi］【名】お祝い。
よーむぬ［joːmunu］【形】弱い。
わーくm1［waːku］【名】豚。
わーぬやーm3［waːnujaː］【名】豚⼩屋。
わーぶ f［waːbu］【名】上。
わーぶぬ　ぴとぅ［waːbunu pitu］【名】

⽬上。
んかでぃm1［ŋkadi］【名】百⾜（むかで）。
んがます［ŋgamasʉ］【形】うるさい。
んがますむぬ［ŋgamasʉmunu］【形】（騒

⾳が）うるさい。
んがむぬ［ŋgamunu］【形】苦い。
んぎ［ŋgi］【動】脱ぐ。
んぎ［ŋgi］【動】抜く。
んぎ［ŋgi］【名】棘。
んけー［ŋkeː］【動】向かう。
んけー［ŋkeː］【動】迎える。
んけーん f［ŋkeːn］【名】昔。
んすぅf［nsu］【名】味噌。

んずぎむぬ［nʣʉgimunu］【形】醜い。
んぞー［nʣoː］【形】残念。
んだ f［nda］【名】どこ。
んだし［ndaɕi］【動】出す。
んだた［ndata］【名】どこら。どこらへん。

どの辺あたり。
んだらーすむぬ［ndaraːsʉmunu］【形】

可哀そう。
んだり［ndari］【動】壊す。
んだりー［ndariː］【動】潰す。
んっすー［nssʉː］【名】味噌汁。
んでぃ［ndi］【名】どれ。
んでぃー［ndiː］【動】出る。
んなか p2［nnaka］【名】中。
んなぎ［nnagi］【動】繋ぐ。家畜などを

繋ぐ。
んなぐーf［nnaguː］【名】砂。
んなつきm1［nna ʉki］【名】杵。
んなびかいm1［nnabikai］【名】稲光。
んに［nni］【動】濡れる。
んねぴ［nnepi］【副】もっと。
んー［nː］【動】（靴を）を履く。
んーしゃむぬ［nnɕamunu］【形】似ている。
んーだり［nndari］【動】（⾜で踏んで）こ

なす。
んーな［nnna］【名】皆。全部。全て。全

員。
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