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南琉球⼋重⼭語⽩保⽅⾔の語彙リスト：名詞を中⼼に＊

中川奈津⼦、セリック・ケナン

１．はじめに
本稿では、琉球⼋重⼭⽩保⽅⾔の語彙資料である琉球⽅⾔研究クラブ（2007）をもとに、

2018年の筆者らの調査で判明したアクセント、追加語彙を加え、語彙リストにしたもので
ある。特筆すべきは、従来の研究（⽯垣（1971）; 琉球⽅⾔研究クラブ（2007）; ⿇⽣・⼩川

（2016））では２型とされていた⽩保⽅⾔のアクセント型が、Celik & Nakagawa（2019）; 
中川・セリック（2019）によって３型だと判明したことで、本稿はこの３型アクセント体
系を踏まえている点である。

１．１　⽩保⽅⾔
⽩保⽅⾔は⼋重⼭諸島⽯垣島の⽩保集落で話されている。⽩保集落は⽯垣島の市街地か

ら北東約10kmの位置にあり、宮良集落と⽐較的近い距離にある。1771年に起こった⼤地
震直後の津波の影響で、⽩保集落は住⺠約30⼈を残してほぼ壊滅し、その後波照間島から
約400⼈の移住者を迎えて再建された。そのため、⽩保⽅⾔と波照間⽅⾔は系統的に近い
⾔語変種であり、約250年前に同じ祖語（波照間・⽩保祖語）から分岐していると想定さ
れている。⽅⾔差があるものの、現在でも両⽅⾔の間には相互理解度が⾼い。これに対して、
宮良⽅⾔のように⽩保集落に近い地域で話されている⽅⾔とは理解が困難である。⿇⽣・
⼩川（2016）; Celik & Nakagawa（2019）; 中川・セリック（2019）などで述べられている
通り、⽩保⽅⾔と波照間⽅⾔は、語彙、アクセントに対応が⾒られる。

１．２　⽩保⽅⾔の⾳韻
⽩保⽅⾔の⾳韻について簡単にふれておく。詳細は中川ほか（2015）を参照されたい（た

だし/r, m, n/ を⾳素と認めている点や、アクセント体系が３型である点など違いもある）。
⺟⾳と⼦⾳のリストを ⑴，⑵ にあげる。

⑴　⺟⾳：i, ɨ, u, e, o, a

＊　 ⻑時間に渡って調査に協⼒してくださった⽩保の⽅々に⼼より感謝を申し上げます。また、有益なコ
メントをくださった査読者にもお礼を申し上げます。本研究は、JSPS科研費18K12360、17H02332、
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）の助成を受けたものです。
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⑵　⼦⾳：p, b, t, d, k, g, ts, tʃ, ɸ, s, z, ʃ, ʒ, h, r, ɾ, m, m, n, n, j, w

⻑⺟⾳や⻑⼦⾳（/ss/ 以外）の弁別性はまだ不明確な点が多い。中川・セリック（2019）
で明らかにされたように、下降２の２⾳節語彙の第⼀⾳節が単独の発話では重⾳節として
実現し、他の環境では、軽⾳節として実現するという交替があり（⑶を参照）、そのため、
これらの語彙の単独の発話において現れる⻑⺟⾳や⼆重⼦⾳は弁別的でない可能性が⾼
い。しかし、他の環境では弁別的な⻑⺟⾳や⻑⼦⾳の可能性が残されているため、本語彙
リストでは、分節⾳の⻑短の⾳韻的な解釈を保留し、単独の発話において⻑く発⾳された
分節⾳を⻑く表記した。

⑶　ａ．nuːdu ‘喉’
　ｂ．nudu=gara=du ‘喉＝から＝FOC’

共時的には、*siC、*suC、*sɨC（Cは無声⼦⾳）などに由来している分節⾳の連続におい
て無声化した狭⺟⾳/i, ɨ, u/を仮定すべきかどうか、議論の余地がある。例えば、‘着物’を
意味する語彙は無声化した⺟⾳も聞こえず、Praatで検討しても⺟⾳の痕跡が⾒られない。
そのため、⾳韻的に⺟⾳を⽴てず、/snu/（< *sɨnu < *kɨnu < * kinu）を想定することが望
ましいかもしれない。ただし、語彙によっては [s]（または [ʃ]）とそれに続く無声⼦⾳の
間に⺟⾳を発⾳する唇の構えが観察され、無声化した⺟⾳があるように聞こえることもあ
る（例えば [amiʃina] ‘砂糖⿉’）。その場合、無声化した狭⺟⾳を想定することが可能かも
しれない。この問題は現段階で未解決だが、本稿では⼀貫して無声⺟⾳を表記した。ただ
しこれでも完全な⼀貫性は担保されず、例えば ‘着物’ の場合、[sɨnu] と書くのか [sunu] と
書くのか判断に迷うことがある。多くの場合、無声⺟⾳は次の⾳節の⺟⾳と調和している
ので、今回は⼀貫して後続⾳節の⺟⾳と同じ [sunu] を採⽤した。しかし ‘着物’ は [ʃinu∼
ʃnu] とも発⾳されることがあり、[i∼ɨ]、[u∼ɨ] の揺れを想定すると、[sɨnu] と表記すべきか
などと迷いが⽣じる。この無声⺟⾳は、⺟⾳の有無⾃体も含めて今後の課題として検討す
る。

１．３　⽩保⽅⾔のアクセント体系
⽩保⽅⾔は３種類のアクセント型、すなわち平進型、下降型１、下降型２を区別しており、

その実現単位は⽂節である。どの型でも⽂節が⾼いピッチから始まる。平進型はピッチの
著しい変化がなく、⽂節の始めから終りまでピッチが⾼い。下降型１は⽂節の終りにかけ
て⼤幅なピッチの下降が実現される。⽂節が短いと、急激な下降に聞こえる。下降型２は
第２モーラにピッチの下降があり、⽂節の終りにかけて中ぐらいの⾼さのピッチが実現さ
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れる。
波照間⽅⾔とのアクセントの対応関係を表１に⽰した。⽩保・波照間祖語は歴史変化の

ある時点で、B系列とC系列のアクセント型が合流し、その後BC系列が語頭の⼦⾳の有声
性によって２種類のアクセント型に分かれた。具体的には、A系列は波照間⽅⾔では下降
型、⽩保⽅⾔では下降型１に対応し、BC系列で当時有声⼦⾳始まりだった語彙は、波照
間⽅⾔では上昇型、⽩保⽅⾔では下降型２に対応し、無声⼦⾳、または⺟⾳始まりだった
語彙は、両⽅⾔で平進型に対応する。

表１　波照間⽅⾔と⽩保⽅⾔のアクセント型
琉球祖語の系列対応 波照間 ⽩保（本発表）
A 下降型 下降型１（F1）
BC（有声⼦⾳始まり） 上昇型 下降型２（F2）
BC（無声⼦⾳、⺟⾳始まり） 平進型 平進型

２．調査と凡例
２．１　調査

本語彙リストは主に著者らが2018年９⽉に⽩保で⾏った語彙調査の結果である。調査は、
１名の話者（話者 id １、男性、1933年⽣）の協⼒を得てその⽅の⾃宅で⾏われた。琉球
⽅⾔クラブの語彙リストをもとに、各語彙の語形と意味を話者に確認してもらい、確認で
きたものを単独の発話で録⾳した。もう１名の話者（話者 id ２、男性、1940年⽣）は、
2010年７⽉に第１著者が協⼒を得て録⾳を⾏った。調査後、収録できた語彙の単独発話を
抽出し、聴覚的検討によりアクセント型を判断した。複合語のアクセントは、判明してい
る範囲内で記した。

２．２　凡例
本語彙リストは、語彙のひらがな表記、IPA表記（［　］で⽰されている）、品詞（【　】

で⽰されている）、意味表記からなる。アクセント型が判明している語彙に関しては、H（平
進型）、F1（下降型１）、F2（下降型２）を表記した。複合語のアクセント体系がいまだに
不明であるため、基本的に複合語である項⽬にアクセント情報を掲載しなかった。なお、
複合語における語境界を-で⽰し、名詞と助詞の境界を=で⽰した。アクセント型の前に
ある番号は、話者のIDである。この語彙リストでは、話者１と話者２のみのアクセント型
を載せている。ひらがなとIPAの対応表は以下の表に⽰した。
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表２　ひらがな-IPA対応表
あ い う え お な に ぬ ね の
a i u e o na ni nu ne no
か き く け こ な゜ に゜ ぬ゜ ね゜ の゜
ka ki ku ke ko na ni nu ne no

きゃ きゅ きょ にゃ にゅ にょ
kja kju kjo nja nju njo
が ぎ ぐ げ ご は ひ ふ へ ほ
ga gi gu ge go ha hi hu he ho

ぎゃ ぎゅ ぎょ ば び ぶ べ ぼ
gja gju gjo ba bi bu be bo
さ す す せ そ ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ
sa sɨ su se so pa pi pu pe po

しゃ し しゅ しぇ しょ ふぁ ふぃ ふ ふぇ ふぉ
ʃa ʃi ʃu ʃe ʃo ɸa ɸi ɸu ɸe ɸo
ざ ず ず ぜ ぞ ま み む め も
za zɨ zu ze zo ma mi mu me mo

じゃ じ じゅ じぇ じょ ま゜ み゜ む゜ め゜ も゜
a i u e o ma mi mu me mo

た てぃ とぅ て と や ゆ いぇ よ
ta ti tu te to ja ju je jo
だ でぃ どぅ で ど ら り る れ ろ
da di du de do ra ri ru re ro

ちゃ ち ちゅ ちぇ ちょ ら゜ り゜ る゜ れ゜ ろ゜
tʃa tʃi tʃu tʃe tʃo ra ri ru re ro

つぁ つぃ つ つ つぇ つぉ わ ん ー っ
tsa tsi tsɨ tsu tse tso wa m∼n∼ŋ∼ɴ ː ⼦⾳を重ねる

３．語彙リスト
あ［a］【⽂】〜しよう。勧誘接辞。
あ［a］【⽂】未然形。
あーし［aːʃi］【名】袷。
あーし-すぬ ［゚aːʃi-sunu］【名】袷着物（あ

わせきもの）。冬⽤の着物。1H

あが-あまじ［aga-ama i］【名】⾚⽑。1F1
あが-じ［aga- i］【名】⾚⼟。1F1
あが-じー［aga- iː］【名】⾎。1F1
あが-じん［aga- iɴ］【名】⾚い銭（⼗円

⽟など）。1F1
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あが-ぬり［aga-nuri］【名】⽥んぼに⼊っ
たときに⾜につく⾚い泥。1F1

あが-ぱく［aga-paku］【名】 蛇の⼀種。
毒がある。

あが-ぱな ［゚aga-pana］【名】⾚花。
あが-まみ［aga-mami］【名】⾚⾖。
あがり-ぴる ［゚agari-piru］【名】明け⽅。

1F1
あがろーざ［agaroːza］【名】アガローザ。

歌の⼀種。⼦守唄。1H
あがん［agaɴ］【名】⽊の⼀種。1F1
あがん-き［agaŋ-ki］【名】⽊の⼀種。1F1
あぎさり［agisari］【名】明け⽅。⽇が昇

る前の明るい時間帯。1F1
あぎ-とーふ［agi-toːɸu］【名】揚げ⾖腐。
あぎ-みっくゎ［agi-mikkwa］【名】あき

めくら。罵りことば。
あくび［akubi］【名】あくび。1F1
あぐんがま［aguŋgama］【名】あかちゃん。

産まれたての⼦。1H
あごん［agoɴ］【名】アコウの⽊。1F1
あごん-き［agoŋ-ki］【名】アコウの⽊。

1F1
あさ［asa］【名】藻の⼀種。あおさ。1F1
あざ［aza］【名】ほくろ。1F1
あざ［aza］【名】そば。1H
あざ［aza］【名】畑のあぜ道。1H
あさー-やぎ［asaː-jagi］【名】朝焼け。1H
あざ-な［aza-na］【名】あだ名。1F1
あさ-ぼん［asa-boɴ］【名】朝⾷。1H
あさら［asara］【名】浅い所。1F1
あし［aʃi］【名】汗。1H2H
あしざ［aʃiza］【名】下駄。1H
あしたぎ［aʃitagi］【名】セイコノヨシ。

1F1
あしとぅ［aʃitu］【名】明後⽇。1H
あしぴ［aʃipi］【名】遊び。1F1
あしぴ-どぅし［aʃipi-duʃi］【名】遊び友達。

1F1
あしぴ-にんず［aʃipi-ninzu］【名】遊び仲

間。1F1
あしぶ［aʃibu］【名】腫れ物。1H
あじま［a ima］【名】⼗字。⼤⾖を⽯⾅

で挽くときの⼗字の持ち⼿。1H
あじゃ［a a］【名】兄。年上の男性。1H2H
あじゃ-んたま［a a-ntama］【名】最も年

下の男兄弟、末っ⼦。1H
あしら［aʃira］【名】芝⽣。1H
あすこ-おん［asuko-oɴ］【名】阿底御嶽。
あすとぅ［asutu］【名】明後⽇。1H
あすぷ［asupu］【動】遊ぶ。
あすま り゚［asɨmari］【名】集まり。集会。

1H
あだん-ぶら=ぬぱ［adam-bura=nu pa］
【名】アダンの葉。

あち-ゆ［atʃi-ju］【名】熱湯。1H
あつぁ-あしとぅ［a a-aʃitu］【名】明⽇

明後⽇。近いうち。1H
あっき-ばら［akki-bara］【名】暴⾷の⼈。

悪⼝で使う。1H
あっち［attʃi］【名】芋の団⼦。1H
あっつぁ［at a］【名】明⽇。1H
あっつぁは［at aha］【形】熱い。暑い。
あっぱー［appaː］【名】祖⺟。2H
あとぅ-ざん［atu-zaɴ］【名】胞⾐。1F1
あとぅ-むぬ［atu-munu］【名】胞⾐。1F1
あば［aba］【名】油。1H
あばだり［abadari］【名】裸。1F1
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あば-どぅし［aba-duʃi］【名】油雑炊。1H
あば-なび［aba-nabi］【名】揚げ物⽤の鍋。

1H
あばば［ababa］【名】おし。1F1
あば-ぴかり［aba-pikari］【名】油光り。

油を塗ったかのようにつやつやときれ
いに⾒えるようす。1H

あばり-しゃ［abari-ʃa］【形】（⼈が）綺麗
だ。

あふ［ahu］【⽂】〜させる。使役派⽣接辞。
あふ［aɸu］【名】灰汁（はいじる）。灰を

混ぜた⽔。汚れを落とす作⽤がある。
1F1

あぶ［abu］【名】⽳。洞⽳。1F1
あぶく［abuku］【名】泡。1H
あぶし［abuʃi］【名】⽥んぼのあぜ道。1H
あぼ［abo］【名】⺟。1H2H
あまじ［ama i］【名】髪。頭。1H2H
あますくる［amasukuru］【名】頭。髪の

⽑の⽣えている部分。1H2H
あま-だり［ama-dari］【名】軒。1H
あま-だり-みじ［ama-dari-mi i］【名】軒

から落ちる⾬⽔をためたもの。1H
あま-みじ［ama-mi i］【名】⽢い⽔。1F1
あま-んたま［ama-ntama］【名】最も年

下の⼥兄弟、末っ⼦。1H
あみ［ami］【名】飴。1F1
あみ［ami］【名】⾬。1H2H
あみ［ami］【名】網。1H
あみした［amiʃita］【名】⾙の⼀種（チン

ボーラ）。1H
あみしな ［゚amiʃina］【名】さとうきび。

1F12F1
あみしな =゚ぬき［amiʃina=nu ki］【名】

サトウキビの棘。
あみしな -゚ぴてぎ［amiʃna-pitegi］【名】

サトウキビ畑。1F1
あやじ［aja i］【名】とんぼ。1H2H
あやち［ajatʃi］【名】槌。1H
あらが［araga］【名】新川。⽯垣四ヶ字

の⼀つ。1F1
あら-かんな［ara-kanna］【名】鉋の⼀種。

1F1
あらぐ［aragu］【動】歩く。
あら-め［ara-me］【名】新⽶。1F1
あり［ari］【名】蟻。1F1
あり-かち［ari-katʃi］【名】東⾵。1F1
あり-た［ari-ta］【名】荒れた⽥んぼ。荒

らしてある⽥んぼ。1F1
ありる［ariru］【⽂】〜られる。可能形。
ある［aru］【⽂】〜られる。受⾝派⽣接辞。
ある［aru］【動】ある。存在する。
ある［aru］【動】洗う。
あん［aɴ］【名】粟。1H
あんが［aŋga］【名】芋。2F2
あん-かち［aŋ-katʃi］【名】 ⼩さい⻯巻。

天気か崩れる前に吹く⾵。1F1
あんが-ぴてぎ［aŋga-pitegi］【名】芋畑。

1F2
あんた［anta］【名】東。1F1
あんだらし［andaraʃi］【名】アダン根。

1H
あんだらしー-すな ［゚andaraʃiː-sɨna］【名】

アダン縄。
あんだらぶら［andarabura］【名】アダン。

1H
あんて-ひ［ante-hi］【名】東隣の家。1F2
あんぱれー［ampareː］【名】蜘蛛。1H
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い［i］【⽂】〜て。接続形。
い［i］【⽂】〜ね。
い［i］【⽂】〜しろ。
いー［iː］【名】柄。1F1
いー［iː］【名】絵。1H
いー［iː］【名】ごはん。1R
いーし［iːʃi］【名】海草の⼀種。寒天の原

料。1H
いー-まがり［iː-magari］【名】ご飯⽤の椀。

1H
いぇーま［jeːma］【名】⼋重⼭。1F1
いぇん［jeɴ］【名】来年。1H
いが［iga］【名】イカ。1F1
いぐん［iguɴ］【名】銛。1H
いさし［isaʃi］【名】⽯垣四ヶ字。1F1
いさし-むに［isaʃi-muni］【名】四箇のこ

とば。1F1
いし［iʃi］【名】⽯。岩。1F1
いし［iʃi］【名】息。呼吸。1H
いじ［i i］【名】元気。気⼒。度胸。1F1
いし-うし［iʃi-uʃi］【名】⽯⾅。⾖腐⽤の⾅。
いし-ぐんぼー［iʃi-gumboː］【名】アザミ。

1F1
いっし［iʃʃi］【名】五つ。五歳。1H
いっし-むし［iʃʃi-muʃi］【名】五回。1H
いしゃ=ぬ すき［iʃa=nu suki］【名】鍬。
いしゃば［iʃaba］【名】毒⿂の⼀種。オニ

オコゼ。1F1
いしょん［iʃoɴ］【名】砂。1F1
いしん=ぬ ぬん［iʃin=nu nuɴ］【名】⽯鑿。
いす-か［isɨ-ka］【名】五⽇。五⽇間。1H
いす-から［isɨ-kara］【名】五匹。五頭。

1H
いすな ぎ゚［isɨnagi］【名】⽯垣。⽯垣四ヶ

字に⼀つ。
いすぱん-うらざ［isɨpan-uraza］【名】⼀

番裏座。1H
いすぱん-ざ［isɨpan-za］【名】 ⼀番座。

1H
いた［ita］【名】板。1H
いち［itʃi］【名】いつ。1F1
いちぐゎつ［itʃigwa u］【名】⼀⽉。1H
いち-しき［itʃi-ʃiki］【名】五ヶ⽉。1H
いつ-なんが［i ɨ-naŋga］【名】 五七⽇。

⼈がなくなってから三⼗五⽇⽬の法要。
1H

いとぅ［itu］【名】⽷。1H2H
いなが［inaga］【名】甍。屋根を⽌める

ために屋根のてっぺんに設置される部
材。1H

いなが［inaga］【名】海。1H2H
いな-しき［ina-ʃiki］【名】杵。1H
いに［ini］【名】稲。1H
いぬ［inu］【名】⽝。1H2H
いぬやー-あんが［inujaː-aŋga］【名】サツ

マイモ。
いの［ino］【名】⻯巻。1H
いのん［inoɴ］【名】砂。1F1
いのん-じ［inon- i］【名】砂地。
いば［iba］【⽂】〜か。疑問詞疑問⽂の述

語に付く。
いばるま［ibaruma］【名】伊原間。1H
いび［ibi］【名】海のエビ。1F1
いびる［ibiru］【動】植える。
いびる［ibiru］【名】川のエビ。1H
いべ［ibe］【名】位牌。1F1
いみ［imi］【名】夢。1H2H
いや［ija］【名】⽗。2H
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いやぐ［ijagu］【名】櫂。1H
いら［ira］【名】クラゲの⼀種。ハブクラ

ゲ。毒がある。1H
いらぎ［iragi］【名】鱗。1H
いり［iri］【名】錐。1H
いり-かち［iri-katʃi］【名】⻄⾵。1F1
いりむち［irimutʃi］【名】⻄表。
いる［iru］【名】⾊。1H
いろら［irora］【名】⼊れ髪。1F1
いん［iɴ］【名】（⼗⼆⽀の）戌。1H
いんざ［inza］【名】円座。1H
いんた［inta］【名】⻄。1F1
いんて-ひ［inte-hi］【名】⻄隣の家。1F2
いん-どぅし［in-duʃi］【名】戌年。戌年

⽣まれの⼈。1F1
いんぬや［innuja］【名】ものもらい。1H
う［u］【⽂】挿⼊⺟⾳。
う［u］【⽂】〜る。連体形接辞。
う［u］【⽂】拡張分節。
うい［ui］【名】上。
うい=ぬむら［ui=nu mura］【名】上の村。

⽩保の地名。
うい-ばった［ui-batta］【名】上腹部。ま

たは、上の腹が出ている⼈。1F1
うー［uː］【名】（⼗⼆⽀の）卯。1F1
うー-がら［uː-gara］【名】 何匹。 何頭。

1F1
うー-しき［uː-ʃiki］【名】何ヶ⽉。1F1
うー-ち［uː-tʃi］【名】 いくつ。 いくら。

1F1
うー-どぅし［uː-duʃi］【名】卯年。卯年⽣

まれの⼈。1F1
うー-むし［uː-muʃi］【名】 何回。 何度。

1F1

うーるん［uːruɴ］【名】⽠。1H
うえんちゅ［uentʃu］【名】ねずみ。1H2H
うぎる［ugiru］【動】起きる。
うし［uʃi］【名】（⼗⼆⽀の）丑。1F1
うし［uʃi］【名】⽜。1F1
うし［uʃi］【名】⾅。1H
うし=ぬにっく［uʃi=nu nikku］【名】⽜

⾁。
うずら［uzura］【名】鶉（うずら）。1H
うすな ［゚usɨna］【名】沖縄。1H
うたま［utama］【名】⼦供。2H
うっき［ukki］【名】桶。2H
うっこん［ukkoɴ］【名】うこん。1F1
うったふ［uttahu］【動】落とす。
うったり［uttari］【名】何⼈。何名。1F1
うってぃる［uttiru］【動】落ちる。
うでぃ［udi］【名】腕。1H
うとぅ［utu］【名】⾳。
うとぅとぅ［ututu］【名】年下。年下のきょ

うだい。2H
うなた［unata］【名】地名。公⺠館の⻄、

中学校の裏にある農地。1F1
うぬばす［unu basu］【名】その時。
うび［ubi］【名】 いくら。 どのぐらい。

1F1
うやぎ［ujagi］【名】裕福。富。⾦持ちの

⼈。1H
うやぎぴとぅ［ujagipitu］【名】⾦持ち。

⾦持ちの⼈。
うやんちゅ［ujantʃu］【名】ネズミ。
うり［uri］【名】 それ。 ⼈間も指せる。

1F1
うりる［uriru］【動】おりる。
うるずん［uruzuɴ］【名】春。若夏。1H
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うるずん=ぬしち［uruzun=nu ʃitʃi］【名】
若夏の季節。

うるん［uruɴ］【名】キュウリ。1H
うわ［uwa］【名】豚。1H2H
うわ=ぬ にっく［uwa=nu nikku］【名】

豚⾁。
うんぱじ［umpa i］【名】 スズメバチ。

1H
うんむし［ummuʃi］【名】⼤きい⾍。1H
え［e］【⽂】〜してある。〜した。完了

接辞。
え［e］【⽂】〜している。進⾏形接辞。
えー［eː］【名】上顎。1F1
えーしち［eːʃitʃi］【名】挨拶。1F1
えーま［eːma］【名】⼋重⼭。1F1
えぬ［enu］【動】⾔う。
お［o］【⽂】係り結びの結び形。
おー-すぱ［oː-sɨpa］【名】上唇。1F1
おー-ばった［oː-batta］【名】上腹。
おー-ぴね ［゚oː-pine］【名】上髭。⼝ひげ。

1F1
おっかん［okkaɴ］【名】⺟。1F1
おった［otta］【名】カエル。1H
おなざ［onaza］【名】へびの⼀種。⻘蛇。

がらしぱくと同じ。1H
おなざ-ぱく［onaza-paku］【名】へびの

⼀種。⻘蛇。がらしぱくと同じ。
おび［obi］【⽂】だけ。
おんぎ［oŋgi］【名】扇。1H
か［ka］【名】⽪。
かーち［kaːtʃi］【名】夏⾄。1H
かーち［kaːtʃi］【名】六⽉の三時頃に吹く

⾵。1H
かー-ふくり-みん［kaː-ɸukuri-miɴ］【名】

⼀重まぶた。1H
かー-ふくり-みん［kaː-ɸukuri-miɴ］【名】

ものもらい?。
かーふ［kaːɸu］【動】売る。
がーや［gaːja］【名】茅。1F2
がーら-いぐん［gaːra-iguɴ］【名】銛の⼀

種。1F1
かい［kai］【名】⾙。
かこち［kakotʃi］【名】顎。1F1
がざみ［gazami］【名】カジマル。1F2
がざみ-き［gazami-ki］【名】カジマルの

⽊。
がざん［gazaɴ］【名】蚊。1F2
かしき-じん［kaʃiki- iɴ］【名】お祝いの

ときの膳?。1H
かする ［゚kasuru］【名】剃⼑。
かた［kata］【名】肩。1H
かたな［katana］【名】包丁。刃物。1H
かたん［kataɴ］【名】バッタ。1F1
かち［katʃi］【名】⾵。2F1
がち［gatʃi］【⽂】〜に。
かちが［katʃiga］【名】籾を⼊れる袋。
かちがら-おん［katʃigara-oɴ］【名】カデ

カル御嶽。
かちる［katʃiru］【名】痰。1F1
がっけ［gakke］【名】鎌。1F2
がっこ［gakko］【名】学校。1F2
かな ぱ゚［kanapa］【名】葉っぱ。
かな ぺ゚［kanape］【名】（鉄製の）鍬。2F1
がば［gaba］【名】垢。1F2
がばら［gabara］【名】杭を打つための⽊

槌。1F2
かび［kabi］【名】紙。
かぴら［kapira］【名】川平。1H
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かふた［kaɸuta］【名】かぶれ。1F1
かぷり-き［kapuri-ki］【名】オオバイヌ

ビワ。
かぷ［kapu］【動】被る。
かま［kama］【名】あそこ。
かま ［゚kama］【名】かまど。1F1
かまどま［kamadoma］【名】カマドマ。

伝統的な名前。1H
かみ ［゚kami］【名】⻲。1H
かむ し゚［kamuʃi］【名】ゴキブリ。1H
かや［kaja］【⽂】〜かな。
がや-ぱじ［gaja-pa i］【名】ハチの⼀種。
がや-ひー［gaja-hiː］【名】茅葺きの家。
がら［gara］【助数】〜匹。〜頭。
がら［gara］【⽂】〜から。
がら［gara］【⽂】〜ので。〜から。
がらし［garaʃi］【名】カラス。1F2
がらし=ぬふし［garaʃi=nu ɸuʃi］【名】

つるはし。農具の⼀種。
がらし-ぱく［garaʃi-paku］【名】蛇の⼀種。

毒はない。
から -゚たき［kara-taki］【名】カラ岳。1F1
かん［kaɴ］【⽂】〜より。
かん［kaɴ］【名】蟹。1F1
かんがん［kaŋgaɴ］【名】鏡。1H2H
かんな［kanna］【名】鉋。⾓材を加⼯す

るときに、仕上げの段階に使う。1H
かん-なり［kan-nari］【名】雷。2H
がんぱん［gampaɴ］【名】カンパチ。1F1
き［ki］【名】⽊。1H
ぎ［gi-ʃa］【⽂】〜ようだ。〜のように⾒

える。
きー［kiː］【⽂】〜から。〜なので。理由、

原因を表わす。

きー［kiː］【名】⽑。1H
きー-うし［kiː-uʃi］【名】⽊⾅。穀物⽤の⾅。

穀物をつついて、その⽪を取り除く。
1H

きー=ぬなり［kiː=nu nari］【名】⽊の実。
きー=ぬにー［kiː=nu niː］【名】⽊の根。

根っこ。
きー=ぬむっとぅ［kiː=nu muttu］【名】幹。
ぎーぱん［giːpaɴ］【名】⽛。⼋重⻭のこ

とも指すときがある。1F1
ぎーら［giːra］【名】シャコ⾙。1F2
きず［kizu］【名】傷。1F1
きたん-き［kitaŋ-ki］【名】⽊の⼀種。く

ろき。
きちり［kitʃiri］【名】キセル。1H
きっぺ［kippe］【名】⽊の鍬。昔、⽜が

⼊らないような深い⽥んぼを耕すため
に、⽊を鍬の形に削って使ったもの。
1H

きぷし［kipuʃi］【名】煙。
きゃんぎ［kjaŋgi］【名】いぬまき。1F1
きゅー［kjuː］【名】今⽇。1H
きゅー-ぴてぃん［kjuː-pitiɴ］【連】今⽇

⼀⽇。1H
きる［kiru］【動】蹴る。
き ん-で ぐ に［kin-deguni］【名】 ⼈ 参。

1F1
く［ku］【動】来る。
くい［kui］【名】声。1H
くい［kui］【名】杭。1H
くーが［kuːga］【名】卵。1H
くーが［kuːga］【名】陰嚢。1H
ぐーしん［guːʃiɴ］【名】酒。1F2
ぐーす［guːsu］【名】唐⾟⼦。1F2
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ぐーま［guːma］【名】胡⿇。1F2
くくぬ-がら［kukunu-gara］【名】九匹。

九頭。1H
くくぬ-しき［kukunu-ʃiki］【名】九ヶ⽉。

1H
くくぬ-ち［kukunu-tʃi］【名】九つ。九歳。

1H
くくぬ-むし［kukunu-muʃi］【名】九回。

1H
ぐさん［gusaɴ］【名】杖。1F2
くしくん［kuʃikuɴ］【名】拳⾻。1H
くち［kutʃi］【名】植物の⼀種。カズラに

似た植物。昔、その植物を使って籠を
作った。1F1

くちゃ［kutʃa］【名】背中。1F1
くちゃ-ぶに［kutʃa-buni］【名】背⾻。1F1
くつん［ku uɴ］【名】去年。
ぐっち［guttʃi］【名】鞭。1F1
ぐって［gutte］【名】胴。体格。1F2
くとぅし［kutuʃi］【名】今年。1F1
くぴら［kupira］【名】クイナ。1H
くま［kuma］【名】そこ。
ぐま-いし［guma-iʃi］【名】⼩⽯。
ぐまは［gumaha］【形】⼩さい。低い。
くも ま゚［kumoma］【名】⼩浜。1F1
くり ［゚kuri］【名】これ。⼈間も指せる。

1F12F1
ぐり［guri］【名】お礼、お辞儀。1F2
ぐりっける［gurikkeru］【動】ひっくり

返る。
くんがち［kuŋgatʃi］【名】九⽉。1H
ぐんぼ［gumbo］【名】⽜蒡。1F2
ぐんぼ［gumbo］【名】連れ⼦。私⽣児。

1F2

ぐんめ-なび［gumme-nabi］【名】⼤型の
鍋。五枚鍋。1F2

けー-しゃ［keː-ʃa］【形】（ものが）綺麗だ。
1H

けんぎ［keŋgi］【名】いぬまき。
げんの［genno］【名】⾦槌。1F2
ご［go］【⽂】〜に。〜へ。⽬的地、受け

取り⼿、使役・受⾝⽂における動作主
などを表わす。

ごーや［goːja］【名】苦⽠。1F2
こー［koː］【動】買う。
ごっかり［gokkari］【名】アカショウビン。

1F1
こんぎ［koŋgi］【名】桑。1H
こんぎ-き［koŋgi-ki］【名】桑の⽊。
ざ［za］【名】どこ。1H
さー［saː］【⽂】〜だよ。
ざー-とぅく［zaː-tuku］【名】床の間。
さーめ［saːme］【名】⽉桃。1F1
さこ［sako］【名】咳。1H
さこしき［sakoʃiki］【名】咳をすること。

1H
さこなん［sakonaɴ］【名】ボタンボウフウ。

⻑命草。1F1
さこら-は［sakora-ha］【形】塩⾟い。1H
さちふか［satʃiɸuka］【名】ハマユウ。1H
さった［satta］【名】砂糖。
さなば［sanaba］【名】申の⽅向。1F1
さる ［゚saru］【名】猿。1H
さる ［゚saru］【名】申。1H
さる -゚どぅし［saru-duʃi］【名】申年。申

年⽣まれの⼈。
さんがち［saŋgatʃi］【名】三⽉。
さんさん［sansaɴ］【名】セミ。1H
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しー［ʃiː］【⽂】〜で。道具・⼿段・材料
を表わす。

しー［ʃiː］【名】乳。⺟乳。1H
じー［ iː］【名】⾎。1F1
じー［ iː］【名】⼟。1H
じーばん［ iːbaɴ］【名】上着。1F2
しーふち［ʃiːɸutʃi］【名】乳⾸。
じーまみ［ iːmami］【名】落花⽣。1F2
じー-ゆーりー［ iː-juːriː］【名】地震。
じーる［ iːru］【名】サンゴ礁の⼀部? 1F2
しが［ʃiga］【⽂】〜が。〜けれども。
しきん［ʃikiɴ］【名】⽉。2H
しきん=ぬゆー［ʃikin=nu juː］【名】⽉。
っしぇ［ʃʃe］【名】⽩髪。1H
じすぷ［ isupu］【名】しっぽ。1F2
した［ʃita］【名】下。
した［ʃita］【名】⾆。1H
した［ʃita］【名】太陽。
した-すぱ［ʃita-sɨpa］【名】下唇。1F1
した-ぱ［ʃita-pa］【名】下葉。下の⽅の葉っ

ぱ。サトウキビなどの場合は古い葉っ
ぱのこと。1F1

した-ばった［ʃita-batta］【名】 下腹部。
または、下の腹が出ている⼈。1F1

したみ［ʃitami］【名】カタツムリ。1H2H
したら［ʃitara］【名】下。
したり［ʃitari］【名】すだれ。⽇除け。
しち［ʃitʃi］【名】季節。1H
しちがち［ʃitʃigatʃi］【名】七⽉。
してぃ［ʃiti］【名】袖。
してぃる［ʃitiru］【動】捨てる。
しとぅむち［ʃitumutʃi］【名】朝。1H
しな［ʃina］【名】⽀那。中国。
しな し゚-とぅり［ʃinaʃi-turi］【名】スズメ。

1H
じ=ぬ　くに ち゚［ i=nu kunitʃi］【名】⼗

六⽇祭。後⽣の正⽉。
じ=ぬみち［ i=nu mitʃi］【名】⾎管。
しぴ［ʃipi］【名】尻。1F1
しびら［ʃibira］【名】ネギ。1F1
しみ ［゚ʃimi］【名】⽖。1F1
じゅーいちぐゎつ［ uːitʃigwa u］【名】

⼗⼀⽉。
じゅーぐゎつ［ uːgwa u］【名】⼗⽉。
じゅーにんがつ［ uːniŋga u］【名】⼗⼆

⽉。
じゅんぐや［ uŋguja］【名】⼗五夜。1F2
しょんがち［ʃoŋgatʃi］【名】正⽉。1F1
しん［ʃiɴ］【名】⿉。1H
しん［ʃiɴ］【名】作物の成⻑点。1H
しん［ʃiɴ］【名】太⿎。1H
じん［ iɴ］【名】お盆。お膳。1F1
じん［ iɴ］【名】頂、てっぺん。1F1
じん［ iɴ］【名】お⾦。銭。1H
しんか［ʃiŋka］【名】⼦どものむれ。1H
しんがち［ʃiŋgatʃi］【名】四⽉。
しんぐん［ʃiŋguɴ］【名】⼩⼑。ナイフ。

1H
しんずく［ʃinzuku］【名】四⼗九⽇。⼈

がなくてなってから四⼗九⽇⽬の法要。
1F1

しんた［ʃinta］【名】裏。後ろ側。1F1
しんだん［ʃindaɴ］【名】センダン。1H
しんだん-き［ʃindaŋ-ki］【名】センダン

の⽊。
じんちん［ intʃiɴ］【名】雲雀。1H
しんて-ひ［ʃinte-hi］【名】 後ろ隣の家。

北隣の家。



− 295 −

じん-ふくる［ in-ɸukuru］【名】 財布。
1F2

じんべ［ imbe］【名】⾷器係。⾏事のと
きに使う⾷器を準備する係の⼈。1F2

じん-むち［ im-mutʃi］【名】⾦持ち。1F2
しんめー［ʃimmeː］【名】四枚。
しんめー-なび［ʃimmeː-nabi］【名】四枚

鍋。⼤型の鍋。1H
す［su］【動】する。
すいぎゅ［suigju］【名】⽔⽜。1H
すー-まがり［suː-magari］【名】汁碗。1H
すっき［sukki］【名】（アコウに似た⽊）。

1F1
すぷしん［supuʃiɴ］【名】膝。1F1
すむ ［゚sumu］【名】肝。⼼臓?。1H2H
すむ -゚ふく［sumu-ɸuku］【名】肺と⼼臓。

1H
すかふ［sɨkaɸu］【動】聞かせる。
すき［sɨki］【名】鋤（すき）。1H
すく［suku］【動】聞く。
すく［suku］【動】〜しておく。
すくる［sukuru］【動】作る。
すとぅち［sututʃi］【名】ソテツ。1H
すぬ ［゚sunu］【名】昨⽇。1F1
すぬ ［゚sunu］【名】着物。服。2H
すぱ［sɨpa］【名】唇。1H
すぱき［sɨpaki］【名】ヤブツバキ。1H
すぱり［sɨpari］【名】⼩便。1H
すぷるん［sɨpuruɴ］【名】冬⽠。1F1
すま ［゚sɨma］【名】島。
すむ ［゚sumu］【名】⾓。つの。1H
すら ［゚sɨra］【名】顔。悪い意味などで使

う。1H
する ［゚sɨru］【名】蔓。1F1

する ［゚sɨru］【名】腱、筋。1F1
ぞ［zo］【名】⾨。1H
そー［soː］【名】竿。
そーぎき［soːgiki］【名】植物名。1F2
そーぎ-ぶに［soːgi-buni］【名】あばら⾻。

1H
ぞー-ぴら ぎ゚［zoː-piragi］【名】⾨開き。

1F2
そーみん-ぶっとぅる［soːmim-butturu］
【名】素麺チャンプル。1H

た［ta］【⽂】〜た。過去の接辞。
た［ta］【⽂】〜しおわって。継起形。
だ［da］【名】君。1F1
たー［taː］【名】誰。1H
たー［taː］【名】⽥。
たー-あんが［taː-aŋga］【名】⽥芋。
たー-くんぶ［taː-kumbu］【名】植物の⼀

種（⽥に⽣える昆布）。1H
たー-ばり［taː-bari］【名】⽥割り。⾃然

の⾕地形を利⽤してあぜを作って分け
られた⽥んぼ。地名に使われる。1H

たー-むじ［taː-mu i］【名】⽥のクワズイ
モ。1H

たか-じん［taka- iɴ］【名】脚のついた膳。
たか-ふてん［taka-ɸuteɴ］【名】⾼い額。

1H
たき［taki］【名】⽵。1F1
たきどぅん［takiduɴ］【名】⽵富島。1H
たく［taku］【名】タコ。1H
たつー［ta uː］【名】（⼗⼆⽀の）⾠。1F1
たつ-どぅし［ta u-duʃi］【名】⾠年。⾠

年⽣まれの⼈。
た っ く る-ば し ゃ［takkuru-baʃa］【名】

⽥の⼟均し。農具の⼀種。1H
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たに ［゚tani］【名】種、核。1H
たぱり-おん［tapari-oɴ］【名】タバル御嶽。
たら［tara］【⽂】〜たら。
たら ま゚［tarama］【名】多良間。1H
たら ま゚-むに［tarama-muni］【名】多良

間語。多良間のことば。
たる ［゚taru］【名】ふくらはぎ。1H
だる［daru］【⽂】〜てぞいる。継続相を

表わす。焦点助詞の =du と補助動詞 
ar-が融合した形式。

ち［tʃi］【助数】〜つ。〜歳。
ち［tʃi］【⽂】〜に。場所名詞に付く。
ち［tʃi］【⽂】〜して。付帯状況を表わす。
ちゃ［tʃa］【⽂】〜たら。条件の接辞。
ちゃー［tʃaː］【名】お茶。
ちゅ［tʃu］【⽂】伝聞。
ちゅっか=ぬ ふち［tʃukka=nu ɸutʃi］【名】

急須の⼝。
ちょー［tʃoː］【⽂】〜そうだ。伝聞助詞。
つるらん［ ururaɴ］【名】蘭の⼀種。1F1
っさが［ssaga］【名】ふけ。1H
っさばや［ssabaja］【名】しらくも。⽪膚

病の⼀種。1H
っさぶ［ssabu］【名】⽩保。1H
っさぶ-むに［ssabu-muni］【名】⽩保語。

⽩保のことば。
っさぶ-むら［ssabu-mura］【名】⽩保村。
っさん［ssaɴ］【名】しらみ。1H
っす［ssu］【動】着る。
っふぁ［ɸɸa］【名】鞍。1F1
っふぇ［ɸɸe］【名】陰⽑。陰部の⽑。1H
て［te］【⽂】〜と。引⽤助詞。
てぃー［tiː］【名】⼿。1H
てぃしくん［tiʃikuɴ］【名】こぶし。1H

てぃぬび［tinubi］【名】⼿の指。1H
てぃ=ぬぴさ［ti=nu pssa］【名】掌。
てぃ=ぬふき［tin=u ɸuki］【名】⼿⾸。
でーぐに［deːguni］【名】⼤根。1F2
てっく［tekku］【名】太⿎。1H
てに［teni］【⽂】〜と。引⽤助詞。動作

の⽬的「〜しに」を表わすこともでき
る。

でま［dema］【名】君たち。あなたたち。
⼆⼈称複数。

でま-んだ［dema-nda］【名】君たち。あ
なたたち。⼆⼈称複数。1F1

とぅ［tu］【⽂】〜と。
どぅ［du］【⽂】〜ぞ。焦点助詞。
とぅー［tuː］【名】⼗。⼗歳。1F1
どぅー［duː］【名】⾃分。1F1
とぅーじ［tuː i］【名】冬⾄。1H
とぅー-むし［tuː-muʃi］【名】⼗回。1F1
とぅ-から［tu-kara］【名】 ⼗匹。 ⼗頭。

1F1
とぅく［tuku］【名】仏壇。1F1
とぅける［tukeru］【名】蛇の⼀種。1H
どぅし［duʃi］【名】友達。1F1
とぅぬ す゚く［tunusuku］【名】 登野城。

⽯垣四ヶ字の⼀つ。
とぅぷ［tupu］【動】⾶ぶ。
とぅまいくる［tumaikuru］【名】イモの

⼀種。1H
とぅまいくる-あんが［tumaikuru-aŋga］
【名】イモの⼀種。

とぅむ ぬ゚き［tumunu ki］【名】タブの⽊。
とぅら ［゚tura］【名】（⼗⼆⽀の）寅。1F1
とぅら -゚どぅし［tura-duʃi］【名】寅年。

寅年⽣まれの⼈。1F1
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とぅら ぬ゚ば［turanuba］【名】寅の⽅向。
1F1

とぅり ［゚turi］【名】⾣。1F1
とぅり -゚どぅし［turi-duʃi］【名】 ⾣年。

⾣年⽣まれの⼈。
とぅる ［゚turu］【動】取る。
とぅる ［゚turu］【名】⿃。鶏。1F12F1
とぅる =゚ぬ うたま［turu =nu utama］
【名】⿃の⼦。ヒナ。

とぅん［tuɴ］【名】妻。2F1
とぅんてぃ-かんてぃ［tunti-kanti］【擬】

でこぼこ。
どー［doː］【⽂】〜よ。
とーたけ［toːtake］【名】オニヤンマ。1H
とーに［toːni］【名】豚のえさ⼊れ。1H
とーふ-まーみー［toːɸu-maːmiː］【名】⾖

腐をつくる⾖。
とーら［toːra］【名】台所。伝統的な家造

りでは、住む所とは別の建物。1F1
どっとろ［dottoro］【名】太っている⼈。

1F1
どんぐ［doŋgu］【名】道具。1F2
とんび［tombi］【名】刈ってきたお⽶と

そのゴミを選り分けるための道具。1H
な［na］【⽂】〜な。禁⽌を表わす。
な［na］【⽂】〜に。〜で。
なー［naː］【名】名。名前。
なーじ［naː i］【名】桑の実。1F2
なーに［naːni］【名】 背⾻。 脊髄。 肩。

1F2
なーばん［naːbaɴ］【名】茸。1F2
なーび［naːbi］【名】鍋。1F2
なかっちゃ［nakattʃaˑ］【名】次男。
なが-ぱ［naga-pa］【名】中葉。中間ぐら

いにある葉っぱ。お握りを乗せるため
などに使う。1F2

ながふく［nagaɸuku］【名】 ヒンプン。
1F2

なが-ぶに［naga-buni］【名】背⾻。1F2
なか-んま［naka-mma］【名】次⼥。
なごや-あんが［nagoja-aŋga］【名】サツ

マイモの⼀種。
なすぴ［nasɨpi］【名】茄⼦。1F2
なだ［nada］【名】涙。1F2
なち［natʃi］【名】夏。1F1
なち［natʃi］【⽂】で？。
なち-めなさ［natʃi-menasa］【名】夏⽤の

蓑。
なな-が［nana-ga］【名】六⽇後。1F2
なな-がら［nana-gara］【名】７匹。７頭。

1F2
なな-しき［nana-ʃiki］【名】七ヶ⽉。
なな-ち［nana-tʃi］【名】七つ。七歳。1F2
なな-むし［nana-muʃi］【名】７回。1F2
なび=ぬてぃ［nabi=nu ti］【名】鍋の取っ

⼿。
なべら［nabera］【名】へちま。1F2
なり［nari］【名】実。
なる［naru］【動】なる。
にー［niː］【名】根。1H
にーざん［niːzaɴ］【名】 しらみの幼⾍。

卵から孵ってすぐのしらみ。1F2
にーじんきょ［niː iŋkjo］【名】ウイキョ

ウ。
にごーしぇん［nigoːʃeɴ］【名】 めかけ。

愛⼈。1H
にし-かち［niʃi-katʃi］【名】北⾵。1F1
にしゃんた［niʃanta］【名】北。1F1
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にす-む ら゚［nisɨ-mura］【名】北村。⽩保
集落の北部。1F1

にっく［nikku］【名】⾁。1F2
にぬば［ninuba］【名】⼦の⽅向。北。1F2
にばん-うらざ［niban-uraza］【名】⼆番

裏座。1F2
にばん-ざ［niban-za］【名】⼆番座。
にぶ［nibu］【名】柄杓。
にんぐゎち［niŋgwatʃi］【名】⼆⽉。
ぬ［nu］【⽂】〜が。主格を表わす。〜の。

属格を表わす。
ぬー［nuː］【名】何。
ぬーし［nuːʃi］【副】どう。どうやって。

1F1
ぬーどぅ［nuːdu］【名】喉。⾷道。1F2
ぬー-とぅし［nuː-tuʃi］【名】何年。何年

⽣まれ。何⼲⽀。1F1
ぬーばん［nuːbaɴ］【名】植物名。1F2
ぬぎり［nugiri］【名】⼯具の⼀種（のこ

ぎり）。1F2
ぬぐしゃ［nuguʃa］【形】怖い。
ぬぶしん［nubuʃiɴ］【名】⾸。1F2
ぬん［nuɴ］【名】蚤。1H
ぬん［nuɴ］【名】鑿。1H
ねー［neː］【⽂】〜でないときに。〜しな

ければ。
ねー［neː］【名】（⼗⼆⽀の）⼦。1H
ねー［neː］【名】地震。1H
ねー-どぅし［neː-duʃi］【名】⼦年。⼦年

⽣まれの⼈。1F1
ねーぬ［neːnu］【動】ない。
ねーり［neːri］【名】右。
のる［noru］【動】治る。直る。
は［ha］【⽂】形容詞語幹派⽣接辞。

ば［ba］【⽂】〜しろ。命令接辞。
ば［ba］【⽂】〜すれば。仮定の接辞。
ば［ba］【名】私。⼀⼈称代名詞。1H
ぱー［paː］【名】葉。1F1
ばーさ［baːsa］【名】芭蕉。1F2
ばいま［baima］【名】（聞き⼿を含まない）

私たち。排他的⼀⼈称。1F2
ばいま-んだ［baima-nda］【名】（聞き⼿

を含まない）私たち。排他的⼀⼈称。
ばが-すぷるん［baga-supuruɴ］【名】若

冬⽠。1F2
ばが-ぱ［baga-pa］【名】若い葉。1F2
ばが-べ［baga-be］【名】若い芽。1F2
ばが-め［baga-me］【名】新芽。1F2
ばがら［bagara］【⽂】〜くらい。〜ほど。
ぱぎ-あますくる［pagi-amasukuru］【名】

はげ頭。1H
ばぎな［bagina］【名】湧き⽔の出る所。

1F1
ばぎ-みじ［bagi-mi i］【名】湧き⽔。1F1
ぱく［paku］【名】ヘビ、ハブ。1F12F1
ばさ-すぬ ［゚basa-sunu］【名】芭蕉で作っ

た着物。
ばさん-なり［basan-nari］【名】バナナの

実。1F2
ぱじ［pa i］【名】ハチ。1F1
ばす［basu］【名】時。場合。1F1
ぱた［pata］【名】⽪、⽪膚、肌。1H
ぱ た ら き-ば ん じ ん［pataraki-ban iɴ］
【名】壮年。1F1

はちがち［hatʃigatʃi］【名】⼋⽉。
ぱちろま［patʃiroma］【名】波照間。1F1
ぱちろま-おん［patʃiroma-oɴ］【名】波照

間御嶽。
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ぱちろま-むに［patʃiroma-muni］【名】波
照間語。波照間のことば。

ぱつぁん［pa aɴ］【名】鋏。
ばった［batta］【名】腹。内臓。腸。1F2
ばっつぁみる［bat amiru］【動】 繋ぐ。

動物などを紐で繋ぐこと。
ぱとぅ［patu］【名】鳩。
ぱとん［patoɴ］【名】鳩。1H
ぱな ［゚pana］【名】⿐。1F1
ぱな ［゚pana］【名】花。2H
ぱな -゚き［pana-ki］【名】⿐⽑。1F1
ぱな -゚ぎ［pana-gi］【名】⿐⽑。1F1
ぱなしき［panaʃiki］【名】⾵邪。1F1
ぱな し゚-じょーず［panaʃi- oːzu］【名】

話上⼿。
ぱな た゚［panata］【名】端。先。1F1
ぱな -゚ぴし［pana-piʃi］【名】くしゃみ。
ぱに ［゚pani］【名】⽻。1F1
ぱぴる［papiru］【名】蝶。1H
ぱま-かちら［pama-katʃira］【名】植物名。

1H
ぱま し゚たん［pamaʃitaɴ］【名】庭⽊？1H
ぱら ［゚para］【名】柱。1H
ぱら ぶ゚［parabu］【名】農具の⼀種。⼟

をおこしたあとに草を取る道具。1H
ばら-ふた［bara-ɸuta］【名】藁（わら）。
ばら-ふた-すな ［゚bara-ɸuta-sɨna］【名】

ワラの縄。
ぱり ［゚pari］【名】針。2H
ばる［baru］【動】笑う。
ばん［baɴ］【⽂】〜ている?。
ぱん［paɴ］【名】⻭。1H
ぱん［paɴ］【名】⾜。1H
はんじり［han iri］【名】 盥（たらい）。

1H
ばんじん［ban iɴ］【名】元気旺盛の時期。

1F1
ぱんそー［pansoː］【名】 植物名（パン

ソー）。1H
ばんぞー-がに［banzoː-gani］【名】番匠⾦。

1F2
ばんちる［bantʃiru］【名】グアバ。
ばんちる-き［bantʃiru-ki］【名】グアバの

⽊。
ぱん=ぬあどぅ［pan=nu adu］【名】か

かと。
ぱん=ぬたる ［゚pan=nu taru］【名】ふく

らはぎ。
ぱんぬび［pannubi］【名】⾜の指。1H
ぱん=ぬ ゆび［pan=nu jubi］【名】⾜の

指。
ひー［hiː］【名】家。1H
びー［biː］【名】（⼗⼆⽀の）亥。1F1
ぴー［piː］【名】⼥性器。1F1
ぴー［piː］【名】屁。1H
ぴー［piː］【名】⽕。
びー-どぅし［biː-duʃi］【名】亥年。亥年

⽣まれの⼈。1F1
びー-とぅる ［゚biː-turu］【名】雄鶏。
ひー-な［hiː-na］【名】家の名。学校・⼾

籍の名前に対して家庭で使われる伝統
的な名前。1F2

びる［biru］【動】座る。
びーるん［biːru］【動】酔う。
ぴさ-ふてん［pssa-ɸuteɴ］【名】平たい額。
ぴさんたり［pisantari］【動?】⾃然界に

あるものにしては珍しく平たくなって
いる。
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ぴしぇー［piʃeː］【名】平得。1F1
びし-とぅなが［biʃi-tunaga］【名】据え卵。

雌⿃を卵を産む場所に誘うように巣の
中に置いておく卵。

ぴたれ［pitare］【名】左。左利きの⼈。
1H2H

ぴち-どぅし［pitʃi-duʃi］【名】未年。未年
⽣まれの⼈。

びち-ば［bitʃi-ba］【名】先の葉。上の⽅
に⽣えている葉っぱ。1F2

びっち［bittʃi］【名】先。先端。植物の先。
1F2

ぴっち［pittʃi］【名】肘。1F1
ぴっち［pittʃi］【名】欲ばりの⼈。1F1
びっちぇ［bittʃe］【名】⼥の⼦。1H
びっちゃ［bittʃa］【名】酔っ払い。1F2
ぴてぃ-ち［piti-tʃi］【名】⼀つ。⼀歳。1H
ぴてぎ［pitegi］【名】畑。2H
ぴとぅ［pitu］【名】⼈。2H
ぴとぅ-しき［pitu-ʃiki］【名】⼀ヶ⽉。1H
ぴとぅ-とぅし［pitu-tuʃi］【名】⼀年。1H
ぴとぅ-なんが［pitu-naŋga］【名】初七⽇。
⼈がなくなってから七⽇⽬の法要。1H
びどぅむ［bidumu］【名】男。1F1
ぴとぅ-むし［pitu-muʃi］【名】⼀回。1H
ぴとぅり［pituri］【名】ひとり。1H
びどぅん-たま［bidun-tama］【名】男の⼦。

1F1
ぴと-がら［pito-gara］【名】⼀匹。⼀頭。

1H
ぴな し゚ん［pinaʃiɴ］【名】頭のてっぺん。

1F1
ぴね ［゚pine］【名】髭。1F1
ぴま ［゚pima］【名】暇。

ぴまん［pimaɴ］【名】⿃の⼀種（ひばり?）。
ガジュマルの実を⾷べる。1H

ぴみ じ゚ゃ［pimi a］【名】やぎ。1H
ぴゃーぐ［pjaːgu］【名】百。2H
ぴら ［゚pira］【名】 へら。 農業の道具。

1H2H
びらぐ［biragu］【名】ざる。1H
びらま［birama］【名】彼⽒、恋⼈。
ぴる ［゚piru］【名】にんにく。1F1
ぴる ［゚piru］【名】蛭。1H
びるから っ゚ぱ［birukarappa］【名】クワ

ズイモ。
ひる［hiru］【動】くれる。あげる。
ぴろ ま゚［piroma］【名】昼。1F12F1
ぴろ -゚むぬ［piro-munu］【名】昼⾷。昼

ごはん。1H
びんがれ［biŋgare］【名】咳をしょっちゅ

うする⼈。1F2
ぴんがん［piŋgaɴ］【名】彼岸。1H
ぴんぎる［piŋgiru］【動】逃げる。
ぴんぐ［piŋgu］【名】すす。2F1
びんだれ［bindare］【名】洗⾯器。1F2
ぷ［pu］【名】穂。1H
ぶあま［buama］【名】おばさん。
ぶいび［buibi］【名】親指。
ぶー［buː］【名】⿇。1H
ぷー［puː］【名】帆。
ふー-あまじ［ɸuː-ama i］【名】⿊い髪。

1H
ぶー-あみ［buː-ami］【名】⼤⾬。
ぶー-が［buː-ga］【名】⼤川。⽯垣四ヶ字

の⼀つ。1H
ぶーじ［buː i］【名】でいご。1H
ぶーじ-き［buː i-ki］【名】でいごの⽊。
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ぶーじ-き=ぬぱ［buː i-ki=nu pa］【名】
でいごの葉。

ぶーじ=ぬぱ［buː i=nu pa］【名】でい
ごの葉。

ぶー-しん［buː-ʃiɴ］【名】⼤型の太⿎。1H
ぶー-すな ［゚buː-sɨna］【名】⿇綱。⿇でで

きている綱。
ぶー-すぬ ［゚buː-sunu］【名】⿇でできた

着物。
ぶー-なび［buː-nabi］【名】⼤きい鍋。四

枚鍋。1H
ぶーぬ［buːnu］【名】斧。⼯具。1F2
ぶー-ぬぎり［buː-nugiri］【名】のこぎり

の⼀種。⽊挽き鋸。1H
ぶー-ひ［buː-hi］【名】⺟屋。伝統的な家

造りでは、炊事場などに対して住む建
物を⾔う。1H

ぶ-うび［bu-ubi］【名】親指。1H
ぶー-やま［buː-jama］【名】紡ぎ機。製⽷

⽤具。1F2
ぶー-ゆび［buː-jubi］【名】親指。1H
ふき［fuki］【名】茎。1H
ふく［ɸuku］【名】肺。1H
ふくる［ɸukuru］【名】袋。2H
ふくん［ɸukuɴ］【名】福⽊。1F1
ふくん-き［ɸukuŋ-ki］【名】福⽊の⽊。
ふくん-むし［ɸukum-muʃi］【名】⾍の⼀

種（フクギに多くつく⾍）。1F1
ぶし［buʃi］【名】節。1F2
ぶしゃ［buʃa］【名】腰。背中。1F1
ぶす［busu］【名】海⽔。1H
ふすま［ɸusɨma］【名】⿊島。1H
ぷそ［puso］【名】星。
ふたー-がら［ɸutaː-gara］【名】⼆匹。⼆頭。

1F1
ふたー-ち［ɸutaː-tʃi］【名】⼆つ。⼆歳。

1F1
ふたー-とぅし［ɸutaː-tuʃi］【名】 ⼆年。

1F1
ふ た ー-む し［ɸutaː-muʃi］【名】 ⼆ 回。

1F1
ふたーり［ɸutaːri］【名】⼆⼈。1F1
ふた-しき［ɸuta-ʃiki］【名】⼆ヶ⽉。1F1
ふたしみ ［゚ɸutaʃimi］【名】やもり。
ふた-なんが［ɸuta-naŋga］【名】⼆七⽇。

⼈がなくなってから⼗四⽇⽬の法要。
1F1

ふたふ［ɸutaɸu］【動】閉じる。
ふち［ɸutʃi］【名】⼝。1F1
ふち=ぬ ぱん［ɸutʃi=nu paɴ］【名】⻭。

⾜と区別する⾔い⽅。
ふつ［ɸu u］【名】くそ。1H
ぷつぉ［pu o］【名】へそ。1F1
ぶったん［buttaɴ］【名】しらみの成⾍。

⼤きいもの。1H
ふっちゃ［ɸuttʃa］【名】⼀番上の兄、⻑男。

1H
ぶっとぅ［buttu］【名】夫。
ぶっとぅる［butturu］【名】チャンプル。

1H
ふてぃ［ɸuti］【名】筆。1F1
ふてん［ɸuteɴ］【名】額。1F1
ぶとぅち［bututʃi］【名】⼀昨⽇。1F2
ぶどぅり［buduri］【名】 踊り。 舞踊。

1F1
ぶなり［bunari］【名】⼥のきょうだい。

1F1
ぶなれ［bunare］【名】ブナレ。伝統的な
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名前。1H
ぷに［puni］【名】船。2H
ぷに ［゚puni］【名】⾻。1H
ふね ぶ゚［ɸunebu］【名】ミカン。1H
ふも［ɸumo］【名】雲。
ぶや［buja］【名】祖⽗。年を取った男性。

2H
ふゆ［ɸuju］【名】冬。1F1
ぶら［bura］【名】釣瓶。1F2
ふり［ɸuri］【名】男性器。陰嚢。1F1
ぶりき［buriki］【名】ランプの⼀種。⽯

油を吸わせた⽊綿を通して灯すランプ。
貧しい時代のランプ。1H

ぶり-みん［buri-miɴ］【名】⼆重まぶた。
ぶる［buru］【動】いる。
ぷる［puru］【動】掘る。
ふんた［ɸunta］【名】縁側。1F1
ふんた=ぬみ［ɸunta=nu mi］【名】床下。
ぺー［peː］【名】蠅。1F1
ぺー［peː］【名】灰。
ぺー-かち［peː-katʃi］【名】南⾵。1H
べーふ［beːɸu］【名】屏⾵。1F2
べーま［beːma］【名】（聞き⼿を含む）私

たち。包括的⼀⼈称。1F2
へー-むぬ［heː-munu］【名】⾷べ物。1F1
へー-やぎ［heː-jagi］【名】⾷べても太ら

ない⼈。1F1
へ-だま［he-dama］【名】 ⾷いしん坊。

1F2
ぺっか-にち［pekka-nitʃi］【名】百⽇。命

⽇から百⽇⽬の法要。1H
べび［bebi］【副】ちょっと。少し。
ぺ-むら［pe-mura］【名】南村。⽩保集落

の南部。1F1

ぺんた［penta］【名】南。1F1
ぼ［bo］【名】棒。1H
ほー［hoː］【動】⾷べる。
ぽーぎ［poːgi］【名】箒。2H
ぼーと［boːto］【名】錐の⼀種。1F1
ぼーら-たき［boːra-taki］【名】ホウラ岳。
ぽっつぁ［pot a］【名】包丁。1H
ぽっつぁ=ぬ ぱん［pot a=nu paɴ］【名】

包丁の刃。
ぼんがけ［boŋgake］【名】鐙（あぶみ）。

1F2
ほんま［homma］【名】⻑⼥、⼀番上の姉。

1H
ま［ma］【副】もう。
まーが［maːga］【名】⽥んぼの地ならし

をするための道具。1F2
まー-ぱく［maː-paku］【名】へびの⼀種。
まーみ［maːmi］【名】⾖。1F2
まー-みー-ちん［maː-miː-tʃiɴ］【名】再来

年。三年先。1H
まーや［maːja］【名】猫。1F2
まーゆ［maːju］【名】眉。1F2
まー-ゆー-ちん［maː-juː-tʃiɴ］【名】三年後。
まー-ゆる［maː-juru］【名】真っ暗な夜。
まーら［maːra］【名】男性器。陰茎。1F2
まがり［magari］【名】椀。1F2
まぎ［magi］【⽂】〜まで。
まぎー［magiː］【形】⼤きい。
まざ-おん［maza-oɴ］【名】マージャ御嶽。

1F2
まじゃん-が［ma aŋ-ga］【名】真謝井⼾。
また-ぶし［mata-buʃi］【名】 股、 股間。

1F2
まちめ［matʃime］【名】まつげ。1F2
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まった［matta］【名】股。1F2
まったさ［mattasa］【名】ツバメ。秋頃

に来る季節の⿃。1F2
まっち［mattʃi］【名】松。1F1
まっち-き［mattʃi-ki］【名】松の⽊。
までぃ［madi］【⽂】〜まで。
まどぅ［madu］【名】（時間的）間。1F2
まどぅ=ぬ むぬ［madu=nu munu］【名】

おやつ。間に⾷べるもの。間⾷。
まな［mana］【名】今。1F22H
まな=がら［mana=gara］【副】今から。

1H
まなっつぁ［manat a］【名】まな板。1F1
まなば［manaba］【名】午の⽅向。1H
まなび［manabi］【名】今先。さっき。1H
ま-ゆ-なが［ma-ju-naga］【名】真夜中。
まゆ=ぬ きー［maju=nu kiː］【名】まゆげ。
まゆ-ふた［maju-ɸuta］【名】眉間。1F2
まらふ［marahu］【動】おなくになる。「死

ぬ」の尊敬語。
まんじゅみ［man umi］【名】パパイヤ。

1F2
まんじゅみ=ぬ き［man umi=nu ki］【名】

パパイヤの⽊。
みー［miː］【名】⺒。1F1
みー［miː］【名】⽬。
みー［miː］【名】⽿。
みー-がら［miː-gara］【名】三匹。1F1
みー-かんがん［miː-kaŋgaɴ］【名】潜⽔眼

鏡。1F2
みー-しき［miː-ʃiki］【名】三ヶ⽉。1F1
みー-ち［miː-tʃi］【名】三つ。三歳。1F1
みー-とぅし［miː-tuʃi］【名】三年。1F1
みー-どぅし［miː-duʃi］【名】⺒年。⺒年

⽣まれの⼈。1F1
みー-どぅる［miː-duru］【名】雌⿃。1F2
みー-なんが［miː-naŋga］【名】 三七⽇。

⼈がなくなってから⼆⼗⼀⽇⽬の法要。
1F2

みーまじ［miːma i］【名】ミミズ。1F2
みー-むし［miː-muʃi］【名】三回。1F1
みじ［mi i］【名】⽔。2F1
みじらは［mi iraha］【形】珍しい。
みじんどら［mi indora］【名】（野菜を洗

うなどして）汚れた⽔をためておくと
ころ。

みじんどらま［mi indorama］【名】（野菜
を洗うなどして）汚れた⽔をためてお
くところ。1F2

みす［misu］【名】味噌。
みすくるみん［misukurumiɴ］【名】⽿。

1F2
みち［mitʃi］【名】道。
みっくゎ［mikkwa］【名】めくら。1F2
みったり［mittari］【名】三⼈。1F1
みっち-むぬ［mittʃi-munu］【名】⽬に⼊っ

たゴミ。1F1
みどぅむ［midumu］【名】⼥。
みゃっく［mjakku］【名】脈。1F2
みる［miru］【動】⾒る。
みん［miɴ］【名】⽬。1H
みんか［miŋka］【名】⽿の遠い⼈。1F2
みんだり［mindari］【名】⽿の汁。1F2
みん=ぬ ふつ［min=nu ɸu u］【名】⽿

くそ。
みん=ぬ ふつ［min=nu ɸu u］【名】⽬

くそ。
むじ［mu i］【名】薩摩芋。
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むいる［muiru］【動】⽣える。
むーむ［muːmu］【名】腿。1F2
むーる［muːru］【名】全部。皆。全員。
むーるん［muːruɴ］【名】もろみ。瓶で醗

酵させたお酒。1H
むかじょ［muka o］【名】独⾝者（⼥）。

1H
むかだん［mukadaɴ］【名】独⾝者（男）。

1H
むぐ［mugu］【名】婿。2F2
むごん［mugoɴ］【名】ヤシガニ。1F2
むざ［muza］【名】猪。1H
むざ=ぬ うっきん［muza=nu ukkiɴ］【名】

イノシシのうっこん。植物の⼀種。
むし［muʃi］【名】⾍。1F1
むし［muʃi］【助数】〜回。
むしぷ［muʃipu］【動】くびる。結ぶ。
むっす［mussu］【名】筵。1F2
むっち［muttʃi］【名】顔。1F22H
むっつ［mut u］【動】持つ。
むっとぅ［muttu］【名】於茂登岳。1F2
むっとぅ-だぎ［muttu-dagi］【名】於茂登

岳。
むん［muɴ］【⽂】〜のに。
むん［muɴ］【名】⻨。1H
め［me］【名】⽶。1F1
めー［meː］【名】稲。⽶。1F1
めーぐ［meːgu］【名】宮古。1F1
めーぐ-むに［meːgu-muni］【名】宮古語。

宮古のことば。1F1
めーざとぅ［meːzatu］【名】前⾥。1F2
めーにち［meːnitʃi］【名】命⽇。1F2
めーら［meːra］【名】宮良。1F1
めっくら ［゚mekkura］【名】⽶蔵。⽶を

貯える蔵。
めなさ［menasa］【名】蓑。胴を覆う⻑

いもので、⾬避けのために使う。1F2
めらびった［merabitta］【名】若い⼥性。

彼⼥。1F2
めんた［menta］【名】前。1F1
めんて-ひ［mente-hi］【名】 前隣の家。

南隣の家。
もー［moː］【名】ここ。
も=ぬ まり［mo=nu mari］【名】そのへ

ん。
や［ja］【⽂】〜は。主題の助詞。
やー-が［jaː-ga］【名】七⽇後。1F1
やー-がら［jaː-gara］【名】⼋匹。⼋頭。

1F1
やーしぇ［jaːʃe］【名】野菜。1F2
やーしぇ-ぴてぎ［jaːʃe-pitegi］【名】野菜

畑。菜園。
やー-しき［jaː-ʃiki］【名】⼋ヶ⽉。1F1
やーち［jaːtʃi］【名】⼋つ。
やー-ち［jaː-tʃi］【名】⼋つ。⼋歳。1F1
やー-むし［jaː-muʃi］【名】⼋回。1F1
やがた［jagata］【名】そば。横。1F2
やぎ-しき［jagi-ʃiki］【名】マラリアにか

かって、熱が出て震えること。1F1
やぐ［jagu］【動】焼く。
やちふち［jatʃiɸutʃi］【名】ヨモギ。
やっか［jakka］【⽂】〜より。⽐較の基

準を表わす。
やっこん［jakkoɴ］【名】やかん。1F2
やどぅ［jadu］【名】⼾。ドア。1F2
やどぅ-ふち［jadu-ɸutʃi］【名】⼾⼝。出

⼊りができる⼾。
やぶり-みち［jaburi-mitʃi］【名】破れ道。
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悪い道のこと。1F2
やぶり-むぬ［jaburi-munu］【名】破れ物。

使い物にならない物。1F2
やま［jama］【名】⼭。1F2
やま［jama］【名】（⽜に引かせる） 犂。

1F2
やま-あんが［jama-aŋga］【名】⼭芋。
やまそんこ［jamasoŋko］【名】ヤモリの

⼀種。⼭にいる。
やまとぅ［jamatu］【名】本⼟。1F2
やまとぅぷん［jamatupuɴ］【名】コーリャ

ン。ナミモロコシ。1F2
やま-にんず［jama-ninzu］【名】ある御

嶽を信仰している集団。1F2
やまんがらし［jamaŋgaraʃi］【名】⽊を

切る⼑。1F2
やむ［jamu］【動】病む。痛い。
やらばん［jarabaɴ］【連語】でも。
やらび［jarabi］【名】⼦供。1F2
ゆ［ju］【⽂】〜を。対格助詞。
ゆい［jui］【名】結い。相互扶助。1F1
ゆい-まーる［jui-maːru］【名】結い。相

互扶助。1H
ゆー［juː］【⽂】〜ます。〜です。⽂末に

付いて、丁寧体を表わす。
ゆー［juː］【名】⿂。
ゆー［juː］【名】湯。
ゆー-が［juː-ga］【名】明々後⽇。1F1
ゆー-がら［juː-gara］【名】四匹。四頭。

1F1
ゆー-しき［juː-ʃiki］【名】四ヶ⽉。1F1
ゆー-ち［juː-tʃi］【名】四つ。四歳。1F1
ゆー-とぅし［juː-tuʃi］【名】四年。1F1
ゆー-なんが［juː-naŋga］【名】 四七⽇。

⼈がなくなってから⼆⼗⼋⽇⽬の法要。
1F2

ゆーねん［juːneɴ］【名】⼣⽅。1F2
ゆー-むし［juː-muʃi］【名】四回。1F1
ゆーる［juːru］【名】夜。1F2
ゆが-むち［juga-mutʃi］【名】床持ち。床

をささえる部分。
ゆしき［juʃiki］【名】ススキ。1F2
ゆすぱ［jusɨpa］【名】斧の⼀種。⾓材を

加⼯するときに使われる。荒削りと仕
上げの間の段階に使う。1F2

ゆだ［juda］【名】枝。1F1
ゆだり［judari］【名】よだれ。1F1
ゆったり［juttari］【名】四⼈。四名。1F1
ゆ-なが［ju-naga］【名】夜中。1F2
ゆのれ［junore］【名】⼀年忌。⼀周年。

1F2
ゆのん［junoɴ］【名】与那国。1F1
ゆみ［jumi］【名】嫁。1F1
ゆん［juɴ］【⽂】〜も。
ゆん［juɴ］【名】⼸。1H
よい［joi］【名】お祝い。1H
よー［joː］【⽂】〜よ。
よん［joɴ］【名】暗闇。1F2
らー［raː］【⽂】〜なあ。
るぐがち［rugugatʃi］【名】六⽉。1F2
れ［re］【⽂】〜なのか。疑問詞疑問⽂の

コピュラ。
わー［waː］【⽂】〜ね。同意を表わす終

助詞。
わら［wara］【連語】〜ね。
ん［ɴ］【⽂】〜も。
ん［ɴ］【⽂】述語焦点。
ん［ɴ］【⽂】〜ない。否定接辞。
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んぎ-んま［ŋgi-mma］【名】 逃げた⾺。
1H

んぐ［ŋgu］【動】⾏く。
んた［nta］【名】〜側。〜⽅。⽅⾓を表

す接辞。
んだ［nda］【⽂】〜たち。複数の接辞。
んだ［nda］【副】なぜ。どうして。なんで。

1F1
んたべ［ntabe］【名】イヌビワ。1F2
んだふ［ndahu］【動】出す。
んたま［ntama］【⽂】〜⼩。指⼩辞。
んだら［ndara］【⽂】〜か。疑問詞に付き、

不定詞を作る。
んった［ntta］【名】⼟。
んでぃる［ndiru］【動】出る。
んに［nni］【名】胸。1F12F1

んに-やぎ［nni-jagi］【名】胸焼け。1F1
んま［mma］【名】午。1H
んま［mma］【名】⾺。1H2H
んま-どぅし［mma-duʃi］【名】午年。午

年⽣まれの⼈。1F1
んま=ぬ にっく［mma=nu nikku］【名】

⾺⾁。
んむに［mmuni］【名】芋のお握り。
んー-が［ŋŋ-ga］【名】六⽇。六⽇間。1F1
んー-がら［ŋŋ-gara］【名】六匹。六頭。

1F1
んー-しき［nn-ʃiki］【名】六ヶ⽉。1F1
んー-ち［nn-tʃi］【名】六つ。六歳。1F1
んー-なんが［nn-naŋga］【名】 六七⽇。

⼈がなくなってから四⼗⼆⽇⽬の法要。
んー-むし［mm-muʃi］【名】六回。1F1
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