
121世紀に残したいふるさとのことば」の記録

放送研究部

柴田実

一概 要一一一一一一一一一一一一一一一一

1999年度から2000年度まで， NHKの各放送局では地域の方言を取り上げ，ローカル番組と教育テレピで放送

した。

乙の企画は，放送だけでなく，記録事業としても位置づけられた。

番組関連企画として，視聴者から f21世紀に残したいふるさとのことば」を手紙，はがき，インターネット l 

などで募集した結果， 2年間で，のベ，およそ 7万5千語が集まった。 I

1. r方首」への愛着意識

募集方法の述いや，アクセスの述いで，県により収集した語数は大きく異なるが，最多の長野はのべ 1万語

を超え，最低の岡山までさまざまであった。

乙の数の速いは，方言に対する愛者意識や，方言色の強さなどにより品る程度説明できる。

世論調査部が行った「全国県民意識調査Jの関連項目と比l股して 1 検証する。

2，各県別収集積い

各県別に寄せられたことばを見るごとで，地域の方言の特色，他県との関連を見る。

3. ことばの変化

ごいによって，地域的な変化が品る，形容することば 1 身体の部位などの単語を地域の語いにより比喧する。

4.各県の方言 10傑

「ふるさと日本の乙とばJの番組で使用した，各県10の代表的なととば一覧

I 5.各県別，複数投震があった語い

各県ごとに， 1つのことばに対して複数の投書が品ったものを一覧表にしたもの。

L 一一一一一一一一一一一一一一一ー日ー一一一一一白一日町一一一一一一一一一一一---日』】一ー一一一一一一一」
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はじめに

この報告では，各県から寄せられた r21世紀に

残したいととば」を中心に論を進める。このアン

ケートは， r残したLリという意識の下に行われた

ため，方言の実態そのものではないが，今後どの

ような形で方言が残っていくかを考える上で「残

したLリという意欲に支えられたととばで晶ると

いえる。実態については，放送した番組で使用し

たVTRがあり，両者をあわせることでより実際的

な研究の資料となる

1聞アンケートに見る方言への愛着意識

<アンケートの方法>

NHKでは 1999年度から「ふるさと日本の=と

ば」とLヴ企置を始めた。 1999年度は各県の放送

局がそれぞれの地域放送で，短い時間だが地元の

方言について取材を進めていった。共通の手法と

して，自滅他腐による「お国乙とぱ名人Jをお願

いし，その人物を中心に方言の使用実態を番組化

しようというものでーあった。

この「お国ことば名人」は，その土地に残る高

齢の方言保持者ではなく Jその地域で暮らしてい

る人が「お国ことば名人」の会話を聞いて述和感

がないこと」という程度のゆるやかな基機であっ

たロ

2000年度は己れらの「お国ことば名人」を中心

に，全国ではどのようになっているかを伝えるた

めに，各県45分の全国放送を制作した。(毎日限日

午後7時から教育テレビ。2001年度は再放送あり)

これらの放送と合わせてJ21世紀に残したいふ

るさととのととば」は何でしょう

か。またその理由は何でしょうかというアンケー

トを全国的に実施した。

アンケートは自由記述で，手紙，はがき，ファ

クシミリ， Esールなどで各県の放送局に送るよ

う呼びかけた。

その結果，およそ 2年間で，全国ではのベ7万5

千語に逮した。県ごとに平均してみると，約1600

件となる

一人が l語ということではなく募集したために，

一人で百以上のととばを書き述ねた手紙也あり，

ことばに対する思い入れが個人個人でかなり迷う

ととが分かつたロ

また，年齢は比較的高年齢の60歳以上のかたが

多いのだが， 10代からの投書もある。

これらを各局の担当者が，定型のデータベース

に入力した。

一番多かった長野県では l万語を越える反応が

あった。 2千語を越えたのは，福島，宮崎，島根，

千葉，高知，静岡，山形，福井の各県であった。

逆に500語未満の県は， 112語の岡山をはじめ，埼

玉，奈良，神奈川，京都，兵庫，愛媛，和歌山，茨

城，滋賀の十府県であった。

各県すべて同じレベルで募集をしたとは言えな

いが，募集に熱心な放送局とそうではなかった局

との間にさほど大きな違いがあったとは思えな

い。むしろその結果が放送で紹介されることの露

出度が影響していたかもしれない。(UHF放送と

VHF放送の速いや，ローカル放送時間の多少な

ど)

また，収集方法にも若干の迷いがあり，自発的

な応募に任せた局と，公開番組などの機会を利用

し，定型の用紙を配布し回収した局など方法はま

ちまちになっている。(宮崎，千葉，福島が高いの

はとうした方法による) (図 1)
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(図 1) 

一般的なことばについての感覚や，これまでの

アンケートの総敬からすると，ごとぱアンケート

については予想よりも沖縄が低く，千葉が高いこ

とはこのような事情を勘案すると理解できる。
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最低の 112語と最高の 10，882語の開きは，百倍

近くあり，担当者の努力や，放送露出の速いだけ

では説明が付かない。

方言に対する意識の迷いが読みとれるのではな

いか，また，ある程度この数が方言に対する愛着

度と関連するのではなL功冶と思われる。

応募がかなり少ない県は，東京の周辺と，大阪

の周辺になる。ことばが卓越していると思われる

地域の周辺に，このような空白化が見られ，さら

にその外側には応募が多い県が位置すると見るこ

ともできる。

九州も，福岡をコアと考えると，大分，佐賀，長

崎，熊本が低く宮崎が高くなるのが同じパターン

として見える。

くことばを残したいという意識>

NHKが1978年と 1996年の 2岡行った「県民意

識調査」のデータと比較しながら， 121世紀に残し

たいふるさとの乙とば」を見ていきたい。 1996年

の調査結果をもとにする。

図2はJあなたはごの土地のことばを残してゆ

きたいと思いますか」という質問に「はLリと肯

定的な答をした人が多い県をチェックで塗った地

図である。(全国平均は56.9%)

全国平均
56.9% 

E圏か")高い Eコ低い

圃園高い にコかなり低い

国司湿なし

これを北から見てゆくと，北海道，東北全県，長

野，石川，京都，大阪，島根，広島，徳島，香川，

九州全県がかなり高い数字を示す。

逆に，かなり低い県は，茨城，栃木，埼玉，千葉，

神奈川，岐阜，滋賀，奈良，和歌山，岡山の各県

i21世紀に残したpふるさとの己とぱ」の記録

である。

単純に「残したいことば」アンケートと重ね合

わせると，宮崎，山形，高知，島根の4県につい

ては比較的良〈一致している。

一方，沖縄，青森，岩手，京都，長崎について

は一致しているとは言い難い。乙の理由として，

沖縄は方言型がたくさんありながら，いちいちの

語いではなく，方言全体が共通語との耳障問[(かい

り)が大きく，今回のNHKのアンケートにどのよ

うに答えるかとまどいがあり，あまり応募がな

かったと推測することができる。

<土地のことばが好きか>

その土地のことばが好きかどうかも「県民意識

調査」では聞いている。前の「土地のことばを残

したいか」の上位22位と比較すると，石川，広島，

大分，佐賀が高位グループから脱落し，新たに新

潟が加わる。

上位グループはやはり，北海道，東北地方と九

州地方，近織という傾向が読みとれる。(図 3) 
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(図 3) 

大まかにこれまでの 2項目の世論調査で方言に

対する意識と見る ζとができるだろうが，マイナ

ス面也調査している。「地方なまりが出るのは恥ず

かしいととだと思いますか」という質問である。

この上位になる県は，東北地方，新潟，富山，石

川，福井などの北陸地方，和歌山，佐賀，鹿児島，

島根，徳島などである。

しかし，順位ではなく実数を見ると，平均で「土

地のことばが好きか」に対しては61.2%が「はLリ

117 



NHK放送文化調査研究年報46

と肯定しているが， 1なまりが恥ずかしpJの平均

は13%でかなり低い回答になっている。(図 4) 
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世間も

E置かがJ跡、 Eコ低い

圃・痛い 巳コか")低い
医E釜なし

「土地のことばを残したpJの上位と重なる県は，

東北地方，石川一，島根，徳島，佐賀，鹿児島の各県

であり，住民の意識として方言に対しては愛着もあ

るが，愛憎なかばする面もあるということが言える。

く県民意識>

世論調査ではJあなたは00県人だという気持

ちを持っているかjについて聞いている。

全国平均で68.7%と7割近くの人がそういう気

持ちを持っていると答えており，特に高いのは沖

t咽県の 86%である。

上位の県は，北海道，宮城を除く東北地方，群

馬，新潟，富山，石川の北陸地方， 111梨，和歌山，

鳥取，島根，徳島，高知，長崎，佐賀，熊本，宮

崎の各県である。(図 5) 
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多くの人が集まる地域にはこういう県人意識が

希薄な県が見られる。神奈川，千葉，埼玉，愛知，

滋賀，兵庫などである。どちらかというと特色が

薄い，あるいは周辺に強烈な特性を持つ県がある

周辺部とでもいえる県と思われる。ことばの面で

も同じような傾向が現れるととが予想される。

また，関連して， 100県の人々のものの考え方

には，ほかの県の人々とは遮った特徴があると思

いますか。」という質問もしている。これについて

は全国平均で44.3%が肯定している。(図 6)。
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県人意識から見ると二割程度肯定の度合いが

減っている。沖縄のトップは変わらないが，福島，

群馬，和歌山，鳥取，徳島，福岡，長崎が順位を

下げているロ

これらの県の人は県人意識は高いが，特色は今

ひとつだと考えているようであるロ

この設問では， Zとばの特色ではなく，考え方

という一般的なものを聞いているので，比較には

ならないが，北潟道，東北，北陸，四国南部，九

州南部に自分のl早は特徴的であると答える県が多

い。(後述する県民気質と関係する)。

くイベントとしてのアンケー卜>

放送局がこういうたぐいのアンケートを実施し，

放送に反映させるというととは，視聴者にとって

は一種のイベント感覚が働く。そこで， 1残したい

ととば」と「地元の行事や祭りには積極的に参加

したいと思うか」という世論調査を検討してみよ

(図 5)つ。
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全国平均で46.7%が「はい」と答えているが，上

位の県は，宮城を除く東北地方，石川，福井，岐

阜，山梨，長野，島根，徳島，福岡を除く九州地

方である。

ここで， Zとばアンケートが上位の県は長野，

福島，宮崎，島根，山形，福井と比較的良く重な

る。

大阪，首都圏が両者とも低い点も一致する。

今回のアンケート調査回答には， iイベント感

覚Jが底流にあることは調査のバイアスとして考

慮、した方がよいようである。

会周平均
46.7% 
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(図 7) 

く排他性の意識>

地域により排他性がある土地とそうでない土地

があるということが言われるが，乙のたぐいの調

査は難しい。

世論調査では， i¥当わゆる「よそ者」というよう

なことばが，乙の地域ではまだ生きていると思い

ますか」というように， iよそ者」ということばに

関して聞いている。

とれで見ると，北海道，首都圏，大阪，兵庫が

かなり低い数値を示す。つまり乙ういう地域は

「よそ者」というような区別をあまりしない地域と

言えよう(図 8)。

反対に，かなり高い数値を示すのは，青森，岩

手，福島，茨城，中部地方，島根，鳥取，岡山，徳

島，鹿児島であり，己とばの特徴も比較的強く，

I地の人」か「よそ者」かの区別が付けやすく，方

言使用も多い地域と予想することができる。

I21世紀に残したいふるさとのことば」の記録

ことば以外にも，地域定着が強く，流入者，移

住者の区別が付けやすい地域かもしれない。

そうであれば，方言の保存度が高い地域と見る

こともできる。
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(図 8) 

く県民性を表現することば>

以上， i21世紀に残したいふるさとのことば」ア

ンケートと県民意識調査のことばに関連した項目

を結びつけて考えてみたが，もう一つ，総集編の

テレビ番組を制作する途中で「各県の県民性を表

す方言の表現はないか」ということで全国の番組

担当者に調査を依頼した。

有名な土佐の「ハチキン」肥後「モッコス」な

どがあるだろうが，自分たち自身をどのような方

言で表現しているかという視点で聞いてみた。

多くの県民が納得するであろうという点も加味

したので，あるいは一般的すぎるかも知れないし，

古い方言の中にあることばを取りこぼしたりして

いるかもしれないおそれはあったが，姐当者だけ

でなく，その県の方言番組の指導をしていただい

ている方々の意見も交えて選んでもらった。

その結果， i県民性を表す適当な方言はない」と

答えてきた県がかなりあった。

とれは，i県民性に特色があまりないと考えてい

る」ことや，客観的に自分たちの県民性を表現す

る方言語いがなかったり失われているなどの理由

があると考えられる。

そういうことばがないと回答してきた県は岩手，

宮城，山形，茨城，栃木，石川，福井，山梨，岐

-119ー



NHK放送文化調査研究年報46

阜，静岡，奈良，山口であった。

鹿児島の「ぼっけもんJ，高知の「はちきんJ，熊
本「もっとすJ，青森「じょっぱり」などはよく知

られているもので今回もあがってきた。

北から順次述べる。

北海道…「いいんでないかいJ(だいじようぶだ

よ)1なんもさJ(気にすることはなL、)

青森県…「じょっぱりJ(強情なごと)次のような

言い回しが県内さまざまなバリエーションで言わ

れている。「情張り無理通し，春風岩(もしくは壁)

通し，寝小便英illA通す(じょっぱりむりとおし，は

るかぜいわとおし，ねしようべんござとおす)J

秋田県…「えふりとぎJ(見えっぱり，おしゃれな

人)1かだっぱりJ(片意地を張る人)

福島県…「さすけねえJ(差し支えなLリ

群馬県…「さくいJ(開放的でうじうじしなLリ

埼玉県…「そりつベJ(そそっかしLミ)

千葉県… 1¥ミぎれ也のJ(すぐにはしゃぐ人)， 1う
んすごんぱちJ(仕事などに熱中する人uのぎら

くJ(のんき)

神奈川県…「ざっかけJ(ざっくばらんに「さく Lリ

(愛想がよい)

新潟県.1しんならづよLリ(粘り強い)， 1こん

じようよしJ(人柄が良Lミuもじけ/しようしが

るJ(人見知りする/恥ずかしがる)

富山県…「いちがいもんJ(まじめで一途なとと)

石川県…「能登のトト楽，加賀のカカ楽」

山梨県…「しわLリ(図太い，強情に「のぷいJ(強

情)

長野県…「ずくを出すJ(精を出す)

愛知県…「熱聞きんの鳥J(お高くとまっている)

三重県…「またいJ(確実，正直，律儀)

滋賀県…「ういJ(もうしわけなLリ， 1だんない」

(かまわない)

京都府…「いけずJ(マイナスの意味だけではな

い，いじわる)

1996年の「県民意識調査Jでは， 1京都府の人の

ものの言い方については， 1遠回しにものをいう」

という回答が79.2%あった。

大阪府…「いちびりJ(チャレンジ精神ととってほ

しいが，調子に乗り，軽々しく騒ぐ人)， 1てんご」

(わるふざけ)

兵庫県…「おちょけJ(まわりをからかいながら楽

しくやるに「だんない，だんなLミJ(大丈夫)

奈良県…しいていうなら，ゆったりとした口調が

県民性

和歌山県・・「のんきぽしJ(おおらかな，のんびり

した)

鳥取県…「がんじょJ(勤勉，努力)

島根県…「おんぼろとJ(おだやかな)

岡山県…「のふうぞうJ(生意気だがたくましい)

広島県…「がんぽ一J(腕自己ぞう)

徳島県...1さど乙いJ(賢い，敏捷である)

香川県...1へらこLリ(ちょっぴりずるくて悪賢

い)

愛媛県…「よもだJ(おおらか，のんびり)

高知県…「いごっそうJ(がんこ者)， 1はちきん」

(男まさりの女性)

福岡県...1しろしい(しろしか)J(うっと守しい，

だが，まあしかたがないと気持ちを切り換えると

ころが県民性)

佐賀県… 1¥、ひゅうもんJ(無あいそでとっつきに

くい人)

長崎県・ 「よかJ(良い，楽天性を表わす)，1どー

あんねJ(まあいいよ)

熊本県…「もっこすJ(がんこ者uわさもんJ(新

しもの好き)

「がんこ」については「県民意識調査」で「熊本県

人はがんとというととばで言い表せるJ回答が

74.6%あったので， 1もっこす」があげられるのも

うなずける。

大分県...1よだきい，よだきもんJ(めんどうくさ

い，おっくうだ。またそういう人)

宮崎県…「てげてげJ(ほどほどに)， 1よだきLリ

(めんどうだ)

宮崎県人を表現する「いもがらぼくとH日向かぼ

ちゃ」については， 1県民意識調査」では8.5%の

ひとが「ばかにされているような気がする」と答

え， 1そのとおりだという気がするJは25.9%と低

L、。

鹿児島県…「ぼっけもんJ(大胆な人，西郷隆盛が

代表)， 1てげてげJ(ほどほどに)

沖縄県...1てーげーJ(良くも悪くも，いい加減)

が回答として返ってきた。
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必ずしも，県民性を正確に反映しているとは思え

ないが，県民性を方言の中に求めるとするとどう

なのかというととでご理解願いたい。

これらのことばには，良い評価も，惑い評価も

含まれているが，若干自分たちのことを悪く許価

しているものが多々見られ，全国に流通するとい

うよりも，地域内で自分たちのことを評するのに

使われているようである。

このような県民性を表すことばのある県と「残

したいととば」アンケートが多かった県とが重な

る部分があるのも面白い現象であると考える。

これらの県民性は，昔から統いてきたものであ

り，現代社会の中では色合いが薄くなりつつある

ものも多いが， r他の県と比べて」という意識は，

国民体育大会や，高校野球，現代の名工などさま

ざまな分野で県単位の「競争」があるために，消

滅することはレばらくの閑ないと考えられる。

く若者と方言>

NHKの今回の放送番組企画のなかで，方言は，

やはり高齢者から，親しみと，懐かしさをもって

諮られたととが多い。一方で，若者についてはど

うだろうかということで取材をした県もある。全

国的に見て，決してうまくいったわけではないが，

いくつかの感想が寄せられた。

ひとつは， r若者方言」とでも名付けたくなるよ

うな方言が各地で見られ始めた乙とである。「若者

ことばJrキャンパス=とば(学生ことば)Jと迷

い，全国流通せず，その地域だけの「若者方言」だ

というのである。

長野県では「コーヒーを飲みに行かないJと誘う

ときに「コーヒーするしなLリという表現が若者

に見られる。

これは， r行こう」と誘うときに r¥当地造ずか」と否

定形を伴って表現することの延長だと考えられる

からだ。年齢が上の人は「多分するだろう」とい

う意味と解釈しているようである。

これは，一般社会に入れば消滅する若い世代だ

けの「世代語」とも遠い，基盤は「地域方言」に

間違いはないのだが，現代風にアレンジされてい

たり，全く新しい言い方が発生している。また，地

域によっては，若い世代では消滅しているだろう

r21世紀に残したいふるさとのことぱ」の記録

と思える古い語いや表現をあえて復活させている

例もある。

若者がっくり出しつつある「人造方言」ではな

いかと言う番組担当者もいた。

これらの「若者方言」は一般の「キャンパス乙

とば」と同様に，若者世代の入れ替わりで変化が

起きているようで， r地域方言」といわれる一般の

方言に比べて変化の度合いと速度が急激であるこ

と，変化の理由に社会的な背景と心理的な背景が

濃厚に考えられる乙とが特徴である。それだけに，

研究のスピードアップと，記録の密度が高くなれ

lまよいとmiiっている。

2.各県の「残したいことば」アンケート

から

以下の紹介では，データが必ずしも均一な扱い

はできないことをお断りしておく。理由は以下の

通りである。

また，末尾に掲載している表についても下記の

理由で一般的な表記と異なるごとをご理解いただ

きた¥>，

1. r21世紀に残したいふるさとのことば」として

募集したはがき，手紙，ファクシミリ，電子メー

ルの l語を l件として数えたが，同一人が複数

のととばを寄せてきていたり，単語でなく言い

回し，ことわざのたぐいをあげる人もいるので

均一データとは言えない。

2.各人が寄せたことばを大切にするため，語形

が類似していても集剖は別になっているととも

ある。

3.集計は募集した放送局単位になっており，投

書者の住所が他県であったり，言語的な属性が

方言区画で集計が不能なものも多いため，方言

区画ごとの集計は難しい。

4.r残したLリという意識で聞いてはいるため，純

粋な方言集合ではなく，コンプレックスを持っ

ていたり，使われないであろうと思われたりす

ることばは少ない。また，逆に「残したLリとい

う意識の人だけではなく郷愁を感じたり，昔は

とう言っていたと教えてくれたりするものも少

なからず含まれているので注意が必要で、品る。
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5.発音を忠実に残したいとする意欲のためか

「だりい」などという表記もある。これに対して

「だり L、」もある。また共通語の意味の表記も，

アンケートにあるままを取っているので，表外

表記ゃあて字などもある。

末尾に付けた表は，はじめが番組で紹介した各

県を代表する 10のことば，次が複数の応募があっ

た詔を北から県別に並べたものである。

なおこれらのデータは， 2002年3月には個人名

を削除した形で電子データとして，希望する研究

者に公開する。

以下の表記では iJ (かぎかっと)内が方言その

後の()(まるかっご)が共通語の意味を示す。か

ぎかっこ内の丸かっこは別の表現形を示す。

く北海道> (~，742 件)

北海道は，明治以降の入植，開拓者がととばを

広め，北海道共通話の色彩が強い方言である。北

海道方言はいわば各地の方言に根ざしているとも

言える。

乙とばを見ると「アッパクサイJ(簡単，容易だ)

に似た単語としては， iアッパJ(母親)が青森，岩

手，福島から寄せられており， iアッパトッパJ(あ
わてるさま)が福島，茨城から， iアッパJ(大使)

が，福升，新潟，長野から， iアッパマイJ(美し

p)が徳島，高知， iアッパJ(びっくり，さよな

ら)が長崎から寄せられている。

これを見ると，北海道の「アッパクサイ」は福

封，新潟，長野地方の「大便」を元にしたものと

考える乙とができる。

45通もの応募があった「あずましいJ(気持ちが

いい)Iあずましくない」は，北海道以外では背森

からの応募が28件だけであり，青森のことばが北

海道で広がったと考える乙とができる。

「あっベJ(反対)については福島県の浜通り地

方に同じととばがあり，福島県内でも「汚い」と

いう幼児語が見られる。

語尾の表現として i-でないかい」というのが

11件あった。これはほかの県に見られない北海道

特有のととぱづかいである。

あいさつことばの代表として「おばんです」を

あげる人が24人もいた。

東北地方に広く見られる語形であるが，今回は

秋田，青森，山形からは 10以下，宮城の 202，岩

手124，栃木29そのほかの広がりは長野，静岡，福

井，富山，滋賀，山梨，埼玉，群馬，茨城からわ

ずかに来ている。

「かっぱがるJ(ひっくり返る)は北海道に特有

のととばのようで類似の意味をあげてきたのは背

森から 1件だけであった。

「ゴッペガエスJ(失敗する)(23)は北海道特有

である。

「こわL、J(疲れた)は41件。「乙わLミ」は全国

では 2つの意味がある「疲れた」と i(ごはんが)

硬い」である。

「疲れた」という意味では青森，福島，千葉，茨

城，群馬，栃木，広島，山口，山口，島根に広が

り関東以西ほど投書が少なくなる。「硬いj意味で

は静岡，岐阜，愛知，長野，島根から来ている。

「ゴンボ掘るJ(だだを乙ねる)18件で閉じ意味

で使われているのは岩手7件，青森2件，福島，秋

田各 l件であるロ

厳しい寒さをあらわす「しばれる」は他県では

岩手，宮城が2件，長野が l件で，北海道特有の

表現と言っても良いだろう。

同じ寒さでも「しゃっこい，ひやっこい」は24

件と 9件あり，他県では福島2件，栃木 1件，千

葉8件，三重6件，静岡4件，愛知 2件，岐阜1

件，佐賀3件，長崎2件，高知16件 (iひやい」形)

となっている。

「しゃっ乙Lリは他県では福島2のほか，青森，

岩手，山形，秋田，神奈川，長野各lであったロ

「じょっぴんJ(かぎ)は39件あり， iジョッピン

かる」で「カギをかける」と表現することばで，北

海道特有であり他県からの応募はなかった。

[東北地方]

東北地方の方言単語には，濁音が多いのではな

いかという印象を感じている人が多い。

寄せられた単語約7万5千のうち，単語に一つで

も濁音があるものを数えると，表2になる。

60%以上の含有率を示すのは，青森，秋田，岩

手，宮城，宮崎，鹿児島，沖縄であり， 50-60%
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は福島，茨城，群馬，石川，鳥取，島根，熊本で

ある。(表 1) 

県名

北海道

T守事.f;!IIも

~~肱Il決

岩手県

宮城県

[wr~u日

福島l
茨城m
栃木!

都埼千府玉葉県県県

神東山長奈京梨野川都県県県

新潟県

富山県

石川l
福珂l
静岡Vi，
岐阜県

E知県

ヤー
i:賀都!II府L県快

:阻Ifす

再 jll[.!!jl-

奈良県

和歌LlI県

品ljI(貼

局根Yi~

|河UlY快
山口L快

広J司l~~た

官民儲L快

菅川|

也局

両側l.

福岡県

f主事m:
長崎間

熊本庄

大分県

鹿宮沖児純附島県県県

表 1

再空司
674 
19 
51 
33 

1， !a6 
5，252 
252 
622 
820 
7 

1，263 
429 
154 
70 

5，52 
63 
73: 
840 
890 

1，239 
232 
260 
676 
215 
12 
31 
15 
8 
169 
276 

1，742 
56 
704 
495 
214 
259 
762 

1，192 
732 
608 
677 
297 
310 

3，480 
913 
506 

比率

8a2 52 
a52 66 
222 10 

4~4 

454 52 
¥:I;1U 51 

3，597 5日""

183 58% 
534 54% 
630 57% 
74 49% 

1，376 48% 
61邑 41 % 
16U 49 

47 
5， 51 

54 
44 

674 55 % 
1，164 43% 
1，313 49% 
511 31 % 
313 45% 

1，29日 34% 
262 45% 
m 39 
411 43 
ZZI 41 

39 
34'j aa 
221 55% 

1.24~ 58% 
51 50% 
79: 47% 
5a: 48% 
z 50% 
日 50 
f 41 

41 
/ 51 
55 5 
67 50% 
21 58% 
3C 51 % 

1，640 68% 
436 68% 
2U~ 71% 

121世紹に残したいふるさとのことば」の記録

やはり東北地方は濁音が含まれる方言が多いと

言えそうである。

また，日本の南と北の端に近いほど濁音含有率

が高くなるということも言えそうである。

く青森県> (1，026件)

青森県の方言は北奥羽方言に分類されるが，旧

藩境をはさんで，日本海側の津軽方言と太平洋側

の南部方言に分けるとともできる。

青森はのベ 1，061件の乙とばに対し 66件が身体

の各部位の呼称であった。他の県についてはとれ

ほど多くはないので，特徴的といえる。

かかと，あご，まゆ，額，へそ，目，太ももな

ど18種類に及ぶ。

「おどげJ(あご)・・・「おとがL、」

「まなぐJ(目)・・・「まなこ」

この 2つについては，古語が保存されていると

考えられる。

古語が残っている例としては「うだでJ(大変

だ)が「うたでし」の変化としてあげられる。

く秋田県> (742件)

秋聞方言は大きく北奥羽方言に分けられ，県北，

県中央，県南に細分することも可能である。

「秋田の方言には古代先住民族のアイヌや万葉，

古事記，平安室町時代の言葉が重層的に残ってい

る。また，北前船が伝えた関西の言葉，水戸の言

葉など，全国的につながりもある。」と投害者の一

人は言っている。

確かに，秋田地方は古代から各地との交流が盛

んで，ことばからも交流のあとをたどることはで

きそうだ。「あや，孫かなしごとJ(ああ，孫がか

わいい)1ワラシコJ(子ども)1メラシコJ(女童

子)1ハゲツムリJ(はげ頭)1ほじねえんし(奉持

ねえんし)J (何かをもらったときのお礼のことば)

「もぎっきねや (1没義道」から)J (かわいそう)な

ど古い言い方が残っていると言える。

また，人情の厚さを物語るように来訪者に家に

上がってくださいと言うときの「あがってたんせ」

をあげる人が24人もいた。語形としては「あがっ

てたんへJ1あがってたもれJ1あがってたんえ」

「あがってたんしぇ」などもある。

123ー



NHK放送文化調査研究年報46

類似の表現としては， rどうぞ来てくださLリと

言う場合に「おざってたんせJrおざってくださ

いHおざってたいHおざてたいんHおざてたん

ひ」と表現するようだ。

ねぎらいのことばとして良いだろうが.rまめだ

がHまめだったんしがHまめでいだがーHまめ

でええごどHまめでなあ」など「元気でいてくだ

さLリという表現も大切にしたいとしている。

また， rよく来てくださった」という表現は「よ

ぐ，おざったしなJrよくおざってくれましたJrよ
くきたんしごとJrょくさてけだんしJrよくきて

けだんすな」など語尾の表現を入れると数段階の

敬意表現が見て取れる。

伝えたい意識の変化は語尾の変化によく現れて

いる例として「そうですね」というあいづちがあ

る。

「んだ」からTんだァーHんだ品んだあHんだ

しなJrんだすかJrんだすなあJrんだたてJrん
だなんしHんだねさHんだねはHんだんすHん

だんだ」などさまざまな段階をあらわすことがで

きる。

食べ物では「ガッコJ(漬け物)をあげる人も 12

人いた。「いぶりがっこJ(くん製にした漬け物)が

健在なことをあらわしている。

珍しいととろでは「とっぴんばらりのぷう」と

いう昔話の終わりに使う決まりことばが2件ある。

岩波文廊に収録されている『日本の昔話Jにある

ことばがまだ生きているごとがわかるが，核家族

化が進む中でいつまで残せるか心配で、ある。

「かわL叫ミ」と言うときの「めんこい」も「めん

けJrめんけぇJrめんこえ」などの言い方がある

ことがわかる。

く岩手県> (1，256件)

岩手県の方言は，北奥羽方言であるが，県北と

県中央を北東北方言，南部を南東北方言と細分す

ることもできる。

「共通語には感じられない暖かさ，¥功3にも岩手

という言葉だと思うのでJr祖母のやさしい言葉を

思い出す。Hやわらかい感じがする。」という思い

が良く出ている岩手のごとばは，相手に話しかけ

る前に付ける「あのなはん」であり， rあのなっす」

を含めると 57人也があげている。また， 55人が岩

手のことばの特徴として語尾表現をあげており，

前述の「ーなはん」のほかr-だっけよJr-だぢゃ

いJ(r宮沢賢治が多く使用したから」という理由

をあげている)rーしたつけよJrなはんJ(rOO 
ですね」の「ねJ)などの表現に優しさと，親しみ

を感じているという理由が多P，

「おあげんせJ(お召し上がり下さLミ)や「おで

んせJ(いらっしゃいませ)fおばんですJ(今晩は)

「おへれんせJ(お入り下さLサ「めんといJ(かわ

いい)rよくおでんしたJ(よくいらっしゃいまし

た)rぶじよほしゃんしたJ(不調法失礼しまし

た)などの対人表現が豊かでることも岩手県人の

誇りのようだ。

岩手特有のことばと考えられているのはこのほ

かに「びつきJ(カエル)rおしょす・おしょすい」

などがある。しかし「びつき」は青森から福島ま

で東北では使われているようであるが，青森の一

部と北海道では「赤ちゃん」の意味で使われてい

るところもある。

「おしょす」も宮城，長野で広く使われているこ

とばである。語形の似ている「おしようしな」は

山形では「ありがとう」になるが，山形では「しよ

うしLリが「恥ずかしLリという意味である。

く宮城県> (1，187件)

宮城方言は，南奥羽方言に属しているが，県全

域が旧伊達藩の地域であり，県内の方言に大きな

差はない。

宮城では，あいさつことばをあげる人が多かっ

た。トップの「おばんですJ(こんばんは)類似形

の「おばんでございますJrおばんでござりすJrお
ばんなりしたJ，rおみようにちJ(また明日あいま

しょう)fございんJ(¥ミらっしゃLミ)fあがらいんJ
(お上がりくださLミ)rおでんせJ(¥ミらっしゃLミ)

「きてけさ Lリ(来てくださp)fけさいんJ(pらっ
しゃL、)fおないんHおんないんHおんなしてく

ないんJ(おいでなさい)fあばいんJ(行ってくだ

さい)fおはようござりすJ(おはようごさいます)

など他県とは迷った傾向を見せている。

語尾の特徴としては r-だっちゃ」をあげる人

が41人いて宮城方言の特徴であることをうかがわ
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せる。

感情を表すことばとして円、ずL、J(しっくりし

ない感じ)1おしょすpJ(恥ずかしLリ「とぜん」

(退屈，さびしいの意味で，宮城・岩手のほか沖縄

を除く九州全域にもある語形，古語の徒然から)， 

「もぞ乙L、J(いじらしp)1むつけるJ1ごっしゃ

くJ(怒っているHずんけないJ(めんどうくさLけ

などがあるのが特徴的な方言といえる。

く山形県> (2，366件)

山形県の方言は，北部庄内地方が北奥羽方言，

それ以外の南奥羽方言に分けられ，中南部の地域

はさらに，最上地方，村山地方，置賜地方に細分

するとともできる。

山形では「おしようしなJ(ありがとう)が l番

多く他を引き離している。同じような意味の

「もつけだの」を含めると 242件あった。 16件の投

書があった「めんごLミJ(かわいいHあがすけJ(え
えかっこしL、)を見ると， 1めんとLリ(北海道・岩

手・宮城)と消音になっており，山形の一部でも

消音の地域があるようだ， 1見えっ張りJは他県で

は「いいふりときJ(北海道HえふりこぎJ(背森)

で類似の語がある。

「すがJ(氷)は6件あるが岩手，宮城の一部で

も使われており，童謡の「どじょっとふなっこJは
100こ」として「んぼこJ(赤ちゃん)1やろと」

(男の子)1へなこJ(女の子)などの表現があるの

と「すがこも溶けて」という歌詞からも山形を舞

台にしたものと言うことができる。

寒さの厳しい地域であり， 1つらら」を「ぼんだ

らJ，雪解けの後の泥はねを「すっぱね」というな

ど風景が自に浮かぶことばをあげる人も多い。

く福島県> (8，851件)

福島県の方言は，分類がしにくい。地勢として

は，太平洋側から会津にかけ，浜通り，中通り，会

津と分けられるが，県の北部は宮城のことばに類

似する部分もあり，南部では茨城，栃木，さらには

首都圏の共通語の影響を受けている。アクセント

は無アクセント地帯に分類され，複雑な言語地域

と考えられる。

福島県は，単語が多く寄せられており，あいさ

f21世紀に残したいふるさとのことば」の記録

つや，ねぎらいのごとばが少ないのが特徴的であ

る。

また，血縁などを示す人称の多いことに特徴が

ある。

「あねさJ(義理の姉uあどがせJ(後継の長男)

「あんにゃJ(兄)1あんねJ(姉)1おがだJ1おか

たJ(奥さんHおかやJ(母HおじんちゃJ(祖父・

会津地方)1おっかあHおっかさJ(母，家内)1お

とっちゃJ1おどつつあJ1ちゃーJ1ちゃあちゃあ」

(父)1おばやJ1おんばJ(おば)1おめLリ(あな

た)1おれJ(私)1おんつあJ(おじ)1かかJ1か
があJ1ががあJ1ががJ(妻)1ごてJ1ごでJ(亭

主，主人)1がきHがきめらHこめらJ(子ども)

「じっちJ1ぢっちJ1ぢっぢJ1ぢつつあJ(祖父)

「ばっぱHばんちゃJ(祖母HしっぱりJ(親せき)

「しゃてJ1しゃてLリ「しゃでJ1しゃでpj(弟，

舎弟から)1せなJ(兄，背兄から)1だんぽj(旦

那HつるたぐいHつるたぐりHばっちっとHよ

でごHよでっとJ(末っ子)1にしHにしゃHに

しゃらJ(おまえ)1はどとJ(またいとこ)1びだ」
(女の子の卑称HベらっこJ(赤ちゃんHやろJIや
ろっこJ(男の子)など豊富である。

単語としては「ハチ」を「すがりJ，墓場を「ら

んばHらんとHらんとばJ(卵塔場からH目Jを

「まなぐJ1急須(きゅうす)Jを「きびちょJ1き
びしょ」と言い古語を保存している。

関東からの影響と見られるものに「つんのめる」

「ぷんなげる」がある。

[関東地方]

く茨城県> (436件)

茨城県は，南部東北の影響と，北関東の影響，沿

岸部はさらに南の地域の影響，全体としては首都

圏の強い影響を受けている。

さまざまな方言の特色をあわせ持っているよう

だが，独自性はあるようで，語尾の 1-っベH-
だっべ」をあげてくれたものが91件あった。

「ベえベえ乙とば」といわれる乙とが多い地域で

あるが， 1残したいか」と聞いたためか非常に少な

い (4件)。

「うそJを表す「ちくJ1ちぐ」あるいは，うそ

をつく「ちくをぬく J，1うそつき」の「ちくらっ
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r;rJが古い茨城弁を残しているように見える。

「あおなじみJ(背あざ)は，近隣の県ではみら

れない表現である。

「いじゃけるJiせやけるJ(l1iiが立つ)iかっぽ

るJ(捨てる)という表現がユニータに見られる。

晩のあいさつでは東北に広く見られる「おばんで

す」のほかに「おばなかた(でございます)Jの形

も混在してみられる。

発音のゆれも見られ， iく，ぐ」は混在している。

く栃木県> (1，156件)

栃木県の方言は，関東京北部方言といわれる関

東方言であるが，足利地方は関東西北部の方言に

分類できる。県南西部の一部は埼玉県東部方言に

分けることもできる。

栃木県では，語尾の方言に特色を感じる人が多

い。 t位置を表わす助動詞にそれが見られる。

i-けJi-だがねJiーだっぺJiーだべJiーだん

ベJi-べ」をあげた人が36人いた。

特に i-ベ」だけを見ると他の語形としてあげ

ている人を含めると 58件もあり，栃木弁の特徴を

表わしていると言えよう。

「他県で使うと強い口調に聞えるJi¥ミなかじみ

ている」と愛着がある反面，やや気遅れしている

ことがわかる。

また，語頭の強調として「おっかくJ(折る)な

どの「おっ一」は21人があげていて，これ也特徴

と考えられている。

従来指摘されている，カ変・サ変動詞の一段化

をあげている人はいな1'0 今回のようなアンケー

トでは登場しにくい部類である乙とと，活用形の

変異については感覚が鈍いのかもしれな1'0

栃木県人としては「乙わLミJ(疲れた)や「ご

じゃっベ(ごぢゃっベ)J (うそ)をあげた人が多

Lミ。

あいさつことばでは，東北地方が「おばんです」

と言う腕のあいさつが「おばんがたです」に変化

している。

また，全国的に有名な雷雨地域だけに「らいさ

まJ(雷)をあげる人が多く地域性を感じさせる。

「ごじゃっべJ(うそ)のほかにも「ちくJiちく

らっべJ(うそ)をあげる人もおり，日常的なこと

ばに愛着や，風土を感じているようである。

く群馬県> (1，451件)

群馬県は，県の大部分を関東西北部方言に，県

の東南部を西関東方言と一種の東北方言の中関に，

邑楽郡を埼玉県東部方言に分けることができる。

群馬県では語尾の特徴をあげる人が多い。

i-だんべえ」は46件あるが， i-ベえ」まで広げ

ると 96件になる。いわゆる「ベえべえことば」で

ある。隣接する栃木県も i-べ」という言い方が

広〈残っているが，群馬とは速い「べ」で止って

いる発音型がほとんどである。

その他， iーがんすJという落語で使われる共通

いなかことばの形も残っていると投書にはあるが，

「昔の乙とぱJと言う人も多く，姿を消しそうな形

であろう。

また， i昔の懐かしいととばJという注釈がつい

てはいるが養蚕関係のととばが数多く残されてい

る。「おごさまJ(蚕)iどどめJ(桑)iくわっぱ」

(桑の葉)iくわばらJ(桑畑)iひきた蚕J(頭の明

るくなった蚕。すぐ巣を作り始める。)iびしょん

まいJ(蚕が死んだ未完成繭)iあがるJ(蚕が繭作

りの準備完了)iおこあげJ(上蚕)iたまんまい」

(二匹の蚕で作ったいびつの繭)iまいJ(繭)iめ
いかきJ(繭かき)iめえだまJ(繭玉)などである

がいずれももはや死語のようで「昔懐かしいこと

ば」などと記されていた。

虫IJ縞物の方言名が多いことも特徴であり，のべ

62件あった。代表的なものは「あかんげえろJ(ア

カガエル)iあまがちがえるJ(アマガエル)i品り

んどJ(アリ)iいんだ栗J(熟したクリ)iうんだ

ら柿J(熱したカキ)iおたまんごJ(おたまじゃく

し)iおとかJ(きつね)iからまめJ(落花生)iざ
ざむしJ(ゲジゲジ)iじだんぽJ(どんぐり)iつ
ねんでろJ(かたつむり)iとねJ(みずすまし)iど

んぶJ(とんぼ)iにしゃどっとJ(アゲハチョウの

さなぎ)iびつつうJ(インゲン豆)iへえたらじじ

Lリ(アマキリ)iほうじゃくJ(カナブン)などで

ある。

く埼玉県> (149件)

埼玉県は，県南部が関東南西部方言，県北部と
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秩父地方が関東西北部方言，県の東部が埼玉県東

部方言に分類できる。

複雑な方言地域により構成されているが，今回

の募集では，ことばの集りが惑い県の一つである。

東京に隣接しており，人口の流入が激しく，方言

意識が低いためだと推測される。方言を意識する

のは，物の名前の迷いであるらしく，名詞が多い。

副食物の「あせもんJ，fせんせ'えものJ(野菜)， 

「じんたんぽーJ(どんぐり)fしぶとっぱなJ(ま

んじゅしゃげ)fおこさまJ(蚕)など，もともと

が農業地域であった乙とをうかがわせる語いがあ

る。しかし，これらのことばも社会の変化であと

どのくらい生き統けることができるか，疑問があ

る。「むぎっからやねJ(草屋根)などは実物はも

う見る乙とは難しいだけに， 2000年段階で既に消

えてしまったことばがいかに多いかを感じる。

<千葉県> (2，640件)

千葉県は下総，上総の南北2方言に大きく分け

られるが，上総・安房，共通語(東京乙とば)の

影響が強い西部とそうでない東部にさらに分ける

ことが可能である。

いわゆる「ネサヨ乙とぱ」と言われる語尾表現

について， f-よ」の形態は82人があげている。

f-さ」は38人， f-ねJは40人と「ネサヨ乙とば」

の本場であることをうかがわせる。

語尾表現としては f-ベ」または類似表現をあ

げる人が 144人と多い (f-ベよJを含む)。

隣りの栃木県と迷うのは栃木が「おっぺす」は

「折る」であったのに対し千葉では「おっベす」が

「押す」に変わることである。

隣りの東京の影響と見られるものに「おめえ」

(おまえ)fひやっこLリ(冷たp)があるが，これ

も千葉方言と取られているようだ。

福島県で「兄」を指していた「せな(あ)Jは千

葉では「長男Jと限定されている。

漁業と密接な関係がある地域だけに，南東の方

角(風)を示す「いなさJfきたなれえやーJ(北

北西風).fこちJ(東風)fさがにしJ(北西風)fさ

にしJ(西風)fならいJ(北風)fふじかたJ(西南

風(富士山の方位から来る風))などがまだ生活の

中に残っている。

f21世紀に残したいふるさとのととぱ」の記録

生活を表す言葉としては， fじようぼJ(家の入

口から庭先までのあたり(道のようになっている

事)，道路から門先までの道)がある。他の地域に

はない言い方で，千葉の住宅の特長を表わした専

門用語と言うととができょう。

<東京都> (1，044件)

東京都は西関東方言の細分類である東京・横浜

方言に分類される。さらに，下町方言，山手方言，

多摩方言と分けることも可能であるが，人口の流

動が激しい乙とと，地域意識の崩壊により，細分す

る意味が見いだせるか検討を要する地域である。

また言語意識として， f共通語の元になっているJ
という意識が強く，方言という見方が難しい地域

でもある。前回のNHKr全国方言資料』の調査時

期とくらべて，テレビや，出版物の東京集中が激し

く，東京方言自体が薄まっていることは否めない。

それでも，語尾に特徴を感じる人が多いようだ。

「ーさHーしちゃうHーだねH一ねHーじゃんJ
f-ちゃった」など，他の方言話者から指摘される

ものがそろっている。

自覚して使っているということになる。

他の地域に見られない特徴としてはJTOKYOJ
fOOスペシャル!(00は自分の名前)Hちょう

(超)Jという新しい乙とばを「残したLリとして

あげていることである。「昔のととば」でない「今

の乙とば」を次世代に残したいとする意識は東京

では強いのだろうか。

「江戸っ子が好きなことば」とでも言うのか，

f¥、き(粋)JfいなせJf江戸前」などが多くあげ

られている。 f¥ミき」は定義が難しいようで， f元
気，威勢が良LミH沼落ているH具合調子心組み」

「人の心を解っていて文脈に優れるJf¥、なせ，伊

迷の感じもあるJf東京独自の誉めととばJf格好

がいいことJfあかぬけしているJf風流，心にく

い様H最先端」など人によって違う意味で使われ

ていながら愛着がある不思議なことばである。

「いなせ」も「かっとL叫リ「気風のよLリ「風流」

「心意気H粋なこと，スマートなことH威勢が良

くて，すっきりとした味わいを持つ人」など類似

していながら少しずつ速いを見せている。

その他，促音便を使用したととばが多いことを
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あげる人がいる。「おっかないJrまっつぐ」

「しょっぱなJrあさっぱらJrrみそっぱ(歯)J
「すっとこどっこいJr落っこちる」などであり，促

音に「いなせ」な感じを持つのだろう。

一方，他の方言の影響と見られることばもわず

かではあるが，東京方言として感じられている。

「えぐLリ「行くべえHうざLリ「ーじゃんHさぷ

いぼ」などである。

「恐れ入谷の鬼子母神Jなどの成句をあげる人も

いて。「東京語らしさ」を東京人が求める気持ちも

あるととをうかがわせる。

アンケートの制約もあるが，単語レベルに地域

色を感じていることがわかる。

く神奈川県> (315件)

東京都と同じ分類になる横浜地域を除くと，丹

沢山地の北の北部地域と，以南の南部地域に分け

ることができる。

東京と同じく語尾の特徴をあげる人がいる。r-
じゃんjf-すべえかjf-だべjf-ね-さ-

よ」などであるが，千葉や，茨城などの影響と見

るととができ，地域の純粋な特徴が薄れて，近隣

の影響をわが物とし取り込んでいることがここで

もわかる。

「言う」を「せったHせーぅ」と表現したり， rた
くさん」を「おんめろ」と言ったり古い言い方も

保存されていることがわかる。

[甲信越]

く山梨県> (1，482件)

山梨県は，関東方言の山梨県東部方言が県東部

に広がり，県中部以西が西関東方言の甲信地域方

言に分類される。また，西部を中部方言に分類す

る考え也ある。

奈良田方言という飛び地的な方言も存在するが

今回は明確に現われてこなかった。

寄せられた語いでは， rとぷJ(走る)は山梨の

ほかに，長野，群馬，静岡，神奈川，大分，鹿児

島などに見られ，山梨，長野でほぼ半分を占める。

40件寄せられたのが「よってけし」とその類似形

である。「どうぞお寄りくださLミ」の意だが，rよっ
ていきっしゃJrよっていけっしゃいJrよってけ

しー」などの変化がある。

「わにわにJ(ふざける)(類似形を含む)は13件

あり「はんでめためたごっちょ(う)でごいすJ(本

当に面倒なことですね)は 17件あるが「はんで」

(早く，たびたび)14件と並んで、親しまれていると

とばと考えられる。

語尾表現だけをあげるたものがが74件あり，こ

れを見ると， r-ごいすJ(8) (でございます)r-
しJ(6) (しなさLミHーしちょしJ(7) (ーするな)

r-じゃんJ(8) r -ずらJ(22) (-だろう)fーちょ

し，ーちょJ(17) (ーするな)と豊富である。

個々の語いでは「あこL、J(かかと)があるが，

「あくど(北海道)，あぐど(東北)，あくつ(群馬に

あっくい(長野)，あくつ(静岡)，あど(九州)J
などの方言形のグループと見ることができる。

「お~なって」というていねいな言い方をあげる

人も多い。「おあんなってJ(召し上がって)Fおい

でなってJ(おいでください)rおつかれなって」

(ねぎらいの乙とば)fおさがりになってJ(ふろに

お入りになって)などで53f平あった。

く長野県> (10，882件)

長野県は，新潟に近い県北部は関東方言の長野

県北部方言地域に，中部以南は西関東方言の甲信

地域方言に分類される。細分すると，奥信濃方言

(下水内郡)，北信方言(長野市)，東信方言(上田

市)，中信方言(松本市)，南信方言(木曽・下伊

那)に 5分される。越後，関東，三河の影響があ

るとも言える。

長野県は，今回の募集で一番多くのととばが寄

せられた県である。「方言への愛着」が強いと言え

るだろう。県内でもはっきりと方言型が迷う地域

があり(5つの方言地域に分けるのが普通で、あ

る)，方言を日常的に意識しているからであろう

か。多様な表現があり，地域差と年代差を細かく

見ないと一概には言えないが，語いや用法では他

を圧倒している。

「ごしたい(ごしてえ)J (疲れる)が l位であり，

「ずく(精を出すこと)J， rもうらしい(哀れみ)J
と続く。「ずく」は「ずくなし」という否定形をあ

げる人もいて，両方合わせると「ごしたLりに並

ぶほどである。
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静岡，山梨，群馬，新潟，など隣接の県から流

入したことばも見られる (1-ずら」など)。

1位の「ごしたLリに類似した意味の乙とばに

「できなLリがある。どちらかというと「ごしたLリ

の方が疲労が強く「できなLリは「だるい」程度

のもののようである。

述母音の融合も各地に見られ「なLミ」形と「ね

え」形が混ざっている。例としては， 1あだじゃな

Lリ「あだじゃねえJ(大変だ)1品っけねえJ(物

足りなL、IIあんじゃあないHあじゃーねえJ(物

足りなLミ)1いいじゃーねえかLリ(¥叫、だろう)な

どに見られる。

語いの特別なものとしては， 1もうらしL、J(か

わいそうだ)1とぷJ(走る)1わにるJ(恥ずかし

がる)1めためた(めった)J(どんどん)などがあ

げられている。

く新潟県> (1，184件)

新潟県は，西関東方言に入る新潟県西部地方方

言，一種の東北方言である新潟県北部方言，東蒲

原方言，西関東方言と一種の東北方言の中間であ

る新潟県東南部方言，県中部の新形中部方言の 5

つのほかに佐渡方言がある。

新潟県では，北部，南部の方言が迷うので一概

には言えないが， 1あなた」を指し示すことばに

「おまんJ1おまんた」があり単数と複数を使い分

けている。

一部には「おまさん，おまさんた」という語形

も見られる。

「おじj(長男以外の男の子)，長男は「あんにゃ」

と言い分けているが，女の子についても「あば

ちゃん(あばちゃ)Jが二，三女「あねちゃ(あね

さ)Jが長女という分け方がある。

「あったらもんJ(也ったいなLリハミとしげJ(か
わいい，美しい)1なんぎいJ(つら p)lよされ(夜

され)J(夜)など古い形のことばも残っている。

あいさつごとばでは「おぱんになりましたJ(9 
件)1おしずかにJ(ごゆっくり)(15件)1お道ょ

うJ(さようなら) (4件)1なじらJ(いかがです

か) (11件)などがあげられている。

121世紀に残したいふるさとのことぱ」の記録

【中部地方]

<富山県> (1，653件)

富山の方言は北陸方言であり， 1呉東(ごとう )J

「呉西(ごせい)J1五箇山(ごかやま)Jに区分さ

れるのが普通である。

語尾の「ーちゃ」が特徴であるが， 1-ちゃあ」と

若干のばす場合もある。用法としては， 1あかん

ちゃJIいLミちゃJI使えんちゃ」など共通話では「だ

ろう」に類型化できるが「おらっちゃHほいちゃ」

(ほうちょう)などにも音として使われる(純粋に

語尾の「ちゃ」では 170件ほど寄せられた)。

語尾では 1-まいけJ(勧誘の語尾)は 1¥功 Bん

まいけHやらんまいけHいってとんまいけHテ

レビみよまL刈す」など34件あり，特徴のーっと言

える。

一番多かったものは， 1まいどはやJ(ごめんく

ださLミ)だが，とれには「お年寄りのあいさつ」と

pう注釈を付ける人が多く，このような優しさに

あふれたあいさつも高齢者だけのものになってい

る現状を浮き彫りにしている。「まいどさん」とい

う形をあげる人もいて，こちらのほうがやや新し

い言い方かもしれない。

「きのどくなJ(申しわけなLけをあげる人も多

いが，日常的に「ありがとう」のように使われて

L、る。

人を見送るあいさつも「またこられ」は親せき

を見送るときなどでお客さんには使わないという

区別がある。「お気をつけてお帰りくださ Lリとい

う場合の「お静かに」はほかにも岩手，青森"新

潟，長野，長崎などに広く見られる言い方である。

「ばやく J(乱雑な)は5件あった。「わやく」がこ

れまでの通常形とされていたが，乙ちらは2件で

あった。

「なーん」という否定の 1¥叫ミえ」は40件あり，

多くの言い方が寄せられた。「な~んHなあーんJ
などニュアンスの迷いを出そうという表記が寄せ

られた。

く石川県> (1，515件)

石川県方言は，北陸方言であり，大きく 2つに

分けられる。北部の能登方言と南部の加賀方言で

ある。
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今回の収集では，語形が迷うことばが多く寄せ

られ，特に多いことばは見あたらなくなっている

が，動物の種類の名前が多いのがほかの県と迷う

と乙ろである。

乙れは個人で7∞件あまり寄せられた人がいる

からである。県内各地で収集したことばをまとめ

てくれたものである。

トンボの類では.fトンボ」として「たんぽ，

ちょーちょ，たんl;rl;r.おんば」など 111'宇.fお
にやんま」が「ウマトンボ， トノサマタンボ， ト

ノサマダンボ，ハカリトンボ，ホークリタンボ，

マータンボ，マ一トンボ，ヤマタンボJなど57件，

「ハグロトンボJが「ドクタンポ，ニョライサマタ

ンボ，ヒエトンボ，ホトケサマタンボ，ホトケサ

マトンボ，ヤセガタタンボ，ヤナギタンボJ(37件)

など多様な言い方をしている。

「おたまじゃくし」も「オジヨジヨダンプク，ガ

イゴ「ロ，ガJレコ合'ガワス・ノコ，ゴ「ットノコ，タン

タロ..>1ンタタキ」など90件がありほとんど重複

していない。

「かたつむり」は「イエカズキ，カタツンプリ，

デンデンガラモ，マイマイコトベ，ヤマサンザイ，

ナマズ，ナメクジ」など30件晶り，乙れも重複が

ほとんどない。ほかにもこういう例が多くある。

「めだかJ…「ハイノコ，カンダ」…57件

「肩車」…「デングルマ，クピンマ」…194件

「片足とぴ」…「スケスケ，ツコンコ」…53件

「かくれんぼで鬼が降参したときのことば」とし

て「ニジンヒトコトコタエ，メムシアクレタ，キ

ビスタタ」など 19件.f杖(つえ)Jが12件.f新
雪の道」が「サラトコ，アラミチ」など7件.f背
負子」が「セナカチ，しょっこ，セリコ」など 21

件.f便所」が 14件.f里芋(¥ミも)Jが19件など

である。

貴重な例であるが.fこういう言い方もあった」

という収集で，県民全体の使用頻度とかけ離れる

ので，注意が必要である。

データベース公開の際には，同一人から寄せら

れたものは区別できるようにした¥'，

<福井県> (2.055件)

福井県方言は，大きくは北陸方言に含まれるが，

北部の「嶺北(れいほく)方言」と南部で近畿方

言の影響を受けている「嶺南(れいなん)方言」に

分けられる。このため，今回の乙とばの収集では

混在することで県というくくりでは特色が薄れる

乙とが避けられない。

語尾に特色を感じる人が多いとされているが，

語形としては特にあげられていない。

f-ねーjf-ざjf-ま」が特徴だとされている

が.fおいとくんねえJfだんねえJfもつけねえ」

などが14件.fあかんざHうもうなかったざHだ

んねいざ」などが5件.f-ま」は「はよきねまJ
「ねまんねま」など 5件であって，特徴的とは言い

耳障くなっているようで九ある。

あいづちの「そうだ」にあたる「ほや(ほやほ

や)Jは49件ともっとも多く，福井県人の人柄を

形作っているようだ。

他県と同じ語形でありながら迷う意味のことば

も自に付く。

「あっぱJ(うんと)は東北では「母親」であり，

「すましJ(しょうゆ)は「澄まし計J.fおっくね

(握り飯)Jは「ひき肉料理J.fたるきJ(つらら)

は同じように屋根に関係する「垂木」と音が同じ

である。

新しい乙とばの方言形が気になるが.fいらち

かJ(コームチューブ，ゴムひも)や「ジャミジャミ

(テレビ画面の砂あらしみたいなもの)Jは広がる

可能性を秘めている。

く静岡県>(2.553件)

静岡県は東海方言という大きなくくりの中で，

西部と東部に分けられる。東日本的な方言と西日

本的な方言の墳の土地である。

富士川方言(駿河のことば).浜名湖方言(駿河，

遠江，三河のととば)とされる。

語尾の f-ずらJf-ま¥'Jは西部.f-ベえJf-
ざあ」は束部と分けられる。

「一ずら」は26件.f-まL功ミjは35件.f-べ
えJ11件.f-ざあ」は7件であった。

「ごせっぽいJ(さっぱりしている)が 1番多く，

28件あった。このほか，物事の形容することばは

豊富な語形を見せている。

語尾もそれに従い.f一[.，¥リで終わるものは78
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件「ーたLミ」は55件あった (5.2%)，1-ないJと

いう否定形で終わるものが約80件あり，とれを合

わせて「ぃ」で終わることばが多く，音色として

静岡弁らしさを形成している一つの理由となって

L、る。

独特な形としては， 1ひずる[.，1リ(まばゆLミ)

「らんごくJ(乱雑)1せずょうがなLミJ(する方法

がない)1あいさJ(あいだ)などがある。若い，柔

らかいという形容に「みるい」があるが，この乙

とばを選んだ理由として， 1柔らかLミ」という意味

だがその柔らかさの向乙うには愛しさが込められ

ているような気がする。そして柔らかければ何で

も良いというわけではなく長(た)けて行く過程

のまだ未熟な柔らかさを言っているロ「未熟」なご

とにも使うが悪意はなP，これから立派になると

いう前段階を意味している，として愛着を述べる

人がいた。

「ひどろしLミJ(まぶしp)については， 1ひずる

しいJ1ひねぶったLリなどの語形も寄せられた。

ごのことばを選んだ理由に加えて「今から 36年

前，私が東京の短大の寮に入っていた時に全国か

ら学生が集まっていました。私は静岡は標準語だ

と思っていましたから=の言葉を誰も分からな

かった時には大変驚きました。」と述べる人もい

た。県民のうちある部分は「静岡のことばは標準

的なことばで共通語に近く方言色は薄いJと感じ

る人もいるようである。

近隣の県との関係では，山梨，長野，岐阜と類

似した語形も多く見られる。交易や，道路網，河

川水湿などの理由が考えられる。

く岐阜県> (745件)

岐阜県の方言は，美濃方言と飛騨方言に分けら

れ，美濃はさらに，美濃西縁，西美濃，東美濃，美

濃東南に分けられる。

=とばを寄せてきた人の中では京美濃という意

識は強いもののほかの区分はあまり感じていない

ように見受けられる。

県北部は，富山県の影響を受けていると考えら

れている。

「行きなさるjを「行きゃあす」のような西美濃

方言と「行かっさる」の東美濃方言の対立がある

121世紀に残したいふるさとのことぱ」の記録

とされているが， 1行かっさる」は今回はなかっ

た。両地域共通の「行きんさい(さった)Jの方が

多く見られる。

語尾の特徴として「美濃の蛇(じゃ)言葉」とい

う人がいたが，思い出として「言い伝え・・美濃の

蛇池に永年大蛇が住むそうじゃ。雄じやか雌じゃ

か何じゃか，かんじゃか，わからんじゃ。いなから

しい言葉で親しみやすい。一つの弁としても立派

だと思う。是非後世に残したい。」と述べている。

しかしこの 1-じゃ」をあげているのは3人だ

けで，確認は難しい。

語尾を含めた表現形の多様さは特筆に値するだ

ろう。久しぶりに会ったときのあいさつ「やっと

かめ」も「やっとかめゃなもJIやっとかめだなも」

「やっとかめゃなおJ1やっとかめやんなあ」など

多彩である。「元気でやっているか」ということば

も， 1まめか?J 1まめかねJ1まめでおいで苔か」

「まめなかなHまめゃったかなも」など 15極類寄

せられた。

表現の多様性とともに意味の多様性もある。

「こわLミ」は「固pJという意味と「恐痢昔する，

困る」とまったく迷う意味で使われる場合がある。

同じ岐阜市内でも迷うのだが，全国的に見ても

「恐縮する」意味で使っているのはことだけであ

り，全国の多くは「固い(硬い)J1疲れた」どち

らかである。

似たことばに「たるpJがある。「悲しい，恐縮

です，さびしい，など幅広い意味」と教えてくれ

る人もいるが，実際の使用場面はどのようになっ

ているかを知りたいところである。

方言集などに良く出ていることばが，投書にな

かったととも意外である。「かがはえーJ(まぶし

い)(これは「ひどろいJ(まぶしLミ)という語形で

はあるuくつば[.，1リ(くすぐったい)1きっぱず

けでJ(とりあえず)1ごくJ(非常に強い力)1だっ

しゃもないJ(散らかしている)1しょっぱつJ(一

番初め)1あらびるJ(駆けて騒ぐ)1あしたりJ(明

日に)1にしきりJ(一生懸命)などである。

く愛知県> (573件)

愛知県は，前回の『全国方言資料Jでは，浜名

湖方言と木曽川方言という分類になっていたが，
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尾張方言と三河方言に二分されるとする人が増え

ている。この場合，名古屋市は尾張北部方言に含

まれる。尾張南部は知多半島が含まれる。三河方

言も東西にさらに細分するととができる。

有名な「やっとかめJ(久しぶりだ)は「八十日

目」という漢字を当てる人もいる。静岡，長野，岐

阜，愛知この4県からの投書がすべてである。「も

うやいこJ(共有，共同)は愛知特有の語形である

が，同じ意味の「もやL、」は，大分，福岡，山口，

愛媛，岐阜，三重，静岡に分布している。「けなる

LミJ(うらやましい)は.1けなりい」など類似形

を含めると，福井，富山，石川，長野，岐阜，山

形，広島，岡山，和歌山，大阪，京都，新潟，群

馬，千葉などに広がっているととばである。「とろ

くさLリ(ばからしL、)は，長野，北海道にもわず

かに分布するが，愛知特有の表現といえいる。「ひ

きずりJ(すき焼き)は名古屋コーチンを使った烏

のすき焼きであり，名物料理が登場するのは珍し

。
、aL
 「だちかんJ(だめなとと)は愛知のほか，岐阜，

長野，新潟，富山にあり.1だちやかん」の語形で

は長野，岐阜，富山，福封に分布している。

[近畿地方]

<三重県> (1.957件)

三重県の方言は，大きく南北に分けられる。津，

四日市，伊勢が北に含まれ，熊野，尾鷲，長島が

南部である。北部は商・中近織方言，その他は南・

外近畿方言，伊賀地方は束・内近綴方言に分けて

pる。

単語による南北の述いがあると考えられるが，

「へーはち(ゴキブリ )Jは尾鷲と津から.1なんば

(とうもろこし)Jは，名張，尾鷲，津，上野など

から.1けった(自転車)は鈴鹿，津，など全県か

ら寄せられたものもある。比較的新しい語いであ

るためかもしれない。

京阪方言の影響としては.1おおきにHあかん」

「だんなLリ「せやて(そやて)J1えらLリなどの

ことばがあげられる。

上位にある「あばばい(まぶしい)Jは徳島県で

もあげられており，泉州沖をはさんだ対岸同士で

の広がりを見せているが両県とも J現在はあまり

使われていなLリという投書もある。

三重県独特のことばとして「かんぴんたん」と

いう表現があり「生物がひからびてかぴかびに

なっていること」という説明があったと同時に，

「私は名古屋出身ですが，はじめ嫁さんが言ったと

き「乙んぺいとう」のような食べ物だと，思った。」

「尾鷲では『だるまさんがころんだjのととを『い

わしのいわしのかんびんたんjと言うのを聞いて，

びっくりしました。」という感想がつけられてい

た。己の表現は三重県独特であり，子どもの世代

が主に使うことばのようである。

「ゴキブリ」を「へいはち，へーはち」というの

も独特であるが，千葉県君津からも 1通あった。

また.1伊勢の『なJ乙とば」として語尾に付く

「なJ(共通語では「ね」にあたる)を特徴として

あげる人も多い。

また，驚きの表現として.1おーとっちょJ1が
いなもんじゃJ1あれとわい」などの表現がある。

「あれこわい」は名張市.1おーとっちょHがいな

もんじゃ」は北部に偏っている。

<滋賀県> (479件)

滋賀県は内近畿方言に含まれるが，地形から琵

琶湖を中心としてその周囲を東西南北に分け方言

区画がある。

京都に近い湖南，伊賀弁の影響がある湖南東部，

若狭弁の影響が見られる湖西，美濃弁の影響を受

ける湖北，湖東と .D早j戒ではくくれない複雑さを

見せている。

今回のアンケートでは，滋賀県は応募がかなり

少ない県に入る。方言の複雑さと，周囲の影響から

独自性を感じ取りにくいとと，地域性よりも周囲

の大都市に目が向きやすい事情などが考えられる。

ことばの応募も，京都の影響が強く見られ.1お
おきにHおきばりやすHあかんHだんないHま

いどJなどが上位に入っている。

ものの大きさを示す「大きLリに対しては「い油、

Lミ」という方言形が3件見られる。「ほっこり」は

5件あったが，いずれも共通語の意味が付けられ

ておらず.1疲れる」だけではないニュアンスがあ

り説明しにくいためかもしれない。
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く京都府> (321件)

京都府のことばは，内近畿(山城，東丹波)，中

近畿(北丹波，丹後東南)，外近畿(丹後の大部)

に分けられているが，丹後，丹波，山城に 3分し，

京都市は山城の中に含まれるがかなり異質である

ので， 4つに分けた方がよい地域であるという考

えもある。

特色も非常にあり，方言への愛着も強いと考え

られるが，今回のアンケートでは300件あまりと

非常に少ない応募状況であった。

それでも，あいさつことばを大切にする状況は

見て取れる。「おおきに(ありがとう)Hおいでや

すれミらっしゃいませ)Hおはようかえり(やす)

(無事にはやく帰ってらっしゃい)J 1おきばりやす

(頑張って下さLリJ1おしまいやす(お先に失礼し

ます)J1よろしゅうお晶がりJ(1お粗末さまでし

た」が近L功通告しれないが， Ifごちそうさま』に

返す言葉は，あるようで無い気がする。」という感

想が付いていた)

「はんなり」は「なんとも一言では表現できない

が・・， Jという感想が寄せられ， 1はなやかで，

パッと明るい様」という共通語への訳が付けられ

ている。

幼児語が残っているとも考えられる「チャイ

チャイJ(ふろに「パイパイJ(縄飛び)1まんまん

さんJ(丸いお月様，仏様HみーみーとろごろJ(品

り地獄)などがあるのも特徴のーっと考えられる。

<大阪府> (734件)

大阪府のことばは，ほとんどが内近畿方言に分

類されるが，摂津，河内，和泉の旧国名で分ける

ことも可能である。

今回のアンケートでは，語いや形容について見

ても，乙の 3区分は明確にはでてとなかった。

上位にあげられたことばは， 1おおきにJ1まい

どHあかん・あきまへんHなんでやねんHほな

(さいなら)JIほんま」など，最近東京でもよく聞

くことばが含まれている。

「めっちゃ」という形容は新しい方言と考えられ

るが， 10代からの応募がほとんどであった。

方言の世代交代が大阪でも始まっていると考え

られる。その一方では，伝統的な女房ことばの「お

121世紀に残したいふるさとのことば」の記録

くもじJ(漬け物)1おすもじJ(すし)が生活の中

で、残っているととも幅の広さをうかがわせる。

く兵庫県> (376件)

兵庫県の方言地域は，大きく但馬と大阪に近い

地域に分けられる。但馬は北・外近議方言，播磨・

淡路・西丹波は西・中近縦方言と分けることがで

きる。

語尾の特徴として 1-とうH-しとう」をあげ

る人が多かったが，ほとんどが神戸市在住者から

の問答で30歳から 50歳の年齢が多かった。

「だいじようぶ」という意味のことばは「べっ

ちょない」と「だんない」に分れたが，姫路では

「らつきや」もある。「ベっちょなLリは神戸に多

く， 1だんない」は姫路，西脇，氷上など西部に多

く見られる。

小皿を表わすととばとして「おてしJfおて

しょHおでしょう」がある。福島から九州まで広

く使われている「お手塩」であるが，語形の変化

が兵庫に大きく見られる。その他，語形の変化で

は， 1腹いっぱい」の「つつなLリ「づつなLリ， 1あ
りがとう」の「おおきにHおおけにJ.I-しとう」

1-しとんJ，IらくやHらつきや」などがみられ，

伝統的な発音，語形からの移行が見られることに

注目したい。

<奈良県> (223件)

奈良県は地形が変化に富み，近隣の要衝との交

通路，生活闘が複雑である，方言は大きく北部と

南部に分けられ，それぞれ西・内近綴方言と南・外

近畿方言に分けられるが，吉野や大和高原などで

細分することも可能である。

ととばの延べ件数では223と，全国で下から 3
番目の応募数であったために，ととばの特徴が地

域としてでているかどうかは言えな1'0 特に，方

言が豊かにあるであろう郡部からの応募が少なく，

十津川，天川，などの南部が少ないことに注意し

たい。「ふるさと日本のことば」の番組では特色を

強調するために，応募がなかった「おかいさんJ
(おかゆHこ'つつおーさんに座るJ(正座するHお

たびらかくJ(ずるい)1きけるJ(っかれる)など

を挿入している。
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今回見る限りでは，大坂，京都の影響が強くで

ていて.1おおきにJ1おはようお帰りJ1まいど」
「ぼちぼちJ1あかん」など奈良独特と言えること

ばは少なかった。

かろうじて.1けんずpJ(軽食HほうせきJ(お

やつ)1しっぽりJ(夜遅くまで)があげられてい

る。「けんずLリは三重県の一部にも見られる。

く和歌山県> (518件)

和歌山県の方言は南・中近畿方言にあたる北部

と，中部，南部にあたる南・外近畿方言に分けら

れるが.1紀北，紀中，紀南」に 3分する乙とも可

能である。

ことばとしては.1いとらJ1つれもていとらJ
(行乙う)をあげる人が一番多かった。

特色ある語尾としては 1-のし」がある。比較

に使う「ーしかj(ーのほうが)をあげる人も多い。

人称が他の地域とは異なったものが見られ「あがJ
「うらJ(自分)1あがらJ(私たち)1てきJ(あい

つ)1あんにゃんJ(お兄さん)1あんらJ(あの人

逮)1おいやんJ(おじさん)1おかさJ(おかあさ

ん)1おまんJ(あなた)1おんしゃJ(あなた)1て
きJ(あいつら)などがある。

少数であるが語尾の「ーらJ(-しようよ).1こ
うとJ(着物の色，柄が地味，上品，年より臭い)• 

「おもしゃいJ(おもしろい)1にんにとJ(丸いお

にぎりHかしまJ(裏返しHまくれるJ(転ぶ)な

どがあげられていて，古い方言形も残っているこ

とがわかる。

[中園地方]

く鳥取県> (506件)

鳥取県の方言は西部の雲伯方言とそれ以外の中

国方言に分けられるが，東部の東伯方言，因幡方

言に 3分することもできる。

雲伯方言はいわゆる東北のズーズー弁に近い発

音が残っている。

アンケートて府多かったのは「だんだんJ(ありが

とう)であったが，これは西部の雲他方言であり，

東部の倉吉，東伯君sでは「ありがとうございます」

の意味で「ようとそ」が使われている。富山，三

重で使われている「ょうこそいらっしゃいました」

という歓迎のことばとは意味が異なる。

夜のあいさつ「ばんなりましたHばんなりまし

て(晩なりまして)J1ばんじまして」も多い。

「がいにJ(非常に)は鳥取のほかに，四国各県

に広がっている。

ばか者を意味する「だらず」をあげる人も多い。

語尾では.1ーしてくださ Lリを意味する用法で

は.1-ごしなれH一ごしんさいHーしてごしな

はれなJ1-してつかんせえJ1-しんさLリと多

彩に変化する。

ランダムにあげると.1あなた」を意味する「か

んたJ.最近テレビ番組のタイトルにもなった「か

ぱちたれるJ(むだ口をたたくに「きょうさむ(め)

Lリ(感心な).TきょうとLリ(恐ろしLミ).1じげ」
(近所)1どんどろけJ(雷)などがある。他県にも

広がるととばとしては「しわLリがある。大阪，広

島，岡山，徳島，山梨，長野で見られるが;束は

「けちJ.徳島では夜遅くまでねばり強くという意

味であり，鳥取では「弾力があって硬い」という

意味になる。「たばこする」は隣りの島根県でも使

われる「休憩する」という意味であるが，これが

方言であるという認識は簿Lゆ誌もしれない。

大分県で代表的な方言と考えられている「よだ

きLリ(面倒な，疲れる)という語形もあるが，鳥

取県では円、やらしい，気味が悪pJという意味

で使われている。

く島根県> (2，985件)

島根県の方言は中国方言とされるが，鳥取に近

い東部の「出雲方言J.県西部の「石見(¥ミわみ)

方言J.隠岐の「隠岐方言Jの3つに分けることが

で、きる。

アンケートは隠岐からはほとんどなく，出雲と

石見の速いを見ることしかできな1'，

語形としては鳥取県と共通するものも多い。「ば

んなりましてJIだんだんJ1たばこするJIしわLリ

などがそうである。

鳥取と異なるのは，投書数である D 鳥取は全国

でも下位に位置するが，島根は飛び抜けて上位で

ある(第4位.2，985件)。

あいさつ乙とばを残したいとする人が多く Jば

んじまして」のほかに.1さんじましたJ(ごめん
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ください)や「めんたしJ(お許しください)など

がある。

指示代名詞の「あれ，とれ」にあたる「あげ，こ

げ，そげ，どげ」を出雲方言の代表と考えている

人も多い。

「恐ろしLリを「おぞpJという言い方は，長野，

静岡，福井にある「おぞい」とは異なっている。東

日本では「悪い，粗末」の意味であり， 1おぞい」

はむしろ九州の「おじLリと同じだと考えられる。

「まめ」が「元気」を表わし， 1まめなかっね，お

まめにございますか」という表現や， 1まめにござ

んすかの，まめにゃあるかな」という言い方で「お

元気ですか」というあいさつことばになっている。

乙の表現は広島，長野など広く見られるが，共通

話で{吏われている「まめ」とは異なる古い言い方

ではないだろうか。

く岡山県> (112件)

岡山県の方言は，中国方言であるが，旧国名に

従って「備前，備中，美作(みまさか)Jの3つに

分けることができる。

アンケートでは，全国最低数しか集らず，重複

して寄せられたものによる語いは極めて少ない。

それでも，代表的な「おえんJ1おえりやーせん」

(駄目，よくないことに「ぼっけえ(ぼっけい，ぼっ

けー)J (非常に)1ちばけるJ(ふざける)， 1らく
じゃJ(肯定の意味)， 1-せられLリ(命令形)な

どがあげられている。

あいさつととばでは「おしめんさったかな，お

しめんさりませえ，おしめんせえ」など，ねぎら

いを含んだ夕方のあいさつが特徴的である。

共通語と誤りそうな表現として「すばろうしLリ

がある。「すばらしLミ」ではなく「情けない，元気

のないJという意味である。

く広島県> (1，028件)

広島県の方言は三原市を境に，安芸方言と備後方

言がある。県北部では，出雲，石見方言からの影

響も見られる。「備後パーパー，安芸ガラス」と言

われることがあるように，備後方言の特徴として

「ばーJ(00ばかり)という言い方が耳に付きや

すいが，今回はそういう投書はなかった。

[21世紀に残したいふるさとのことばJの記録

語尾の特徴としては「がんすJ(です，ございま

す)をあげる人が多く，備後方言の「ゃんす」を

あげる人はいなかった。

投書数が多かったことばは， 1みてるJ(なくな

る)， 1はしるJ(痛む)， 1えっとJ(たくさん)な

どがある。

痛みの表現については県内でも「はしる」とは

別に「にがる」という表現がある。共通語では痛

みを形容することばを使って「きりきりと痛むJ
「鈍く痛む」などと言うよりほかにないが，東北の

「いずい，えずいJ，Iこわる」などの言い方もあり，

今後共通話化すれば，医師の問診や，介護の時に

便利になるのではないだろうか。

「恐ろしLミ」という「いびせえ(しLミ)Jは広島

から福岡，大分に広がることばである。

「奥さん」を表わす「おごうさん」は広島と山口

にしか分布していない。

「料理する」意味の「しごうする」は広島にしか

見られないが，類似の「しこうするJ1しとする」

は，大分で用意する，準備する意味で使われてい

る。

終助詞の 1-のう」は良く耳にするが，今回の

アンケートでは登場してこなかった。

く山口県>(1，503件)

山口県の方言は周防と長門の 2方言に区分され

る。

広島のアンケート結果と大きく異なるのは，語

尾表現についての投書が多かったととである。

1-けえJ(ーだから)1-ちよる(ちょって)J(-
している)1ーのうJ(-ねえ)1ーのんたJ(-で

すから)1-まあJ(名前の後の兄という敬称)な

どをあげた人が多い。

程度を示すことばも豊富で， 1こーっぽうHぶち」

「じように」などがある。

感情を表すことばとしては， 1たいがたい，たえ

がたい」をあげる人が多く，良い乙とばとして大

切にしたいという意識が見える。意味としては

「気の毒な，気がねな，恐縮する」とL吟複雑な

ニュアンスがあるようだ。広島と同じように， 1み
てるJ(なくなる)も広く県内で使われている。

「うっとおしい，気分がすぐれなpJ意味の「よ
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うさけない」は山口市付近， 1ょうそけなLミ」は下

関市付近に見られる。博多で多く見られる「しろ

しい」はとの意味ではなく， 1うるさい，騒がしLリ

意味で使われている。

「おいでませ山口」という観光キャッチフレーズ

に使われた fおいでませ，ょうおいでました」は

多くの人から寄せられたが，観光キャッチフレー

ズの浸透からか，どうかはわからない。

その他では円、たしいJ(恐ろしい，難しい)，1ほ

ろけた，ほろけるJ(落ちる)1¥ミぬるJ(帰る)， 1¥ミ

らくJ(乾く)， 1かぱちJ(おうへいな口のきき方)

(鳥取，島根，広島，愛媛，香川に分布)が目立つ。

物の名ではボタンを「へちJ，肩車を「ぴんぶく」

というのが珍しい。共通語圏の東京でも聞くこと

ばとして「ちびた鉛筆」という言い方があるが「ち

びるJ(短くなる)を方言としてあげているのは山

口県だけである。明治時代に山口県人から東京に

移されたことばと考えているようだ。

寒さを表わすことばに「すくれるJ1ししら寒

pJということばをあげた人がいて「言い得て妙

なので」と感想を寄せてくれた。「すくれる」は「寒

がるHししら寒い」は「しんしんと寒さが身にし

みる」だそうだが，程度の差があるようだ。

【四園地方]

<愛媛県> (430件)

愛媛県は，大きく 3つの方言地域に分けられる。

束中予，甫予と瀬戸内海諸島である。束中予は松

山市を中心に広がる中予と，新居浜から香川まで

の東予に分けられ，南予は大洲方言と宇和島方言

がある。アクセント型の分布は全国でいちばん複

雑であり京阪式を中心に東京式，崩壊アクセント

と多様である。

1-なもしJとLミう語尾は， r坊ちゃん』に取り

上げられて全国に知られたことばであるが，今回

は14件の応募であり， 1数十年前までは親類の老

人から直接聞かれました。J1今はめったに聞きま

せんが，明治43年生まれの義母が，お盆やお彼岸

に，お寺の和尚様がおいでになると，一番ていね

いな言葉遣いか 1-なもし」を連発するのでほほ

えましく聞いています。」というように今ではあま

り使われなくなっているのが実情のようだ。

「いって乙うわい(行ってこうわい)J (行ってき

ます)，と円、んでこうわい(こーわい)J(帰りま

す)は対になって使われる。

家に帰ってきた時には「もんた，もんたぜ」と

いうことばがある。「帰る」は「いぬる」の形が使

われる。「道中お気をつけて」という表現に「おみ

ちょう(に)Jという言い方があり，とれも使われ

なくなっているが残したいとする人がいる。

「ょうきなはったなあし」は宇和島方言であるが

「よくいらっしゃいましたJの意味， 1ょう，お帰

りたわい」は「よく戻ってきた」ということばで，

人情を感じるという感想が寄せられており，愛媛

の方言の良さを感じる人が多いようだ。

県民性を表しことばでも紹介したが， 1よもだ」
をあげている人は3人であった。

特徴的な単語として「まがるJ(さわる)1だん

だんJ(ありがとう)をあげる人が多かった。

く香川県> (515件)

香川県の方言の地域は，東讃，西讃，瀬戸内海

諸島に分けられる。

複数の人からの投書があった語は少なく重なり

が大きい語も数少ない。

「まんでHまんでがんJ(全部)が7件でトップ

であった。県民気質を示すことばとしては「へら

;:¥リ(ずるい)ということばがあるが，これにつ

いては4件あった。

「おしまいでござんしょ」は「乙んばんはより少

し前のあいさつjという注釈付きでの投書があり，

あいさつ乙とばと，ねぎらいのことばの中間のよ

うな表現としてこまやかさを示している。

「はちはんjは「大手を振って」という意味が多

いのだが「こんにゃくの吸い物」という人もいた。

「けっこLリ(きれLミ)，1またLリ(おとなしP)，Iむ
つごLリ(むかむかする)，1あまばLリ(まぶしLミ)

などの形容に関わる語いに特徴的なものがある。

<徳島県> (1，545件)

徳島県は大きく四国方言とされるが，剣山を中

心とする山地の「山分(さんぶん)J ，吉野川流域

の平地「里分(さとぷん)J，その聞に位置する「中

分(なかぶん)Jの3つに分けられる。
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語尾の方言をあげる人が多く iOOくJ(00さ
んの家l.iーしてはいりょJ(-してくださLサ，

i-じよJ(女性に多い語形で~ですよの意li-の
うJ.i-ぱあ-びゃあJ(-くらいの意)などが

ある。

i-してはいりょ」という乙とばは，比較的古い

方言形らしく「私が子どもの頃，周囲の大人がし

きりに使っていたJi今は年輩の人しか聞き慣れな

い言葉かも知れませんが，徳島市内の女の人が

「何々して頂戴」と言うのを「何々してはいりょ」

と言っていましたのを奥ゆかしい言葉だと思って

いました。殿方からは聞いたことが無いように思

います。Jという女性からの便りがあり .i拝領」か

らの変化であると考えられる。

単語では.iまぶしpJ意味の「品ぱばい」をあ

げ.i高校の修学旅行のパスの中，あまりの日差し

の強さに私が言=ったのを聞いてパスガイドさんに

大笑いされた忘れられない言葉です。」という感想

を寄せてきた女性もいる。徳島は5件であったが，

むしろ三重県が「晶ばばい」を特徴的に使い，寄

せられた件数も37件であった。三重と徳島だけに

見られる表現である。

「あるでないでJ(あるではありませんか)とい

うどちらかわからない表現を面白く思っていると

いう便りが10件あった。高知の「かわるにかーら

んJ.山梨，静岡の「行かずJ(行ごう)などと同

じ表現と思われる。

水や酒がいっぱいに注がれた状態を「まけまけ

いっぱLミ」と表現する。福井県の「つるつるいっ

ぱい」と似た表現であるが，類似表現は，ほかの

県からの投書はなかった。「まけまけ」は高知県で

は「まけるJが「こぼれる」意味で使われており，

「まけまけ」で「こぼれるほどに」になるので，高

知と共通するとも言える。

「えっとぷりJ(久しぶり)は i5歳の子供が，い

とこの 3歳の子と「えっとぶり」と言って何度も

挨拶をしていた。意味が分かつて言っているのか

は分からないが，やはり徳島で生まれ育った子ら

しい挨拶だな，と思いました。」という報告があり

小さい子にも健在な言い方であることがわかる。

愛知の「やっとかめ」に似たひびきを持つ表現で

ある。

iZl世紀に残したpふるさとのことぱJの記録

物の名では「おくもじJ(菜っぱの漬け物)があ

り，関西から九州にかけての方言であるが，四国

では徳島だけから投書があった。また，関西で l

セットで現われた「おすもじJ(すし)も徳島でも

投書があった。

朝起きることを「おひなる」と言い，寝ること

を「げしなる」と言う。「げしなるJは「御寝成る」

から変化したみやびな語源のととばであろう。し

かし，この方言も若い人の問では使われなくなっ

ているようで.i祖父母が使っていました。」とい

う意味の投書が多1'，

他家を訪れるときのことば「ごしやめん」につ

いては「ごしやめんなされJiごしやめんなして」

「ごしやめんなはれ」などの言い方が寄せられた。

他県と迷う意味で使われていることばの一つに

「せとLリがあるという人も多1'，体を抑された

り，節々が痛いなどのように「苦しLリ意味で使

われているが，多くの県では寄席ことばからきた

「たいしたものではなpJという意味の方が多く流

布しているかもしれない。

同じように「まがる」は「曲がる」のではなく

「じゃまになる」と言う意味なので，他県でこのと

とばを使うと「まがるけん寧のけて!Jiどっちに

曲がるんですか?Jというわけの分からない会話

になるとユーモラスに教えてくれた手紙もあった。

特徴あることばとして.iつまえるJ(片づける)を

あげる人も多1'，このことばは県西部で多く使わ

れるという投書があった。

「どちらいかJ(どういたしまして)は「今も使

われているJ.i国語の時間に習った」と言う報告

もあり，徳島県人がふるさとで聞いて心なごむと

とばの一つにあげられている。

く高知県> (2，674件)

高知県の方言は幡多郡西南半分を四国方言，そ

れ以外を高知方言とする。宿毛など四国の西南隅

は滑南方言と分類される。

高知県では強調のととばをあげる人が多かった。

「まっととJiこじゃんとJi-げにJii-ゆー・~

ちゅうJi-ぜよ」などである。

「まっとと」も「げにまつことJiしようまつこ

と」などさらなる強調形も寄せられた。
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上位にあげられたことばのうち，特徴的なもの

を拾うと， 1のうが惑いJ(呉合が惑い，スムーズ

に行かないこと。反対の意味は「のうがええJ)， 

「みてるJ(死んだ)， 1ぞぷるJ(ひざ下くらいの水

の中をザプザプ歩くことに「りぐるJ(念を入れ

る)1ぞうもんだ(ぞうをもむ)J (内臓をもまれる

気がするぐらいヤキモキした，苦労した)などが

ある。「ぞぷる」は他に例をみない表現である。

母親を言うことばは， 1おなん(さん)Jと「お

かゃんJの2形がよせられているが「おなん」の

方が古いことばと指摘する人がいた。母親につい

ては，このほか， 1おかあJ1かか(ゃん)J1かっ

か」と，合わせて 5形である。

一方，父親については， 1あてやんHおったん」

「おてやんJIおとうJIおとっちキんJIとっとJIと
とJ1ととやんjの7形が寄せられた。

「かわるにかーわらんJ(変わるだろう)という形

は，山梨や長野に見られる否定形を推量に当てる

表現である。

「ごいされませ(ごいさりませりという表現は，

「前を通ってすみません」という意味で使われてお

り，現在も「職場の上司が早退して帰るとき，常

にとの言葉を使って帰っていった。」ということを

述べる人がいて，現在も生きているあいさつ乙と

ばである。

ていねいなあいさつとして「ごねんがいりまし

た」という表現があり「品物やお金等を他人より

いただいたときのお礼の言葉。とてもていねいで

良いことばだと思う。」という感想が寄せられた。

ほぼ同じ表現として「ごねんごろに」という形

があるが，こちらの用法は 11ごねんごろにあづか

りましでありがとうございましたJのように使う

という「ごねんがいりました」よりさらに程度の

高いことばだと考えている人もいる。このように

あいさつされた場合，答礼は「これはしたり」と

言ってからあいさつをすると，わざわざ「お礼の

言葉に対して最初に返す言葉」とLミう説明を付け

てくれた人もいる。

「たまるかJ(おや，まあ，大変)は， 1給わるか」

からきたととば。立派な古語として残したい。」と

考える人がいる。

高知県人らしい女性を表現する「はちきん(さ

ん)Jをあげる人も多かった。先に述べた県民らし

さを表わすととばの一つでもある。

同じようなととばで意味が迷うものでは「ばっ

ぱ」と「ばっぱーJがある。それぞれ「たばこ」と

「自動車」を意味する。「ぶえん」は「めずらしい

もの，新しいもの」という意味であるが，熊本，大

阪，宮崎，長崎，島根では「さしみ」や「鮮魚Jを

意味している。「無塩」から来たことばであるの

で，高知県では鮮魚は珍しかったのであろうか。

「かたつむり」の方言形として「まいまい」が各

地に見られるが，高知では「自転車」になるので

注意が必要である。明らかに「自転車，自動車」は

江戸時代にはなかったので，比較的新しい方言と

考えるとともできる。

高知県では単語だけでなく文章を寄せる人も多

かった。「自由は土佐の山間より出づ」は 7件あ

り.1自由民権家植木校盛が海南新誌創刊号に執筆

した巻頭旬。」と説明が付・けられていて，高知県人

の心に深く浸透していることがうかがえる。

[九州沖縄地方]

<福岡県> (1，467件)

福岡県の方言地域は旧国名で，豊前(北九州地

区).筑前(福岡).筑後(県南部)の 3つに分け

られる。豊前議後方言の豊前地区，肥筑方言は県

南部の地域，福岡など中間地帯は豊前豊後方言と

肥筑方言の中間地帯と考えられている。

語尾の特徴を大切に考えている人も多く.1-た

いJ1ーと(とう)J1-しめせJI-しんしゃpj1-
くさ」などがあげられた。

語いとしては「しろしい(しろしか)J(うっと

うしい，雨に漏れて気持ちが惑い)をあげる人が

多かった(山口県参照)。語形としては「しるしい」

という形が，福岡市以外の周辺部から寄せられて

pる。

そのほか.1よかよかJ(それでいLリ.1せから

しかJ(忙しい，煩わしLリ.1すいとう(好いとう )J
(好きです).1がまだすJ(精を出す).1ごりょん

さんJ(商家のおかみさん)1来んしゃLリ(来てく

ださLミ)など博多のことばをあげる人が多く，豊

前方言，肥筑方言はやや少なかったロ県内でも優

勢な方言に押されていると言うことができるだろ
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「がまだす」については北部九州を中心に広く分

布することばであり，福岡から長崎市にかけて，

南は熊本県人吉あたり，東は大分県から宮崎県延

岡あたりまで分布することばである。

また，アクセント体系では南部が無アクセント

地域に含まれるが，久留米から「かき」について

海の牡腕(かき)は「うちかき」と言い「柿(か

き)と区別するために「うち」をつける。」という

知らせがあった。

「てんてこまLミ」を表現する「ぎんだるまLミ」を

みると，語形の変化では浮羽郡田主丸町が「ぎん

だらばLミJ，福岡市博多区が「ぎんたらまいJ，久
留米市が「ぎんだらまLリ，福岡市東区が「ぎんだ

りまいJ，行橋市が「ぎんだるまLミ」とさまざまで

あり，同じものはなかった。

「ばさらJ(た〈さん)をあげる人も多かったが，

長崎，熊本，大分からもわずかであるが寄せられ

ている。

く佐賀県> (1，169件)

佐賀県は，肥筑方言とされるが地域的に，佐賀，

唐津，田代(鳥栖市)の 3分也可能である。

佐賀では， rない(なーい)J (はいという返事)

をあげる人が一番多かった。佐賀県独特の返事で

ある。

「かわL叫、」意味の「むぞーがるHししゅーか」

もあった。「むぞーか」は佐賀のほかにも，熊本，

鹿児島まで分布する言い方であるが， rししゅー

か」は嬉野あたりを中心とする分布にとどまって

Lミる。

語尾は変化に富んでいるとは言えないがJ-な

たあJ(そうですねえ)をあげることができる。

「あったらしかJ(もったいない)は， r現代の使

い捨て時代に是非残したい」という意見も多かっ

た。

感謝や，いなからしいおもいやりのことばとし

て「おいけんさいJ(体をいたわって休んでくださ

p)をあげる人も 6人いた。共通語には乏しいこ

ういう言い回しを大切に伝えたいという意識が読

みとれる。

かぜ(風邪)を「ぎやーけJと言うのは佐賀県

f21世紀に残したいふるさとのごとば」の記録

を中心に周辺まで、若干広がっている。

別れのことばでも「そいぎJrそいぎんたJrそ
いぎんたまたね」などが愛きょうがあり懐かしい

として多数寄せられた。

他県出身者が注意しなければならないととばに

「やあらしか」がある「いやらしLリではなく「か

わいらしLリという意味なので「わいしゅの子は

最近やーらしかなたー」と言われた場合は「おー

さにー」と答えることが必要だろう。

く長崎県> (1，349件)

長崎県の方言は肥筑方言であるが，陸地部と五

島，壱岐，対馬の島に分けることができる。陸地

部も旧藩により細分でき，長崎方言，島原方言，諌

早方言，平戸方言，大村方言の 5つが考えられる。

「長崎ばってん」と言われるように， rばってん」

(-だけれども)が l番多かった。

身内への呼称の「さま」が「しやま」になる特

徴をあげる人が多く， rととしやま，かかしやま，

品んしゃま，あねしやま(父，母，兄，姉)Jとな

る。

佐賀でも見られる「そいぎんたJ(さようなら)

はこの形だけだが，同じ意味として「そいじゃあ」

も使われている。

佐賀では， rやあらしか」であった「かわL叫リ

は，語形としては「みじょうかHみぞか」を含む

「みじよか」に変わる。熊本などで見られる「むぞ

か」と同じものである。「やあらしか」は大村，東

彼杵からだけ投書があったので諌早方言として使

われているのかもしれない。

「めずらしい」は「ちょんちよかJと表現すると

いうのも特徴的である。

また，人材、として主に女性が自分を「うちJ，長
崎地域では一般的に「あなた」を「おうち」と言

うが， rわLリ「わったちHわが」を使う大村，西

彼杵地域もある。

く熊本県> (517件)

熊本県の方言は，肥筑方言と阿蘇方言に分けら

れる。細分すれば，熊本市付近の熊本北部方言，球

磨・芦北地方の熊本南部方言，阿蘇方言，天草の

熊本西部方言に分けられる。
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感謝のことばをあげる人が多く.iだんだん」

「ちょうじようJiちょうじようあーた」などの表

現である。「重畳」という武家階級が使ったことば

が残ったと考えている人も多い。

佐賀，長崎でみた「みぞかJiむぞらしか」の別

は，天草に「みぞか」陸地部に「むぞかJが分布

する。

「はいよ」は「くださ Lリのていねいな言い方で，

好む人も多い。

ねぎらいのことばである「おっけなはりました」

(お疲れさまでした)は「子供の頃，父が仕事から

帰ってきますと子供述は畳に座り手をついて『お

っけなはりました』といって迎えていました。」と

Lミう思い出を語る人もいた。熊本市より南部の宇

土近辺地主らが多いことばである。

<大分県>¥百11件)

大分県の方言は，豊前豊後方言と筑肥方言との

中間地域に分けられるが，細分する場合は県の東

西南北の 4区分を考える。

九州各地で見られるが，進行形と継続形の速い

がある地域で「雨が降りよる」という進行形と，継

続を示す「雨が降っちよる」が使い分けられてい

る。「着る」については「まだ着られる」と「自分

で着きる」という 2つの可能形を使い分ける地域

でもある。

有名であり大分県人が真っ先にあげる方言とし

て「よだきいJ(きつい，大儀な)がある。

大分方言にはこのような感情を表すことばが多

くあると考えられているのか.iむげねえJ(かわ

いそうに円、びしLリ(恐ろしい，気持ち惑い).iさ

かしいJ(元気な)• iええらしLリ(かわいL、)• iた
まがるJ(おどろく)iてがてえJ(はずかしLサ.iせ
ちいJ(つらL、).iおじLリ(恐ろしLミ).iさかし

LミJ(逮者だ，元気だ).iしちくじLリ(くどい)• 

「ねちぎLリ(ねばり強L、)• iめんどしいJ(はずか

しい)などをあげる人が多P，

く宮崎県> (5.122件)

宮崎県は，豊前豊後方言と肥筑方言の中間地帯

である北部と薩隅方言の南部に分けられるが，さ

らに，寓崎市を中心とする地域と，それより北部，

施隅方言地域も東諸県，北・西諸県の 2つに分け

4区分ができる地域である。

投書数上位のととばを見ると.iよだきい(よだ

き)J(気が重いことに「てげ(てげてげ)J(ほど

ほど)iのさんJ(いやだ)• iひんだれた(だれた)J
(疲れた).iだりーJ(だるい，気が重い)などが

見られ，県民性が消極的な方向に向いているかと

思えるが，実際はそうではなく快活な気性を持っ

ている。

語尾の表現をあげる人が多く.i-けJ(疑問の

語尾)i-(や)こっせんJ(-じマない?)i-(や)

じJ(ーだよれ i-(ゃっ)ちゃがJ(-なんだよ). 

i-ちゃわーJ(-なんだよ)などが日常的に使わ

れている。

語いでは「品ばJ(新品).iだれやめJ(晩酌。だ

れ/疲れ+やみ/いやすれ「ぺぷJ(牛)などがあ

げられる。

少数であるが古い語形を伝えてくれた人もいる。

「ズボンを)ふむJ(はくれ i(髪の毛を)けずる」

(とかすになどである。

く鹿児島県>(1，351件)

鹿児島県は薩隅方言が，九州本土に，薩隅島

しょの方言，喜界島方言，奄美方言，徳之島， r中
永良部，与論島の各方言と多彩である。

語の最後の拍が「キ，ク，チ，ツ」などで終わ

る場合に促音化し.iくぎ，くつ」が「くっ」と発

音される。

アクセントは，鹿児島から熊本，長崎にかけては

特殊式の体系となる。

鹿児島県では同じ内容でも，多様な表現形式を

持っており.iありがとう」も「あいがとがした。

あいがとござした。あいがとさげもした。あいが

ともうしゃげもした。あいがとんさげもした。お

あいがともしゃげもした。」などが寄せられてい

る。敬語の段階が複雑に用意されていた名残と考

えられる。

「おいでください」という方言形も「おさいじゃ

いもすか?おさいじやすか。おさいじゃんせ。お

さいじゃったもんせ。おさいじゃんどかP，おさ

いやったもんせ。Jなどに分れる。

「おいどま，さっちゅう さつまのぶにせ色は
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黒くて横If¥ミの 乙ぢいくい今は，乙げんし

て，からいもどん，くちょどんやがちゃ 天下

を，またばい，ひっぱすん そんときや，わいろ

んも おいげえこんかJ(私は躍中施摩の恥男

色は黒くて横l品、の小さな男哀れで、甘諮

を食べているがいずれは天下を足もとに踏

まえるその時は お前迷 私の家に来L、)

という俗謡は良く知られており，薩摩隼人の心意

気を示す物とされている。

今回のアンケートでは，鹿児島からはこのよう

に文章を寄せてくれたものが多い。

「泣こかい挑ぼかい泣こょっかひっ跳べ」

(何事かをなそうとする時うまくいくかどうかをく

よくよと思い悩んでいるより，思いきって決断し

て行動してみよ。道がひらける也のだ。).1義(議)

を言うなJ(意見(理屈)を言うな).i言(ゆ);: 

ちゃあした言たJ(熟慮してから言えれ「戦(¥、っ

さ) 見(み)て矢放(やはな)つじゃがJ(そ

の時になってあわてるな。).i燃えしてん 火の

とっJ(燃えずとも，火の伽(とぎ))など，今で

もよく使われている。郷中教育(郷土教育)が盛

んな土地だけあり，生活の中に残っていると言え

よう。

今回は単語として「おかベJ(とうふ)が多かっ

たが，これは，生活に密着しているというごとの

ほかに.i他県に自慢できることば」という意識が

あったからかもしれない。ほかの生活単語「から

L、もJ(さつまいもHでごんJ(大様Hどんとびっ」

(カエJレ)などが少ないところから推測できる。

残したい乙とばとして番組で取りあげた名前で

は「びんたJ(頭)があり，これは「びんたん(の)

毛Jiびんた料理J(カツオの頭の料理).iびんた

が痛か」などよく使われている。「ぼっけもん」は

「大胆な人」という意味のほめととばでもあるが，

「今の時代はこのような人間が少なくなりさびしい

時代ですね」という感想とともに「仏蹴人」とL追

う字を当てている人もいた。

く沖縄県> (715件)

沖縄県の方言は，本島を北部(国頭方言)と南

部に分け，先島の方言として宮古群島方言，八重

山群島方言，与那国島方言と区分できる。宮古群

i21世紀に残したいふるさとのことばjの記録

島方言はさらに宮古本島方言，伊良部島方言，多

良間島方言に 3分される。

今回のアンケートは与那国島から l件，多良間

島はOとすべての方言地域から集ったわけではな

また.i残したいことば」という趣旨であったた

めに，日常使っていることばではなく，意味を

持ったフレーズを応募してくれた例が沖縄県では

特に多かった。

「アララガマJ(何事にもくじけなLミ).iワイ
ドーJ(がんばれ).iニフェーデービルJ(ありが

とうに「ユイマールJ(助け合い).iタンディガー

タンディ J(ありがとうございます)など上位23位
まではとのようなことばが並ぶ。

複数寄せられた語いを見ると，一般の意味とし

て寄せられたものは.iオトーリ J(酒の回し飲

み).iウチナーJiウチナーンチュJ(沖縄J沖縄

人).iナンクルナイサJ(どうにかなるさに「ティ

ダJ(太陽).iアイジャJ(とっさにでる悲鳴)な

どl割にも満たない。

沖縄県の方言語いは，今回のアンケートではつ

かみにくいので，今後別の調査を期待したい。

3. ことばの変化

物事を形容することばにも方言の迷いが出ている。

そのいくつかを，アンケートから見る。

くいい!.JOil成司でたらめ，うそ>

北海道は「なまらはんか」で統一されているよ

うだ。

東北は日本海側の青森，秋田，山形では「ゃぐ

ど」が多く，山形では「せんみつつ，はらだ，ず

I;J:.てんつ」の形も見られる。

岩手では「ごんけJ(ほらのたぐLミ)であるが，

福島では実に多彩になり .iほら，ずら，へでなし，

たごど，まんぱち，でつぽ」となる。「まんばち」

は「せんみつ」のたぐいである。

とれは，南の茨城にも言える乙とで「ごじゃっ

ぺ，へてなし，ちく，ちくらっI;f'.ちぐ」となる。

「ちく」系統の語いが出てくることを注意したい。

栃木は.iごじゃっぺ，ちく，ちくらっI;f'J.群馬
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は.rせんみつ，まんぱち，そらっベ」と変わる。埼

玉は数は少ないが「そらっぺ」を確認できる。太平

洋岸を南下した千葉は「ごちゃらっベ，ごじゃへー」

の形が晶り，福島から雨の系統をうかがわせる。

日本海側は，新潟，福チ|の「てんl;fjが優勢に

なる。

長野は.rさらつごと，うそっぱち」で「そらご

と」系をうかがわせる。

静岡は.rでほj(出放題からか)があるが，中

部，近畿は投書がなかった。

鳥取は「てんかあj.島根は「じゃじゃ，じなく

そj.111口は「てんくら」が2件だが.1件は「全然」

という語釈を付けているので誤認かもしれない。

徳島は「とひ，ごじゃj.香川は「せんみつ」と

四国でもかなり迷うととをうかがわせる。

九州は「そらど」系が多く，福岡，佐賀，長崎

は「すらごと〈つ)jrそ(す)らごと」である。

大分は「けとろく」という珍しい形があった。

乙れから見ると.rでたらめ，うそ」については，

東北，近畿などのいわゆる00地方より小さな地

域でまとまっていると言えそうで，系統は明らか

にしがたL、
く暖かさ>

気温を表すことばに.r暖かLミ」と「暑Lミ」があ

る。

「暖かい」は.rぬく Lミ」系で全国がくくられる。

音韻として「のくとLミ」系が神奈川から富山にか

けてみられる。

「著Lリは「あつい」が主流だが，湿気があって

暑い様を「うむ」で表す地域がある。福島，愛媛，

徳島，宮崎がそうである。また，炎熱を示す「ほ

めく」は，兵庫，長崎，宮崎，鹿児島に見られる。

一方，寒さは.rしばれる」が北海道，東北に見

られるが，東北でも，秋凹，山形，福島にはない。

代わりに.rしみる」系のととばが出てくる。

全国一般には「さむ，さぶぃ」系が主流である。

島根の「ちんがちんがするHじんじんJなどは感

覚的なことばが定着したもののようだ。四国から

九州北部にかけては「ひやLリ系のことばが分布

している。

「冷たい」ということばはぜんこくてきに「ひ

やっとLリ系がほとんどであり，一部に「冷たL、」

系が見られる。発音の速いを方言型と感じている

ために投書があったのだろう。

とこでも島棋の「しわしわする」が感覚として

よく分かることばだ。

次ページに全国から寄せられた寒暖を表わすご

とばを表にして掲げる。空欄は該当するととばが

投書の中にはなかったものである。

く疲れる>

北日本の「こわLリ系とそのほか「しんどLリ「え

らLリ「だるい」などに分かれるロ

「乙わL、」は「乙えー」などと形を変え，千葉，

群馬まで見られるが，広島からも l件あった。

山形では「がおたj.群馬で「えらい」が見られ

る。神奈川は「かったる Lリ，長野は応募が多い

剖りにこの乙とばが少なく .rしんのい，ごした

い，できない」などである。「えらい」は群馬，

山梨，岐阜，愛知，三重，兵庫，鳥取，山口に

見られる。

「しんどLリは長野 (rしんのいj).大阪，徳島，

高知からであった。

愛知の「こんきLリ，滋賀の「せんどj.京都「ほっ

とりj.島根「よんべけj.愛媛「たいぎj.福岡「ひ

だるいj(空腹で疲れた).佐賀「きゃーないたj(萎

えた).大分「だったj.宮崎「ひんだれたJrよだ

きい」がほかの形として見られる。

くかわいい>

子どもをほめるときなどに使う「かわL叫リは，

北日本の「めんとLリ系と.r愛らしLリ系，九州

の「むぞか」系に分けることができる。

「めんこい，めどLリは群馬，新潟まで広く見ら

れる。新潟では「いとしげJが現れ，石川，島根

へと続く。日本海型の方言だろう。山梨は.rかえ

えしLミ」と「かわL叫リの変形が見られる。

「愛らしLリは「えーらしかjrやーらしか」に

形を変え福岡，佐賀，長崎，大分と九州中部まで

分布する。

「むぞか，みぞか，也ぞらしLミ」は九州全域であ

り，本州には見られな1'0
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「寒暖」

県名 i盟かP 暑い '*い 冷たい

北海道 由ぐい，ぬぐだまる 1 ねまる ぬぎ しばれる，さぴいl ひやっZい しゃっごい，ひやっとい

ilf 森 由ぐだまる ぬぐすぎる うじゃめぐ しゃっこい

秋田 ぬぐだまる 古びい しゃっけ

岩手 ほどまる おもれる，由げ しlまれる，さめじ中 しゃっこい

宮城 しばれる

111 形 ぬっぐい，ぬるまこい 品っずえ ししる やばつい，はっこい，

つったい，しやとい

福島 Ia:-Ia:い，由ぐい うむれる，ぬぐえ いてる，しみる ひやっこい，しゃっこい，

つみてえ

茨城 ぬぐい いきれる ひやっとい，ひやっけ

栃木 ぬるまっこい こつつあむい ひやっこい，ちみてい

群馬 由くてえ 1 ぬっくい 品ちい さぶい，さみい ちみてえ

埼玉 あちい さみい ひやっけえ

千 灘 ぬくとまる 品っつな，品っつい さびい ひやっこい，ひやっけい

東 京 ほとうる さみい 1 さぷい ひやっとい

神奈川 のくてー さぶい，さみい ひやっこい

山梨 ぬくとい さぶい

長野 のくとい，ぬくとい えきれる 1 晶つわすな ， かんじる，しみる，さぷい， ちびてい，しゃっこい，

おむしすなあ さぴい

新潟 品っちてがんね，いきれる さーめー ひやっこい，ちびて

型， 111 のすとい，あったかない

石川 品ち さぷい

福 jl ちびたい

附附 いきりっぽい，いきれる さぶい，かんじかなる ひやっこい，つむたい

岐阜 ぬくたい さぶい ひやとい

愛知 ぬくとい さぶい つべたい

ニ置 由くたい 品ついな，ど品つい さぶい ひやこい

滋賀 ぬくとい さぶい

京 都

大阪

兵 庫 ほめき

奈良

和歌山 ひやこい

鳥取 さむい

J品線 ぬくい のく 1 晶っておみやなわ， ちんがちんがする，さみ， しわしわする

おもしますね じんじん

岡山

叫1 Iコ ぬくい すくれる，ししらさむい ひええ，ひょうなる

広島 さぶい

愛媛 品つくろしい，うむす ひやい

香川 こしげる

徳島 うもれる

高知 品ついのう， ひやい ひやい

福岡 あつか，也うらしか さむか しろしか

佐賀 ぬっか，品つかなたー ひやか，すーすーすー

長崎 ぬっか 品っか，ほめく さむか，すーすーすー ひやい，つんたか

熊本 品ちい さんか

大分 ぬきい 品ちP，ぬきL、 さみい

宮崎 ぬきい l 晶ちい，ほめく， うむ さみー，すーすーす ひやい，ちんて，いした

鹿児島 ぬき ほめっ さみい，さんか ちんたか

沖縄
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くf走然(とぜん)>

『“品徒E然草Jにある「つれつ

「退屈.寂しL主リ」ということばで品るが'このこと

ばがいまだに日常に生きている例がある。

今回のアンケートでは全国から 101件あった。

意味はすべて同じように使われているが，地域

としては極端な偏りがある。

岩手(3 ) ，秋田(3 ) ，宮城(15)と東北にあ

る。とんで九州が，福岡 (20)，佐賀 (39)，長崎，

熊本(4 ) ，大分(1 ) ，宮崎(5 ) ，鹿児島(7 ) 

である。方言周圏論にとっては説明しやすい例で

はなかろうか。

年齢は ，10i"¥:， 20代もいることから，古語だか

らといって若い人が使わないわけではなく，立派

な現代語として通用しているのがまた興味深1'0

語形は，九州では「とぜんなか，とぜんねJと

すべて否定形であるが，束北では秋田だけが

「とぜね晶，とぜなくなる」という否定形で使

つ。

くだめ>

全国的には， 1わがんねJ(わからなLサ系と，関

西を中心とした「あかん(¥功=ん)J系，関東の「だ

め」系と言われているが， U全国方言一覧辞典J学
研1998)1だちやかん」という形も広く分布してい

る。

北海道では， 1わや」が見られ，関西の影響をう

かがわせる。背森は「まえね，まいねJ，岩手が「わ

かね-J，福島「げもなえJ，埼玉「げえむねえJ，
千葉「おいね，おいねえ」となっている。

北陸は，富山が「だちやかんJ，石川11だっちゃ

んJ，福升「だちやかん，あかん」とそろってい

て，長野は「だちかん，だちゃかん，げーもねえ，

らっちもねい，ささらほうさら」と変化に富んで

いる。

愛知にも「だちゃあかん，だちかん」が見られ

る。本川中央部に南北のベルト状に「だちあかん」

系があるように見受けられる。

三重から京都，大阪は「あかん」で固まり，類

似形の 1¥、けんJが鳥取，広島，山口に広がる。岡

山の「おえん」は隣りの広島にも見られる。

四国は，徳島が「あかん，わや」高知が 1¥功ミ
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んぜよ」をあげている。

九州は，福岡には「わや，ひげん」という形が

見られる。

長野の「ささらほうさら」については少し説明

が必要だろう。各地に「ささらぼうさら」という

言い方がある。福島の「ささらほさらJ，埼玉，山

梨の「ささらほうさらJ，広島の「ささらもさら」

があるが，とれらは「ふんだりけったり(山梨)J
や「ほうりっぱなし(埼玉)J1使っているものが

いつの間にか消える」というように「だめ」とは

少し述う意味を寄せてきているために，この項で

は除外して考えた。

く恥ずかしい>

「しょうしLミ(笑止からか)J系と「恥ずかししもj

系 (1乙っぱずかしLリなどにそれに， 1耐えがた

Lリ系の大きな 3グループがある。

「しようしLリ系は，青森「おしようし，しょっ

すJ，岩手「おしょす(し)J，宮城「おしょすL、J，
秋田「おしょしJ，福島「おしようl.-，おようし

なーJ，群馬「しようl-¥リ，新潟「しようしい，しょ

しいJ，長野「しょうしいJ，官庁F岡「しようしの」で

ある。

しかし，この形だけでなく，同じ意味として別

の語形も使っている地域があるので， 1しようし

Lリ系だけの投書は，岩手，秋田，山形，新潟で

ある。

「こっぱずかしpJは，福島，樹木，群馬に分布

している。

「耐えがたLリ系では，島根，山口「たいがたLミJ，
福岡「てえがてぇJ，大分「てえがでえJと分布し

ている。

これら 3グループから外れる形では，青森「め

ぐせ，めぐさ L、J，宮城「めくせJ，福島「かっと

わり，こっぱずかしLリ，群馬「こっぱずかしL、J，
長野「わにる(これは人見知りするの意味が強い

か)，みいせL、J，埼玉「ほりなL、J，富山「かなし

L、J，和歌山「ふうわるいJ，佐賀「ちゃーがつか」

がある。

その他，九州では，福岡，大分の「めんどしpJ，

宮崎，鹿児島の「げんね(え)Jがあるのでさらな

る調査が必要だろう。



く大きい>

全国では「大きいJ系と，東京を中心とした

「でっかLミ」系，さらに円、かLミj1ふとL、」の系

統がある。

北海道でっかい

青森……でったらだ

山形・・おっけ，こったらすげ，でつけ

福島・・・・で、っけい，ずない，でけえ，ですけえ

茨城……L功=い，えかい

栃木田…・田でつけえ

群馬……でっかい，て"つけえ

千葉……てっぱつ，でかい，いかい，でっかい

長野…"で、つけえ，でけえ，ごいせもねえ

111梨 ・・・いカ冶い

静岡....¥功、い，で、つ乙い

三重…・・・だいろく， どいらい

滋賀…・・金米〈きんまい)

富山...目・固で、っかい

石川……でつけい

福井・-いかい

兵Jlli・-おおけな

鳥取……がいな，ごっつい

島根……L功冶ー，がいな，おっけな

山口……いかい

徳島・・・・・・大けいに

香川・・・・おっきょい

長崎・・・ふとか

大分…・・おきねえ

宮崎……でけ，おっとねえ，ずばな，かいとなー，

ふっとか，ふちい，おっけね

鹿児島…うどか，ふっとか

とのように，九州では「ふといJ系がみられ，本

州中部では「いカミいj，東北などは「でっかい」系

であることがわかるが，宮崎のように，様々な形

が混在する地域もある。

く恐ろしい〉

「おっかなLリ系と「おとろしLリ系「おじ，お

ぞ」系それに「いびせえ」などの地域に分れる。「お

じL、」古語の「おじる(怖じる)jの形が残ったも

のだろう。

「おっかない(ねえ)jは北海道から長野，静岡

121世紀に残したL晴、るさとのことば」の記録

までであり，東京ではほとんどが「おつかなLリで

「おっかねえ」は l例だけであった。

静岡は， 1おつかなLリのほかに， 1おそんがい，

おぞい，おそがLリなどがみられる。岐阜は「こー

わLリ，三重也「こわい」和歌山は「おじ，おっち

い(る)，おとろし」と変化を見せる。

鳥取は「きょうといj，島根では「おぞい，おぞ，

きょうとい，いびせえ，ぽえせえ」と混在する。

「きょうとL、」は岡山まで見られ，広島，山口にな

ると 1¥、びせえ」となる。

徳島は「おとろしLリのみで四国は投書が少な

L、。

福岡，佐賀，長崎は「えすかj，おおいたは「お

じい，いび[..，¥ミ」みやざきは「おじい，おじ」と

なる。共通語の「おそろしLリはほとんど見られ

ないことがわかる。

4. まとめ

今回のアンケートは， 1残したLリという積極的

な意欲を持った語を集めたために，一般的な方言

語いの収集とは言えない面が晶るが， 1残したL、」

という意欲がある語だけに21世紀になっても生活

の中で使われ，伝えられる可能性が高いことばで

ある。

アンケートの中に数多く「祖父母は使っていた

が今は使われなくなった」という感想が寄せられ

たことに代表されるように，語いとしても方言は

薄れつつあるという感じを持つ人が多いことであ

る。

はがきや手紙のアンケートでは音声(イント

ネーション，アクセント)がわからないごとが残

念であるが，肉声については，現在まとめを行っ

ている IVTR保存」とリンクするととで，立体的

な方言収集になるだろう。

今回の番組に協力をいただいた，全国推進委員，

各県監修者の諸先生，アンケートをお寄せいただ

いたみなさんに感謝の意を表します。

(しばたみのる)
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[10のお国ことぱJ

都道府県 お固ととぱ 主主 1m 
北海道 しばれる 「寒Lリという意味。

めんごい 「かわL叫ミ」という意味。

こわい 「つかれた・だるLリという意味。

ゆるくない 「つらい田きつLリという意味。

品ずましい rJミご乙ちがいい」という革、味。

なん也なん也 「なんでもなLリという意味。

おばんです 「こんばんは」という意味。

じょっぴん 「じょっぴんかる」で「鍵をかける」という意味。

わや 「ぐちゃぐちゃJという意味。

なまら 「とても」という意味。

青森 品ずましい 「気持ちよいJの意味。

晶ぐと からだの部位「かかとJの意味。

かちゃくちぞね 「落ち着かなL、」の意味。

It 「食べ立さLミJrかゆいJrくださLリなどたくさんの意味を持つ。

けやぐ 「友迷目親友」の意味。

お静かにおで品んせ 主に女性が使う上品な言葉で， r気をつけてお帰りくださLリの意味。

わ 「私」という意味。

立 「品なた」の意味。

めごい 「かわL叫ミjの意味。

なずき からだの部位「ひたpJの意味。

岩手 なはん 「 ですね」の「ね」に品たる 例.いい天気だなはん

おばんでかんず 「こんばんはJの意味。

めんとい 「かわし功、」の意味。

おでんせ rJ、らっしゃい」の意味。

おもさげねえ 品りがとうございます。申し訳ありません。

じゃじゃじゃ いやいや 1 どうもどうもびっくりした時。峰い気持ちを表現する時に使う。

ばっけ ふさのとう

ごんぽほる 「子供がだだをこねる」という淘凡。

えずい 「目がごろごろして気持ちが感Lリ「靴の左右をはきl悶述えてしまって具合が悪

Lリというよう立時に使う。

おしょすい 「はずかしLリという意味。

宮城 いずい 標準語ではなかなかあらわせない吉襲。しっくりL功、ない，むずがゆいなど。

めんこい 子供などに対して言う田襲。かわいい。文例>めん乙いわらしだな。

おしょすい 恥ずかしい気持ちを表す百1躍。文例〉そんな=としたらおしょすいよ。

ございん pらっしゃp
也そ・ζL、 かわいそう。けなげ。

おばんです 東北の方言としては有名。夜の品いさつ。

お明日(おみようにち) また晶したJG気で会いましようという気持ちを込めた別れのあいさつ。

ござりす でございます。

~けさL、ん ~してください。

だっちゃ 宮城県特有の語尾。

秋 田 たんせ 相手に丁$に「何々してくださLリと促す言葉。

めんけ 「かわいいJの意味。

おしょし 「はずかしpJの意味。

つ:: 名罰lの後につく言禁。小さくて可愛いものや身近なものにつく

-146-



[21世紀に残したいふるさとのことばJの記録

都道府県 お聞ことば 意 l時

秋田 がっ乙 消吻

んだ 相づちの百誕

へば・せば 「それではJ[では」の意味

どでんした 「びっくりしたJという意味。気が動転するの「励l阪」から来ている。

1;)'.じ止し 人を評価する百柴で「だらしなLリ「とりとめが止Lリ 「非常識だ」

やざねえ 「だめだJという否定の百灘

111 形 おしょうしな 「恥ずかしL、Jrありがとう」という意味。

もっけだの 「気の毒にJrありがとうJの1抵味。

品がすけ 「生意気Jr目立ちたがりやJ[お調子者Jの意味。

めんどい 「かわ¥1¥、」の意味。いとおしむ気持ちが含まれる。

ごしゃく 「怒るJの意味。

わらわら 「早くJr急いで」の意味。

やばつい 「濡れて気持ち思Lリの意味。

むずる rrlllがるJの意味。

むがさり 「結婚式Jr花嫁Jの意味語源は不明。

品1 晶えん 「こんにちわ」の意味米沢の方では，おl古に入るl時に「品，晶え んJと百つ

たりする。

福島 こわわ 「くたびれたJr疲れた」という意味。

めんげ固めんこい 「小さくてかわL叫リの意味。

品んにゃ 品んね 「おにいちゃんJrおねえちゃん」

にしゃ・わが 「にしゃ」は晶なた。「わがJはあなた l また自分のこと。

どじはん 牒作業の合間に食べるおやつのこと おやつよりは少しmい感じ

ずない 大きいこと

さすけね l問題ない。 大丈夫「さしっかえなLリからきている。

とろっべ 「たびたびJの意味。

なぐろ うねり

おわいなはんしょ いらっしゃいませ

茨城 だっぺ 語尾につく苫強。

おばんかたです 夕暮れ時の挨拶の言葉で労いの意味がこめられている。

ごじゃっベ 「嘘J[でたらめJの意味。大人が小さ立子供をしかる時のことば。

いじゃける 「やけっくくらい腹がたつ」の意味。

L、しけ 品質が惑い。値段に見合わない。

'(11なじみ ぶつけたときの背品ざ。

ーめ 動物の後に使う。例・「犬めを散歩に辿れて行く」惑い意味ではない。

かっl>fる 「なげるJr捨てるJの意味。 例宿題なんてかつぽつて。

品っぱとっばする あわてる

ぱすぱす 「ぎりぎり大丈夫Jの意味。

栃木 だいじ 「だいじようぶ」という定、味。

こ'じゃっJて 「でたらめ 1 でまかせ」という意味。

品ったらもん 「大切立もの」という意味。

でれすけ 「ろくでなし」の意味。

こわい どうしようもJi:po

いかんべ 「疲れたJという意味。

らL、さま 「雷さま」の意味。

いじゃける r¥ミらいらする」という意味。

ちく 「うそ」の意味。
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都道府県 お国ことぱ 意 111< 

栃木 おばんがた 「こんばんは」の意味の品いさつ。

群馬 'ミ -だんベ 「べ 」は意志・勧誘を， [だんべ 」はj!t量を表す文末表現。

がんす 丁寧な文京表現。

なつから 「ほとんど」の意味。

おとんじよ 「意地恋Jの意味。

品んじゃね 「心配なpJの意味。

Ij' [-ら[.，¥リの意味。

めんめ 「めん類」の意味。

かつくらす 「殴る」という意味。

おこさま 「蚕」の意味。

どどめ 「桑の笑」の意味。

崎玉 そうだんべ 「そうだよね」という文京表現。

そうなん 「そうだの 1Jという文京表現。

てぇ 「へー」という意味。

1;1:ぁ 「もう」という意味。

いやんぱいです 挨拶。「苅気です」という意味。

おっベす 「押すJという意味。

ひやっこい 「冷たL、」という意味。

まっと 「もっと」という意味。

なす 「返す」という意味。

きない 「来なLリという意味。

千葉 おっべす 「押す」とL、う意味。

おいね 「よくなLリという意味。

品じょに也かじょにも 「どうに也ごうにも」という描!味。

あんとんねーよ 「なんと也なpJ[大丈夫だ」の意味。

おっさ 「はLリ(英語のYESの意味)

たいよ 「 してくださいよJ(峰い命令)の意味。

ふがわり 「風情が悪いJ[体裁が悪いJ[絡好感い」の意味。

あおなじみ 「背品ざ」の意味。

のっこのっこ 「ぬくぬくJ[暖かいJの意味。

ひやっごひやっと 「冷たLリ[9)(¥、」の意味。

* JR" いなせ 若い男性の心意気を指す百誕

てやんでえ 何百ってやがるんだ

おつかない おそろしい，こわい

まっつぐ まっすく4

めつける みつける 「みつけるJともいう

ちゃった ~してしまった

いけずうずうしい 憎らしいほど品っかましい

ごきげんよう 出会い，別れのときに使う挨拶のことば

おみおつけ お114、哨I'"I

めL、ららL、 「ごめんくださLリ 八丈島の方自

神奈川 じ'('ん 「 では在いか」という意味の語尾。

だベ -だんべ 「だろう」という意味の語尾。

よ 語尾につく百葉。

おっベす 「押すJ[抑しつけるjの意味。

きっかり 「丁度Jの意味。
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都道府県 お国ことぱ 主主 IJ.I< 

神奈川 ひやっけー 「冷たL、Jの培、味。

品たり1;1'ち 「すり鉢」の意味。

せう 「問う」の意味。たとえば「なんせ ったけ」は「なんと百ったっけ」と吉う
意I~、になる。

ひょっこ 「かたちがゆがむJの語、味。たとえば「ざるを訴としてひょっこになっちゃっ

たJ(ゆがんじぞった)というように使う。

きょ 乙つ 「おおげさだ」という意1*0r昔ょ こっ立人」といえば「おおげさな人だJと

言う意味。

新潟 立じらね 「どうですかJr¥功、がですかJr冗気?どうだヲ」という挨拶ことぱ。

だんだんどうも 「こんにちわ」という検拶のことぱ。

おみちょう おみちょうの「みち」は泊「泊中気をつけてJという意味のことぱ。

つあ一つあー 「お父さん」の)'Â1;1~。

てんぽこき 「うそつき」の意味。

おしずかに 「こ'ゆっくりどうぞ」の語、叫、。

じょんのび 「のんびりJの意味。

品ちこたない 「大丈夫」の描味。

例 お母さんがころんだ子供に「品ちこたない，品ちこたな<>Jと使う。

おまんた 「品なたたち」の溜引J.I< rおまん」は「品なた」

だちかん 「だめだぞ」という意味。

官山 きのどくな 「品りがとうJの泣昧

まいどはや 「こんにちわ」の意味

先端古んが家を訪ねるときによく使った

ねまる 「座るJの意味

きときと 「新昨な」の意味

r.~t以外にも使う。(例'きとさとのお米)

人にも使う。(例・告ときとの目)

っかえん 「かまわなlリの意味

¥ ，くそった rl1t<ミたJの意味

まめなけ 「冗気ですか」の意味

なん [¥川、ぇ」の意味 「なんなんJなど活用して使う

うL、 「昔1.-<、Jの意l主 rlJqうL、」のように使う 語調lは「憂い(うれい)J
~れ ~られ 「気いつけて行かれ」など 相子を慨しく促すことぱ

石川 ~まっし Pみまっし，いらっし，寄るまっし~と金沢市の音頭にも品るほど親しまれて
、、る

< ，¥、n!に rp~ 当事品に J [適当に」の意味 おおらかさの品ることば

宮のどくな 「品りがとう」の意味

なもなーも 「どうぞ気にし立いでJの意味 品りがとうと百われたI昨に返すことぱ

おんぽらあと 「ゆっくりと」の意IH、 仲間に「ゆったりと」でいんぎらあと

ちきない 「疲れた」の意味

だちやかん 「ダメだ」の培、I咋 らちがあかん，の短縮

えとしぎに rf.t'をいとおって下さLリ 転じて「品りがとうJrごくろうさま」

に守畠にゃあ 若い血.さんのこと

ねんね 「赤ちゃん」の意味。

編 JI ほやほや 「そうだそうだJという意味。

てき止い 「体調が思L、」という意味。

けなるい 「うら干ま1.-<、」という意味。
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都道府県 お回ことば 主主 JJjミ
名古 訓 うら目うちら 「私・私たち」という意味。

だんね 「気にするなJという意味。

かたいけんの 「苅気ですかけという段拶。

おちょきん 「正座」とL、う意味。

つるつるいっぱい コップに水を 杯に入れて表而張力で也っているようなくらいの 杯な状態。

じゃみじゃみ テレビの画面がノイズなどでうつりが惑い状態。

きのどく立 「ありがとうJという意味。

山梨 こ'っちょう 「めんどう」または「ごくろうさま」という意味。

ももっちL当 「くすぐったLリという意味。

わにわにする f .. 、ざける」という意味。

からかう 「子聞をかける」の意味。

けける 自分の回線より歩し高い所にものを置くこと。

おつかれなって 「乙んにちは」と「こんばんは」の聞の1時間帯につかう挨拶の百襲。

~じゃん 「です」にあたる文末の音楽

~ずら 「ーですJにあたる文末の言葉。

~し ~ちょし 「 しJは「 してくれ， しなさLリの意味。 「 ちょしJはその否定形。

ごいす f-でございます」とL、う丁寧語。

長野 ずく 「棋気Jfやる気Jf Ji;気」をあわせた百築

みやましい 「かいがいしく個Jく」の意i凡などに対して百う言禁。

はあるか』ミり 「ひさしぶり」の意味。

いかず 「行とうJの意味

おかたしけ 「心から，本当にJの意味。

てき立い 「疲れたJの意味。

ごしたい 「疲れた」の意味。

ずら 「だろうJという推虫の意味。

しょうl-~ミ 「はずかしLリの意味。

おっかい 夕方主帯のあいさつ。

岐阜 まわし 準備

おおきに 「ありがとうJの意味

~なも 「 ですねJの意味

おんさい f~ ミらっしゃ Lリの意味 (f，~) fまた岐車へおんさい。」

品んじゃ立い 「心配なLリの意味

まめ 「元気」の即時

だちかん 「だめJの意味

こわい fJluずかしLリ「申し訳なLリ (例)fこん立L刈吋期もらって，品れ，こーわいさ

(申し訳ない)OJ

はんちくたい fllllが立つ」の意味

ためらって 「体に気をつけてJf道に気をつけてJなどの意味。別れ京によく使う

静岡 ずら fOOでしょう?J 
ぬくとい 「あたたかいJ
ひずるしい・ひどろしい 「まぶしLリ

t.J:りき 「ぞんざいJf~ 刈功ヨげんJ

やっきりする fpらつくJf服立たしLリ

やらまL功、 「やろうJfやってみようJ
pかp 「大部、」

けっ乙い 「きれいなJf美しL、」
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都道府県 お国ことぱ 主主 rll< 
静岡 こ'せっぽい 「せいせいしたj

みるい 「やわらかいJrみずみずしLリ

愛知 やっとかめ 「久しぶり」という意味。

おしまいやす 「お先に失礼します」という意味。

いこまい 「行きましょう」という意味。

也うやこ 「 つの物を共有して使うJという意味。

おたからさん 小さい子供を営めるときに使う言襲。「おりこうさんJという意味。

だがや・めあー.t.<:也 愛知県の商部で使われる語尾。

じゃん・だら・りん 愛知県の東部で使われる語尾@

おとましい 「もつか吐いJ1:: ~巧茸妹。

まわし(を)する 「用意をする」という意味。

えか 念を押すための語尾

一重 おおきに 「品りがとう」

品かん r~ 刈ずないよ」

だんない 「気にしないで」の意味。

おとっちょ 「すごいな，驚いたという百紫」の意味。

カ代、なもんじ乎 おやま晶，たいしたもんだ。

つんと?る 「混んでいるJの意味。

へーはち 「ごきぶり」の意味。

ひやわい 例えば鹿作業が終わった後などにかけ晶う百誕。

品れこわい 「ま品 l 驚いた」の意味。

な 語尾につくことば。共通認でいえば「ねJ。
滋賀 おきばりやす 「ご苦労織」の意味。

おおきに 「ありがとう」の意味。

おしまいやす 「ご苦労械でした」の意味。

ほっこり 「ほっと」の意味。

おせんとさん 「お疲れさま」の意味。

うbミ 「惑いね」の意味。

だんない 「気にしないで」の意味。

にどはち 「だいた¥>Jの意味。

きんまい 「立派だJの意味。

きゃんす 「来る」の意味。

京都 おおきに 「ありがとうjのjg，r，止。

おいでやす・おこしやす r~ 、らっしゃ Lリの意味。

おはようおかえりやす r~ 、ってらっしゃLリの意味。

よろし おあがりやす 「お粗末織でした」の意味。(ごちそうさまに対してのごとぱ)

ほっこり 「疲れたJ(心地よい疲れ)の意味。

かんにんえ 「許して」の意味。

はばかりさん 「ご苦労様」の意味。

おきばりやす 「がんばってくださ Lリの意味。

おたのもうします「お願いします」の意味。

はんなり 「上品な主r~やかさ」の意味。

大阪 おおきに 「品りがとうJの意味。

まいど 「どうも」の意味。

おはようおかえり 「いってらっしゃい」の意味。

品かん・品きまへん 「だめです」の意味。
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都道府県 お国ごとぱ 重主 I時

大阪 なんでやねん 「どうしてなんだ」の意味。

よろしゅうお品がり 「お粗末械でした」の意味。(ごちそうさまに対してのことば)

ほな(さいなら) 「それじゃ，さようならJの意味。

ぼちぼち 「まあまあ」の意味。

ほんま 「本当Jの意味。

はんなり 「はなやか」の意味。

兵庫 とう 神戸で使われる語尾。

なんどいや 「なんですかJの意味。捕州，事!rpで使われる。

せんどぶり 「久しぶり」の意味。

なしたまあ 「おやま品Jの意味。

がっせー 「とても」の意味。但馬で使われる。

品だける 「落ちる」の意味。中園地方でも使われる。

やっと 「たくさん」の意味。中団地方で也使われる。

らつきや 「大丈夫だよ」の意味。

だんない 「大丈夫だよJの意味。

ベっちょ(ちゃ)ない 人を心配したときにつかう。「大丈夫だよJの意味。

奈良 おやょうおかえり 「いってらっしゃい」の意味。

よろもゅうお晶がり r¥ミただきます」の意味。

もむない 「おいしく立い， 1*気なL、」の意味。

おかいさん r11i粥」の意味。
なかなか 「どういたしまして」の意味。

こ'つつおーさんに座る 「正座するJの意味。

おたびらかく ずるい

きける 「疲れるJの意味。

じようだり r¥、つも」の意味。

まわりする 「準備するJの意味。

和歌山 いこら 「 絡に行きましょう」の意味。

しか r-のほうが」の宮、味。比絞表現。

どうよー 「冗気にやってるか?Jの意味。

こらえてよ ごめんなさ pJの斌味。

おいやん 「おじさん」の意味。

にんにと 「にぎりめしJの意味。

おちん お菓子おやつ

もじける 「つぶれる，こわれる」の意味。

みずせった ピーチサンダル

のし 「 ですね」の意味。丁寧な文京表現。

鳥取 ばんなりまして 「こんばんは」という意味。

っかんせー r-してくださLリという意味。

わったい 「おやま品 IJという意味。

だんだん 「ありがとう」という意味。

よーこそな 「ありがとう」という意味。

がんじよ 「勤勉目努力」という意味。

也える 「ふえるJという意味。

ほんこ 「かわいい子Jという意味。

だらず 「馬鹿者Jとpう意味。

きょーとL、 「怖Lリという意味。
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都道府県 お国ことば 意 1* 
島根 だんだん ありがとう

ばんじまして 「こんにちわ」から「こんばんわ」に変わる少しの聞の 1 タ斡れ1時に使うことば

おちらと ゆっくりと

おんぼらと 穏やかな。理組的な人柄 (穏やかな控えめな人)

品げ，こげ 品れ，ごれ

び一びー 魚を表す小さい子向けのごとぱ

ひやごる 大きい声で11乎ぶごと

参じました ほかのお宅にお邪魔するときに使う

まめ 冗気

まくれる ころぶ

岡山 13"っけー 「すごLりという意味。

でーれー 「すごい」という意味。

きょーてー 「恐ろしpJという意味。

そ 「どうぞ」という意味。

じゃ f-だJfそうだ」という意味。品いづち也含む。

ゃっち也ねー 「くだらなLリという意味。

ちぱける 「ふざけるJという意味。

おえ応 「だめだ」という意味。

おいでんせー f¥ミらっしゃLリという意味。

おしめんせー 「さようならJという意味。

広島 じゃけぇ f-だから」という意味。

みてる 「なくなるJという意味。

がんす 「 です」という1却咋。

さげる 「もち品げる」という意味。

はぷてる 「ふくれつつらをする」という意味。

えっと 「たくさん」という意味。

がんぼう 「きかん坊・悪ガキ」という意味。

はしる 「いたい」という意味。

たう 「届くJという意味。

lまぼろをうる 「嫁が無断で突家に帰るJという意味。

山口 のんた ね，晶なた」の意味。語尾につける。

ほろける 小さい也のや子供がぽろっと落ちること。

みてる 「なくなる」の意床。

こ.つ13"う とっても。強めの言葉(英語の "ve叩"の意味)

ちゃ・ちよる 語尾につける言襲。

ぶち 多い。強めの言葉(英語の "ve叩，，)
じように 量が多い。

たえがたい 1 官官をたくさんもらって，私は婚しい。「品なたはたえがたLリ

2 お悔やみを百うI時に使う。身内を亡くされてお気の識ですね。「おたえが

とうございますのんた」

ょうさけなLミ じめじめして気色悪い。

し品わせます 都合がいい。便利だ。 「ありがとうございますJ
徳島 ほなけんど 本来「しかし・そうだけどもJ(逆接)の意味。話を切り出すときに使う。

例:fほなけんどなんじゃな品」。

どちらいか どういたしまして

かんまん 「かまわないJf許してあげる」の意味。
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都道府県 お国ことli 意 1* 

徳島 えっとぶり 「久しぶり」の意味。例.久しぶりに会った友迷に fpや~えっとぷりで~どし

た~ん」

まけまけL、っlまLミ お酒立どが器にあふれでいる状態。

じよ 女性特有の文京表現。例:[好きなんじよJ(好きなんですよ)

まがる 「邪魔になるJの意味。例:[そごに品る荷物がまがるけん，のけて」

品るでないで 「品るでは立いですかJ[品るじゃないですかH品りますねJ
はL苫りょ ~して下さい 1 下さいませ語源は「拝領J

げしなる 寝るの尊敬語「おやすみになる」 語源は「御寝成るJ(おんねになる→ぎよしん

なる→げし立る)

香川 まんでがん 全部。

なんしょん 品いさつに也十!l!う 「なにをしているのJ
けっこい 美しい l きれい。

いすこ ーっか ~して下さい

じょんならん どうしようもない。

ほっ乙 おぱかさん

へらこい ずるい

おしまいでござんしょ 例えばl品作梁が終わった後などにかけ晶う冨襲。

カ旬、l三 はなはだしい(目1)詞)

おとっちゃま 脳病者

愛媛 なもし 「ですね」という意味。

いんでこうわい 「帰りますJという意味。

まがる 「さわる 手で触れる」という IK(I比。

むつとい むっこい「しつこい・くどい・ l時が減Lリという意味。

おらぷ 「さけぶ・大声を出す」という意味。

だんだん 「晶りがとう」という意味。

いなげ主 「よくなpJという意味。

いでらしい 「長持ちする」という意味。

~なはいや たとえば「来立はいやJであれば f¥ミらっしゃLリという意味。

よ也だ 「怪妙立・とぼけている 不真而目なJという意味。

両知 のーがわるい の は「能」具合が悪い，調子が惑い。古語で「魯いで」例時間に間に合わ

ないからへんしも l へんしも。

かわるにか らん 変わるに述いない，変わるだろうという推置の意味。

やちがない くだらない。どうしようもない。

いこ'っそー 高知県の気質を表す田梨で主に男性にi史われる言葉。悪いことばかりしてやん

ちゃなこと。

まつこと 盲誕の最初につける強調の意味。

こじゃんと 百i1l!の最初につける強調の意味。

げに 言葉の最初につける強調の意味。

ゆー・ちゅー 語尾につける強調の意味。

ぜよ 語尾につける強調の意味。

福岡 しろ u首 諮源はfi-!-+L-¥リで，水気が品ってうっとおしい感じ。世情や性絡にも使う。

よかよか 「それでいいよJという意味。

せからしか 「忙しLリとか「煩わしLリや「本当にうるさLリという意味。

jJ-pとう 「好き」という意味。

とぜんなか 「さみしLリという意味。

がまだす 「官Iを出すjという意味。
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都道府県 お国ことば 1邑 l見

福岡 1;('さら 「とてもJという意味。

ごりょんさん 「商家のかみさんJという意味。

よござっしょ f¥功、がですか」という意味。

来んしゃい 「来て下さLリという意味。

佐賀 立い 「は¥>Jという意味。

そいぎ 「それでJfそれじゃ」という意味。

やらしか 「かわL叫リという意味。

ちゃーがつか 「はずかしLリという意味。

吉.ゃーけ 「風邪」

こぎる 「値切るJの意 l求。

むぞがる 「抱きしめて胸が切なくなるくらいかわL叫リという意味。

=ゃん・そゃん 「それJf:::れJの意味。

ししゅ治、 「かわL叫、」という意味。唐津で使う。

おらす f¥>らっしゃる」という敬語。唐津で使う。

長崎 よか 良い

ばってん でも，しかし

そいぎんた それじゃ品，それだけど

うち目おうち うち→わたし おうちー・品なた

おかしゃま おかあさま お父械の場合はおとしやま お拘li械の場合は品ねしやま

みじよか かわいい

ちんちよか 珍L，¥ミ

やぐらしか うっとうし¥>，うるさL、
いっちょん 全然，ちっと也

かしこまる 品ぐらをかく 五島列島特有のZとぱ

熊本 よか 「良いJという意味。

ばってん 「けれどもJ，fしかし」という意味。

1;('¥ミ だ」等に晶たる文末調。

ぎゃん 「のようなJ，fのように」という意味

とつけむにや 「とんでもないJという意味。

ちょうじよう 「品りがとう」という意味。

だんだん 「ありがとうJという意味。

がまだす 「取?を出す，がんばる」という意味。

もっこす 「頑困者Jという意味。

わさもん 「新しもの好き」という意味。

大分 よか 「良Lリという意味。

ばってん 「けれどもJ，fしかし」という意味。

1;('い 「 だ」等に晶たる文末詞。

ぎゃん 「のようなJ，fのようにJi:: ¥ザ湖咋

とつけむにキ 「とんでも止L、」という意味。

ちょうじよう 「ありがとうJという意味。

だんだん 「品りがとう」という意味。

がまだす 「糊を出す v がんばる」という意味。

也っとす 「頑固者」とL、う意味。
わさもん 「新しもの好き」という意味。

宮崎 よだきい 「面倒くさいJf気が逃まないJという意味。

のさん 「気が進ま止L、Jf面倒くさ¥>Jという意味が「よだきLリより少し強まる。
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都道府県 お国こと11 1孟 1* 

宮崎 てげてげ 「ほどほどに」という意味。

てにやわん 「手におえなLリ「どうしようもなLリという意味。

pっちゃが どうしようもない。

はげらしL、 「恥ずかしpJの意味。

品11 「新1.-¥、」という意味。

だれやみ 「晩酌Jの意味。 「だれJ・・田疲れ;rやみJ.・・癒す。

げんね rJ品ずかしLリという意味。 宮崎県西部で使う。

むじい 「かわいらしLリという7a味。 宮崎県西部で使う。

鹿児島 ぴんた 頭。

てげてげ 「てきとうにJとか「力をぬいて」の意味。

ちんがら 「めちぞくち守」の意味。

ぼっけもん 「大物Jの意味。 iLIj車市隆盛のイメ ン、.。

ちやすと 攻1書するJI寺のかけ声。

おかべ 「旦腐Jの，官味。

おまんさあ 「品立た」の意味。

おやつとさあ 「お疲れさま」の意味。丁寧立言1露。
ごめんなんせ 「ごめんくださいませ」の意味。丁寧志向襲。

きぱいやんせ がんばれ

ドl' jjU めんそれ 「ようとそLミらっしゃL、ましたJ
かりゆし 「幸せ」とL、う意味。

てーげー いい意味にも悪い意味にも 「だいたいJrほどほど」

ちむじゅらさ 「奨しい心」という意味。

L、ちゃり11ちょーて 「出会えば兄弟」という意味。

ちばりよー 沖縄方言で「がんばれ」とLミう意味。

わいどー 宮古方百で「がんばれ」という意味。

ぎばりよー 八重山方盲で「がんばれ」という意味。

ゆいま る 「助け合Lリという意味。

うまんちゃ 「みなさんJという意味。
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f21世紀に残したいふるさとのことば」の記録

[北海道]

:: とば )7f. 叫ミ 数

品ずましい，品ずましくない 気持ちがL叫、(居心地がいL、)，十分な 渦足のいく 46 
めんこい かわいい.ちい古い 45 
しばれる 怒さがきびしい 39 
こわい 疲れた 38 
はんかくさい ばからしい，ぱかみたいな，変な，ちょっと的外れ立 38 
ぱくる 取り笹える 30 
おばんですでした) こんぱんわ 24 
しやっとい 冷たい 24 
コッペカエス(ガエス} 大失敗する I 大却する，大いに川が思い 23 
じょっぴんかる カギをIJtIずる 17 
けっぱる( れ) がんばる 15 
おっかない こわい'1> 13 
ゴンポホル だだをごねる，無且~を百う 13 
たなく(たなぐ) 持つ 13 
品っぺ 反対，さかさま 12 
ジョッピン カギをかける 12 
なげる すてる 12 
もちょこい くすぐったい 12 
ゆるくない つらい I 容易でない I 司自でない 12 
したっけ J'イJ'イ 11 
なんも d なんで也ない I 気にしなくてよい 11 
いたまれ、たわ)しい もったいない 10 
なまら すごく(強制するH寺) 10 
なん也 なんでもないよ 10 
わや 突発的な~Jç故 10 
ppっしょ いいでしょう 9 

"ずい 品1仰い，窮屈だ 9 
げれ孟TI' ピリ 9 
アクド かかと 8 
いいふりこさ(ええ::) みえをはる 8 
みったくない 不美人 8 
やぱちい きたない，びちゃびちゃ 8 
おがる 大きくなった!成長した 7 
カイベツ キャベツ 7 
かっちゃく 爪で引っかく 7 
カラッポヤミ 怠け者，役立たず 7 
L唱・， ョJ‘/J 可. 雪指き，除雪道具 7 
タクランケ 馬鹿省、fm抜け 7 
ちゃんこい 小さ" 7 
ちょす (子供を)からかう 7 
デレソキ 火か吉伸 7 
ねまる すわる 7 
ひやっこい 冷たい 7 
まかす こぽす(水をこぼす) 7 
まかなう 身I士m:をする 7 
かつける 資任を転嫁する 6 
かでる 加える，fIjI山に入れる，出ぜる 6 
だはんこく ごんぽほる I 自分の沼志を過そうと泣きわめく 6 
だべさ ですか 6 
むったり いつも 6 
いいんでないかい 良いのではないですか 5 
ガyチャキ 痔1克也 5 
ガンベ 販の硯疹 5 
しょっ1[¥、 塩辛い 5 
ちょべっと j.' L 5 
なんl;f いくら I 何個 I 何歳 5 
ノナ むらさきうに 5 
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[青森県l
ごと 1;1: 意 r~ミ

~\、 ーなる ゆったり，た気分

友述

t、f eら tミ
: ~\、 'つ1 1、

あがさまL、 う Eり さp 10 
かさまL、 ~\、 =古L、 9 
かちゃくちゃね 3も無い様子 j ド 7 
めごい I愛い 7 
Pグド 可、かヒ 6 
ドゲ pご

っばれ E張れ
:(]) 

強ひ「ぽ制たんないの人くぼ」 のなまり
1;1: 

，'{> tP骨折!l-場

4 
lおでi，んせ 引、で止さいませ 4 
|えふ lこぎ 見栄っ張り 4 
|からi 怠け 4 
、t5.l‘むく A也痴 'こぼす 4 

並べd さL、 4 

=ちょこちぇ :す ?ったい
メ JIGずかしい

Zり とんぽ

おせっかい・変り者 l胎知らす・ ~ L-"(行う人
心地 1日、

太もも

=ニロ 来年 3 
;Uる 3 
ツノ守 お母さん 3 
マ来たにし よく米て i れ したね 3 
:やめぐ 寒気のす 》こ 3 
しずかに b気をつけて 5帰り下さい 3 

つL、 業 3 
'ヤ b父 ‘ん

" 、」 し児 :での小さい子
脳病z

空吉地

i出所
L、，

基Lミ盤け Eせん

PI |わっ と言う感じ 3 
ャカシ 3 

|へんつ 広く使用( ーる所) 3 
|は1;1:ける むせる 3 
iはんかくさい ノマカ 3 
びつき Fちゃん 3 
へば た会おう 3 
おんに中 1き地 3 
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f21世紀に残したいふるさとのととぱ」の記録

[岩手県]
;: と 11 主主 l見 数

おばんです ごんぱんは 90 
~なはん (語尾の)ね 70 
おでんせ おいでください 60 
めんとい かわいい 55 
品のなはん 品のね 51 
よくおでんした よくいらっしゃLミました 24 
おばんでがんす こんばんは 23 
お品げんせ 召し上がってください 18 
おしょす はずかしい 10 
ベっこ すこし 9 
なっす そうですね 9 
んだ そうだ(品いづち) 8 
おへれんせ おはいり下さい 7 
びつき かえる 6 
~なっす そうですね 5 
おおきに 品りがとうございます 5 
おしょすい はずかしい 4 
ゃんた いやだ 4 
もうす ごめんください 4 
ごゆだんなく 気をつけて 4 
おはよがんす おはようございます 4 
け たべなさい 4 

したつけよ したんです 4 
おばんでございます =んぱんわ 4 
だっけよ ~ですよ 3 
だベ (語尾の)でしょう 3 

己え っかれた 3 
わんっか すこし 3 
品のなっす 品のね 3 
よぐおでんした ょうこそおいで下さいました 3 
おしずかに (見送るときに)お気をつけて 3 
うまっこ ，1，高 3 
きゃっ11り 泥がはねたり足がずぶぬれになるとと 3 
かぱねやみ なまけもの 3 
かます まぜる 3 
ごん1'"ほり いぶかしがる・だだをこねる 3 
めんけえ かわいい 3 
でんぴ おでこ 3 
pずい ~和感がある 3 
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[宮城県]

;: とば 主主 昧 数
おばんです(おばんでがす，おばんで こんばんは・こんばんはでございます 200 
ございます，おばんでござりす)
おみようにち また明日逸いましょう 126 
めんこい かわいい 97 
いずい しっくりし止い感じ 83 
おしょすい はずかしい 50 
だっちぞ( んだっちゃ) だよ んだよ 28 

ございん(ござL叶 いらっしゃpなさい 19 
だっちゃ だよ・だね 19 
とぜん 退屈であること目淋しい 14 
もそ'乙い L 、じらl-~、 12 
おばんなりすた(おばんなりした) こんばんは・こんばんはでございます 10 
うざねはく 苦労する 9 
ござりす(ござる) L、らっしゃる 8 
おんないん(おんなしてくないん) おいでなさい おいでください 6 
むつける おこっている 不機嫌 6 
んだ そうだ 5 
晶がらいん 中へ入ってお座りなさい 4 
おっぴさん 曽祖母 4 
おでんせ いらっしゃい 4 
きてけさい いらっしゃいなさい 4 
けさいん L、らっしゃいなさい 4 
ずんけない めんどうくさい・たいへんだ 4 
びつき H出(かえる) 4 
まっtまい まぶしL、 4 
品ばいん 行ってください 3 
いい品んばい 良い感じ 3 
おだっ ふざける 3 
おないん おいで止さい 3 
おはようござりす おはようございます 3 
お1:<'こ 子供 3 
きどころね J出を着たまま寝るとと 3 
こ'っしゃく 怒る 3 
こわい っかれる 3 
すっしょ 風呂(ふろ) 3 
もうす 客が庖の人を11千ぷ時に使う 3 
わらす こども 3 
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[21世紀に残したいふるさとの乙とば」の記録

I秋田県]

;:: と I;!.' 重主 1J:jと 数

あがってたんせ お品がりください 19 
ガッコ i世け物 12 
めんIt(めんとい) かわいい 11 
おざってたんせ(おざってくださp) おいでください 9 
んだ(んだんす) そうです 8 

アベ 来なさい 4 
えがった(えがった立) 良かった よかったな 4 
おしょし はずかしい 4 
おばんです こんばんは 4 
わらし(わらしと) Z立，子供，幼児 4 
んだなあ(んだなんし) そうよね・そうですね 4 
品ぐど(あくど，品ぐと) 踊(かかと) 3 
せば立 それでは 3 
たんせ 下さL、 3 
なんとも 品りがとう 3 
はやす 切りけずる(切りはなす) 3 
ホジなし しっかりしていない 3 
マナグ 目 3 

んだねは そうですね(品いづち) 3 
-;:: 語尾，愛称 2 
品ねさん 長姉 2 
品んこ 長兄( 般的，使用人にも使う) 2 
うだで みぐるしい 2 
オガル frI!ぴる，成長する 2 
オド 父さん 2 
お茶っと お茶 2 
かど 鰍(にしん) 2 
きんにや I昨日 2 
lナ 食べてくれ 2 
こっちゃけ こちらに来なさい 2 
じっぱり たくさん，いっぱい 2 
しね 肉などが硬い 2 
ツポケル 材料を積み重ねる 2 
なじき 額 2 

才‘マテけれ 座ってください 2 
びやっと 少し 2 
またおざってたんせ またおいでください 2 
ままけ ご飯企ベて 2 
んだんだ そうだそうだ 2 
んめはん 品立た 2 
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[山形県]

Z と 1;1: 意 111< 数

信しようしな 》りがとう 162 
Aつけだの 》り ミとう 80 
やばつい r~ ミ

むかさり(むがさり) 自婚5
、』三 、t

かっ ~~ 
ミLミ 16 

コt コら ，、で 13 
iJ" がる 12 
101 9 

，_.ミ 葬式 9 
3じよけね かわいそう 日

く 食べろ食べる
こわい っかれた

よ ~~ 耳iずかしい

つ fね

lま ーる

てん =ら 8 ，.， )P ベださ 7 
よ さ 7 

bに 人己知りする 7 
ちがt，っしゃい べてください 6 
ちべ こう 6 
匂ほ?と Ij( 

;'らがら ぐ乙と

しゃね 自らない

すが

せんつ 3手洗い

びつき lt (かえる

'̂ rの f

cく 6 
、，i三 tミやだ 6 
守ど ドかと 5 

"った 日ってLミる 5 
|けろ 却をくだ古い 5 
|こちょぴったい すぐったい 5 
rつ:: 車b魚 ;ざこ)

しようでん 昔は
たがく 持つ

|はLミlとう ごめん 4 ださLミ

|へ 煤(すす:
、す Eおl

)f 5 
r:: 5 
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[21世紀に残したいふるさとのととばjの記録

[福島県]

:: と l;f Jat 味 数
まなぐ(まなく) 目 17 
こわい 疲れた 15 
にしゃ お前 13 
とろっベ 始終 12 
あんにゃ 兄 11 
シャデ 弟 11 
セナ 兄 11 
1;1: ¥、ど 乞企 11 
マンマ ご飯 11 
きびちょ 急須 10 
デロ 土砂 10 
パンゲ 夕方 10 
品んね 姉 9 
カンプラ 馬鈴斡 9 
へでなし でたらめ止lJ~ 9 
ベろ 舌 9 
わが 自分 9 
アグド 間(かかと) 8 
あっべ 汚い B ， 

がおる 弱る B 
かんかち 火傷(やけど) 8 
くらすける 殴る 8 
どのる 気分が悪い 8 
ナンボ L、くら 8 
ムスイ 長持ちする 8 
ランノT 墓場 8 
アッポ 下肥 7 
うるがす 本に浸す，つける 7 
うんと たくさん 7 
くそへび まむし 7 
ごいら 急に 7 
でな 額 7 
でれすけ 馬鹿者 7 
トンポグチ 入り口 7 
めど 穴 7 
やんだ いやだ 7 
きらず 豆腐のから(おから) 6 
くさし なまけもの 6 
げす 尻 6 
コッチャコ とっちへ来い 6 
しとたま たくさん 6 
シッチャレ 後に引き下がれ 6 
タッペ ~j田田んぼ上で消って遊ぶ 6 
チャッポ 制子 6 
チョウマ 蝶々 6 
ツンノメ)t- 前に倒れる 6 
なずき 額 6 
ぬぐい 暑い 6 
ハナド t車 6 
プンナゲル 投げる 6 
tまっこっちキ こわれた事(物) 6 
ポット ごめんなさい 6 
ホロスケ 巣(ふくろう) 6 
めんどい 可愛らしい 6 
ヨッノfラ 充分 6 
んだ そうだ 6 
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[茨城県]

:: とば 意 味 数

おばんかたです(おばんです， 今l卯は 29 
おばんかた，おばん，おばんかたで

ございます)

ごじゃっぺ でたらめ 24 
(なになに)だっベ( だっべ， (何々 )でしょ 17 
(止になLミ)だっベ)
ごわい 疲れる 15 
そうだっぺ そうでしょう 13 
かっ1まる 捨てること 11 
よかっぺ いいです 11 
品おなじみ ぶつけたときの背品ざ 10 
LミしけLミ(¥、しこP，~、しけー) 良くない 8 
いじゃける 版が立つ B 
P7)~っ Jて 良いでしょう 6 
ちくらっぽ うそ 5 
つっぱいる(つつベる) どぶなどに落ちる 5 
よってがっしょ(よってがんしょ) どうぞお立ち寄り下さい 5 
うまかっぺ おいしいだろう 3 
おちる 降りる 3 
おどめ 赤ちゃん子供 3 
せやける ，，~が立つ 3 
ひやっとい 冷たい 3 
(なになに)すっぺ (何々 )しよう 2 
pかp ヨミ童、、 2 
いじがやける 「副iJを「大」に百う言灘 2 
いっちくだっちく ちぐはぐ，互い述い 2 
えがい 大きい 2 
おいでなんしょ よく LミらっしゃL、ました 2 
おごわい お疲れた 2 
ぬぐい 暖かい 2 
ぱすぱす やっと 2 
までる 片づける 2 
めど 穴 2 
らL、古ま 雷 2 
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r21世紀に残したL晴、るさとのととばJの記録

[栃木県]

;: とぱ t昆 1* 数

こわい 疲れた 51 
だいじ 大丈夫 50 
おばんです(おばんがたです) 今腕は田(夕方に)ごめんください 32 
ごじゃっぺ(ごぢぞっぺ) うそ・わからずや・でたらめ 30 
だいじ? (だいじけ) 大丈夫? 26 
ちく(ちくらっ1;):，ちくらっベ) うそ・わからずや・でたらめ 26 
でれすけ ぱかやろう 23 

だんべ(-だべ-だっぺ) 00でしょう 00なんじゃ立い 17 
いじゃける じれったい・ムカつく 16 
L功、んベ いいでしょう 11 
おっかく(おっかける) 折る折れる 11 
らL‘さま 雷 11 
うら 後ろ 10 
そうだんべ(そうだっベ) そうだろう・そうでしょう 9 
とうと しょっちゅう B 
品ったらもん もったい立い 7 
かんます かきまぜる 7 
ぶんぬき 似ている・そっくり 7 

iすT 00ですか? 6 
だんベ だろう 6 

'ミ そうでしょう・そう? 5 
乙巳はん 間企田隈食 5 
ちょべちょべしてる 生意気な 5 
てわすら いたずら 5 
したっけ そうすると 4 
せいふろ お風呂 4 
ちだらまっか 凪lで真っ赤 4 
はらくちL、 II¥!がいっ1;1:¥、だ 4 
ひやっこい 冷たい 4 
よかんべ 良いね 4 
It 語尾につける 3 
だがね 00でしょう 3 

あらいまて 洗い物をする 3 
いい品んべえ ちょうどよい程よい 3 
Lミしけ 見た目が悪い 3 
pつける 乗せる 3 
えんがみた ひどい目に晶った 3 
おっかない 恐ろしい 3 
かっぱぐ かきu!める ひっべがす 3 
ごせやける 版が立つ・むかつく 3 
せな 兄 3 
そうけ そうなの 3 
ぶっちめる はさんで痛める 3 
へでなし つまら止い 3 
ほだんべ そうだろう 3 
よばれる ごちそう 3 
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[群馬県]

:: とぱ 霊Z l時 数

そうだんべえ そうですね 19 
だんべえ だろう 18 
おやげねえ かわいそう 8 
は品 もう，はや 6 
よかんべえ 良いでしょう 6 
ちっとんべえ ごく少量 6 
ベえべえことば (語尼の特徴) 6 
そうだんベ そうだろう 5 
ヵ、まぎっちょ かまきり 5 
ずでえ ものすごく I すごく 5 
ぶちベPる 棄てる 5 
おこさま 蚕のこと 5 
くんない ください 4 
だんべえ だろう 4 

じだんIl" どんぐり 4 
おっぺす 押す 4 
あんじ宇品ねえ 心配ない 4 
がしょうき 絵に拙いた釘iJill(しょうき)のように迫力が晶る 4 
どっくむ 気に飲む 4 
どんぶ トンポ 4 
むぐってえ くすぐったい 4 
ぬくてえ あったかい 4 
おこんじよ 意J曲が思い栂性山がり 3 
おめえ 君 3 
おばんでがんす こんばんは 3 
おはようがんす おはようございます 3 
おとか キツヰ 3 
ばっくれる しらばっくれる 3 
まっつぐ よ正っ直ぐ 3 
いまっと もっと 3 
むし ですね 3 
品んじゃ品ない ，M~\ 、らな L 、 3 
品がりはな 玄関 3 
おてんま 奉仕作業 3 
せっとうがいい 良<j，働く 3 
からまめ 部1o生 3 
てんぐるま 府ぐるま 3 
かんます f置き回す 3 
きな¥> きませんか 3 
けえる 崎1る 3 
げえろ カエル 3 
こわい 苦しい 3 
とぶ 走る 3 
とびっ〈ら かけっこ 3 
ょっぴてえ ょっぴいて 3 
そうだいね そうですね 3 
そうだいの そうですね 3 
そうだいのう そうですね 3 
なす 返す 3 

巴附一巳
こと 1;:

出
君主 l時 数一

2
2
-
2
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r21世紀に残したいふるさとのととぱ」の記録

I千葉県1
』ザ と ば 意 '* 数

おっぺす(おっベし) 押す(物を押すこと) 69 
そうだっベ そうでしょう 35 
にし(にしゃ，にしら) お前・貴方・品なたたち 27 
だっぺ 語尾につけ特に意味無し 16 
お晶がんなさいまし(お品がんなさL寸 畳のあいさつ 12 
~だっぺ ~だよね? 11 
L通しら (¥、し) 品なた 11 
おっさ そうです 10 
おめえ 相手のこと 10 
こわい 疲れた 10 
てっばっ 大きい，でかい 10 
おいねえ いけ止い 9 
うっちゃる 捨てる 8 
くっちゃめ ムカデやゲジゲジ 8 
じようl:f 家の人口から庭先までのあたり 8 
ひやっこい つめたい 8 
おしまい立古い 夕方の技拶 7 
こめら 子供述 7 
たまげた おどろいた 7 
晶じした どうした 6 
品じょにもかじJ:に也 どうにもごうに也 .6 
品んが いやいや(否定の時) 6 
おおとわい 疲れたの意味 6 
おめらげ あなたの家 6 
だべ 語尾につけ特に窓口比無し 5 

品っか 母さん 5 
いくべえ(行くべえ) 行きましょう 5 
いなさ 南東 5 
おれ 自分(男女と也に使う) 5 
かたす かたづける 5 
きもLミる l胞が立つ 5 
くちゃめ まむし(娘) 5 
くったい -してください 5 
せ立 長男 5 
はがち むかで 5 
まち お祭り 5 
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[東京県]

』ザ と 1;1: 意 ，* 数
L、き いなせ，伊迷の感じもある 87 
おっかない 恐い 28 
しょっlまな 最初 21 
てやんでえ(てやんでい) 何吉ってるんだ 20 
品さっぱら(品さっぱらから) 朝早くから，析の内から 16 
いましがた たったいま 13 
ちょろまかす ごまかす 13 
まっつぐ 其っ直ぐ 13 
恐れ入谷の鬼子母神 恐れ入ったの表現 12 
おっこちる 落ちる 11 

みそっぱ 虫闘 10 

~じゃん でしょう 9 
品おや吉 パカ艮 9 
いなせ カ‘っ .::pp 9 
じぶんどき 食事どき (1時間以内の範囲を言い得ている) 9 
品にき J 円U 8 
いきだね かっこいいね 7 
おじゃりゃれ pらっしゃい 7 
おみおつけ 'Ilミl咽十| 7 
ごしようらく のんきもの 7 
めpららL、 ごめんください 7 
品ねき 指li 6 
かたす 片付ける 6 
ごうせい たいし士 6 
こきたなLミ 汚い 5 
べらんめえ 5 

~ね (語尾) 4 
品わをくう 品わてる 4 
いけずうずうしい ずいぶん図々しい，厚かましい 4 
おしたじ 醤油 4 
おじゃれ 行きなさい 4 
おめえ 君 4 
ござれい 少しきれい 4 
したじ 繍討11 4 
すっとこどっこい 物ごとの本質を知らない奴 1 品わて者 4 
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121世紀に残したいふるさとのととぱ」の記録

!神奈川県]

~ とぱ 意 1I者 数
じゃん ~ではないか，じゃない 47 
おっぺす 抑す，押しつける 19 
きっかり ちょうど ぴったり 15 
品たりばち 担1(す)り鉢(ぱち) 9 
きつね品め 日が射しているのに雨が降る 8 

じゃん -でしょう 6 
おっか お母古ん 6 
おんめろ 沢山 5 
ひやっこい(ひやっとい) 冷たい 5 
いいじゃん いいじゃない 4 
エー仕事 無料で手伝い品う仕事 4 
t ) i.1~-つp きつい，強い 3 
まっつくー 其っ直ぐ 3 
よー-ね さ 語尾 2 

品li 別れの挨拶 2 
うっちゃる なくす，捨てる 2 
おこじはん 31時のおやつ 2 

じゃ 語尾 2 
せった 言った 2 
だんべ だろう (推量) 2 
つっとる ぶつかる "2 
ふんどむ 由かるみに入ってしまう 2 
やっぱ，やっぱL やはり 2 
われ あなた 2 
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[新潟県]

;:: とぱ 意 ，* 数

おまん(おまんた) あなた，晶んた方 10 
立じらね(なじら) いかがお過ごしですかれ如何ですか 9 

おしずかに どゆっくり くつろいで 7 

しようしい(しょうしねえ) 恥ずかしい 7 

品ったらもん(品ったらもんだ) 也ったいない 5 

しょったれ だらしがない汚れた 5 

じょんのぴ のんびり・ゆったり過ごすこと 5 

品ぱね さよう止ら・じゃあね 4 

おじ 弟 4 

おぱ 妹 4 

お晩に止りました こんばんは 4 

がっと 強く 4 

あんにゃ 兄 3 
L、としげ 品どけない かわいい 3 

おたち 限度以上に食べるとと 3 

お静かに ごゆっくりおはいりください 3 

お道ょう 道中無事お崎}りください 3 

ずくなし どじ ぐずぐずしている 3 

だんだんどうも いつもお世話織になりまして いらっしゃいませ 3 

のめしこさ するい/飽きっぽい 3 
はんばきぬぎー 集まって酒席をもつこと 3 
』ミちゃる 姶てる 3 

主 父・お父さん 3 

品かなす トマト 2 

あちこたねえ 大丈夫 2 

あってね また品したね 2 

品ねさ お嫁さん 2 

おかか お母さん 2 

おとと お父さん 2 

おliんになりました こんばんは 2 

おめさん方なにしてるんだがね 貴女迷何のお話をしてるのか 2 

かずける なすりつける 2 

がつか 母親 2 

カンゴ 桑の突 2 

こざく ぬかるみや水澗まりの中を歩く 2 

こみともねえ 悩らしい 2 

じみ みみず 2 

しゃべっちょとき 口数が多い 2 
ずる 助く とる(すべる) 2 

そうだすけ だから 2 

たんと たくさん 2 

てっこもり 企栂いっぱいに盛りつける 2 

とっぱづけ (突発的に)付け足す 2 

とろっへ勺 普段いつも常に 2 

ねんし 語尾 2 

はじけぐり 余剖な世話焼き 2 

ふっとつ 沢山(たくさん) 2 

べと 土 2 

へんなし なみはずれの ハイカラサン 2 

ぽぽ 赤ん坊 2 

めじよげ かわいそう・気の毒 2 

めちゃごくれ 探し出せないごと 2 

やろめら 野郎ども 2 

ょしたょした 品りがとう 2 

ょっぱら 士くさん 2 

よろっと ごゆっくり，くつろいで 2 
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[21世紀に残したいふるさとのζ とば」の記録

[富山県]
;:: と li 意 l)jと 数

まいどはや ごめんください，お年寄りの朝夕の挨拶 88 
きのどくな 申し訳ない 86 
そくさ pけ(そくさL、け ) 冗気ですか 49 
なん(なあん) 否定の言葉 40 
きときと (食べ物が)新しい・新鮮な 27 
まめなけ 迷者でしたかという挨拶 14 
こられ 友や子供に対して使う 13 
そうやちゃ そうです 13 
またこられ 見送るときの挨拶 13 
だら ノマカ， アホ 11 
おらっちゃ 全員 10 
おしずかに 気をつけて，お気をつけてお帰り下さい 9 
品んま お兄さん長男 8 
そくさい 元気 B 
そんながいちゃ(そん立がやちゃ) そうなんです，その通りです 8 
け立るい うらやましい 7 
ねまる 座る 7 
わらびしい 若い人 7 

ちゃ ~です 6 
かいど 家の外，外部 6 
そくさいな 他国Eな .6 

たっしゃけ 元気ですか 6 
はがやしい 口惜しい・ 1障しい 6 
ひねくらしい 年配の人 6 
いいちゃ いらない，無用 5 
いかんまいけ 行きましょう 5 
L、くそった 焼いた 5 
おっじゃ 弟 5 
おやす止はんせ おやすみなさい 5 
だちやかん ダメ よくないに{史う 5 
だやい 疲れた 5 
ばやく 百L~Wにして品ること 5 
まいどさん こんにちは 5 
よいちゃ いいです 5 
よめしゃがり 夕方 5 
品んにキ 品んた 4 
あんね 自li 4 
おしまい立さいましたけ 今l胞は 4 
こられ いらっしゃいませ 4 
やらんまいけ やりませんか? 4 
ゃんばい うれしい 4 
よーおいでた よくいらっしマL、ました 4 
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[石川県]

』守 と li 意 IIIミ 数

タナゴ(た立べこ) おたまじゃくし 4 
ワリャ (われ) 品なたは 4 
アンマ 父(呼掛け) 3 
オンノて おにゃんま 3 
カーカ 母 3 
品いへんない 気恥ずかしい 2 
アサギリ 早朝 2 
品せない 落ち着きない 2 
アダケル ふざける 2 
品んか 長男の呼称 2 
イジクラシイ うるさ L、 2 
イッケ 親煩 2 
エエガイヤ いいでしょう 2 
エエトコ 良い所 2 
えちゃけ立 かわいらしい 2 
エランコト 必要でないこと 2 
ヱンナカ L、ろり 2 
おかか お母さん 2 
オクリ おにゃんま 2 
おここ たくわん 2 
おっさま おとうと . 2 

オトト 父(呼掛け) 2 
おとましい 惜しい/心配/もったい止い 2 
おとろしい 恐ろしL苫 2 
オマンタ そうだね 2 
かたい 感心な・賢い・立派 2 
ガメ めだか 2 
カンガリ 測で編んだ袋 2 
カンタタキ おたまじゃくし 2 
カンノマ 周lI! 2 
カンマイダ 周111 2 
キパル 頑張る 2 
キリパン まないた 2 
くんずねんず 持て余す 2 
ケネン 去年 2 
どきみっさんな 礼をいうときのことぱ，ごていねいに 2 
こさくったげな 白憎げな 2 
こじゃもめる JJttが立つ 2 
ゴレンコ おたまじ守くし 2 
ジャ マ 母(呼掛け) 2 
じゃまt.J:い 大丈夫 2 
センチャ 便所 2 
だっちゃん これ以上は危貴 2 
たのみんしょ こんにちは 2 
だら 馬鹿 2 
たんち 女の子 2 
デッケイ 大きな 2 
デンデンムシ かたつむり 2 

ト 父 2 
トノサマタンポ おにゃんま 2 
J、ニに 岩礁 2 
liっかいならん 始末におえない 2 
へしない たいくつだ/待ち遠しい 2 
へナガチ 背負子 2 
ほんち 男の子 2 
メンタタキ おたまじゃくし 2 
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121世紀に残したいふるさとのことばJの記録

[福井県]

ことぱ 意 味 数

1': 、1三 49 
て Eない (て きねえ) ;で品ること つらい 23 

(うらら: 自分たち(男) 15 
kと [.，¥首 15 

bつIJない(もつけねえ)

~O) ご 、、 〉ことが大変だ

15'1"¥、 ~~、

る tる

イ ?チカ ューブ Fムひも

おちょきん E座すること 日
おとま[.，¥ミ ![.，P 9 
ながたん 官菜房切J呂丁 9 
ノマ 日

て主 bん
旦子都企子に匂えt.J:い

8 
こぴi 7 
品A
コ o¥ミきt.J:

u立い 豊支な!ミ

3さ!、

防つく ー吉りめし
ドたいi「の ‘く 出ら ているか? 5 
:べんj ま 5 
じよ ，かく 品ぐらをかく 5 

|すい ，け おふろ 5 
せんl 卜能 5 
ダン 5 
ねんね 島ん坊，孫 5 
l立 、Lミ }哨Bい，すばしこい

，ん M 

，もん

らL
有い冨け萌ま玄せTんでと

，っ1;1: 4 
うらかしま 4 

|おっけ 、れ 4 
ょうさん 沢山 4 

「つベた 尻 4 
ーま L Jゆ 4 
うl (ざる: 4 

E坤 (つ

lん ~IN も， Jどうがり
5ちゃが 瞬時

:;言士品い官?実一ま菱L一ミ)一五
な 大げ

:ま 事ド相

なかおり 三己脚L 4 
のくとい 品ったかい。脳足りん 4 
へンニヨマ 畳1~寝[.， 1; 

4 
4 

メロ のこと 4 
やぷち !!主 4 

|わらびしい h子のような子供っぽい 4 
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[山梨県]

;:: とば 意 l時 数

よってけし 立ち寄ってみて，お寄り下さい 33 
ずら でしょう 21 

けける(けけろ) 載せる，置く 21 
ちょし( しちょし) 否定・禁止の意味 するな-してはいけない 20 

1まZ 子ども 19 
ごっちょう(ごっちょ) 而倒くさい。而倒 18 
えべし 行きましょう 17 
也也っちL、 くすぐったい 17 
えらL苫 疲れた 14 
はんでめためたどっちょでごいす しょっちゅうしょっちゅう而倒なことでございます，とて也大変だ 13 
(はんでめためたどっちょうでごいす)
ただいま 夕方の技拶 12 
ほうずら(ほうじゃんけ) そうでしょう 12 
いいじゃんけ どうで也いい 11 
はんで 早く 11 
おはようごいす おはようございます 10 
おまん お前 10 
ほうけ そうですか 10 
おl:rこ芭ん 蚕のごと 9 
そうずら そうでしょう 9 
てっ(て I) 鰐きの感情を表す，鰐きの言誕，相づち 9 

じゃん でしょう，ですよね B 
ぷんだす 出発する B 
pっちょし 行くのはやめ止さい 7 
とうし 来て下さい 7 
とびっこ 競争 7 
とJ: 走る 7 
かけの 風呂蚊 6 
ささらほうさら ふんだりけったり 6 
ひどろしい まぶしい 6 
品こい かかと 5 
かじる ひっかく 5 
くえし 食べなよ 5 
けけとけし のせておけ 5 
ぶちゃる 姶てる 5 

~し ~な古い 4 
いかず(行かず) 行きましょう 4 
、、っ主ら 少しもない 4 
お晶んなって 召し上がって下さい 4 
おかっさん 奥さん 4 
おじようもん お娘さん 4 
おつかれなって ごくろうさまでした 4 
おわんなって お食べ下さい 4 
くむ 取り換える 4 
ずくなし 行動をおこさない 4 
とんでけし 走って行きなさい 4 
ぬこい 小さL、 4 
ほんじゃ品 それでは 4 
よま品れる しかられる 4 
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r21世紀に残したいふるさとのことぱ」の記録

[長野県]

z:. とぱ 意 i床 数

ごしたい(ごしてえ) とても疲れる，疲れた，つらく苦しい状態 119 
ずく 布I1を出すこと 63 
もうらしL、 哀れみ，同情し救う心担 61 
pかず 行こう 1 行く 49 
そうずら そうですね 49 
おやげない(おやげねえ) かわいそう，おきのどく 48 
われ(わんだれ) お前逮 46 
(f乙 子ども 41 
しょう u、 気Jf，ずかしいこと 40 
できない(てきねえ) だるい，やる気がない，疲れた 38 
えべや 行きましょう 37 
たまげた(たまげる) 驚〈 37 
品ちゃ では 34 

ずくなし ぐうたら 34 
みやましい きっちりとした 33 
しとたま 沢山 30 
かまける 思痴を百う 28 
せう 百う 26 
とびっくら 徒競走 26 
ささらほうさら 何もかもさんざんだ/¥叫功nげん/めちゃくち中 24 
はあるか しばらく 長い間 21 
わにる はずかしがる 21 

へえ 塀 20 
めためた どんどん 20 
きんな 1'1'日 18 
おめさん 女の子同士の呼称 17 
こんぽこ 赤ん坊 17 
せっ=いい 取iがでる，よく{曲く 17 

そべる 横に止って休む 17 
まんま ご飯 17 
品lまな さよ止ら 16 
おこびれ 間企 16 
さんざ 充分 16 
しこって 手におえない 16 
てんずけ 最初 他 16 
びちゃる 捨てる 16 
おざんざ うどん 15 
かあゃん 母 15 
しみる 寒さが身にしみる 15 
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[岐阜県]

;: とば 意 IJjミ 数

やっとかめ(やっとかめゃなも 1 久しぶりに逸って百う晶いさつ百誕，久しぶり，お元気ですか 53 
やっとかめですね)

まわしをする(まわし，まわしする) 用意をする 48 
おんさい(ょうおんさったなも， よくいらっしゃいました，ょうこそおいで下さいました 36 
ょうおんさった)

まめ止かな(まめかね 1 まめなか止也)健康ですか，お元気ですか 29 
おおきに 有り雛うございます 20 
だちかん 駄目だ 14 
品んじぞない 大丈夫だ 11 
えらL、 背しい，つらい 11 
はんちくたい 品ほら[.，p 9 
ござった(おんさった) 来られた 7 
品lまえな さようなら 7 
おまはん 品なた 6 
わっち 私 6 
いんね 巡う 5 
こわい はずかしい申し訳ない困った 5 
おんし お主 4 
おおじよこいた 苦労した 3 
およろございます f長拶 3 
おんさる 在宅ですか 3 
さ』司、 軍事い 3 
だらー でしょう 3 
たるい 悲しい，恐縮です，淋しい 3 
ちゃっと 早く 3 
ーじゃ -だ 2 
~だもんで だから 2 
品かん 駄目な事 2 
いきんさい 行き止さい 2 
いこまい LミっしょにLミきましょう 2 
いついきゃあた いつ行かれたの 2 
えか よろしいですか 2 
おぞい 古い 2 
おっしようなりました 「お柑{しようなりましたJr涼しくなりました」 2 
おっしょなりました お先にどうぞ/そろそろ帰ります 2 
かんかない しょうが止い 2 
ござる L、らっしゃる 2 
たわけ アホ 2 
ちよる -している 2 
ちんちん 品つい 2 
つる 吊り上げて移動する 2 
どさない 大丈夫 2 
なにやっとるの(何やっとるの) どうしてるの 2 
ぬくたい あたたかい 2 
ひだるい ひもじL、 2 
ひどろい まぶしい 2 
ひなた 目上の人にたいしての敬語 2 
ほうかな そうですか 2 
ほりや晶かんのー それはいけませんね 2 
まわしした? 同意はできた 2 
みえる L、らっしゃる 2 
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121世紀に残したいふるさとの乙とぱJの記録

[静岡県]

;: とぱ 題t 昧 数

ごせっぽい さっぱりしている・安心 28 
みるい 若い・柔らかい 24 
ひずるしい(ひどろしp) まぶしい・まばゆい 23 
ぬくとい あたたかい 20 
おとましい 疎ましい 17 
けっこい きれい 17 
~ずら -でしょう 14 
t~;?~t~ 大きい 12 
なりき だらしない・不正路 12 
おぞい 不出来・見た目が惑い 10 
かんだるい 疲れた 10 
はだって わざと 10 
ちゃっと 早く・急いで 9 
やっきりする 胞が立つ 9 
やぶせったい うっとう uミ 9 
やらまいか 皆でやろう 9 
うっちゃる 捨てる 8 
らんごく m【らかっている B 
品んもう 餅(もち) 7 
しょんない 仕方ない 7 
ぶしょったい 汚い 7 
まめったい 丈夫でよく働く 7 
みがましい 熱心 7 
おっしい 昧附計 6 
おやす 汚す 6 
ずない 出H、 6 
PipまPip 行こう 5 
おっかない 恐い 5 
おやく 親戚 5 
さんだす 差[.，I.i'oす 5 
しなベる 片づける 5 
じゆるL、 ぬかるむ 5 
せずょうが止い する方法が無い 5 
せど 家の袈 5 
せん乙ろ 乙の[10 5 
そうずら でしょう 5 
ひっぽかす 投げ出す 5 
ゃくたいもない 無益だ 5 
ゆるせくない 気を許せない 5 
品Lミさ 削 4 
品ぷんない 危ない 4 
おどける 驚く 4 
がらL、 つい品やまって 4 
きっちゃカョ 早く 4 
けなるい 羨ましい 4 
ずだい 少しも 4 
そlまえる おいしい 4 
ちょうける のぼせる 4 
つるくる つるす 4 
なるい 御手柔らかに 4 
のんぱめる 呑み込めない 4 
は1[[.，¥ミ すばしっこい 4 
ひる 干し品がる 4 
やっとかめ 久しぶりに逢う 4 
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[愛知県]

ことば 意 I峠 数

ゃっ =かめ(やっとかめだな也) 久しぶり 久しぶりだね 18 
lう~p こ ーるとと 11 
:ろ さL、 [まら

ンチャンホイ(いんちゃん。いんじゃん) ~~ん l 「んのときに使う
?とるLミ (うらや)ましい， ¥、 (ひ《 }ろLリ {l.. t、

( tわlする まわしをする) 6 
コー Fを かたづけなさLリ iおしまいなさLリ 5 

こする A 5 
t、 ましょう 4 
お'い ミだ劣悪だ 4 
|ぎょうさん

|ち うらかす

|立 同の 111 : ::)糸の先に釣り| 十た流し針

ひi eり ーき焼き

Lり L刊、，

おそ ゃ品 3そしい

bと ， ¥、 、っ 山首ないか i 3 
さ 3 

L、 Eれ 3 
，ん アホ :こと 3 

らあ そう酬しょう 3 
ョかん 駄目なとと 3 

たl勺け 馬腕 3 
，宅っと
kくとL、 日 7、Lミ

ドごつい な」とか「凝った」とかの営めことば
，っ，もなL当 で品る だらしがない
bの， :也 ねえ

ーか ‘ずがなL、
，、‘ 志A， ぞい 2 

tん 2 
く 2 

よ h ろじ) 2 
よーび のこ ろ L、まどき 2 

ごがわく fが立つ 2 
とけ ミぷ 2 
しと t出る 戸る

は ぷら 日Fる
しぜる t差LJ:I 「たりするときにつかう

すj いた
，りん そうするといい主

う しん
夜葬止夜儀すす戸いるすいとる 2 

2 
そうだ|ねl 2 

:ん ん 2 
》る 再目むこと 2 

|やりん • 3って下さい 2 
1::ーとい H昧 2 
|ずつない (.，¥ミ 2 
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[21世紀に残したbゆ、るさとのととば」の記録

[三重県]
』守 と li 意 味 数

あれこわい(品れっこわP) 非常にびっくりした，知しい， ~皆吉，ほめる，いたわり，心配 66 
そやて(せやて，そうやに，そゃな。そやに ほんと，そうです，そのとおり，はい，そうですね，本当のこと 51 
そやさかい，そやてそやてほんまやて)
おおきに(お きに，おおさんな) 品りがとう 47 
品 lílí~ 、 ま』ミlP 36 
ゃに( ゃなあ， ゃなあ) ~だよ-だね 27 
な(伊勢の「なJ言禁) 語尾 19 

品のなあ(品のな ，晶のな) 少し問の空いた時，考える問 15 
ええなあ(ええやんか) よいことです，いいじふゃないか 14 
へはち(へいはち) ゴキブリ 14 
品かん いけませんダメ 10 
えらい 疲れた 9 
だんない 心配しなくて良い・桝わない 9 
がいなもんじゃ すごいものだ 8 
ごうわく 腹が立つ 8 
なあ(な品) そうですね B 
なんぱ とうもろとし 8 
わがら 自分たち 8 
な (つなぎに使う吉誕) 7 

おしまいなして 今日 日無事でごくろうさん 6 
かんびんたん 生物がひからびること . 6 

けった 自I阪I巨 6 
ごめんなして ごめん下さい 6 
ささって し晶さって・ー日後 6 
したらあかんに してはいけません 6 
ひや己い 冷たい 6 
ひやわい 狭い 6 
よさり 夜 6 
あんご ばか・あ1:< 5 
うち 私 5 
おまん 品なた 5 
ぬくたい あったかい 5 
いかんした 行った 4 
Pこら P 行きましょう 4 
おたい 自分のこと 4 
つんどる 混んでいるごと 4 
ながたん 包丁 4 
まくれる 転ぶ 4 

コ
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[滋賀県1
、'ー と 1;1: 意 r* 数

おおきに ありがとう 66 
おきばりやす よくがんばっていらっしゃいますね 42 
おいでやす こんにちは いらっしゃいませ 24 
おしまいやす 仕事を終えてかえりましょう とんぱんは 18 
まLミど 気騒な商人情l土の品いさつ 18 
おはようおかえり 送り出すときのことぱ 15 
あかん いけないよ 11 
かんにん ごめんなさい 11 
よろしゅうおあがり 「ごちそうさま」に返す間諜 8 
だんない いいですよ 7 
おとしやす いらっしゃいませ 6 
ほんま 本当 6 
やす (語尾) でございます 5 

だしかいな もっと もっと迷慮しないで 5 
{まちぼち まあま品 5 
ほっごり ほっとする 5 
いぬ 崎}る 4 
おせんどさん 励ましの品いさつ 4 
かまへん かまいません 4 
ぬくい(由くと p) 品たたかい 4 
まいどおおきに 気軽t.J:尚人同士の品いさつ・品りがとう -4 

おくどさん かまど 3 
おばんです とんぱんは 3 
ぎょうさん たくさん 3 
はん止り はなやかで，パッと明るい械 3 
ほな それでは 3 
~しとくれやす してくださいませ 2 
あんじよう 上手に 2 
pカミp 大郎、 2 
えらL、こっちゃ たいへんなことだ 2 
かす(米を) とぐ 2 
かなん 2 
きぞんす 来る 2 
ごめんやす ごめんくださいませ 2 
ごもく ごみ 2 
ごんせ おいで 2 
しまける しとしと雨が降る 2 
すい在 2 
せんどした 退屈した 2 
なんでやねん どうして止んだ 2 

し

-180ー



121世紀に残したいふるさとのととぱ」の記録

ごとば 意 l比
お )カミと f

Pす

ヨ」iLi盤、塁l¥ら主Bっ豆と与こしL玉ぞヰ-
いませ

明るさを

lol 3おかえり 帰っていらっしゃい 8 
b しやす ヵ、 ょうごそpらっしゃL、ました 8 
ほっこ (疲れた 5 
おきぱ やす 頑張っT tさLミ 5 
お J まいやす しします 4 

}しゅ 拍晶がり ちそう さまj :と1:1:として
1-しはる 1-する
品 だめいけない

，ょう 上手

意地悪

(略

|お 主いな -おし 2 
|おおきに はばかりさん E 品 1がとうござい 主す 2 
|お1tょうお帰りやす 1曙'1> はJ2く帰ってらっ しゃい 2 
|か1，ー~~ 寸 z・ぴったり 2 
|かi νlこん 』ザ rさL、 2 
|かιバこんえ 』ザ tさいね
|せινど 何
|て ，~ ヨヂ' 冗 j

tばかりさん 』ザ自民r労さま
Eつ りする 疲t1ている

、E 〉晶いさつ・どうも
る 主~まる 2 
はようおかえりやす はやく帰っていらっしゃい 2 
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[大阪府]
』守 とぱ 意 l時 数

おおきに 品りがとう 52 
まいど 気佳立商人同士の品いさつ・どうも 47 
おはようおかえり 早く帰ってください 32 
なんでやねん どうしてなんだ 25 
あかん いけないだめ 19 
よろしゅうお晶がり 「ごちそうさまJに返す言葉として 18 
ぼちぼち(ぼちぼちでんな) ま品まあ(まあま品ですね) 17 
lまな，さいなら じゃ品，さようなら 12 
ほんま 本当 11 
はんなり は立やか 8 
ほな それでは 8 
いちびり(¥、ちびる) 調子にのる人 l はしゃぐ 7 
ぎょうさん たくさん 7 
めっちゃ とっても 6 
也うかりまっか 商売は順調ですか 6 
おいでやす L、らっしゃいませ 5 
t.J:んl:f いくらですか 5 
はばかりさん ご苦労さん 5 
まいどおおきに どうも品りがとう 5 
品1;1: ノTカ 4 
うち 私 4 
おきばりやす 頑掠ってください 4 
d¥、なら さよう止ら 4 
さよか そうですか 4 
しょうもなL、 つまらない 4 
すきやねん 好きです 4 

はる ~していらっしゃる(騒い敬語の語尾) 3 
品きまへん だめです 3 
品んじよう 上手に 3 
いけず いじわる 3 
ええ晶んばい いい調子 3 
ええやん いいじゃ止いですか 3 
おいど おしり 3 
おくもじ たく品ん，漬物 3 
おすもじ お舟司 3 
きさんじ おりこう，おとなしい 3 
そや古かい そうだから 3 
だんない 大丈夫 3 
ちゃうちゃう ちがうちがう 3 
なおす 日産理する 3 

ベっぴん 美人 3 
ほかす 捨てる 3 
わや だめ 3 
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r21世紀に残したいふるさとのととぱ」の記録

[兵庫県]
』守 とぱ 意 ，* 数

おおきに ありがとう 31 
とう(-しとう) (語尾) している 25 

よろしゅうお品がり 「ごちそうさま」に返す百楽として 18 
まいど どうも 17 
ぼちぼち ま品ま晶 13 
品かん いけない 10 
ほんま 本当 8 
だんない 大丈夫 7 
なんでやねん どうしてだい 7 
ベっちょない 大丈夫 7 
~け 語尾 6 
おはようおかえり 見送る挨拶 6 

しとん しているの? 5 
ごうわく(ごーわく) 股が立つ 5 
品だけた(晶だける) 務ちた，落ちる 4 
ええやん いいじゃないですか 4 
ちゃうちゃう ちがうちがう 4 
ほな それでは 4 
おいでやす いらっしゃいませ 3 
かめへん かまわないよ 3 
さL、立ら さよう止ら . 3 
しんどい 辛い 3 
なんぼ いくらですか 3 
ぬくい 品た士かい 3 
まいどおおきに どう也品りがとう 3 
ょうけ 沢山 3 
~しよって ~してください 2 
ゃんけ じゃ止いですか 2 

品たんする 昌4る 2 
品1;); ノすカ 2 
あんじよう 上手に 2 
いちびり ちょっとしたいたずら 2 
おてし 小l皿 2 
ぎょうさん たくさん 2 
こ.'p こ~p 2 
こ'つつええやん すごくいいじゃないの 2 
しゃあ立い 仕方ない 2 
すきやねん 好きです 2 
なんどいや 2 
ほたえる 暴れる 2 
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[奈良県]

;: と 1;1: 抵 昧 数

おおきに 品りがとう 19 
おはようおかえり 行ってらっしゃい 12 
よろしゅうおあがり(よろしお晶がり)「ごちそうさま」に返す言誕として 10 
けんずい 簡単な企事 6 
ぎょうさん たくさん 4 

tまちぼち ま品ま品 4 
まL、ど どうも 4 
品かん いけない 3 
おいでやす いらっしゃいませ 3 
しんどい 辛い 3 
由くい あたたかい 3 
まわりする 用意する 3 
品ほゃな ノマカだな晶 2 
あんばい 2 

おはようさん おはようございます 2 
かなん 2 

さいなら さようなら 2 

しっ(まりと 夜遅くまで 2 

すんまへん すみません 2 
そうけ そうですか 2 
だん{ましご かいだん .2 

ちゃうちゃう ちがうちがう 2 
ほうせき おやつ 2 

ほっこり 2 

ほんまに 本当に 2 
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121世紀に残したいふるさとのととば」の記録

[和歌山県]

z:. とば 組」 一

昧 数
つれもていこら いっしょに行きましょう 10 
~のし 語尾につける百諜 8 
おおきに 品りがとう 5 
おまん お前(あなた) 4 
こらえてよ ごめんなさい 3 
ゃん 否定 3 

品が 自分で，自分が。 3 
にえる 打ち身の跡が紫色になるとと 3 
てき 品いつ 3 
品がら 私たち 3 
うら 私自分 3 
L、とら 行きましょう 3 
かいだるい しんどい，つかれた 3 
うとL、 感かな，嘆かわしい，情けない 2 
L、らう 骨』る p いじる，ちょっかいを出す 2 
い由 帰る 2 
品んじよう 上手 2 
あかん いけない 2 
品かないしょ だめでしょう 2 
アマ 女の子 2 

しか ~の方が 2 
おんしゃ 貴方 2 
もじける 機れる 2 
かしま 裏返し 2 
きける 疲れる，うっとうしい (2つの意味がある。) 2 
そうやいしょ そうなの 2 
そうやして そうです，そうだ 2 
たごる I暁< (せく) 2 
づっ止い 食べ過ぎて苦しい 2 
ひやとい 冷たい 2 
ほいでに だから 2 
まくれる 転ぶ 2 
おもしゃい お也しろL当 2 
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[鳥取県]

;: と li 主主 1* 数

だんだん 品りがとう 20 

だらず 阿呆(晶ほう) 8 

ばんなりました(ばん止りまして， こんばんは，夕方に使う扶拶 7 
{まんじまして)

きんさい おいで 5 
ごっつい 沢山大きい 5 
ょうこそ ありがとう 5 

いけん (pけんがあ) 駄目，だめですよー 4 
いぬる 帰る 4 

おおきに ありがとう 4 
ごめんなんせえ 失礼します 4 

そいけどな品(-な晶) だけど 4 

品ばさん おばさん 3 

かんた 品なた 3 

しわい 固い(もの) 粘り強い(性絡) 3 

ちょんぽし 少し 3 

どんどろけ 雷様 3 
ょうけ 沢山 3 

~しんさい ~して下さい 2 

品っ= 品そこ 2 
うら 自分 2 

えっと たくさん 2 
えらp 疲れた 2 

おいでなんせえ いらっしゃいませ 2 
おせ 大人 2 
おなんかぜ i¥'1風 2 
カ旬、lニ たくさん 2 
きょうとL、 怖い 2 
ござる 来られる いらっしぞる 2 

さばる っかまる z 
じげ 隣り近所 2 
たったも たびたび 2 
つかんせい ~してください 2 

て』" 手伝い 2 

とろく しまう かくす 2 

ばえる 騒ぐ 2 

はしま 間企 2 

はしる 痛む 2 

1まばら むちゃくちゃ 2 

はよ 早く 2 

Ifうど 全く 2 

ほんこ 賢い子だな品 2 

まめなかな お冗気ですか 2 
めけ'る ごわれる 2 

もえる ふえる 2 

もだれ 軒先 2 

よーさ 夜 2 

よださい 気が悪い執念深い 2 

ょんベ lltolli 2 

わったいな すごい 2 
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r21世紀に残したいふるさとのことば」の記録

[島根県]
」守 と li 意 I~ミ 数

ばんじまして 夕方の挨拶 60 
だんだん ありがとう 33 
よーたんぽ(よんべけ) 大酒のみ・酔っ払っている人，咋夜の飲み疲れ 10 
まくれる F阪ぶ 9 
也そ』ミ 持ち上げる 8 
しわぐ 殴る 7 
ちょん{まし 少し 7 
えらくらし うるさL、 6 
おちらと ゆっくりと 6 
おんじよ ギンヤンマの乙と 6 
さばる たたり 6 
ざまくな 粗末な 6 
にょうliん乙 女の子 6 
はんど 水量2(がめ) 6 
はんぼ 飯櫛(びつ) 6 
えなげな 変止，よくない 5 
おとで 兄弟 5 
おんぽらと ほのぼのと温かい 5 
さんじました(参巳ました) ごめんください 5 
ちよちよくさ おっちょこちょい 5 
つばえる ふざける，じゃれる 5 
てど 手伝い 5 
ててl>fっl>f 無一文 5 
どちはんじゃく 中途半端 5 
どまかす だます 5 
ねまる 座る 5 
はしま おやつ 5 
えらしじ いじらしい，かわいそう 4 
えんliと 品いにく 4 
おかか お母さん 4 
おぞい 怖い，恐ろしい 4 
がいな 大きな 4 
かがち 相l鉢(すりばち) 4 
がっしょがけ 一生懸命で 4 
かぱち ロ 4 
きびし 至って 4 
くどまんど しつこく 4 
こ'っと 全部 4 
じじらに 絶え間無く 4 
じなくそ やんちゃ 4 
じゃじゃ でたらめ 4 
巴んど あまり 4 
たli::: 休憩 4 
ちょっli¥ミ いい加減な雌 4 
どさくれる うつつをぬかす 4 
なして なぜ 4 
はいどん 大騒ぎ 4 
ぱくらとする 物'JIが終わってほっとすること 4 
はしる 闘が痛い(例・幽がはしる) 4 
ふてぶる ゆさぶる 4 
まい うまL、 4 
めんたし お許し下さい 4 
やっきっき じゃんけんぽん 4 
ゃんべ止 頃合い在・いL功ヨげんな 4 
ろーちき 沢山 4 
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[岡山県]

』ヲ と li 恕 1* 数

Fをたてる 戸在閉める 3 
らくじゃ 肯定する百諜 2 
しわい !噛み切りにく L吋ヴ曲 2 
おえん 駄目，よくないこと 2 
おいでんせえ pらっしゃp 2 
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[21世紀に残したいふるさとのことば」の記録

[広島県]

:: とぱ 意 l時 数

みてる(みてた) なくなる，なくなった 51 
はしる 痛むこと 31 
がんす ございます 29 
えっと 沢111.余計 17 
たう 届く 10 
めげる(めぐ) 壊れる，壊す 10 
いなげな 変な 9 
さげる 持つ 9 
いぬる 帰る。戻る 8 
いびせい(いびせえ) 恐ろしい，怖い 8 
おごうさん 奥さん 8 
いたしい 日n.¥通 7 
おらぷ 大戸でさけぷ 7 
にがる 痛む 7 
ねき そば 7 
きんさい 来て下さい 6 
はぷてる すねる 6 
しんさい しなさLミ 5 
つばえる 調子にのって部屋をかけまわる 5 
まどう 弁償する 5 
まめ 冗気 5 
やねとい 難しい面倒な 5 
品ずる てまどる 4 
L当がる 叫ぷ 4 
いついき いつも 4 
ええたい またしても 4 
こL、さ 今l九今宵 4 
さばる ひっぱる 4 
しごうする (魚を)料理する 4 
たわん 手が厨かない 4 
ちLミと ');し 4 
っか品さい してください 4 
な晶 ない 4 
みやすい 簡単 4 
いけん だめ 3 
、、らう 触る 3 
かく 持ち上げる 3 
けない 品っけ立いはか止い 3 
こさえる ごしらえる 3 
こさげる きれいにすること 3 
とわい 疲れた 3 
さくれる ふざけたことをいう 3 
すどい 不親切な 3 
たいぎい めんどくさい，だるい 3 
だんだん 品りがとう 3 
てご 手伝い 3 
とぎ 昔の友人 3 
な1;1: 松茸(たけ) 3 
のすける 手渡す 3 
はなえる lまじめる 3 
I:J.たえる いい気になって騒ぐ 3 
ょうず 凧(たこ) 3 
わや 無茶苦茶 3 
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[山口県]

;: とぱ 意 ，* 数

ほろける(ほろけた) 落ちること， 1荏ちた 29 
のんた( のんた) ねえ，品立た，そうですね 26 
みてる(みてた) なくなる 1 なくなった 23 
ごっl宮う たくさん 21 
せんない 臨t儀な 17 
いぬる 家に戻るごと 16 
じように たくさん 13 
えらL、 しんどい 12 
はぶてる すねる 11 
ぶち 大変，すごい 10 
ほうとくない 汚い 10 

ちよる ~している 9 
おいでませ いらっしゃい 9 
たいがたい はずかしい 9 
しろしい うるさp 8 
はしる いたい 7 
ょうさけなLミ 気分のすぐれないごと 7 
こける ころ』ミ 6 
ちびる すり減る 6 
ちよる している 6 
ぴったれ 不納者 6 
めんめ 自分 6 
やねこい 辛抱強い 6 
品ずる 困る 5 
いたLい むつかしい 5 
L、らく 乾燥する 5 
うちゃ品 私は 5 
えっと たくさん 5 
かl;fち 横着な口のさきかた 5 
じら わがまま 5 
ちゅうに ついつい・たくさん 5 
つぱえる 子供が騒いでi控ぶ様 5 
のうくれ なまけ者 5 
ピンプク 周ぐるま 5 
へち ポタン 5 
品のそに，とのそ 品れ，乙れ 4 
きすい 固い 4 
くじをくる しかる 4 
己つる 岐をする 4 
ずいたれ 世いしん坊 4 
すくれる 1!!がる 4 
たつける 大声で呼ぶ 4 
ひよる 風で吹き上げられる 4 
めぐ 出jる 4 
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[21世紀に残したいふるさとのととぱ」の記録

[徳島県]

:: と I! 意 111ミ 数

まがる 邪魔になる 24 
やね(やねがとわる) うで，屑の付け根の方，屑や腕の付け根が痛い 17 
せこい 苦しい 15 
おまはん あなた 12 
つまえる しまう 12 
えっとぶり(えっと) 久しぶり，しばらく 11 
おぶけた(おぶける) びっくり，鰐く 11 
どちらいか どういたしまして 11 
ほなけんど(ほなけんどな) だけど，そうしたらな品 10 
おひなる 起きる 9 
げしなる おやすみになる 9 
ひんず 余剖，余る 9 
ょうけ たくさん 9 
あるでないで 品るでは品りませんか 8 
I;H、りょ 下さいよ 7 
へらこい ずるい，ごまかす，じようず 7 
かんまん よい 6 
たっすい 馬鹿らしい，品ほらしい 6 
だんない 梢いません，結構です 6 
まけまけ 溢れる1:<ど相iちていること 6 
品I!I!¥ミ まぶしい 5 
おくもじ かぶらとかぶらの誕の塩漬け 5 
がいな 強健なとと 5 
かく 担ぐ 5 
つぶし ひざ 5 
もんた 帰ってきた 5 

よわざ 夕方のこと 5 
あんにゃ 兄さん 4 
いたい (風呂が)品つい 4 
いぬ 帰る 4 
いんでくるけんな かえりますからね 4 
うちんく 私の家 4 
ごしなはん 奥様 4 

ごしやめんなして 失礼します 4 
=んまい 小さL、 4 
しゃっIa:ん 桐子 4 

しわしわ ゆっくり 4 
そら 吉野川上流地域を指すことば 4 
っかはれ 下部、 4 
どぽれ あほう 4 
ひんける 痩せる 4 
ほんま 本祭り 4 
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[香川県]

;: と 1;: 怠 1時 数
まんで(まんでがん) 全部 7 
なにしょん(なにしょんな) 何をなさってますか 5 
おとっちぞま )脳病なこと，怖がりなごと 4 
ItっこL、 きれい 4 
へらとい ずか、 4 
ほっこげな(ほっこまLサ ばかげ止.11.¥か者・馬鹿者 4 
品ずる 背しむ・困っている 3 
いた ください 3 
おしまいでござんしょ 夕方の挨拶 3 
おせ 大人 3 
ごじゃ Fjlミ 3 
じょんならん どうにもならない 3 
っか ~してください 3 
はちはん 大手を振って 3 
ほんどり 本当に 3 
ま晶せ してください 3 
むつどい むかむかする 3 
品ずない 子供っぽい 2 
いっけ 親戚・親類 2 
いぬ 帰る 2 
おかっ乙 正座 . 2 

おごかれる おこられる 2 
おつきよい 大きい 2 
おとましい めんどうくさい 2 
おまえ(御前) 目上の人へ使う 2 
カ功、さま 裏返しに着る 2 
がいな 強い 2 
カミL、lこ 大変 2 
きざから pじわる 2 
こんまい 小さL、 2 
しゃんしゃんしまい はやくしなさい 2 
せんみつ ほらふき 2 
ねんど えらそうに 2 
ねんね 赤ん坊 2 
ひげむし 毛虫 2 
ひにしる つねる 2 
ひょうげる おどける 2 
へざし 長いこと 2 
ほうしこ 土筆(つくし) 2 
まL、 してみませんか 2 
まがる じゃまになる 2 
まぜる 世話をする田かわいがる 2 
またい 性格がおとなしい 2 
めんめ 自分で 2 
よべつはう 仕事が長引いて夜になる 2 
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f21世紀に残したいふるさとのととばJの記録

[愛媛県]
』守 とぱ 意 l時 数

だんだん 品りがとう 22 
いんでこうわいれ、ってごうわい l 帰ってまたくる，行って来ます，帰ります 19 
いんでごーわL斗

な也し でございます 16 
まがる(まがられん) さわる，さわる立(少し慢しい冨い方) 9 
おしまいなさい(おしまい止さいませ) こんばんは，さよう止ら 5 
きなはいや(告さいや) (こちらへ)いらっしゃい，きなさいよ 5 
おらぷ 大声でIIJIぶ 4 
いでらしい 長持ちする 3 
いなげ在 おかしい 3 
い由る 崎}る 3 
じるい 相i足で土を踏むと指の問から水がジワッとくる状態 3 
ほじゃけん そうですから 3 
もんた 外から帰ったこと 3 
よもだ 1;'.けたこと おと{まけ 3 
けんど ~だけど 2 

おせ おとな 2 
おだこい 窮屈なこと 2 
おみちように 道中お気をつけて 2 
カ功、さま 裏返し 2 
かえってこうわい 帰ります 2 
7J'、至 におい 2 
かやる ひっくり返る 2 
から たたり 2 
くちな 蛇 2 
けない はやくなくなる(→反対日百，いでらl-~リ 2 
こ1;1: かかと 2 
しちよる している 2 
せいらしい 楽しみ 2 
つい 同じ，そっくり 2 
ひやい 寒い 2 
ほうよ，ほうよ そうですね 2 
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[高知県]

z: と 101: )a回一 l咋 数

まっとと 本当に 48 
のうが悪い 具合が!ffiい， Aム ズにゆか立い，助かない 45 
へんし也 すぐに ちょっとの問 40 
いこ'っそう 土佐の男性の代名詞頑固(がん乙)者 28 
みてる(みてた) (人が)亡く在る (品物が)無くなる，死んだ 27 
げに(げにまつこと) まことに 実に，実に本当に 26 
おなん 母ちゃん 24 
こじぞんと 徹底的に 22 
おまん あなたお前 20 
はちさん 土佐の女性の代名詞 おてんば 20 
おとどしい(おとどしゅうございます) 久しぶり，お久しぶりでございます 19 
{まっちり ちょうど 18 
やちがない(やちもなL寸 くだら止いぽかぽかしい 18 
ばっさりいた しまった 14 
うわζ 釣り銭 12 
えずい 闘った情けない悲しL、 11 
たまるか おやま晶 11 
うげる はやす 10 
おおきに たいへん品りがとう 10 
おんし お前(おもに目下の男に対して使う) 10 
ひやい ~い冷たい '10 
ぜよ だよ 9 

そ'ぶる 水の中をザプサ'プ歩く事 9 
つぽ 門を入って家までの聞の空き地 9 
へち まちがい反対見当述い 9 
りぐる 念を入れる 9 

しちゅう してる 8 
品て 在、 8 
おどろく 目覚める 8 
かわるにかわらん 変わるだろう B 
しょう たいへん，おおいに，おおげさに 8 
おいま きょう立ら 7 
おかゃん お母さん 7 
おんちゃん おじさん 7 
がいな fi¥tい 7 
そ・うもんだ ヤキモキした，苦労した 7 
てこに品わん 干に負えない 7 
やき だから 6 

品い l立Lミ 6 
い由る 帰る 6 
ごくどう 止まけもの働かない人 6 
しょうまつこと 本当に 6 
とうから 早くから 6 
まける こぼれる 6 
むくる 勉強する 6 
めった 困った 6 
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[21世紹に残したいふるさとのことばjの記録

[福岡県]

::: と li 怠 I咋 数

しろ[.，¥ミ(しるしP，しろしか) 不快立気分，気分がすぐれない 26 
せからしか(せから[.，¥ミ) やかましい，面倒くさい，騒がしい，うるさい 15 
すいとう 好きょ 1 すきです 13 
がまだす(がまだしもん) 何事にも頑張る，働き者 10 
とぜんなか 淋[.，¥ミ 10 
すらごつ(すらごと) 嘘をつく 1 うそ 9 
ばさらか(ぱさる) 数が多いこと 粗出佐なこと，たくさん 8 
よかよか いいよいいよ，イエスとノ の意味がある 8 
よかたい(よか) いいです，よい 7 
品ぱかん 沢山 6 

さるく ほっつき歩く!訴さ回る 6 
そうつく ぶらり歩いてくる 6 

liってん だけど 6 

くちなわ 山由 5 
ごりょんさん 商家のおかみさん 5 
よござっしょ いかがですか? 5 
たい です 4 

品のくさ 品のね 4 
えすか 恐ろしい 4 
おおきに 品りがとう 4 
おらぶ 大声を上げる， 111[.ぷ . 4 

きんしゃい いらしゃいませ 4 
ぞろびく 物をひきずること 4 
なおす しまう 4 
はらかく 怒る，腹を立てる 4 
ぴったれ 不納者 4 
ほとめく 大切にもてなす 4 
ほんなこっ 本当ね 4 
むげねえ 可愛そうだ 4 
よだきい つらい，きつい 4 

くさ ~だよ 3 
しめせ してください 3 

L通っちょん 少しも止い 3 
いみる 抽iちる.増える 3 
ええらしか 可愛らしい 3 
おliしやま おばさん 3 
おろよか 品まりよくなL、 3 
キピル くくる，しばる 3 
ぐぜる ぐずる 3 
ずんだれ ずりおちるとと，だらしない性格 3 
そうく古 そうです 3 
そげん そん止に 3 
だお也ん ずるい。横着 3 
たまがる びっくりする 3 
ちゃっちゃくちゃら めちぞくちゃ 3 
とえなLミ 間に合わない 3 
とぜねえ 寂[.，¥当 3 
ねきだれ 粁下 3 
ねどかる 駒れる 3 
ねまる 腐る 3 
ひげん いけ止いよ 3 
ひっちゃらこっち 品ベこベ，反対 3 
ふたんぬるか liかliか[.，¥、 3 
へっぽく むだ詔 3 
もうらしか 暑苦しいこと 3 
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[佐賀県]

』守 とば 重主 昧 数

な-p(ない，なあp) はーい，はい(返事) 49 
とぜんなか(とうぜんなか) 徒然なか退屈している，て也ちぶさた 39 
そいざんた(そいぎ，そいぎ ) それではまた，それでは 1 じゃ品，では，またね，そしたら) 23 
おこもじ(おくもじ 菜っ誕の消物 16 
よか(よかたい，よかよか) よい，いいですよ 16 
ぎや け(ぎや品け，ぎや けした) 風邪，風邪をひいた 15 
ちゃがつか 耐えがたい 15 
とっとっとっ(とっとっと) Zの席は私がとってます場所などを確保するごと 14 
や品らしか(やーらしか) かわいらしい 13 
おおきに 品りがとう 10 
ばってん しかし だけど 10 
ふうけもん ばかげたことをする人 10 
きんしゃい pらしゃp 8 
つつらつ 紫早〈行くこと・すいすい B 
よかぱんた は:¥ミ 7 
おいけんさい 別れの挨拶 「思いなさLリ「ゆっくり休みなさLリ 5 
おだいや あら~，だ 5 
きキ立いた 疲れた 5 
せからしか うるさL、 5 
品ったらしか もった、いない 4 
あんじゃい也んー お兄さん 4 
てんげ タオル 4 
lまとめく 歓待する 4 
やぐらしか うるさい。而倒く古い 4 
品さん 品なたさま 3 
ううしかっ いい加減である 3 
おばっちゃん 伯母 3 
が1':¥、 ものすごく 3 
きてみんしゃい 来てみて下さい 3 
きばらんぽ 励ましの吉灘 3 
じゅっちゃん1;1' 水たまり+どろんこ 3 
そぎゃん そうはいっても 3 
どんどんどん どんどんの強意語 3 
なたー ね 3 
ぱんた ~ですね 3 
ひだるか ひ也じい 3 
1;1'いしん 柑l無しのちゃんちゃんと 3 
ほけ 湯気 3 
わいしゅう おい君 3 
梨隠れ 忠義心 3 
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r21世紀に残したいふるさとのごとば」の記録

[長崎県]

;::: とぱ 意 I~ミ 数
ばってん だけど・でも 49 
ヨカヨカ(よかばい，よか，よかよ) いいですよ 44 
トットット 取っています 26 
みじよか(みぞか) きれい・かわいらしい，可愛い(幼い子に) 22 
キンシャイ こちらに来なさい 17 
おうち 品なた 15 
えんち 我が家 14 
ナンノマシヨットネ(なんばしょっと) 何をしているのですか 13 
Lミが 赤ん坊 12 
ソイノてッテン そうだけど II 
そいぎんた それならば 10 
ヤ ラシカ(ええらしか) 可愛い 10 
ちんちよか 珍[.，p 7 
トットット? 取ってるの? 7 
おおきに 有り雌うございます 6 
パイ 語尾( だ) 5 

えすか 恐い 5 
オイ 俺 5 
ガマダス 頑張る 5 
スイトット 好き 5 
どんく d出(かえる) .5 
アッノ守カ こわい 4 
イキンシャイ 行って下さい 4 
うち 自分(女性) 4 
オオキン ありがとう 4 
オカシャマ お母様 4 
オトシャマ お父織 4 
ごうぎ 大層な 4 
ジゲモン その土地に生まれた人 4 
しよらす している 4 
とぜんなか 寂しい.(徒然) 4 

lなおす 片づける 4 
ワイ おまえ，きさま 4 
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[熊本県]

:: と li 意 味 数

ちょうじよう(重畳)ちょうじよう品品た l 品りがとう，品りがとう品なた 15 
ちょうじよう品ーた

はいよ ください 10 
だんだん 品りがとう 6 
がまだす 頑張る，糊を/Jlす 5 
ムシャンヨカ 武者ぶりがよい，かっといい 5 
ごちゃ 周 4 
ばってん しかし 4 

~なっせ ~しなさい(也う告し柔らかい意味) 3 
品くしゃうつ こまる 3 
品っちゃん 品ちらへ 3 
品とぜき 通った後のpをきちんと閉めること 3 
とぜんなか さびしい 3 
むそ.う止げ(むそ.らしか) かわいそう 1 け止げな，可愛らしい 6 
もっ乙す 頑固者 3 

よか 良い 3 
lまpよ 下さい頂峨 2 

品ぎマん あんなに 2 
あばかん 多く，たくさん 2 
いさぎゅう ヒても 2 
Lミっちょんすかん 大嫌い 2 
お品がんなはりまっせ (家や座敷等へ)上がって下さL、 2 
おたい 私 2 
おつけなはりました お疲れでございました 2 
おったっかい 居たのですか 2 
おどん 私 2 
お上がりまっせ お百し上がり下さい 2 
くだはりまっせ 頂蹴 2 
グッサリ 沢山 2 
ござるか L、つらしゃいますか 2 
ごまか 小さL、 2 
じゃっと そうです，本当です 2 
じゆったん1:<' 水たまり 2 
なんがんぼしか 何か食べたいな 2 
はってく 行ってしまう 2 
ほんなこっ 本当に 2 
みそ・か かわいい 2 
やぜらしか うっとうL，~、 2 
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[21世紀に残したいふるさとのことぱ」の記録

[大分県]

:::: とば 主主 l咋 数
よださい きつい，大儀な 14 
むげねえ かわいそう 9 
いびしい 怖い，気持ち惑い 6 
ええらしL、(えーらしbミ) かわいらしい，かわいい 6 
ょこL、(よこう) 休み 1 休む 6 
おじい こわい 5 
いみる 増える，J;くなる 4 
うつする J古てる 4 
さかL-¥、 元気!丈夫 4 
だんだん 品りがとう 4 
おだたる ふざける，おだてにのる 3 
すもつくれん 役にたたない 3 
せちい つらい 3 
たまがる 驚く 1 ひ'っくりする 3 
てがてえ 恥ずかしい 1 耐え難い 3 
とっぱ 飛び tがり者 1 のぼせもん 3 
ばされえ たいそう，沢山 3 
ぴったれ 不潔，汚い 3 
ほらげた ころんだ 3 

[宮崎県]

:::: と If 童生 111 数
よだきい(よだき，よだきい 気が置いごと，やる気が出ないこと，めんどくさがりや 733 
よだきー，よだきん1:<')
てげ(てげ) とても，おおよそ，すごく 140 
てげてげ ほどほど 114 
のさん (111だ，気がro:Pl 98 

ちマが( ち守がー，ちゃが， ~なんだよ， だよ-だ也ん 78 
~やっちゃが。~ちゃわー)
ひんだれた(ひんだれた ) 疲れた 71 
いっちゃが(いいっちゃが，いいちゃが) よろしい，大丈夫よ 44 
じゃがじゃが(じゃが) その通りで晶る 1 そうだ 36 
まこち(まごっちゃ) ほんとうに 32 
しんきな(しんきな ) J思いどうりにならないとと，気がもめるとと 28 
だれた (疲れた) 28 
おおきに(おおきん) 品りがとう 27 
げんね(げんね ) 恥ずかしい 25 
もぞらしい(もぞらし) かわいい 25 
むじい(むじ ) 可愛い 24 
だりー (だるい，気が重い) 13 
もぞなぎ かわいそう 13 
~やじ ( だよ) 12 
およばん 疲れた，而倒くさい 12 
ベぶ 牛 12 
品If 新しい物のごと 11 
おじい ごわい 10 
やとっせん ~じゃない? 9 

すかん 制tぃ 9 
てにやわん (手に負えなL、) 8 
どんげ (どんな具合ですか) 8 
品んよね (あのね) 7 
おじゃった也んせ おいでください 7 
たまろか (大変でしょう 大儀ですねえ) 7 
でこん 大栂 7 
ひもじい 空腹のこと 7 
1:<'くじゃ 大変だ。 7 
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[鹿児島県]

:と 1;( 意 昧 数

|オ(おサじイゃジっヤたツ也タんモせン，セおじやり申せ)
l おいで下さい，いらっしゃいました，いらっしゃいませ 14 

おやつとさ品(おやつとさあー) やコと出来た 13 

りべ 豆

5あ(おまんさあ)

す御品雨な免下日た
おまえさんのこと

ょんせ L、ま

fッ が立 長さや!1lさ ，で品る 相手ι託持角』己会弓

lて11<:1 たいがい

'ッセ〆ポ 5 
3かぜ 4 
3んだもしたλ 1して/品品知らなかった 4 
ッカン ぉtさ 4 

rPなら :う Eら 4 
|チングワ F ツ め うや うやでたらめ 4 
tん; Jん

主」不盛潔主三主之三さーすんる者zっi

だ Jたん 3れ-"らなかった
、、 7さ，た ?田tう wざL、ま，た

ま

|グラシカ 『愛そう

|く つまらない人・物

|け 「れっ 、盗"つ-.

1;1 'メ うる 3 

|たっ うんこめ l しなさい 3 
ヨコン Id 3 

Jこしてん 日jnJしても

ヒ んね 誼しい意

び， たら毛 自の毛

めっか'1甲さん こんにちは
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r21世紀に残したいふるさとのことば」の記録

I沖縄県]

;::. と 1% 意 111< 数
アララガマ (宮古) 何事にもくじけない 33 
タンディガ タンディ(たんでいがだ 有り雛うございます 32 
んでー，たんでいがーたんで)(宮古)
ワイド (わいどわいど) (宮古) がんばれ，頑張れ頑張れ 30 
イチャリパチョーデー 会う人はみん立友迷，人類皆兄弟 27 
(~ミちゃりぱ ちょうでー)
ーフェデビル 品りがとう 24 
ユイマル 助け合い 19 
プカラス(ぶからっさ .ぷからっさ)(宮古) うれしい，品りがとうございます 15 
ンミャチ (宮古) いらっしゃいませ 14 
ヌチドゥ タカラ(命どう宝) 最も尊厳の品る也のは命以上の物はない，命は宝 13 
アパラギ(晶1%らぎみどうん)(宮古) 美人，またはきれいな女性 11 
チパリヨ がっんばれ l 11 
メンソ レー(めんそうれ，めんそうれ) ょうこそ.~、らっしゃ L 、 11 
ちむぐくる 情け 8 
ちむがなさ 心から愛しいとj思う気持ち 7 
ハイサイ ゃあやめ 7 
いっベーにふえ でぴる 大変品りがとうございます 4 
ウチナ (うち立ーんちゅ) 沖縄，沖縄人 4 
ごとばじんじけ 言鶏はお金のように大切にっかいなさい 4 
ヤナレーヌ フカナレ 家の中でやっている乙とは，家の外でもついついやってしまう 4 
(やー止れーやふかなれー)
オト 1) (宮古) 酒を回し飲みすること 3 
スナカギ (宮古) 愛らしい 3 
ちむじゅらさ 心がやさしい 1 きれい 3 
ちゆいたれだれ お互いの不足を補L、合う 3 
アイジャ (宮古) 水をかけられた時にとっさにでる;/!;nf>1 2 
アキサミヨ びっくりした時にいう言灘 2 
かたぷい スコ ルの極，良く品るお天気雨 2 
クトゥノマジンジケ 言携の使途には気をつけないといけない 2 
ケラマ 、、、 シガマチゲ ミーラン 海の向こうの鹿良問は見えて也 自分のまつげはみえない 2 
シナサキ 思いやり，男女の愛情 2 
ちゅL、L じ 困ったH寺はお互い様 2 
ティダ 太陽 2 
ナンクルナイサ どうにかなるさ 2 
にふえでぴる ありがとうございます 2 
にへでびる 品りがとうございます 2 
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