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徳島大学フィールドステーション・シリーズについて

フィールドステーション・シリーズは、平成 25 年度徳島大学社会貢献プロジェクト「地域の持

続的発展に資する機動型臨地教育／形成拠点
フ ィ ー ル ド ス テ ー シ ョ ン

の形成事業」をもとに発刊されることになりました。

このプロジェクトの目的は、地域の持続的開発に関わる活動をおこなう行政、地域住民、NGO／

NPO 等の諸アクターと連携し、県内数カ所にフィールドステーションを設置するとともに、それ

らを活用した全学的臨地教育／研究体制を構築することにありました。

徳島大学が＜地域の知の拠点＞としての使命を全うするためには、長期のフィールド研究に基

づき＜地域の知＞を蓄積・集約し、真に持続可能な地域社会の開発／発展の方向性を打ち出す必

要があります。フィールドステーションとは、固定的な建物や組織ではなく、臨地調査やまちづ

くり・地域づくり活動をおこなう際のカウンターパートとして欠かせない地域のキーパーソンや

組織との緊密な連携にもとづく社会関係資本の束を指します。複数のフィールドステーションを

県内の地域社会に＜設置＞することで、地域をミクロな虫の目とマクロな鳥の目の両面で把握す

る総合的臨地教育／実践／研究の推進が可能となります。このようなフィールドステーションを

核にした特色ある教育研究体制を確立することで、私たちは地域のニーズに即応し、その解決に

資する人材育成や研究成果の還元を実現することができると考えています。

本シリーズはこうした理念に賛同する教員・学生・市民らによる調査／実践／研究報告です。

このようなご報告をおこなうためには、地域のかたがたによる多大なご支援が必要でした。この

場をお借りして、改めて御礼申し上げます。また本シリーズの報告が、地域の課題解決や研究の

推進に少しでもお役に立つことを願っております。

徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部 高橋晋一・内藤直樹



はじめに

昨年度、公刊した『徳島県南部ふるさとことば－方言談話資料を中心に－』に続き、本

年度は、徳島県西部山間各地のふるさとことばを取り上げる。本報告書は、平成 25 年度徳

島大学パイロット事業支援プログラム（社会貢献支援事業）「地域の持続的発展に資する機

動型臨地教育／研究拠点の形成（研究代表：徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サ

イエンス研究部教授 高橋晋一）」の一環として、日本語学研究室が中心となってまとめた

ものである。

各地の地元の方々の語らいを録音機器に収録した。「機動型臨地教育」とは当プログラム

に参加したメンバーが FS（フィールドステーション）と呼んだもので、フィールドワーク

の拠点を置き、その場に駐留しながらフィールド調査を行うというものである。

徳島県西部地域においては、当研究室はおもに方言談話資料の作成に重点を置いたが、

メインテーマとしては、徳島県山間部における傾斜地農業の現状について調査研究するこ

とであった。このため、談話収録調査と並行して傾斜地農業に関する調査も各地で行い、

その結果の概要を本報告書でもまとめた。今回の調査については、昨年度と同様、調査地

各地までの距離が比較的近いということもあり、日帰りの調査が何日も続いたわけである

が、三好市の西祖谷・山城地方の調査では宿泊をし、おもに談話資料の収録調査や傾斜地

農業に関する調査を実施した。この調査には高知大学教育学部の岩城裕之氏が高知大学の

学生を引率し参加され、西祖谷地方の談話資料の文字化および分析を担当して頂いた。

今年度の調査は、談話資料としては、各地の昔の生活、子供の頃の遊び、地域に伝わる

伝説などについてご教示を乞うという形式で地元の方々に自由に語って頂くというかたち

で談話収録をすすめた。昨年度の徳島県南部の方言談話資料と比較すると、西部の方言の

特色もより明らかになると思われる。また、方言を保存するという視点から談話資料を残

すことは重要である。すでに徳島県西部の方言に関しては、小野米一編（2001）『徳島県池

田町の生活語 国語学（現代語研究）』、同編（2003）『徳島県木沢村の生活語 国語学（現代

語研究）』、など、すでに談話資料が公刊されているが、当報告書の特色は、三好市の山城

町、西祖谷、東祖谷をはじめ、つるぎ町一宇、那賀町木沢、同町木頭の山間部各地での談

話収録と文字化を行ったという点に尽きる。多くの集落で収録調査を行い、収録を行った

大半の地での録音資料を文字化した。この企画が成功した大きな理由は、各地の地元の高

齢者の方々による多大なるご協力とご支援があったからに他ならない。ここに記して感謝

申し上げる次第である。本資料は、FS（フィールドステーション）の試みとして、学生が

主体的に取り組んだ言語野外調査の実践の結果をここに報告できたことは手探りで進めた

「機動型臨地教育」の成果であると確信する。

平成 27 年 3 月 1 日

徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス・研究部

岸江 信介
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調査の概要



１．調査概要

１．１ 調査にあたっての準備と経過

本調査は、平成 26 年度徳島大学総合科学部で開講された「日本言語演習」の受講生と日

本語学研究室に所属する学部生ならび院生が 2014 年 7 月から 2014 年 9 月にかけて録音調

査を実施した。話者は各地の教育委員会、公民館、老人会などへ話者の斡旋を依頼し、原

則として話者は各地の生え抜きで昭和 26 年生まれ以前の方を対象とした。

上記の授業では、おもに平成 26 年度夏季長期休暇を利用して調査を行い、本報告書の作

成に向けて徳島県西部方言の（語彙、文法、待遇表現）に関する知識を深めることから始

め、談話資料の文字化、分析と進めていった。受講生各々が担当する地域を決めた後、各

自が担当部分の談話の文字化を作成し、調査結果について執筆した。

１．２ 調査目的

昨年度、このフィールドステーションでは、南海トラフ巨大地震などによる津波の被害

などを中心的なテーマとして、各地の集落の方々の談話を収録した。今年度の徳島大学パ

イロット事業支援プログラム（社会貢献）「地域の持続的発展に資する機動型臨地教育／形

成拠点（フィールドステーション）の形成」では、各班のテーマが多様化し、東部地域を

継続して調査対象地域にする班もあれば徳島県西部地域で新たにフィールドステーション

を展開する班もあった。方言談話資料の収録と文字化を目的とする当班では、西部地域で

の談話収録調査を主に実施することにした。

今回、調査対象とした徳島県西部は、日本の三大秘境の一つとされる祖谷地方を含む、

山間地域である。三好市の池田町、山城町および祖谷地方は、吉野川上流域にあたる。一

方、平成の町村合併により那賀川町に編入された、旧木沢村、旧木頭村は、那賀川の上流

域に位置する。今年度の調査も前年度と同様、学部ゼミ生を中心としたフィールド調査を

もとに山間部各地で生活する人々に直接会い、子供時代の遊びや食生活などをテーマとし

て語らってもらい、その一部始終を収録することにした。調査の目的を列挙すると、以下

のようになる。

１．地域の持続的発展に資する機動型臨地教育（Field Station）の実践。

２．徳島県西部地方における暮らしと文化的な側面から体験談をもとに談話を収録し、徳

島県の山村地域での生活や暮らしの記録を行う。

３．徳島県西部各地の方言談話資料をもとにして方言的特徴について記述する。

４. 徳島県各地の傾斜地農業の状況について記録する。特に、傾斜地農業に関わる語彙な

どの収集を行う。



１．３ 調査地点

対象とした地域は徳島県西部の計 7 地点である。詳細に地点名をまとめたのが図 1 であ

る。また GIS データは、国土交通省国土地理院の web ページからダウンロードを行った。

今回の調査は、旧市町村単位で行ったため、旧市町村区画で地図を作成している。

図 1 調査地点図



１．４ 調査日程及び調査者

調査を行った期間、及び、参加メンバーは以下の通りである。

調査員所属：徳島大学・高知大学

調査員：【 教 員 】岸江信介（徳島大学）、岩城裕之（高知大学）

【特別研究員】清水勇吉

【 Ｄ ２ 】峪口有香子

【 Ｄ １ 】林琳

【 Ｍ ２ 】馬根兄

【 Ｍ １ 】久保博雅、塩川奈々美、張靖、張雷、馬浩博

【 Ｂ ４ 】岡智美、岡本万由子、今井彩智、小山龍太朗

先谷香保、髙木美和、天満啓貴、丸橋俊彦

【 Ｂ ３ 】橋本悠

【 Ｂ １ 】吉岡脩基

【高知大学生】植田泰郎、清水一偉、杉本名都美、福田大希

【社会人ボランティア】川上秀人、田村貞夫

１．５ 調査方法

調査場所として公民館等の施設をお借りし、話者数名に集まっていただき、自然談話を

中心に IC レコーダーとビデオカメラで録音・録画しながら調査を行った。今回の調査は子

ども時代、地域行事、食生活、伝説や民話などを主な題材として談話を行ってもらった。

調査者との対談形式にしてしまうと日常で使用する方言は自然と抑えられて共通語や敬

語をベースにした話し方になることが予想されたため、基本的に話者同士で会話を進めら

れるように席を設け、調査者は会話を促す役に徹した。

調査収録地 調査実施日
東祖谷 三好市東祖谷総合支所 2014年07月19日
西祖谷 三好市西祖谷総合支所 2014年08月02日
山城町 三好市山城総合支所 2014年08月02日
池田町 話者自宅 2014年09月23日

那賀町木頭 那賀町消防団木頭第7分団詰所 2014年08月07日
那賀町出羽 農村レストランいづりは 2014年07月14日

地点名

2014年07月31日

表１ 調査地点情報

三好市

那賀郡

美馬郡 つるぎ町一宇 百寿荘



１．６ 回答者（話者）情報

以下が談話参加者の一覧である。計 18 名に参加して頂いた。

１．７ 調査票

（１）談話調査

子ども時代の遊びについて

１．よくした遊びは何ですか？

２．昔と今で変わったなと思う遊びはありますか？

地域の行事について

１．地域の祭りはどのようなものが行われていますか（行われていましたか）？

２．節句の年中行事（ひなまつりや七夕、お正月など）はどのようなものでしたか？

食生活について

１．食習慣（朝食、昼食、夕食）ではどのようなものを食べていましたか？

２．この地域で親しまれる料理や伝統的な食文化はどういったものがありますか？

昔の伝説や民話について

１．河童のことをこの地域では、なんと言いますか。

２．この地域で聞いたことのある、河童の話をお聞かせ頂けますか。

３．狸のことをこの地域では、なんと言いますか。

４．この地域で聞いたことのある、狸の話をお聞かせ頂けますか。

５．天狗のことをこの地域では、なんと言いますか。

６．この地域で聞いたことのある、天狗の話をお聞かせ頂けますか。

性別 生年 外住歴 職業
大枝 Ｍ 昭和03年01月 大阪3年 農業
小川 Ｍ 昭和09年01月 なし 土木作業員

Ｆ 昭和20年10月 なし 地方公務員
Ｆ 昭和25年10月 なし 地方公務員

大川持 Ｆ 大正14年02月 なし 商業（呉服商）
国政 Ｆ 大正13年10月 なし 教員
政友 Ｆ 昭和02年09月 なし 教員
大利 Ｆ 昭和09年11月 なし 地方公務員
川崎 Ｆ 昭和10年01月 なし 農業

Ｆ 昭和26年04月 なし 農業
Ｆ 昭和11年09月 大阪5年 主婦
Ｆ 昭和16年02月 なし 農業
Ｆ 昭和17年11月 なし 主婦
Ｆ 昭和11年10月 なし 農業
Ｆ 昭和15年08月 なし 農業
Ｍ 昭和11年05月 無回答 無回答
Ｍ 昭和14年07月 無回答 無回答

坂州 Ｍ 昭和10年12月 無回答 無回答

木頭

一宇

出羽
那賀町

山村

生育地
表２ 話者一覧

つるぎ町美馬郡

那賀郡

三好市

東祖谷

西祖谷

山城町

池田町



【その他】

１．昔と今の生活を比べて、便利になったと思うことは何ですか？

２．この地域で生業とされてきた職業はありますか？

（２）徳島山間部における傾斜地農業に関する調査票

（１）コエグロを入れる傾斜地での農業や焼畑のやりかたについて何か知っていたら

お教え下さい。

（２）「農具」に関する質問です。使った事のある農具や知っている農具があれば教え

て下さい。

２－１．土を斜面の上にあげる鍬（すき）の一種です。→サラエ（つるぎ町一宇）、

ムツゴ（木沢、西祖谷）など、こちらではどのように言いますか。

２－２．ジャガイモの植え付け等に使う先端のとがった鍬（すき）の一種はどうで

しょうか。→ササバ。 こちらではどう言いますか。

２－３．カヤを細かく切断する裁断機→オシギリ、コミキリ、クサキリなど。こち

らではどう言いますか。

２－４．人力で引く鋤（すき）→ヒトリビキ、こちらではこのような鋤があります

か。呼び方など教えて下さい。

２－５．その他、農家が使っている、あるいは倉庫にある農具の種類と名前など、

知っている物、使っている物があれば、教えて下さい。

（３）「作物」に関する質問です。この地で採れる作物や知っているものがあれば教え

てください。以下の作物はいかがでしょうか。ジャガイモ、シコクビエ、タカキビ

等（とくに雑穀類の種名・品種名）

その他この地で採れる作物名を教えて下さい。くに雑穀類の種名・品種名について。

（４）「農法」に関する質問です。この地の農法について知っていることがあれば教え

て下さい。

４－１．カヤを積み上げたもの→コエグロ、グロ、土をあげる動作→サカグワをイ

レル、コエを巻く事等

４－２．播種。

４－３．除草。

４－４．施肥。

４－５．収穫。

４－６．土地の種類、ヒノジ（南斜面）、カゲジ（北斜面）。

４－７．採草地（共有地）、カヤバ。

４－８．焼畑、ヤキヤマ。



１．８ 報告書作業工程

以下は、報告書発刊に至るまでの作業工程一覧である。

表３ 談話資料作成から報告書入稿までの作業工程と担当者一覧

作業期間 作業内容 作業担当者

2014年10月31日
談話音声文字化作業完了
談話資料 初校完成

－

2014年11月26日 談話資料校正作業

【学部生】
髙木美和、丸橋俊彦、今井彩智、天満啓貴、小山龍太朗、橋本悠

【 院 生 】
塩川奈々美

談話分析原稿 初校完成 －

談話分析原稿 校正①

談話分析原稿 校正②

談話分析原稿 校正③

地域概説原稿校正
【学部生】 丸橋俊彦
【 院 生 】 塩川奈々美

報告書全体校正作業 報告書編集委員

入 稿 －

【学部生】
髙木美和、丸橋俊彦、岡智美、小山龍太朗、橋本悠

【 院 生 】
塩川奈々美

2015年12月

2015年1月

2015年2月



１．９ 調査収録風景





談話資料凡例一覧

談話音声の文字化作業をするにあたり、その凡例の基本的な表記は国立国語研究所の

『全国方言談話データベース 日本のふるさとことば集成』（2008）に基づくかたちをと

った。以下に、その凡例の一覧を引用する。固有名詞に関する表記など、作業をするにあ

たり一部改変した個所があることをここで断っておきたい。

【凡例】

発話番号 〈半角〉

発話の通し番号を、各発話の話者記号の前に付した。

例：1A

話者記号 〈全角〉

話者、調査者など、談話の場にいる人物について、A、B、C、D、E、F、･･････のよ

うに、アルファベットで示した。

例：1A

固有名詞

話者および一般の人名、個人商店名などの固有名詞については《》を用い、発話部と

標準語訳部の両方にそれを示した。（例は架空の名称である。）

①話者、調査者など、談話の場にいる人物については、ID を《》内に表記した。

例：ジローさん家は… →《A》さん家は…

②社会的立場や話者との関係性が判明している場合、それを《》内に表記した。

例：ジローさんとこのさっちゃんは… →《A の姉》は…

田中校長が… →《校長先生》が…

③①や②以外の場合、人名 1、人名 2、人名 3…のように表記し、繰り返し用いられる

場合に区別ができるようにした。

例：山田さんの近所… →《人名 1》さんの近所…

④施設名・企業名は一般的な呼称に置き換えて《》内に示した。

例：デイケア春風 →《デイケアセンター》

スーパー緑 →《スーパー》

歴史上の人物や、有名人の人名については、記号に置き換えることはせず、個人名を

出すことにした。また、地名についてはそのまま扱うことにした。

記号

。（句点） 〈全角〉

文字化については、ポーズがあって、意味的にひとつのまとりを持つ文と考えられ

る個所に句点を打った。ただし、実際の発話では、一文の終わりがわかりにくい場合

もある。

共通語訳については、実際の発話でポーズが置かれていないところでも、意味の取

りやすさを優先して句点をつけた場合もある。

例：ソーデス ソーデス

そうです。 そうです。

、（読点） 〈全角〉



文字化については、基本的に息のついた個所、または、ポーズのある個所に読点を

打った。

共通語訳については、実際の発話でポーズが置かれていないところでも、意味の取

りやすさを優先して読点をつけた場合もある。

また、読みやすさを優先して、取り去った場合もある。

例：シ、ヤクショ

市役所

？ 〈全角〉

上昇イントネーションと判断した個所。

例：アズケトイテ？

預けておいて？

↓ 〈全角〉

下降イントネーションと判断した個所。

例：ヨグ ヤッタンダナー↓

よく やったんだなぁ。

（ ） 〈全角〉

あいづち。ひとりの人が連続して話している時に同意を示したり、さえぎったり、

口をはさんだりした個所。

（A ……）のように、開き括弧の次にあるアルファベットは、発言している話者

を示す。（）の閉じ括弧の直前の句読点は省略した。

なお、（）内のあいづちと、独立した発話として扱ったあいづちに近い発話との

違いは必ずしも明確ではない。

例：（A アー ソーデスカ）

｛ ｝ 〈全角〉

笑い、咳、咳払い、間、などの非言語音。

例：｛笑｝

｛咳｝

｛手をたたく音｝

××× 〈全角〉

言い間違いや言い淀みなど。

例：ム ム ムツカシー

× × 難しい

＊＊＊ 〈全角〉

聞き取れない部分。

例：オチャズケノ＊

お茶漬けの＊

／／／ 〈全角〉

対応する共通語訳が不明な部分。

例：モーゼーノ モジナンデスナ、

／／／／／ 「文字」なんですね。



［ ］ 〈全角〉

方言音声には出てこないが、共通語訳の際に補った部分。

例：ミカン ノセテ

みかん［を］ 乗せて

＝ 〈全角〉

［］内の＝は、意味の説明や、意訳であることを示す。

例：イマ ユー

今 いう［＝今話題にあがった］

｜ ｜ 〈全角〉

注意書きなど。

例：｜A に対して｜

〔 〕 〈全角〉

注記。方言形の意味・用法、特徴的音声などについて説明し、文字化・共通語訳の

後にまとめてある。〔 〕内の半角数字は、注記の番号を示す。

例：ホシツキサンノオモチ〔1〕

〈二重下線〉

複数名の発話が重なる箇所に引く。

例：A：ソーヤナー。（B：ナー。）

引用文献

国立国語研究所（2008）『全国方言談話データベース 日本のふるさとことば集成 第

18 巻福岡・大分・宮崎』（p.20~p.22）国書刊行会



地域概説

徳島県那賀郡那賀町



那賀郡那賀町の概観

徳島県那賀郡那賀町は徳島県南部に位置し、鷲敷町・相生町・上那賀町・木沢村・木頭村と 2005

年（平成 17 年）3 月 1 日の合併により誕生した町である。地理的、歴史的、産業・文化的に結び

つきの強い 5 町村と合併した那賀町は、阿南市、高知県、海部郡、勝浦郡、神山町、美馬市、三

好市に隣接し、近隣地域との交流を深めている。2014 年 11 月末現在における那賀町の総人口は

9,410 人（男性 4,459 人・女性 4,951 人）であり、世帯数は 4,044 世帯となっている。那賀町の面積

は 694.86 ㎢であり、これは徳島県の総面積の約 17%を占める。那賀町の北西部には四国山地、南

部には海部山脈などを配し、標高 1,000 メートル以上の山々に囲まれ、地域の 9 割以上が森林の

中山間地域となっている。地域内には那賀川及び坂州木頭川が流れ、両河川は旧上那賀町内で合

流して地域のほぼ中央を西から東に貫流している。

本調査では、徳島県那賀郡那賀町の木沢村（旧徳島県那賀郡木沢村）と木頭村（旧徳島県那賀

郡木頭村）を調査対象地域とした。これより現在の徳島県那賀郡那賀町成立にあたり合併した旧

5 町村については、地理的な区別をしやすくするために旧町村名を利用して表記する。

那賀郡那賀町木沢

木沢村は徳島県那賀郡那賀町の北部に位置する。1955 年（昭和 30 年）4 月 10 日に坂州村と沢

谷村が合併して「木沢村」として成立した。現在の徳島県那賀郡那賀町に合併する以前の人口は

946 人（男性 486 人・女性 913 人、2004 年（平成 16 年）3 月 31 日現在）、面積は 154.97 ㎢（2000

年（平成 12 年）10 月 1 日現在）である。

木沢村には坂州八幡神社に「坂州の舞台」という農村舞台があり、これは 1974 年（昭和 49 年）

8 月 30 日に県指定有形民俗文化財、1998 年（平成 10 年）12 月 16 日に「国の重要有形民俗文化

財」に指定されている。現在の「坂州の舞台」は洪水による流失被害を受けて、明治 31 年に再建

されたものであるが、全国的にも稀な建築様式が取り入れられており、建築学的にも注目される

舞台となっている。毎年 10 月の最終日曜日と秋祭りのある 11 月 22 日の夜に伝統の木偶人形が上

演されており、伝統芸能を今に伝えている。

また、木沢村には四国八十八箇所第二十一番（新四国曼荼羅霊場第八十八番札所）の黒瀧寺が

ある。山号を竜王山、寺号を黒瀧寺（くろたきじ）と号し、782 年（延暦 12 年）に弘法大師によ

り開山されたものであると伝えられている。標高 750m の絶壁の山頂に位置する黒瀧時は四方が

風光明媚な場所としても知られている。

このほか、木沢村には「大轟の滝」をはじめとする滝が自然の名所となっていることでも知ら

れている。「大轟の滝」は落差約 20m から 3 段に渡って豪快に流れ落ちる様を楽しむことができ

る。また「大釜の滝」は水量が多く日本の滝百選にも選ばれている。これらの滝がある一帯の釜

ヶ谷峡は新緑から紅葉の時期まで四季を通じて美しい景観を見せる。

那賀郡那賀町木頭村

木頭村は人口が 1,790 人（男性 877 人・女性 913 人、2004 年（平成 12 年）3 月 31 日現在）、面

積が 233.44 ㎢の村で、幾度かの合併の変遷を経て 1957 年（昭和 32 年）に那賀町となる前の木頭

村が成立した。徳島県と高知県の県境に位置する木頭村は地域の約 98%もの面積を森林が占

める自然豊かな地域である。徳島県第二の川である那賀川の源流が流れておりアユやアメゴ

といった川魚の釣場としても有名で、アメゴ漁やアユ漁も行われ稚魚の放流事業などもある。

主産業は農業および林業で、「木頭ゆず」は全国的にも有名である。西日本第二の標高を誇

る剣山と那賀川の清流に恵まれる木頭村は、夏は最高気温 40 度、冬は零下 10 度を記録する



地域で、年間を通して寒暖の差が激しく、雨量が多く、また積雪が少ないなどといった柚子

作りに適した気候条件が揃っている。1977 年（昭和 52 年）には「朝日農業賞」を受賞するな

ど、全国的にも認められた柚子の産地である。また、木頭村の林業は「木頭林業」と呼ばれ、

那賀川上流で発達した林業地域としても有名である。この地域で伐採された「木頭スギ」は

那賀川を利用して下流へ流送され、主として京阪神への販路を築いていた。現在でも全国有

数の林業地であり、その豊富な森林資源をもとに県産材の大規模な供給地としての役割を果

たしている。

参考文献・参考 URL

「阿波人形浄瑠璃・農村舞台」http://www.awanavi.jp/feature/ningyou.html（2015 年 1 月 1 日アクセス）

「木沢観光マップ」http://www.town.tokushima-naka.lg.jp/kanko/kisawa.html（2014 年 12 月 30 日アクセ

ス）

「―木沢村―」http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/suishinchousa/pdf/h14/t.tat%28soke%29/hokokusho/10-

1-3%28P06%29.pdf（2015 年 1 月 1 日アクセス）

「木頭はこんなところです」http://kitomura.jp/prof2.html（2014 年 12 月 30 日アクセス）

「木頭ゆずについて」http://kitoinosu.jp/yuzu.php（2015 年 1 月 2 日アクセス）

「徳島県観光情報サイト 阿波ナビ」http://www.awanavi.jp/index.html（2015 年 1 月 2 日アクセス）

「徳島県庁コールセンター すだちくんコール」http://www.pref.tokushima.jp/FAQ/docs/00031721/

（2015 年 1 月 2 日アクセス）

調査対象地域位置図 那賀郡那賀町

（塩川奈々美）

那賀郡那賀町木沢

那賀郡那賀町

那賀郡那賀町木頭



徳島県那賀郡那賀町木頭方言談話資料（１）

徳島大学総合科学部社会創生学科４年

髙木美和

【収録地点】

徳島県那賀郡那賀町木頭北川字栩ノ奈路 那賀町消防団木頭第 7 分団詰所

【収録日】

2014（平成 26）年 8 月 7 日

【話題】

Ⅰ．語り継がれている民話について トラック 1

Ⅱ．食文化について トラック 2

【話者】

Ａ 女 性 1942（昭和 17） 年生まれ （収録時 72 歳）

Ｂ 女 性 1936（昭和 11） 年生まれ （収録時 78 歳）

Ｃ 女 性 1940（昭和 15） 年生まれ （収録時 74 歳）

【調査者】

Ｄ 男 性 1995（平成 7） 年生まれ （収録時 18 歳）

Ｅ 女 性 1992（平成 4） 年生まれ （収録時 21 歳）

Ｆ 女 性 1991（平成 3） 年生まれ （収録時 23 歳）

－ 女 性 1989（平成 1） 年生まれ （収録時 25 歳）



Ⅰ．語り継がれている民話について
トラック 1

001F：ムカシノデンセツヤ ミンワニツイテ トユートコロデ、（A：ウン）

昔の伝説や 民話について というところで、（A：うん）

カッパト タヌキト テングニツイテ、チョット、ドーユーフーニイーマスカ トカ、

河童と 狸と 天狗について、 ちょっと、どういう風に言いますか とか、

マーナンカ、イーツタエナンカガ アリマスカ ッテユーハナシワ、

まあなんか、言い伝えなんかが ありますか という話は、

チョットマー、＊＊＊ ワカルハンイデ コー オシエテイタダケタラ

ちょっとまあ ＊＊＊ 分かる範囲で こう 教えて頂けたら

トユーカタチニワ ナルンデスケド。 ＊＊＊ ホカノホーゲンニツイテワ

という形には なるのですけれど。＊＊＊ 他の方言については

アノー サッキ ＊＊＊。

あのう さっき ＊＊＊。

002B：テングヤ コノヘンデ ＊＊＊アッタナ？

天狗なんかは この辺りで ＊＊＊あったかな？

003A：ナイモンナー（B：ウン）ホンナ。 カッパ タヌキ マー カッパワナー

無いものねえ（B：うん）そんな［ものは］。河童 狸 まあ 河童はねえ

アレ ムカシカラ、＊＊＊ゲローデナイワ アレ（B：ガロー）ガローガナー、

あれ 昔から、 ＊＊＊ゲローじゃないわ あれ（B：ガロー）ガローがねえ、

ッテシヨルケンド ワシラモソレワ クワシーニワ シランナー。

と［話を］しているけれど 私たちもそれは 詳しくは 知らないねえ。

（B：ウン）カッパノコトワ。

（B：うん）河童のことは［知らない］。

004F：ガローッテユーノワ？（A：ウン）

ガローというのは？ （A うん）

005B：ガロー。

ガロー。

006A：ガローッテユート＊＊＊。

ガローというと＊＊＊。

007B：カッパミタイナノ。（A：カッパノコトオ。） オーキナカワノ（A：フチカ）

河童みたいなもの。（A：河童のことを［言う］。）大きな川の （A：淵かな）

フチニナ、オルケン、（A：ウン）アンナトコイカレン トカユーテノ。

淵にね、 いるから、（A：うん）あんな所［は］行ってはいけない とか言ってね。

008A：アソンダラ アブナイトカノ。

遊んだら 危ないとかね。

009B：ホンデ アシヒッパラレルトカ、 （A：ウン）

それで 足［を］引っ張られるとか、（A：うん）

オシリヌカレルトカ （A：ウン）ユーコトオ イヨッタ。 ウン。

お尻［から尻子玉を］抜かれるとか（A：うん）言うことを 言っていた。うん。



ホンデ、アブナイケン イカレンヤツオ、 ホナ カッパニトラレルトカ

それで、危ないから 行ってはいけない所を、そんな 河童に取られるとか

ヒッコマレルトカ イヨッタンダロト オモウンダケンドナ。

引き込まれるとか 言っていたのだろうと 思うのだけれどもね。

010A：ホンナデンセツモ アッタンジャロケンド、 ワタシラワ アンマリ（B：ウン）

そんな伝説も あったのだろうけれども、私たちは あまり （B：うん）

シランナー。

知らないなあ。

011F：オヤカライワレタリ シマシタカ？（B：アー。）

親から言われたり しましたか？（B：ああ［ある］。）

012A：コドモノトキワナー。 ウン。カッパ、ガロガロ （B：ガロユーテ）

子供の時は［言われた］ねえ。うん。河童、 ガロガロ［と］（B：ガロ［と］言って）

ユーテナ。

言ってね。

013B：ホンデ ガローオッタユーテ アノー ホカノ＊＊＊デンセツミタイナン

それで ガロー［が］いた［と］言って あのう 他の＊＊＊伝説みたいなもの［も］

イヨルケンド、 ワタシラヤ ホンナニナー。

言っているけれども、私たちなんかは そんなに［知らない］ねえ。

014A：シランナー、 ミタコトナイ。

知らないねえ、見たこと［が］ない。

015B：ミタコトナイ。 ウン。

見たこと［が］ない。うん。

016F：チナミニ アノー、ガローオ カイテクダサイッテ アノー イワレタラ

ちなみに あのう、ガローを 描いてくださいと あのう 言われたら

カケマスカ？コーユーヤツッテユー。

描けますか？こういうものという。

017A：イヤワカランナー。 ガロ＊＊＊。（B：ウンウン）ワカラン。

いや、わからないねえ。ガロ＊＊＊。（B：うんうん）分からない。

018F：モー セケンイッパンノ カッパ？

もう 世間一般の 河童？

019A：ウンウン、ホヤナ。 アンナマルーニカイテ。

うんうん、そうだね。あんな［風にお皿を］丸く描いて。

020E：オサラ？

お皿？

021A：ウン、アタマ コー ハゲトルグライシカ。

うん、頭［が］ こう 禿げている位しか［分からない］。

022B：チャンチャント コーナッテ オワンミタイナノシカ カケンノ。

ちゃんちゃんと こうなって お椀みたいなものしか 描けないね。

023A：ウンウン、シラン。

うんうん、知らない。



024F：ジャー アノ コノチーキデ タヌキノコトオ ナンカ

では あの この地域で 狸のことを 何か

トクベツナヨビカタオシタリトカ。

特別な呼び方をしたりとか［は、ありますか？］。

025A：タヌキワ タヌキッテシカ ワタシラヤワシランネー。

狸は 狸としか 私たちは知らないねえ。

026B：タヌキ。タヌキニダマサレタヤ ユーテノ。（A：ホレワナ）

狸。 狸に騙されたなんて 言ってね。（A：それは［言う／聞く］ね）

ホノハナシワ ヨーユー。ホシタラ ホレガコワイユーテ。 コワイ。

その話は よく言う。そうしたら それが怖い［と］言って。怖い。

027F：コワイ？

怖い？

028B：ウン アノ サブ＊＊＊ ナンテユーンデ アノー サミシーテユーカノ。

うん あの さぶ＊＊＊ なんというのか あのう 寂しいというのかね。

029A：イマデモ タヌキワ デルケドナ。 イッパイオル。｛笑｝

今でも 狸は 出るけれどね。いっぱいいる。｛笑｝

030B：タヌキワ デルケンドノ。イッパイオル。ウン。

狸は 出るけれどね。いっぱいいる。うん。

031A：ヤサイモ ヤカラ、トッテタベニキタリスル。｛機器のトラブル｝

野菜も だから、とって食べに来たりする。｛機器のトラブル｝

タヌキヤノハナシヤー ワタシラモシラン。

狸なんかの話は 私たちも知らない。

032F：カッパミタイナ（B：ウン）タヌキニバカサレタトカ （B：ウンウン）

河童みたいな （B：うん）狸に化かされたとか［の］（B：うんうん）

ハナシッテユーノワ コノチイキニアリマスカ？

話というのは この地域にありますか？

033B：ウン。アノー コノマエノノ、コノ ナニデ ダマサレテ エーイゴカンヨーナッタ

うん。あのう この前のね、 この 何かで 騙されて 動けなくなった

トカイッテ イヨッタナームカシワ。（A：ウーン。ウーン。）

とか言って 言っていたなあ昔は。 （A：うーん。うーん。）

ホンダケンド ホノ ジッサイニミタコトワナイ。ホノ

そうだけれども その 実際に見たことはない。 その

ダマサレタヤツオナ。ウン。ホンデホーユーハナシシタラ コワイケンナ

騙された人をね。 うん。それでそういう話［を］したら 怖いからね

ジブンガ。アノー ヨーイカンヨーナル。 ユーガタヤ

自分が。 あのう ［とてもではないが］行けなくなってしまう。夕方なんかは

エーイカン。 ｛笑｝｛F：笑｝

［とてもではないが］行けない。｛笑｝｛F：笑｝

034A：タヌキサー モー バカサレルトユー＊＊＊（B：＊＊＊）ナー。

狸は もう 化かされるという＊＊＊（B：＊＊＊）ねえ。



035F：テングノホーワ。

天狗の方［の話］は［ありませんか？］。

036A：テングワ。｛笑｝

天狗は。 ｛笑｝

037B：テングワ コノヘンノ ＊＊＊イワンナ。

天狗は この辺りの ＊＊＊言わないね。

038A：ホンナンワ キイタコトナイナー。 （B：キイタコトナイ）

そんな話は 聞いたことがないねえ。（B：聞いたこと［が］ない）

テングノハナシワナー。（B：ウン）

天狗の話はねえ。 （B：うん）

039F：ホカニ ナンカヨク ソノ ヤマノナカニ テングガイルミタイナハナシ サレテ

他に 何かよく その 山の中に 天狗がいるみたいな話［を］ されて

ソーユー ナンカ デンセツトユーカ カミサマトテングオ マツッテイルトカ

そういう 何か 伝説というか 神様と天狗を 祀っているとか

ソーユーハナシワ？

そういう話は［ありますか］？

040A：ソウユーノワ キカンナ、 テングノコトヤワナ。

そういう話は 聞かないね、天狗のことなんかはね。

041B：テングノハナシッチャ コッチニナイデ。 ウン。

天狗の話って この辺りにないよ。うん。

042A：ダイジャワナー。（B：ウン、ダイジャワ） モー ナナマキハン マイテ

大蛇はねえ。 （B：うん、大蛇は［ある］）もう 七巻半 巻いて

043B：＊＊＊ノ、アルケンドノ。

＊＊＊ね、あるけれどね。

044A：アホコノ デンセツノ ナニワ アルケンドナー。

あそこの 伝説の 何かは あるけれどねえ。

045D：ヘビノ？

蛇の？

046A：ウン、ヘビガオルナ。

うん、蛇がいるね。

047B：ヘビノデンセツガ ヨッケ オーインカー？（D：アー）

蛇の伝説が 沢山 多いのかな？ （D：ああ）

048F：タトエバ ドーユーハナシガ アルンデスカ？

例えば どういう話が あるのですか？

049B：ン？ヘビノハナシ？（F：ハイ）ヘビノハナシ、ホノ ホコノ アノ ウチラ

ん？蛇の話？ （F：はい）蛇の話［は］、 その そこの あの 私たち［が］

ユズトカ タンボトカ（A：ツカイヨッタワナ）シヨッタトコロニャ コノクライノ

柚子とか 田んぼとか（A：使っていたよね） していたところには この位の

（A：コンモリシタ） ヤマガアルンヨ。ホイデ ホコニ ナナマキハンマイテノ。

（A：こんもり［と］した）山があるのよ。 それで そこに 七巻半巻いてね。



ホイデ アノ チッチャイ マダチッチャイ ハナレタトコニ（A：モヒトツ）

それで あの 小さい より小さい 離れた所に （A：もう一つ）

コンマイ アレガアル。 ホコオ マクラニシテ

小さい あれ［山］がある。そこを 枕にして

ネヨッタユーテナ。

寝ていた［と］言ってね［言われていた］。

050A：ネヨッタ＊＊＊。ホレオ タイジスルー、ナ。

寝ていた＊＊＊。それを 退治する、 ね。

051B：ホレガ ＊＊＊ノホーニマツッテアル オグーサンガノ オガンデノ（A：キテ）

それが ＊＊＊の方に祀ってある お宮さんがね 拝んでね （A：きて）

ホンデ ハロテ コノフナダニノ ズットイマ ウチラ

それで ［蛇を］祓って この船谷の ずっと今［も］ 私たちが

ミズツカイヨル アノ トンリョル ホノハタニノ ＊＊＊サンニ

水［を］使っている あの 取っている その側にあるね ＊＊＊さんに

オイコンダッチューコトワ キイタコトアル。 （D：ヘー）（E：アー）

追い込んだということは 聞いたこと［が］ある。（D：へえ）（E：ああ）

052F：ソーユーハナシガ アルンデスネー。

そういう話が あるのですねえ。

053B：ウンウン、アル。（A：ウンウン、アルワナー イマデモ。）ホンデ、

うんうん、ある。（A：うんうん、あるよねえ 今でも。） それで、

アッコキタラノ、 フナダニノホーイッタラノ ヘビガイッパイ デテクルケンノ、

あそこに来たらね、船谷の方［に］行ったらね 蛇がいっぱい 出てくるからね、

ホイデ コロサレントカ、 ヨケ イッパイオルトカユーコトワ

それで 殺したら駄目とか、沢山 いっぱいいるとかいうことは

オヤカライワレトル。（E：アー）ウン。ホンデ アノ イチドデモミタラ モー

親から言われている。（E：ああ）うん。それで あの 一度でも見たら もう

ニゲテコイト ナ。 ｛A：笑｝ウン。タタカレンッテノ。

逃げて来いと ね［言われている］。｛A：笑｝うん。叩いたら駄目だとね。

イシブツケタリセラレン ｛笑｝ユーコト。

石［を］ぶつけたりしてはいけない｛笑｝［と］いうこと［を言われている］。

054F：コーユーコト シタライカント。

こういうこと［を］ してはいけないと。

055B：イカン、ウン。（A：ホージャ）

だめ、 うん。（A：そうだ）

056D：ココラヘンッテ ヘビワデヨンデスカ？

この辺りって 蛇は［よく］出ているのですか？

057B：コノゴロワ。 ムカシワ イッパイオッタ。（E：アー）ウン。

この頃は［あまり出ない］。昔は たくさんいた。 （E：ああ）うん。

ケド コノゴロワモー（A：スクナナッタナー、ヤッパリ）ドーロノカンケーカ。

けれど この頃はもう （A：少なくなったねえ、やっぱり）道路の関係か。



058A：ホージャワナー。

そうだろうねえ。

059B：イロイロノ。ホイト ノーヤクツカウデ？ （EF：アー）

色々ね。 それと 農薬［を］使うでしょう？（EF：ああ）

060A：ショードクスルケンナ。

消毒するからね。

061B：ショードクスルケン。ホンデ スクノーナッタンデナイカ？

消毒するから。 それで 少なくなったのではないか？

Ⅱ．食文化について
トラック 2

001F：コノ キトーソンデ イッパンテキナ ショクシューカンッテユーノワ イマワ

この 木頭村で 一般的な 食習慣というのは 今は

ドーユーモノガアッテ、ムカシワコーヤッタケド トカ ソーユーハナシオ

どういうものがあって、昔はこうだったけれど とか そういう話を

ウカガエタラ オモシロイカナト オモウンデスケド。タトエバ ソノ、ムカシワ

伺えたら 面白いかなと 思うのですけれど。例えば その、昔は

ソノ ショクジノ カイスーガオーカッタ＊。

その 食事の 回数が多かった＊。

002A：ウンウン、ホーヤワナー。（B：ソー）ヤマイッタトキワナー。 （B：ウン。）

うんうん、そうだよねえ。（B：そう）山［に］行っていた時はねえ。（B：うん。）

003F：ドーイッタモノオ タベテイタトカ＊＊＊（B：ウン）

どういったものを 食べていたとか＊＊＊（B：うん）

004A：ホレワ ムギメシヒエメシ ｛笑｝

それは 麦飯［とか］稗飯［とか］｛笑｝

005B：｛笑｝ムギメシヒエメシ ＊＊＊タベテノ、アノー オボン ショーガツ

｛笑｝麦飯［や］稗飯［を］ ＊＊＊食べてね、あの お盆［や］ お正月［や］

マツリトカワ、 アノー カキマゼテ、ゴモクズシナ。

お祭り［の時］とかは、あのう かき混ぜて、五目寿司ね。

006A：シロゴハンカラナー ホンナトキニー。

白ご飯とかねえ そんな時には。

007B：ホイデ オモチ イッパイツイテノ、ホイデ、シテクレタ。

それで お餅［を］ いっぱいついてね、それで、［お祝いを］してくれた。

008A：オイシイモンワ ホンナトキシカ タベレンノナー。

美味しいものは そんな時しか 食べられないのよねえ。

009B：ウンウン、ホレグライニ。 アイダワ タベレン。

うんうん、それ位に［しか食べない］。［行事と行事の］間［に］は 食べられない

010A：ゴチソーユータラ。

御馳走［と］言ったら［そうだった］。



011B：ホイデ カワニワ アノー サッキイヨッタ チチコトカノ ｛笑｝

それで 川には あのう さっき言っていた チチコ［＝魚］とかね｛笑｝

サカナワ、アメゴトカ、アユトカ イッパイオッタケンノ。ナツワ アユ。

魚は、 アメゴとか、鮎とか いっぱいいたからね。 夏は 鮎。

ホナケン イッパイトッテキテ アイダデ＊＊＊ ホノジブンニワ

だから いっぱい捕ってきて 間で＊＊＊ その時分には

レイゾーコモナイケンスンノ。 ホイデ ホノ オコメタイテ

冷蔵庫もないから［御馳走づくりを］するの。それで その お米［を］炊いて

オスシシタリワ シテクレタケンドノ。

お寿司［を］つくったりは してくれたけれどね。

012F：オスシ？

お寿司？

013A：スシワー マー ムカシカラシヨッタワ。

寿司は まあ 昔からつくっていたわ。

014B：ウン、シヨッタ。 コメノ アノー アノー アメゴノスシ。（F：ヘー）

うん、つくっていた。米の あの あの アメゴの寿司。（F：へえ）

サカナ コッチ アガッテコンデ？ （F：ハイ）

魚［は］ こっち［の方まで］ 上って来ないでしょう？（F：はい）

ホンダケン カワデトレタブンオ アノー オスシ シヨッタ。

そうだから 川で捕れた分を あの お寿司［に］ していた。

015F：ナニガ イチバンオイシカッタデスカ？

［当時］何が 一番美味しかったですか？

016B：ホージャノー。ヤッパリ アノー カワノサカナノオスシガ

そうだなあ。 やっぱり あの 川の魚のお寿司が

イチバンオイシカッタンダロノー、ワタシラワ。ウンウン。ホカノモンガ

一番美味しかったのだろうなあ、 私たちは。 うんうん。他のものが

ナイジブンジャケンナー。

無い時分だからなあ。

017A：ナイケンナー。（B：ホレト＊＊＊）ホレト サバノスシッテナー。（B：ウンウン）

ないからなあ。（B：それと＊＊＊）それと 鯖の寿司ってねえ。 （B：うんうん）

サバワ シオニシタヤツガ ハイッテキヨッタラシー。

鯖は 塩［漬け］にしたものが 入ってきていたらしい。

018B：ウンウン、サバノ。ホレオ オスシニ シノ＊＊＊、シオヌイテ オスシニシテ。

うんうん、鯖の。 それを お寿司に しの＊＊＊、塩［を］抜いて お寿司にして。

ホノクライノサカナシカ ナカッタ。ナマザカナワノ。ホレト マー カワデ、

その位の魚しか 無かった。生魚はね。 それと まあ 川で、

アノー ウナギノ。

あのう 鰻ね。

019A：ホージャナ、ウナギワ ヨーケトレヨッタ。

そうだね、 鰻は たくさん獲れていた。



020B：ウナギノ イトデ ヨル、ホレコソ コイヤ ツケトイテ アシタノアサ

鰻の 糸で 夜、 それこそ 今晩 つけておいて 明日の朝

アゲルヤツシトイテノ。 ｛機器のトラブル｝ホイデ アゲタラ アノ

揚げるもの［を］しておいてね。｛機器のトラブル｝それで 揚げたら あの

イッパイクイツクンヨ、カワガエーカッタケン。 ホイタラ

いっぱい食いつくのよ、川［の環境］がよかったから。そうしたら

ホレオモッテキテナ、ホイテカンゴイレテ コータリシヨッテ。ホイデ

それを持ってきてね、それで籠に入れて 買ったりしていて。それで［量が］

アツマッテキテ ヨーケイッパイナッテ カゾクジュー タベレルヨーナッタラノ

集まってきて 沢山いっぱいになって 家族中［が］ 食べられるようになったらね

ホイタラ カバヤキスルンヤ。（D：アー）ホレワ オイシカッタノ。

そうしたら 蒲焼きにするのだ。（D：ああ）それは 美味しかったね。

021D：ウナギ ココデトレタンデスカ。

鰻［が］ ここで獲れたのですか。

022B：ウン、ホコデ（A：トレヨッタナ）イッパイトレヨッタ。ホイタラ アニ＊＊＊

うん、そこで（A：獲れていたね）いっぱい捕れていた。そうしたら 兄＊＊＊

ワタシワユーヨーナルケンド アニサンガオッテノ、ホシテホレガ

私は［と］いうことになるけれども 兄さんがいてね、 そしてそれが

ナゲツケニイクンヨ。 ホイデワタシモイキタインヨ。

［仕掛けを］投げつけに行くのよ。それで私も行きたいのよ。

ホシタラ チッチャイケン ツレテイッテクレンノヨノ。｛笑｝

そうしたら ［まだ自分が］幼いから 連れて行ってくれないのよ。｛笑｝

ホイダラ チカデダケ、ココニオッテ ココノマデダケツケヨレ。

そうしたら 近場だけ、 ここにいて ここまでつけていなさい［と言われた］。

ホイデ ズートムコイッテ ツケテクル。 ワタシワ チカクダケシカ

それで ずっと向こう［に］行って ［兄は］つけてくる。私は 近くだけしか

トレンケン アメゴカ チッチャイウナギグライシカ。

捕れないから アメゴか 小さい鰻位しか［捕れなかった］。

（A：ホヤナ、カカンリョッタノ） エーカカランノヨ。

（A：そうだね、［それ位は］掛かっていたね） 全然かからないのよ

ホシタラヤッパリノ オーキイノトリタイ ｛笑｝｛F：笑｝

そうしたらやっぱりね 大きいもの［が］捕りたい｛笑｝｛F：笑｝

アニサンニ マケタクナイ｛笑｝

兄さんに 負けたくない｛笑｝

023A：ナー、フカーイフチデナイトナ オーキインワオラナンダケンノー。（B：ウン）

ねえ、深い淵じゃないとね 大きいものはいなかったからねえ。（B：うん）

アブナイデー、 フカイトコロワ。

危ないでしょう、深い所は。

024B：ホイダラ チーチャイモンジャケン ＊＊＊ホンデホナニシテ、マケタ｛笑｝

そうしたら 小さいものだから ＊＊＊それでそうなって、負けた｛笑｝



｛F：笑｝（E：フーン）（D：ヘー）

｛F：笑｝（E：ふうん）（D：へえ）

025F：デモ コドモタチデ ソレ トリニイッタリ シテタンデスネ。

でも 子供たちで それ［を］ 捕りに行ったり していたのですね。

026A：ウン、イマデモネー、アノー コノ リューガクセーテ、ココ

うん、今でもねえ、 あのう この 留学生って、 ここ

サンソンリューガクシヨンデスヨ。（F：アー）ホイデ ナツニ、アノー

山村留学［を］しているのですよ。（F：ああ）それで 夏に、 あのう

マタ カゾクガクルンデスヨ。コトシモ ナンカ フタクミカナ？（B：ウン）

また 家族が来るのですよ。 今年も なんか 二組かな？ （B：うん）

キトッテ ホノトキニワ アノー コッチ ナゲズリツケル ッテユーノオ

来ていて その時には あのう こっち 投げ釣りつける というものを

ツクッチャッテ、ホイデカワニナ ツケタリワシヨルケンド。

作ってあげて、 それで川にね つけたりはしているけれども。

モー アンマリ クイツカンケンナ コノゴロワナ。

もう あまり 食い付かないからね この頃はね。

027B：トレンヨナッタノ。

捕れなくなったね。

028A：オランケンナ。 コーシテスルンジャッテグライワ ウン。オシエタリワ

［魚／鰻が］いないからね。こうしてするのだという位は うん。教えたりは

シヨルヨーナケンドナ。

しているみたいだけれどね。

029F：ヨクツクラレル カテイリョーリワ？

よくつくられる 家庭料理は［何ですか］？

030A：スシト ナ。ゴチソー ッタラ スシヤッタモンナ。イマワ マタ、ウン。

寿司と ね。御馳走と いったら 寿司だったものね。今は また、うん。

031B：モーコノゴロ イツ＊＊＊ イツイテモナ ワタシラワ モー スシ。

もうこの頃 いつ＊＊＊ いつ来てもね 私たちは もう 寿司。

032A：ウン。カキマゼッテユーノ。

うん。カキマゼっていうね。

033B：カキマゼ。ゴモクズシノ。

カキマゼ。五目寿司ね。

034A：にぎりズシト。

握り寿司と。

035B：ホイテ、ホノー サカナノニギリズシト。ホイテ シテ＊＊＊ シタラノ、ホンデモノ

それで、そのう 魚の握り寿司と。 それで 作って＊＊＊ 作ったら、それでもね

マゴラワノ、カエッテキタラ＊＊＊。 ホイデマゴラワ チッサイコロカラ

孫たちはね、［木頭村に］帰ってきたら＊＊＊。それで孫たちは 幼いころから

ツクッテタベサシトッタラ バーチャンノオスシガ イチバンオイシー

［寿司を］つくって食べさせていたら おばあちゃんのお寿司が 一番美味しい



ッテユーン。（F：ヘー）マチニ、トクシマニ、 アナントカニモ

というの。 （F：へえ）街に、 徳島［市］に、阿南［市］とかにも

オルンジャケンド。 ウンリョランッテ。

［孫が］いるのだけれども。［同じような寿司は］売っていないって。

バーチャンノオスシワ、 イエ＊＊＊ オウチデナイト タベレンテ。

おばあちゃんのお寿司は、家＊＊＊ おうちじゃないと 食べられないって［言う］。

アノー ホカノモノワ イッパイオミセニアルケンド、ウッテルケンドナ。

あのう 他のものは いっぱいお店にあるけれども、売ってるけれどもね。

ホーユーテ、ユーテクレル。ホイデウレシニナッテ マタツクル。｛笑｝

そういって、言ってくれる。それで嬉しくなって またつくる。｛笑｝

036A：ナ。オスニナ、コレ ナレトルケン。

ね。お酢にね、これ 慣れているから。

037B：ホノー ナ。ユズノスニ ナレトルケンナ ホレガ＊＊＊

そのう ね。柚子のお酢に 慣れているからね それが＊＊＊

アレガ エンジャロケントオモウ。

あれが いいのだろうから［そう言ってくれるの］だと思う。

038A：ユズノスーニ ナレトルケン。 ウンウン。

柚子のお酢に 慣れているから。うんうん。
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Ⅰ．木頭村の食文化
トラック3

001F：ソノ ユズノ オス？ワ ツクッテルンデスカ？

その 柚子の お酢？は 作っているのですか？

002B：ウン ウン ホラ モー ジブンデ ユズ ツクンリョルケンナ。

うん うん それは もう 自分で 柚子［を］ 作っているからね。

モー ジブンクデ ゼンブ アノ オシタ アレデノ テズクリシトッテ。

もう 自分の家で 全部 あの 押した あれで 手作りをしていて。

003A：テシボリノナ。（E：ヘー）

手絞りのね。 （E：へえ）

004B：ホンデ イチネンブン トットイテ ホイデ マー キョーダイトカ シンセキニ

それで 一年分 取っておいて それで まあ 兄妹や 親戚に

（A：オクッチャウ）ゼンブ オクルヨーニ（DE：へー）ホーヤッテスルンヨ。

（A：送っちゃう） 全部 送るように （DE：へえ）そうやってするのよ。

005E：スゴイデスネ。

すごいですね。

006B：ホシタラ ホレガ マッチョルンヨ、マイトシナ。（A：マイトシナ）キョーダイガ

そうしたら それが 待っているのよ、毎年ね。 （A：毎年ね） 兄妹が

モークルカ モークルカ。 ｛笑｝

もう来るか もう来るのか。｛笑｝

007A：イチネンジュー ホカンデキルケンナ オスワ。ホンデ タベソネタラ オスガ

一年中 保管できるからね お酢は。それで 食べ損ねたら お酢が

オイシーンジャロナ（B：ウン ウン）

おいしいのだろうね（B：うん うん）

008B：ホシタラ オスオ チョット オサカナニデモ カケタリナ。イロイロ アノ

そうしたら お酢を ちょっと お魚にでも かけたりね。いろいろ あの

スダチシキミタイニナ。（DEF：ハー）

すだち／／みたいにね。（DEF：はあ）

009F：スダチノ カワリニ ユズ？

すだちの 代わりに 柚子［を使うのですか］？

010B：ウン ユズ。（A：ウン ウン）

うん 柚子。（A：うん うん）

011A：コッチワ モー ユズ（B：ウン ウン）トクシマワ スダチヤケド。

こちらは もう 柚子（B：うん うん）徳島は すだちだけれど。

012B：アンマリ スダチワ ツカワン。（A：ツカワン）ハジメ、 サンマ

あまり すだちは 使わない。（A：使わない）はじめ［に］、さんま［を］

イチバンサキ コータ トキクライ。｛笑｝

一番先［に］ 買った 時くらい。 ｛笑｝

013A：ソーヤナ。チョット ハヤイケンナ。スダチガ デキルンガナ。

そうだね。少し 早いからね。 すだち［の方］が 出来るのがね。



ホンデ ユズデキルマデワ マーナ スダチモ ツカウケンド

それで 柚子ができるまでは まあね すだちも 使うけれど

ヤッパシ マタ ニオイカラ チガウケンナ。（B：ウン）スダチトワ。

やはり また においから 違うからね。 （B：うん）すだちとは。

マー タベルモンサ ナンジャノー。オスシルイトナ ホンデ マー

まあ 食べるものといえば 何かなあ。 お寿司類とか それと まあ

ボタモチカ。（B：ウン ボタモチモ ヨーシヨッタ）ホンナンワ シヨッタナー

ぼた餅か。 （B：うん ぼたもちも よくしていた）そういうことは していたなあ

オハギノ。

おはぎの。

014B：ウン。オハギノ ホレト オモチトジャワノ。

うん。おはぎの それと お餅とだよね。

015A：ウン。オモチナ。ショーガツニワ オモチツクント。

うん。お餅ね。 正月には お餅［を］つくのと。

016F：アンコトカ（B：ウン）キナコトカデスネ。 ソノ ダイズオ ツカッタリスルト

餡子とか （B：うん）きな粉とか［を］ですね。その 大豆を 使ったりすると

オモウンデスケド ソーユーノワ ココデ ツクルンデスカ？

思うのですけれど そういうものは ここで 作るのですか？

017B：ウン、ウン。ジブンクデ マメ ツクッタヤツデ（A：ウン ショーズワナ）アズキ

うん、うん。自分の家で 豆［を］ 作ったもので （A：うん 小豆はね） 小豆

ショーズワノ アズキワ。（A：アンコワナ アンコワ ミナ）

小豆はね 小豆は。 （A：あんこはね あんこは 全部）

ホレト キナコワ コノゴロ アンマリノー。 ダイズデワ アンマリノー。

それと きな粉は この頃 あまり［しない］ねえ。大豆では あまりねえ。

018A：ウン。センケンノ。

うん。しないからね。

019B：ホンデ エダマメ タベル クライシカ ツクッテノーテ（F：アー）

それで 枝豆［を］ 食べる くらいしか 作っていなくて（F：ああ）

ホレデ イッテ コナイシテ コノウスノヨーニ ナッタケンノ｛F：笑｝

それで いって このようにして この臼のように なったからね｛F：笑｝

｛笑｝ヒクヤツノー（B：ウン ホーヤナ）ツケモンイシニ シテシモタ ｛F：笑｝

｛笑｝挽くやつねえ（B：うん そうだね）漬物石に してしまった｛F：笑｝

020A：ヒキウスガ。（B：ウン）

挽臼が。 （B：うん）

021B：ホンデ キナコワ コーテクル。

それで きな粉は 買ってくる。

022F：ムカシワ ツクッテタ？

昔は 作っていた［のですか］？

023B：ツクッテタ。（AB：ウン）

作っていた。（AB：うん）



024A：ナー コメノ ハタケ ズーットナ（B：ウン ウン）ウエヨッタモンナ。

なあ 米の 畑に ずっとね （B：うん うん）植えていたものね。

（B：タンボニノ）ダイズワ（B：ウン）ホンデ ミソモ ウン。

（B：田んぼにね）大豆は （B：うん）それで 味噌も うん。

ツクンリョッタンジャ、ソレデナ。

作っていたのだ、 それ［＝大豆］でね。

025B：ホンナンデ ミナ ムギカラ ツクッテ シヨッタナ。（A：シヨッタケン）

そんな感じで 全部 麦から 作って［と］ していたね。（A：していたから）

Ⅱ．幼少期の食について
トラック4

001F：チーサイトキ ジブンタチノ チーサイトキワ シテイタ？

小さいとき 自分たちの 小さいときは ［お節句の料理などを］していた？

002A：シヨッタ（B：シヨッタ）ミナ。

していた（B：していた）みんな。

003A：オセックユータラ イマノ ナンヤッタ？アノ ヒキダシ

お節句といえば 今の 何といった？あの 引き出し［が］

ツイトルヤツニナー。 ナントカユーヤツニ。アレニナ イレテ オジュー。

ついているものにねえ。なんとか言うものに。あれにね 入れて お重。

（B：オジュー オジューバコ）オジューバコニ イレテ トクシマデ

（B：お重 お重箱） お重箱に 入れて 徳島で

ナニシトル、 ユサンバコヤッタカイナ ウン、ウン。アンナンノ

何［を］している、遊山箱だったかな うん、うん。あのようなものの

チッチャイノ アッタンデスヨ、ミナ。 （B：ウン ウン）

小さいもの［が］ あったのですよ、みんな。（B：うん うん）

コドモノナー（B：ウン）ホシテ ホレニ イレテモロテ。 ホレデナ

子どものねえ（B：うん）それで それに 入れてもらって。それでね

（B：ウン）タベニイッキョッタナー。（B：タベニイッキョッタ）

（B：うん）食べに行っていたなあ。 （B：食べにいっていた）

ワタシラモ ホレワ シットー。 アッタモン。

私たちも それは 知っている。あったもの。

004B：ホンナノ シタリ ホノ アノ ナンノトキモ オシヌキノ（A：オシヌキナ）

そんなことを したり その あの 何かの時も 押し抜きの（A：押し抜きね）

005A：ダイタイ オスシノ（B：オスシオノ シイタケクライニ アテタリシテ

大体 お寿司を（B：お寿司をね しいたけくらいに 当てたりして

カタニシテノ）カタニシテ。

型にしてね） 型にして。

006B：アノ ナンテユーンジャ アレ オーギノヨーナ（A：ホーヤナ カタチオナ）

あの 何て言うのだ あれ 扇のような （A：そうだね 形をね）



カタチニシタリ ウン。ヒョータンノ ヨーナ カタチニシタリ シタヤツオ

型にしたり うん。ひょうたんの ような 形にしたり したやつを

オシテノ。ホレデ イッパイ コー ツメテ ホレデ タマゴヤキトカ（B：ホーヤナ）

押してね。それで いっぱい こう 詰めて それで 卵焼きとか （B：そうだね）

ミタイナンツケテ （B：イレテモロテナ） ユサンバコニ

みたいなもの［を］つけて（B：入れてもらってね）遊山箱に

イレテ タベヨッタ。

入れて 食べていた。

007A：モッテイッキョッタ ホレワ アッタナ。

持っていっていた それは あったね。

008B：コノゴロワ コレラガ ブショーナンカ？｛ABDEF：笑｝ダッテ

近頃は ［若い者たち］が 不精者なのか？ ｛ABDEF：笑｝だって

ホンナヨーナン ギョージノコト（A：ワカイシガ ワカイシガノ センモンナ）

そんなような 行事のこと （A：若い者は 若い者がね しないものね）

シタラ ホタラ キタトキワ オスシカナンカ タベルケンド。

そうしたら そうしたら 来たときは お寿司か何か 食べるけれど。

（A：スルケンド ホレクライヤモンナ）アノ マタ スルコトモナシ

（A：するけれど それくらいだものね）あの また することもなく

ゴゾゴゾ バッカリ

ごぞごぞ［スマートフォン］ ばかり［いじって］

ヒトツモ（A：ウン ソージャ｛笑｝）

一つも （A：うん そうだ ｛笑｝）

ゲーム、ゲームワデ。 ノー｛笑｝アイテニシテクレンナ ワタシラ。

ゲーム、ゲーム［ばかり］。ねえ｛笑｝相手にしてくれないね 私たち［をね］。

009A：オトシダマ モライニクルダケ。｛笑｝

お年玉［を］ 貰いに来るだけ。 ｛笑｝

010B：オトシダマワ チョット。｛ABDEF：笑｝

お年玉は ちょっと。｛ABDEF：笑｝
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Ⅰ．正月の慣習

トラック 5

001A：ホンマ ジブンデ シヨル ヒトワ オランワナ。

本当に 自分で している 人は いないよね。

002B：ウン。アンマリ セーヘンヨーナッタ。ムカシワ ホナ モー

うん。あまり しないようになった。昔は そんな もう

ゼンブ シテノー。ホラ タナイモ カミダマルモー ゼンブ マツッテノー。

全部 してねえ。それは 棚にも 神棚にも 全部 祀ってねえ。

ゴハンモ マツッテ、アレモシテ。ウシノ オゼンマデ コッサエヨッタヨ。

ご飯も 祀って、 あれもして。牛の お膳まで 準備したよ。

（F：ヘー）ウン。ウチノ アレワノ。 （F：ウン ウン ウン）

（F：へえ）うん。うちの ［家で］はね。（F：うん うん うん）

ウシワ アノー。

牛は あのう。

003A：ホイジャ。タイセツナナカッタケンナ。

そうだ。 大切だったからね。

004B：タンボオ ヒカナイカン タイセツナナカッタケンノ。

田んぼを 引かなければいけない［牛は］ 大切だったからね。

005A：タンボオ ヒカナイカンシ。

田んぼを 引かなければいけないし。

006B：タンボオ ヒータリ、ナンカ セナイカン。

田んぼを 引いたり、／／／ しないといけない。

ホンデ ウシノ ショーガツニ コー オゼン コッシャエテ オスイモノモ

それで 牛の 正月に こう お膳 作って お吸い物も

ミナツケテノ ホレデ コサエトイテ ホイテ マタ オンナシ コー アノ

全部つけてね それで 作っておいて それで また 同じ こう あの

オケイ イレチャッテ ホレデ タベサッショッタ ウン。

桶に 入れてあげて それで 食べさせていた うん。

ホレ シザッタラ ワシラニ ゴハン クレザッタ ｛ABF：笑｝

それを しなかったら 私たちに ご飯［を］ くれなかった｛ABF：笑｝

ムカシワノ｛笑｝（F：ヘー）

昔はね ｛笑｝（F：へえ）

007B：ソンデ セキハンモ ミナ ツケテノ。ホーヤッテ シヨッタ。

それで 赤飯も 全部 付けてね。そうやって していた。

アノ ン、コノシダノ オヤワ アノ ダイブ アズッタト オモウヨ。

あの ／、この時の 親は あの 大分 難儀であったと 思うよ。

ホノ オセキハンモ テーニシ ミナ ナニモカモノー。

その お赤飯も ［こなして］ 全部 何もかもねえ。

008A：ホーヤナー。ミナヤケンナー。

そうだねえ。全部だからねえ。



009B：ゴハンモ ゼンブ セナイカン。 コノゴロ ゴハン

ご飯も 全部 しないといけない。この頃 ご飯［は］

スイットイッタラ タケルシナ｛笑｝

［スイッチを押したら］ 炊けるしね｛笑｝

010A：ホーヤノ。カマドデ タイテ ヤケンノ、 アレ。

そうだね。かまどで 炊いて だったからね、あれ。

011B：カマドデ ヒトツヒトツ タクヒツヨー ナカッタケンノ。

かまどで ひとつひとつ 炊く必要［が］ なかったからね。

012F：ソーデスネー。ダイブ ベンリニ ナリマシタモンネ。

そうですねえ。大分 便利に なりましたものね。

013B：ウン。ホンデ ワタシラワ イテシテ アノー スーパーイテ

うん。それで 私たちは 行ってして あのう スーパー［に］行って

コーテシテ、チャッチャット ナラベタラ イケルデナ ｛BF：笑｝

買ってして、ちゃっちゃっと 並べたら 大丈夫じゃない｛BF：笑｝

イマノ ジダイヤノ。

今の 時代［だとね］。

014A：テヌキ テヌキ｛笑｝

手抜き 手抜き｛笑｝

015B：テヌキバッカリ｛笑｝イエデ スッテタラモー オスシ ナイカナ｛笑｝

手抜きばっかり｛笑｝家で ［作っていたら］もう お寿司［が］ ないかな｛笑｝

016A：ソーヤナ。ウーン。ワタシヤ マダ スシガ ゴチソーオモテ スルケンド。

そうだね。うん。 私なんか まだ 寿司が ご馳走［だと］思って するけれど。

イマノ ワカイ ヒトワナー。（B：ウン）チガウモンナ、マタ。

今の 若い 人はねえ。 （B：うん）違うものね、 また。

Ⅱ．お祭りについて

トラック 6

001F：キトーソンデ オマツリガ ヒラカレル コトワ アリマスカネ？

木頭村で お祭りが 開かれる ことは ありますかね？

002B：オマツリワ マー イチネンニ イッペンワ シヨー。

お祭りは まあ 一年に 一度は している。

003F：アー。（A：ウン）

ああ。（A：うん）

004B：ンデ、 ナツマツリト（A：ウーン）アキマツリト ニヘン アルンヨ。

それで、夏祭りと （A：うーん）秋祭りと 二度 あるのよ。

005A：ウン、アルナ。ジンジャデナ。

うん、あるね。神社でね。

006B：ンデ コー ソレワ カク コー カテー、クミデナ。アノー（A：ジュンバンデナ）

それで こう それは 各 こう 家庭、 組でね。 あのう（A：順番でね）



ジュンバンニノ トーヤッテテ。 ホイテ オセワシテ。

順番にね ［当番を］やっていて。そして お世話して。

オモチモ ツイテ マツッタリ（A：ウーン）ゴッツソモ ツクッタリシテ、ホイデ

お餅も ついて 祀ったり （A：うーん）ご馳走も 作ったりして、 そして

オカミサンニ オソナエシテ。 ホイデ ジブンタチノンモ タベテ、イッショニ。

女将さんに お供え［を］して。そして 自分たちのものも 食べて、一緒に。

ホイヤッテ シヨル。 ナツノト フユノト （A：ヤッパシナ）

そうやって している。夏の［祭］と 冬の［祭］と（A：やっぱりね）

ア アキノト フタツ。

あ 秋の［祭］と 二つ。

007A：ホイテ コドモモ マダ イマワ オルケンド。ダンズイッテ ユーンデスカ？

そして 子供も まだ 今は いるけれど。ダンズイと 言うのですか？

タイコ タタイテ。（B：タイコ タタイテナ）ウン。ナニスルンヤケドナ。

太鼓［を］ 叩いて。 （B：太鼓［を］ 叩いてね） うん。何するのだけれどね。

008B：ホイタラ オミコシサンモ デルンヨ。

そしたら 御神輿さんも 出るのよ。

009A：ミコシサンガ デテ。（B：ウン）マ、イマノトコロワナー ドーニカデキヨー。

神輿さんが 出て。（B：うん）ま、今のところはねえ どうにかできている。

010B：イマノトコロ ヨーヤット デキヨー ｛笑｝

今のところ ようやく できている｛笑｝

011A：ウン、ウン。ヤット デキヨーグライ。

うん、うん。やっと できているぐらい。

012B：モー、モー｛杖をつく様子をしながら｝コレナッタケンノ｛笑｝

もう、もう｛杖をつく様子をしながら｝これ［＝年寄りに］なったからね｛笑｝

トシイタシラバッカリニ ナッタケン、マ イツマデツズクカワカランケド、

年［が］いった人たちばかりに なったから、ま いつまで続くかわからないけれど、

ソレト コドモダンガ タイコ タタクンノモノ。モー ヤット、ジューニンデ

ノ。

それと 子供団が 太鼓［を］ 叩くのもね。 もう やっと、十人でね。

013A：ドーニカナー、アレ。

どうにかねえ、あれ。

014B：ドーニカ デキヨンダケンド。

どうにか できているのだけれど。

015F：ンー。ネリアルクンデスカ？ズット。

んー。練り歩くのですか？ずっと。

016B：イヤー、アノー モー ジンジャノ ＊＊＊ダケ。

いやあ、あのう もう 神社の ＊＊＊だけ。

017A：モ、モー ウエノ。チョット コー ナガーニナー。ヒロバガ アッテ。

も、もー 上の。 ちょっと こう 長くにねえ。 広場が あって。

ソノアイダ ダケシカ。

その間 だけしか［歩かない］。



018B：アガッタラ エー ヒロバヨ。（F：アー）ウン。

上がったら 良い 広場よ。 （F：ああ）うん。

ミチノ ウエニ アルンジャケドノ。ウン。

道の 上に あるのだけれどね。うん。

019A：シタニワ チョット オリテコレンモンナー。 アッコワ。

下には ちょっと 降りて来られないものねえ。あそこは。

チョット タカイケン（B：ウン）ジンジャガ。

ちょっと 高いから （B：うん）神社が。

020F：ソノー ナンテ ユーンデスカネ。イエガ トーバンデ（B：ウン）

そのう 何と 言うのですかね。家が 当番で （B：うん）

リョーリ ツクルッテ イッテイマシタケド （B：ウン、ソー）

料理［を］ 作ると 言っていましたけれど（B：うん、そう）

ソノ リョーリノワ ナイヨートカワ。

その 料理の／ 内容なんかは［何がありますか］。

021A：｛笑｝ソレモ モー。

｛笑｝それも もう。

022B：ソレモ マタ オスシ ツクルヨ｛笑｝

それも また お寿司［を］ 作るよ ｛笑｝

023A：ホージャナー。

そうだねえ。

024F：モー カクカテー、ソノ トーバンノ カテーニ オマカセナンデスカ。

もう 各家庭、 その 当番の 家庭に お任せなのですか。

025A：ウン、モー オマカセ。ウン。ホンデ アルテードワ マー ツクルケド、

うん、もう お任せ。 うん。それで ある程度は まあ 作るけれど、

マタ 《店の名前》チユータリ トッタリシテナー。モー ヨソカラ。

また 《店の名前》［と］いったり 取ったりしてねえ。もう 他所から。

026B：ウン、リョーリヤカラ トッタリ。

うん、料理屋から ［出前を］取ったり［する］。

027A：ホナイシテ モ、モー オマツリノトキワー ミナ ホーシヨルミタイ。

そのようにして ×、もう お祭りのときは みんな そうしているみたい。

（FB：ウン ウン ウン）マエワー ゼンブ ツクリヨッタンデスヨ。

（FB：うん うん うん）前は 全部 作っていたのですよ。

オスシ シタリ イロンナ アゲモン シタリ モー ゼーッンブ

お寿司［を］ したり 色んな 揚げ物［を］ したり もう 全部

シヨッタケンドナー。ンダケド モー テーガナー モー。

していたけれどねえ。そうだけれども もう ［手間］がねえ もう。

ミナ トシ イテハルシ。 タベモンノ コッチャケン ナカナカナ。

みんな 歳［が］ いっているし。食べ物の ことだから なかなかね。

モ ザイリョーモ アツメナイカンシ スルケンナ。（F：ソーデスネー）

もう 材料も 集めないといけないし するからね。（F：そうですねえ）



シダイ シダイニ デキンヨーナッテキテ。 ｛F：笑｝モー トッタホーガ

次第 次第に できないようになってきて。｛F：笑｝もう ［出前を］とった方が

ハヤイーユーテ、 オカネ ワタシタラ デキトルユー ｛ABF：笑｝

早い［と］いって、お金［を］ 渡したら できているという｛ABF：笑｝

028B：ネンキン ヘルケンドノー。｛笑｝

年金［が］ 減るけれどねえ。｛笑｝

029A：ナー｛笑｝シャーナイナ。クミノ ホーシン。｛B：笑｝

ねえ｛笑｝仕方ないね。 ［祭の料理当番をやるのは］組の 方針。 ｛B：笑｝

030F：ウン ウン ウン。ナニカ オメカシ シタリ スルンデスカ？

うん うん うん。何か おめかし［を］ したり するのですか？

アノー ナニカ イロイロ コー キレーナ フク キタリ。

あのう 何か 色々 こう きれいな 服［を］ 来たり［して］。

031B：ウン。

うん。

032A：ワタシノ コドモン トキワ シヨッタ。（B：ウン）

私の 子供の 時は していた。（B：うん）

モー ホノトキシカ（B：ウン）キセテクレナンダケンナ。 （B：ウン）

もう その時しか （B：うん）着せてくれなかったからね。（B：うん）

オショーガツトカ オマツリトカ（B：ウン ウン）オボントカ。（B：ウン）ウン。

お正月とか お祭りとか （B：うん うん）お盆とか。 （B：うん）うん。

ホンナ トキシカ コー チョット キレーナンワ キセテクレン。

そのような 時しか こう ちょっと きれいな［服］は 着せてくれなかった。

（B：オボンニワ ユカタ キーテノ。）イマワ モー ホナニワ シヨラン。

（B：お盆には 浴衣［を］ 着てね。） 今は もう そんなには していない。

033B：キヨランノ。 ウン。

着ていないね。うん。

034A：ゼンゼン。

全然。

035F：タイコ タタクコモ？

太鼓［を］ 叩く子も？

036B：タタクコワ ハッピ キテ（A：ハッピ キルケンナ、ウン）ウン。

叩く子は はっぴ［を］ 着て（A：はっぴ［を］ 着るからね、うん）うん。

ホイテ オンナノコワ アノ、アノ ナンテ ユーデ？

そして 女の子は あの、あの 何と 言うのだ？

037A：ミコサンノナ。

巫女さんのね。

038B：ミコサンノ アレ キル。

巫女さんの あれ［＝衣装を］ 着る。

039A：アノ イショー キルシ。

あの 衣装［を］ 着るし。



040B：ウン。ソレワ ナン ナンテユーンジャ。アノー ナニツキヤノ。

うん。それは ×× 何というのだ。 あのう 何付きだね。

アノ オソナエスルヤツナ。

あの お供えするやつね。

041A：マー ホナケンドナ。 オマツリニ イクンジャケン、チョットワ

まあ そうだけれどもね。お祭りに 行くのだから、 ちょっとは

フダンギヨリワ チョットワ エーノワ キテ｛笑｝

普段着よりは ちょっとは 良い［服］を 着て｛笑｝

042B：ウン、ウン。マー サカッ＊ヨリワ エーノ。 ｛笑｝

うん、うん。まあ さかっ＊よりは 良いもの。｛笑｝

043F：｛笑｝

｛笑｝

044A：チョットワナ｛笑｝

ちょっとはね｛笑｝

045B：ズボン モット マセーナノ ハイテ。｛笑｝

ズボン［も］ もっと ましなものを 履いて。｛笑｝

046A：チョット マシナン ハクケド。 ムカシワ キモノ キーテ

ちょっと ましなもの［を］ 履くけれど。昔は 着物［を］ 着て

キレーニシテ イキヨッタンダナー？

綺麗にして ［祭に］行っていたのだよねえ？

047B：オーン、ミーンナ キレーニ キーテノ。（A：ウン）

おーん、みんな 綺麗に 着てね。 （A：うん）

＊＊＊タイ コーテ。（A：ウン）ウン。ホレデ イチバン エーノ ツクッ

テ。

＊＊＊たい 買って。（A：うん）うん。それで 一番 良いもの［を］ 作って。

048A：ホンナ ヒトワ オランモンナ。

そんな 人は いないものね。

049B：ウン、シテイキヨッタ。

うん、していっていた。

050A：ミンナ ダイタイ オヨーフクデ（B：ウン）

みんな 大体 お洋服で （B：うん）

051B：ウン、ホンデ ムスメザカリ、アンタラグライノ ムスメザカリニワ

うん、それで 娘盛り、 あなた達ぐらいの 娘盛りには

キレーニ キセテモローテ。

綺麗に 着せてもらって。

052A：ウン、ウン。ヨロコンデナー。ミナ ホレ シタ。

うん、うん。喜んでねえ。 みんな それ［を］ した。

053B：ウン。＊＊＊カラ トメソデミタイナンカラ キーテ。

うん。＊＊＊から 留袖みたいなものから 着て。

キレーニシテ ミーンナ、イキヨッタ。

綺麗にして みんな、 行っていた。



054A：ホーヤナー。アノ ジブンワナー。ソレガ タノシミデ。

そうだねえ。あの 時分はねえ。 それが 楽しみで

（B：ウン）キセテモライヨッタンジャローケンド。

（B：うん）着せてもらっていたのだろうけれど。

055B：ホンデ カミモ キレーニ ユーテノ。ヨイカラ ユイテ

それで 髪も 綺麗に 結ってね。宵から 結って

コッサエタ。（A：ウン）ソーデシタ。

準備した。 （A：うん）そうでした。

056F：ヤッパ タノシミデスヨネ。

やっぱり ［おめかしするのは］楽しみですよね。

057A：ホージャロナー。ウン。ソノコロシカ ナカッタケンノー。

そうだろうねえ。うん。その頃しか ［着飾る機会が］無かったからねえ。

058B：ホーイデシタケンド。ホージャンケンド コノゴロワ

そうでしたけれど。 そうでしたけれど この頃は

コンナンジャワ｛笑｝ドーデモ エーヨンナ｛笑｝

こんなのだわ ｛笑｝どうでも いいような［服装］｛笑｝

059A：ウーン、ホーヨ。チョットナー。コドモモナー。スキナモンシカ キンケンナー。

うーん、そうよ。ちょっとねえ。子供もねえ。 好きな［服］しか 着ないからねえ。

060B：ウン、ウン。

うん、うん。

061A：ホンナニ ナンジャ。イツモ。フダンギモ ナニモ カンケイナク。（B：ウン）

そんなに なんだ。 いつも。普段着も 何も 関係なく。 （B：うん）

062B：ショーガツニモ ツイタチニワ キセテノ。（A：ホーヤロナー）

正月にも 一日には 着せてね。（A：そうだろうねえ）

063A：ホンナトキニワ イッチャンエー（B：イッチョーラ）イッチョーラ イッテネー。

そのような時には 一番良い （B：一張羅） 一張羅［で］ 行ってねえ。

イチバンエーノ。イッチョーライ。

一番良いもの。 一張羅。

Ⅲ．子どもの頃の遊びについて

トラック 7

001F：ソーデスネー。ソシタラ アノー、コドモー。ジブンガ チーサカッタトキノ

そうですねえ。そうしたら あのう、子ども。 自分が 小さかった時の

ハナシナンデスケド。ヨク アソンダ アソビトカ。

話なのですけれど。 よく 遊んだ 遊びとか［ありませんか］。

002A：アソビナー。（BF：ウン）ソラー コドモ ワタシラワ ホノー オジアミカラナー？

遊びねえ。 （BF：うん）それは 子ども 私達は そのう お手玉からねえ？

003B：ウン。オジャミカラ マリツキカラ。

うん。お手玉から 毬つきから。



004A：マリツキカラナー？ホレカラー アノー、ゴムトビカ。

毬つきからねえ？ それから あのう、ゴム跳びか。

005B：ウン。ゴムトビノ。

うん。ゴム跳びの。

006A：ウン。ゴムトビカラ ホンナンデー。 ホレガ アソビジャッタモンナー。

うん。ゴム跳びから そんなものじゃない。それが 遊びだったものねえ。

007F：モー ミ オーゼーデ ヤル？

もう × 大勢で やる［のですか］？

008A：ウン。ホーヤナ。ダイタイ、オーゼーデ。

うん。そうだね。大体、 大勢で［遊ぶね］。

009B：オンナシヨーナノ ヨッテキテノ。

同じような［子たちが］ 寄ってきてね。

010A：マー ダイタイ ヨー ニタ ヒトガ ヨッテキテ シヨッタナ。

まあ 大体 よく 似た 人が 寄ってきて していたね。

オジアミヤケンナー。コゲシテ シヨッタケンド｛笑｝｛遊ぶときの手の動き｝

お手玉だからねえ。 このようにして していたけれど｛笑｝｛遊ぶときの手の動き｝

ナカナカ、イマワ ヨーセンケンドナー。

なかなか、今は できないけれどねえ。

011B：セーヘンノー。 チャンチャカチャラ チャンチャカチャラ｛遊ぶとき手の動き｝

しないからねえ。チャンチャカチャラ チャンチャカチャラ｛遊ぶとき手の動き｝

012A：オトコノヒトワ メンコオナー。ホレカラ クギサシミタイナ ナンカ シタリ。

男の人は めんこをねえ。それから 釘刺しみたいな 何か したり。

013F：クギサシ？

釘刺し？

014A：ンー コー クギオ、ピシット ヤッテナー。 コナイ ジメンニ

うん こう 釘を、 ピシッと ［投げてね］。 このように 地面に

コー スルンヨ。 ホイテ コー ピット タタスンヤナー？ アレ。

こう ［刺すのよ］。 そして こう ピッと ［釘を］立たせるのだよねえ？ あれ。

ホイテ ナンカ ジンドルンカナー？ アレー。

そして 何か 陣取りするのかなあ？ あれえ。

ナンバ シヨッタンジャローナー。コー グルリント、コー。｛手で円をかく｝

何か していたのだろうねえ。 こう ぐるりんと、こう。｛手で円をかく｝

015B：ムコー ムコーニナー。

××× 向こうにねえ。

016F：ヘー。

へえ。

017A：メンコワノー。

めんこはねえ。

018B：メンコワ マー アーシテノ。

めんこは まあ ああやってね。



019F：モー イマワ ゼンゼン ソーユー アソビワ。

もう 今は 全然 そういう 遊びは［ないのですか］。

020A：ワー ワー シヨラン。 ゼンゼン。

［それは］ ［それは］ していない。全然。

021B：ゼンゼン シテナイヨー。

全然 していないよ。

022A：ホイテ アンナ クギヤワ サシテクレナイケン、 アブナイケン。

そして あんな 釘なんかは ［遊ばせて］くれないから、危ないから。

キョーキヤケン。ナー｛笑｝

凶器だから。 なあ｛笑｝

023F：タシカニ｛笑｝（A：ウーン）

確かに ｛笑｝（A：うーん）

024A：モー ジブンガ チガウケン デキンワナ？ アレ。

もう 時分が 違うから 出来ないわね？あれ。

マー メンコングライワ。

まあ めんこぐらいは［あるかもしれない］。

025B：デケルカノー？（A：ノー）ホヤケド ソレモ ミヨランモンノー。

できるかなあ？（A：ねえ）そうだけれど それも 見ていないものねえ。

シタコト ナイケンナー。

したこと ないからねえ。

026A：シタコト ナイケンナー。ウーン、シカタガ。

したこと ないからねえ。うーん、［遊び方］が［わからない］。

027B：ワシ コノ アレヤ オトートヤラワ モー マ メンコ

私 ／／ あれやら 弟なんかは もう × めんこ［を］

コー イッパイ カゴ イレテ コッサエテノー。（A：ナー ホーヤナー）

こう いっぱい 籠［に］ 入れて 準備してねえ。 （A：ねえ そうだねえ）

ホンデ ソノ カゴイ カクシテ ツカマエテノー。｛笑｝イッパイ モッテ。

それで その 籠に 隠して 捕まえてねえ。 ｛笑｝いっぱい 持って。

028F：ウーン。

うーん。

029B：イッパイ モッテ。シヨッタケンド コノゴロノ コワ

いっぱい 持って。していたけれど この頃の 子は

ホンナ メンコヤワ モッテナイ。

そんな めんこなんか 持っていない。

030A：モッテイナイナー。ウン。｛B：頷き｝

持っていないねえ。うん。｛B：頷き｝

031F：メンコワ カッテクルンデスカ？ソレトモ ナンカ ジブンデ ツクルンデスカ？

めんこは 買ってくるのですか？それとも 何か 自分で 作るのですか？

032B：ウン。カッテキヨッタワ。

うん。買ってきていたね。



033A：カッテキヨッタンジャヨナー？

買ってきていたのだよねえ？

034B：カッテキヨッタ ヤツオ ソノ ＊＊アゲルヤ ユーテノ。

買ってきていた ［めんこ］を その ＊＊あげるなんか［と］ 言ってね。

パーント タタイタラ カクット カエシタラ モラエルンヨ。

パーンと 叩いたら かくっと 返したら ［そのめんこを］貰えるのよ。

035A：ホンデ ドンダケ アツメルカヤワナー？

それで どれだけ 集めるかだよねえ？

036B：トラレタ ヒトワ ナイトルワノ。 （A：ウン）ホイテ マタ ナイタリ、

［めんこを］取られた 人は 泣いているわね。（A：うん）そして また 泣いたり、

ワケ ワケテ シタリシテノー。｛F：笑｝モロタリシテ。

×× ［めんこを］分けて したりしてねえ。｛F：笑｝貰ったりして。

ホヤッテ シヨッタヨーナダッタゾ。ホーヤッテ ヨケトッタラ

そうやって していたようだったよ。 そうやって ［大事なめんこを］除けていたら

イッパイニ ナルケンナ、ホンデ ジブンノオ コーシテナ カクシヨッタ。

いっぱいに なるからね、それで 自分の［めんこ］を こうして 隠していた。

037F：アノー サッキ ナンカ カワー アソビーオ マー リューガクシテキテル

あのう さっき 何か 川 遊びを まあ ［木頭村に］留学してきている

コラニ オシエテタッテユー ハナシガ アリマシタケド

子達に 教えていたという 話が ありましたけれど

ナンカ チーチャカッタコロ ソーヤッテ ミズベノ アソビーワ？

何か 小さかったころ［に］ そうやって 水辺の 遊び［をしていたのですか］？

038A：ウン、ソレワ イケル。スイエー イキヨッタケンナ。

うん、それは 大丈夫。水泳［に］ 行っていたからね。

039B：スイエー イッタ。

水泳［に］ 行った。

040A：プールヤ ナカッタカラ。

プールなんか なかったから。

041B：プール ナイケン。ホンデ ＊＊＊ カワノ ナガレノ エー コノ

プール［は］ ないから。それで ＊＊＊ 川の 流れの 良い この

フチノノ アノ ワ ミンナ イデテ。 （A：ウン）タスケオーテノ。

淵のね あの × みんな 集まって。（A：うん）助け合ってね。

042A：ソーヤナ。

そうだね。

043B：ホイテ オーキイコーワ、チーサイコーオ ヒッパッテノ。（A：ウン）

そして 大きい子は、 小さい子を 引っ張ってね。（A：うん）

オヨガスマデ コヤッテ ヒッパッチャッテ。

泳げるまで こうやって 引っ張ってあげて。

（A：ホーヤッテ シヨッタナ）ホンデ レンシューサ サシテ。

（A：そうやって していたね）それで 練習を させて。



044A：ホンデナー ホンデーナー。カワニワ コー ナレトーワ。

それでねえ それでねえ。 川には こう 慣れているよ。

045B：ホイタラ コー オーキーコーワ モー ザーットノ ミナガ

そうしたら こう 大きい子は もう ザーッとね みんなが

ナガレトー オヨイデイテ。ホイテ ムコーノ フチ イテ バーント｛笑｝

流れている 泳いでいて。 そして 向こうの 淵［に］ いって バーンと｛笑｝

046A：トビコビガナ、ウン。（B：トビコミ シタリシテ｛笑｝）タカイトコロカラナ。

飛び込みがね、うん。（B：飛び込み したりして｛笑｝）高いところからね。

047B：モー ウレシーテノ。ホイデー モー クチウラ マックロナッテ｛A：笑｝

もう 嬉しくてね。 それで もう 口［の］裏［が］ 真っ黒になって｛A：笑｝

ホイテ シタラ コノー オーキナ（A：オーキナナー コーンナナー）

そして そうしたら このう 大きな （A：大きなねえ こんなねえ）

コーンナ｛手の動き｝イワ アルンヨ。

こんな ｛手の動き｝岩［が］ あるのよ。

ホイタラ コー ハダオ ヌクメテノ、コー。

そうしたら こう 肌を 温めてね、 こう［＝岩に抱き付いて］。

048A：ホゲシテ｛笑｝ヌクイデショ。 イワハダ ヌクイケ。

そうして｛笑｝温かいでしょう。岩肌［は］ 温かいから。

049B：ホイタラ マタ ホンデモノー。ホレガ エカッタンジャロート オモウゾ、

そうしたら また それでもねえ。それが よかったのだろうと 思うよ、

ワタシラノ ジダイニワ。チーサイコーオ（A：ウン）

私たちの 時代には。 小さい子を （A：うん）

アノー ジブンタチデー オヨガシテー。ミマモッテノ。

あのう 自分たちで 泳がせてえ。 見守ってね。

050A：シヨッタケンナ。

していたからね。

051B：ホンデ カワデノ ジコヤカワ ヒトツモ ナカッタ。

それで 川でね 事故なんかは 一つも なかった。

052A：ナカッタナー。マー アレ オボレカケルッチユーヨーナ コトワ

なかったねえ。まあ あれ 溺れかけるというような ことは

マー シタワナー、ミンナノ。ケーケンワ アルトオモウノ。ダイタイ。

まあ したわねえ、みんなね。経験は あると思うの。 大体。

053B：アー、ミズ ノンダリノ。シズンダリワ シヨッタ｛笑｝

ああ、水［を］ 飲んだりね。沈んだりは していた｛笑｝

054A：ホンナンワ アリナガラ コー ナー。（B：ウン）

そんなことは ありながら こう ねえ。（B：うん）

ジョーズナッテ イキヨッタンジャケン。

［泳ぎが］上手になって いっていたのだから。

055B：ウン、ウン。オヨゲルヨーニ ナッテノ。ホヤッテ シヨッタンジャ。

うん、うん。泳げるように なってね。そうやって していたのだ。



056F：ソーデスネ。オタガイニ コー ミアッテ。（AB：ウン）

そうですね。お互いに こう 見合って。（AB：うん）

057A：ミアッテナー。ホージャワー。

見合ってねえ。そうだわ。

058B：ウン、ホヤッタラ コー ムコー イクノモノー。ヒッパッテー？

うん、そうだったら こう 向こう［に］ 行くのもねえ。引っ張ってー？

ヒッパッテー？ヤユーテ （A：ホージャワナー）イソグノモノー。

引っ張ってー？なんかと言って（A：そうだよねえ） 急ぐのもねえ。

（A：オシテモローテ）ホイタラ モー ムコー イットッタラ チャント

（A：押してもらって）そうしたら もう 向こう［に］ 行っていたら ちゃんと

ヒッパッテ モローテノ。ホイデ ツナイデ ホイデ コンドワ トビコンデクルンヨ。

引っ張って もらってね。そして 繋いで そして 今度は 飛び込んでくるのよ。

059A：ホレガ ケーケンナッテナー、アレ。（B：ウン ウンウン）

それが 経験になってねえ、 あれ。（B：うん うんうん）

ジョーズニ ナッテイキヨッタンジャロナー。

［泳ぎが］上手に なっていっていたのだろうねえ。

060B：ジョーズニナッテ オヨンギョッタ。

上手になって 泳いでいた。

061F：キンジョグルミトユーカ、キン マワリノ チッチャイコラ

近所ぐるみというか、 ×× 周りの 小さい子たち［と］

ミンナ アツマッテ？

みんな［で］ 集まって？

062A：ウン、ダイタイ アツマル。ホイテ カワガ ダイタイ ヨー ニタ カワ

うん、大体 集まる。 そして 川が 大体 よく 似た 川［に］

イクケンナ。

行くからね。

063B：オンナシ カワ ヨー イクケン。

同じ 川［に］ よく 行くから。

064A：ココワ ココ コノブラクノ ヒトワ ダイタイ ココデ オヨゲルテユー、

ここは ／／ この部落の 人は 大体 ここで 泳げるという、

カワノ ジョータイガ アルケンナー？（B：ウン）ソレゾレニナー。（B：ウン）

川の 状態が あるからねえ？（B：うん）それぞれにねえ。（B：うん）

065B：ホーヨ。

そうよ。

066A：ホンデ ホコデ オヨギヨッタナー、アレ。ホイテ コドモワナー？

そして そこで 泳いでいたねえ、 ／／。そして 子供はねえ？

アノ コノ イマノ ミズギガ ナイケン、（B：ウン）シーミーズッテユーノガ

あの この 今の 水着が ないから、（B：うん）シミーズというものが

アッタヨナー？｛笑｝（B：ウン｛笑｝）コー ヌノデ コシラエタンガ。

あったよねえ？｛笑｝（B：うん｛笑｝）こう 布で 拵えた［水着］が。



067B：タダノノー。 ホイテ。

ただの［布の水着が］ねえ。そして。

068A：セヤケド セナカヤ コー ハイッタラ コー｛AB：笑｝

そうだけれど 背中なんか こう ［空気が］入ったら こう｛AB：笑｝

ウキワミタイナンニ ナルケン、チョード ココガ フクレテ。

浮き輪みたいなように なるから、ちょうど ここ［＝背中］が 膨れて。

Ⅳ．木頭村方言について

トラック 8

001B：ダイタイ ワカッタンジャケンドノー。

大体 わかったのだけれどねえ。

002C：ナンゾ ワカランモン アッタン。

何か わからないもの［が］ あったの。

003A：ナンゾ アッタ。

何か あった。

004E：ソシタラ コレ。

そうしたら これ。｛わからない単語を指示｝

005F：ココノ＊＊＊。ハテナノ マークガ ツイテルヤツ

ここの＊＊＊。はてなの マークが ついているもの［を］

ゼンブ｛わからない単語を指示｝

全部 ｛わからない単語を指示｝

006C：テンポナッテ ユーデナイカ、 オマエ。テンポナ ワカランカッタカ、 オマエ。

テンポナと 言うではないか、お前。 テンポナ［が］ わからなかったのか、お前。

007A：テンポ？

テンポ？

008C：テン テンポナ。マー アレヨ。

×× テンポナ。まあ あれよ。

アレヤワ テンポナナゴト スルノー、テ。

あいつなんかは テンポナな事 するねえ、と［いう表現］。

009A：テンポナ。ホーカ。アタシヤワ キータコトナイ｛笑｝

テンポナ。そうか。私なんかは 聞いたことない｛笑｝

010C：テンポナッテユーデンカ、 オマエ。（A：エー？）オ？

テンポナと言うではないか、お前。 （A：ええ？）ねえ？

011B：ソリャ シランガヨ。 ソレ。

それは 知らないわよ。それ。

012A：ホラー、シラン。

それは、知らない。

013C：テンポナッテ シランカ？ ワテラノ フルイジダイ イーヨッタドー？

テンポナと 知らないか？私たちの 古い時代［は］ 言っていたよ？



014A：アー ホーカ。ホナ モー ダイブン。

ああ そうか。それなら もう 大分［古い表現］。

015C：テンポナッチコトワノー （A：ウン）ウトイキネリナコトオスルトユーイミヤナ。

テンポナ［という］ことはねえ（A：うん）ウトイキネリナ事をするという意味だね。

016A：アー ホーカー。

ああ そうかあ。

017C：ウン、テンポナチユーノワ ウトーイキトユー イミヤナ。テンポナ。

うん、テンポナというのは ウトーイキという 意味だね。テンポナ。

ウトイキニスルトユー イミヤナ。ウトイキトユーナ。

ウトイキにするという 意味だね。ウトイキというね。

018F：ウト？

うと？

019A：ウトイキッテユーノワ｛笑｝

ウトイキというのは ｛笑｝

020C：ウトーイキッテ マダ ワカランカ。

ウトーイキと言って まだ わからないか。

021B：ムチャクチャ。

無茶苦茶［という意味］。

022A：ムチャクチャッテユーゾ。

無茶苦茶と言う［意味だ］よ。

023C：ムチャクチャッテユータラエーカ。マー ノー。

無茶苦茶といったら良いか。 まあ ねえ。

024B：コノゴロノ アノ ナンヤラミタイナヤツジャ。

この頃の あの 何やらみたいなものだ。

ワルイコト スルヤツミタイナ、テンポーナー。｛笑｝

悪いこと［を］ する奴みたいな、 テンポーなあ。｛笑｝

025C：テンポナッチユーノワ、モー ホーヤノー。テンポナッテユーデンカノー。

テンポナというのは、 もう そうだねえ。テンポナと言うじゃないかねえ。

マ ムチャクチャ（A：ウン ムチャクチャ）ウンー ホジャノー。

ま 無茶苦茶 （A：うん 無茶苦茶） うん そうだなあ。

ムチャクチャト イワナ シャーナイカ。（A：ウン）

無茶苦茶と 言わないと 仕方がないか。（A：うん）

026B：ソンナ ヨーナ モノヤナ。

そんな ような ものだね。

027C：オマエラ、テーホラシヨルッテユーノ ワカランカー？

お前ら、 テーホラしているという［言葉が］ わからないのか？

028A：テーホイカ。

テーホか。

029C：テーホ。オマエ アレヤ マコトナヤカシ テーホーシヨラッテ ユーデンカー。

テーホ。お前 あれだ マコトナヤカシ テーホーしているわって 言うじゃないか。



030B：ウン ウン。

うん うん。

031C：ノー！（B：ウン ウン）イミモナニユー。テーホーナ＊＊｛A：笑｝チガッタカナー？

ねえ！（B：うん うん）意味も何と言う。テーホーな＊＊｛A：笑｝違ったかなあ？

032B：アチコチテユー イミカ？テーホー。

あちらこちらという 意味か？テーホー。

033C：ホージャノー。アッチコッチトユー イミカノー。（B：ウン ウン）

そうだねえ。 あちらこちらという 意味かなあ。（B：うん うん）

テーホーナコトシヨル。

テーホーな事［を］している。

034F：シヨル。 アチコチ イクトユー イミデスカ。

している。あちらこちら 行くという 意味ですか。

035C：テーホーナコト シヨランワ、 テーホーナコト シヨランカノ。

テーホーな事 していないよ、テーホーな事 していないのかね。

036B：カンガエナシニ ソッチコッチ （EF：アー）

考え無しに そちらこちら［という意味かな］（EF：ああ）

037C：ソージャノ。カンガエガ ナイコト。カンガエナシトユー イミジャノ。

そうだね。 考えが ないこと。考え無しという 意味だね。

マー ユータラ カンガエナシノ。 ウン。

まあ 言ったら 考え無し［ということだね］。うん。

038B：テユーコトジャ。

ということだ。

039C：カンガエナシトユー コッチャノ。｛笑｝

考え無しという ことだね。 ｛笑｝

040F：コレワ、ゴソンナカ？ゴトン？〔1〕

これは、ゴソンナカ？ゴトン？

041C：ゴソンナカッテユーナ。（A：アー アー ゴソンナカ）ゴソンナカ。

ゴソンナカと言ってね。（A：ああ ああ ゴソンナカ）ゴソンナカ。

042B：ゴソンナカト カイテアルノカ、ウン。

ゴソンナカと 書いてあるのか、うん。

043C：コレノー、オマエ イキヨッテダ、ハナシ シヨッテノー。

これねえ、お前 行っていてね、話［を］ していてねえ。

アレ コナイダ アノー ドコジャッター？イマバリ ドコジャッタカー？

あれ このあいだ あのう どこだったあ？ 今治 どこだったかあ？

イッテ キヨッテ アリャ ヨー ゴソンナカナー オモタラ

行って 来ていて あれは よく 藪のなかだなあ［と］ 思ったら

アー コリャ マコトー？ト オモテ｛笑｝

ああ これは ［本当に？］と 思って｛笑｝

044A：アー ホイデ｛笑｝

ああ それで｛笑｝



045B：ホーカ。

そうか。

046C：ヤブンナカノ。（B：ウン ヤブンナカ）ヤブンナカトユー イミ。

藪の中ね。 （B：うん 藪の中） 藪の中という 意味。

047A：ゴソッチユーノワノー、コー イッパイ ゴシャゴシャット シトル

ゴソというのはねえ、 こう いっぱい ゴチャゴチャと している［様子を表す］。

048B：ウン。ゴシャゴシャ シトル ヤツオノ。

うん。ごちゃごちゃ［と］ している ものをね。

【注釈】

〔1〕話者 C が調査前に予め用意してくれていた木頭村の方言語彙一覧について質問。表記で読

み取り難いものがあり、質問した場面である。
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Ⅰ．話者の方々の関係性と近況

トラック 9

001B：ホンデオマエ ベンキョーシタンジャモン＊＊＊ ヨンデヨンデ｛A：笑｝

それでお前 勉強したのだもの＊＊＊ 読んで読んで｛A：笑｝

002C：ホーカー。アー ホンマー。＊＊＊。

そうかあ。ああ ほんとに。＊＊＊。

003B：ッテオマエ ウン イットーコト ジーヤ ヨンダコトナイ。

ってお前 うん 言ってること 字なんか 読んだこと［が］ない。

004A：ワタシト コノヒトノアイダニ コノヒトガ オルケンナ。

私と この人［＝B］の［年齢の］間に この人［＝C］が いるからね。

ウン ＊＊＊ マタチガウワー。｛笑｝ （B：ホーヨ。ウン。）

うん ＊＊＊ また違うよ。 ｛笑｝ （B：そうよ。うん。）

005F：｛笑｝

｛笑｝

006A：ノー。ダイタイ ウン ミッツヨッツ ミッツチガイカナ。

ねえ。大体 うん 三つ四つ 三つ違いかな。

007B：アノー イチニー ミッツズツ ミナチガウンジャ。

あのう 一、二 三つずつ 皆違うのだ。

ンデ ワタシワ コノヒトワ ワタシ イチバン ヨケイトルケン。

それで 私は この人は 私 一番 多く［歳が］いっているから。

008A：ダイタイ ホノグライ コー チガウケン。

大体 そのぐらい こう 違うから。

009C：フターツ チガイヤロ 《人名 A》トワ。

二つ 違いでしょう《人名 A》とは。

010B：ウン。ウン ホイテ ワタシ イツツモ チガウケンノ。

うん。うん それで 私 ［歳が］五つも 違うからね。

011A：ウン ホー フターツ。ウン フターツカ ミッツカ。

うん そう 二つ。 うん 二つか 三つか。

ウン フターツガエーカ。

うん 二つがいいか。

012C：オマエトワタシト イツツモ チガウカ？

お前と私と ［歳が］五つも 違うか？

013B：ヨッツカ？オマエ ゴーニ ナッタンカ？

四つか？ お前 ［七十］五に なったのか？

サーンテ ユーテ シタッチューカ？

三って 言って したっていうのか？

014C：サーンテ ユータ キョー。｛B：笑｝

三って 言った 今日。 ｛B：笑｝

015A：ホナケド モー ホコマデ ヨーヨットルケン＊＊＊。

そうだけれど もう そこまで ［歳が］とても近いから＊＊＊。



016C：ホナッテ サーンテイワナ シャーナカロ タンジョービ キトランノニ。

だって 三って言わないと 仕方ないでしょう 誕生日［が］ 来ていないのに。

サーンテ ユータ。

三って 言った。

017B：ホナ ヨッツモ チガウ｛笑｝。

それなら 四つも ［歳が］違う｛笑｝。

018C：ホイデ モー ヤンガテ シヨッタラ

それで もう やんがて していたら

019B：オマエ オマエ ＊＊＊ヘッションジャナイン｛笑｝。

お前 お前 ＊＊＊［歳を］減らしているのではないの｛笑｝。

020C：ヘッショラン。 ヘッショラン ヘッショラン。

減らしていないよ。減らしていない 減らしていない。

ホンデ ナンサイデスカ ッテユーケン アタシ サンサイデス。

それで 何歳ですか というから わたし ［七十］三歳です。

ヤンガテ シヨッタラ ヨンニナリマス。 ｛A：笑｝

やがて していたら 四［歳］になります。｛A：笑｝

イヤ ヨンジャナインゾ オマエ。ウソーユータアカン。ゴーナットル。

いや 四［歳］じゃないよ お前。 嘘を言ったらだめ。 五［歳に］なっている。

021B：ゴー ナルンジャ。

五［歳に］ なるんだ。

022C：イヤ ライネンジャモン ゴー。

いや 来年だもん 五［歳は］。

023B：ホーカ。｛A：笑｝

そうか。｛A：笑｝

024C：ウン ライネン。ゴーワ ライネン。

うん 来年。 五は 来年。

025A：サバ ＊＊＊。

サバ ＊＊＊。

026B：サバ ヨンダラ イカンノゾ。

さば［を］ よんだら 駄目だよ。

027C：サバヨマン。 ｛B：笑｝

さば［は］読まない。｛B：笑｝

028B：トシモ シランヨー ナッタッテ｛笑｝。

［自分の］歳も 知らなく なったって｛笑｝。

029A：ホーカ。

そうか。

030C：キノーモノー オマエ アシ チューシャシテモラウンデ＊＊＊

昨日もねえ お前 足［に］ 注射してもらうので＊＊＊

ホイデ ドチラノ アシデスカーテ カンゴシサン ユータラ

それで どちらの 足ですかと 看護士さん［が］言ったら



ウン ヒダリ＊＊＊ヤコト ユーテノ。ホンダラ コッチ

うん 左 ＊＊＊だ［という］こと［を］ 言ってね。そうしたら こっち［に］

マクラシテ ネマショーカ ユータラ ア イカン ゴメン

枕［を］して 寝ましょうか［と］ 言ったら ああ いけない ごめん

ミギジャッタッテ ユーテノ オマエ。｛ABC：笑｝

右だったと 言ってね お前。 ｛ABC：笑｝

031B：ホーヤナ。＊＊＊。｛笑｝

そうだね。＊＊＊。｛笑｝

032A：ホーナルナ。

そうなるね。

033C：キョーワ スッゴイ ラクナ。キノー チューシャシテ モロートーケン。

今日は すごく 楽だ。 昨日 注射して 貰っているから。

034B：ホーカ。ホナー ヨカッタ。

そうか。それは よかった。

035C：ダイタイノ キノーイテノ クタブレトルノ クタブレトッタンジャ。

大体ね 昨日行ってね くたびれているの くたびれていたのだ。

036B：クタブレトッタンジャ オマエノアト アノ アメーノナカ イテキタケンノ。

くたびれていたのだ お前の後 あの 雨の中 行ってきたからね。

037A：ホージャ アンタナー ＊＊＊ニ イテカラ ナニイテシテ

そうだよ あなたねえ ＊＊＊に 行ってから あそこ［に］行ってして

スグニイタケン。

すぐに行ったから。

038B：アメンナカ テンキノト ジャッタラ ゼンゼンウンテン チガウ。

雨の中［と］ 天気のと だったら 全然運転の［しやすさが］違う。

039C：ウン チガウノ。イヤ ホージャ キノーモ アメワ フンリョラナンダ

うん 違うねえ。いや そうだ 昨日も 雨は 降ってなかった

ケドノー イエニ コレダッタラノー トラックワ トチュー オクサンヨーデ

けどねえ 家に これだったらねえ トラックは 途中 奥山用で

イタンヨ。

行ったのよ。

040B：オマエ コレモ カンマンケンド コレ オイシーワ タベテミ？

お前 これも 構わないけど これ 美味しいわ 食べてみて？

コレ イマ モッテキテクレタンヨ。オミヤゲ。

これ 今 持ってきてくれたのよ。おみやげ。

041A：オミヤゲ。

おみやげ。

042C：アー ホーカ。＊＊＊。チャークンデクレタケン ホナ ノモカ。

ああ そうか。＊＊＊。茶［を］汲んでくれたから そうしたら 飲もうか。

043B：チャー ＊＊＊。

茶 ＊＊＊。



044C：モー ホンデ チョーシワルーテカラノー スイブン トリマシタカ

もう それで 調子［が］悪くてねえ 水分 摂りましたか

トリマシタカ カンゴフサン ユーテ ユーテ シタワ。

摂りましたか［と］ 看護士さん 言って 言って したよ。

045B：ウン ヤッパリ ナツワノー。

うん やっぱり 夏はね。

046A：ナツワナ。ホンデ ヤッパリ アノー ケツエキノー アレモ アルンジャノ

夏はね。 それで やっぱり あのう 血液の あれも あるのだね

オマエ。

お前。

047C：イヤノー クーラーツケタラ イカン。イカンノヨ。

いやねえ クーラー［を］つけたら だめ。 だめなのよ。

048B：ヨケ ヒエタンジャナ。

余計［に］ 冷えたのだね。

049C：アタマノ イトーナルンヨ。（B：ウン）

頭［が］ね 痛くなるのよ。 （B：うん）

ホイデ ソー シラーット トナリ ノットルシャー。（B：ウン）

それで そう しらーっと 隣［に］ 乗っているしね。（B：うん）

ウンテン カワッテモライタイ キブンニ イッシュン ナッタケンド

運転［を］ 代わってもらいたい 気分に 一瞬 なったけれど

ナーントモ ナンカ シヨランカッタンジャ。（B：フーン）（A：ホーカー）

何とも 何か してなかったんだよね。（B：ふうん）（A：そうかあ）

050B：アノ チョップリ ホンドモ ナーント チガウノー。

あの ちょっぷり ほんども 何かと 違うねえ。

ホンデ マー コンダラ《人名》ツレテイトッタンジャロケン

それで まあ 混んだら《人名》連れて行っていたのだろうから

ショーナイケンドー。（C：ン？）

しょうがないけれど。（C：ん？）

《人名》ツレテイトッタンジャケン ショーナイケンドノー。

《人名》連れて行っていたのだから しょうがないけれどねえ。

051C：ウン ウン ツレテイテノー。 コシイタインジャ。

うん うん 連れて行ってねえ。腰［が］痛いのだよ。

052B：ヤッパリ チカラニワ ナルノー。マー ハタニ オッタラ。（C：ウン）

やっぱり 力には なるねえ。まあ 傍に 居たら。 （C：うん）

ジーサン デモ。ウン。ヒトリ イクヨリ。

じいさん でも。うん。一人で 行くより。

053C：ホイデ ハヨーノー ワシ コレ フクロ ウシロ オイトッタケンノー セキ

それで 早くねえ わし これ 袋［を］ 後ろに 置いてたからねえ 席

ホイデ トメテ。ハヨーオマエ ハヨーウチノ サイフノ クスリモ ダセー。

それで［車を］ 停めて。早くお前 早く私の 財布の 薬も 出せ。



ハヨー ダセー ッテユーテ。ホンデ ダシテ ホンデ ネムリモッテ

早く 出せ って言って。それで 出して それで 眠りながら

＊＊＊ ヒラノニジゴロワ タマラダッタノー セコーテ。（B：ホーカー）

＊＊＊ ／／の二時頃は ／／／だったねえ 苦しくて。（B：そうかあ）

ウン ナニワトモアレ ビョーインマデ イカニャショーナイ。

うん 何はともあれ 病院まで 行かなければしょうがない。

054B：ホナンナッテカラワ タイショイノー。

そんなになってからは つらいねえ。

055C：ウン ナニワトモアレ ビョーイン イカニャト オモーテノー イテ。

うん 何はともあれ 病院 行かなければと 思ってねえ 行って。

ホイデ ＊＊＊ ウケツケシタラ ハイ。

それで ＊＊＊ 受付したら はい。

Ⅱ．民話など

トラック 10

001B：チョーチン ツケテ イッキョッタ。ホイタラ カゼデ キエルデーナ。

提灯[を] つけて 行っていた。 そしたら 風で 消えるよね。

002A：キエルワナ。ローソク ヤケンナ。

消えるよね。蝋燭 だからね。

003B：ホナケド タヌキニ バカサレテ キエタジャノ ドーヤラジャノ

そうだけど 狸に 化かされて 消えたとか どうとかだの

ユータリワ シヨッタゾ。（C：ウン、イヨッタ。） ナンデヤラ

言っていたりは していたよ。（C：うん、言っていた。）何故なのかは

シランケンド。

知らないけど。

004F：アー ナンカ チョットシタコト

ああ 何か ちょっとしたこと

005A：ウン（B：ウン ミナ ウン）ミナ タヌキニ ツケヨッタンジャロナ。

うん（B：うん みんな うん）みんな ［原因を］狸に 付けていたのだろうね。

006C：タヌキニ ナニカアッタラ モー ゼンブ タヌキノ セイニシヨッタ。

狸に 何か起こったら もう 全部 狸の せいにしていた。

ウン タヌキノセイニ シヨッタノー。

うん 狸のせいに していたねえ。

007A：タヌキワ バカストイウヨーナ ナニーガ アッタンジャロナ アレ。

狸は 化かすというような 何かが あったのだろうね あれ。

ムカシカラナ。ウン ホンデ ユータンジャローナ ツケテ。

昔からね。 うん それで 言ったのだろうね 付けて。

008B：ホデ ヤッパリ ホーユートコロワ ワタシヤガコドモノトキモ

それで やっぱり そういうところは 私たちが子供の時も



サビシカッタノ。アーユー ユーガタ イタリシタラ ナンカ デソーナヨーナ

寂しかったね。 ああいう 夕方 行ったりしたら 何か 出そうなような

クラーイヨーナノー

暗いようなねえ。

009C：ウン コー チョット サビシートコロ アルンヨ イマデモノー。

うん こう ちょっと 寂しいところ あるのよ 今でもねえ。

イマデモ ヨルヤ モー ＊＊＊ヨルヤ ヨーイカン｛AB：笑｝イマ

今でも 夜なんか もう ＊＊＊夜なんか 行けません｛AB：笑｝今

オットロシーノー オットロシー ウン。

恐ろしいなあ 恐ろしい うん。

010B：ソンナトコ ジャッタワ。タヌキダマスッテユー トコワノ。

そんなところ だったわ。 狸［が］だますっていう 所はね。

011F：ソーデスネー ソシタラ ンー ダイタイノ コトワ キケテルノデ

そうですねえ そうしたら んん 大体の 事は 聞けているので

ナンカ マー ソーデスネ ナンカ アトワ キラクニ コー チョット

何か まあ そうですね 何か 後は 気楽に こう ちょっと

オハナシシテ ナカッタラ ハイ オサンカタデ オハナシ サレテタラ

お話しして 無かったなら はい お三方で お話 されていたら

アリガタイ カナト オモウンデスケド ドーシマショーカネ。

ありがたい かなと 思うのですけれど どうしましょうかね。

012B：ナンゾ ユーテクレナンダラ ユエンヨ。

何か 言ってくれなかったら 言えないよ。

013A：ユーテクレナンダラ ホンデ イエンモンナ。 ウン。

言ってくれなかったら それで 言えないものね。うん。

014F：｛笑｝

｛笑｝

015B：サンダワ。

そうだわ。

016F：サッキ アノー イーナート オモッテ ズットキーテタノガ

さっき あのう 良いなあと 思って ずっと聞いていたのが

ソノー ソーデスネー アノー アー 《C》サン 《C》サンガー

そのう そうですねえ あのう ああ 《C》さん 《C》さんがー

イラッシャッタトキニー ソノー ビョーイン イットッタッテハナシデ

いらっしゃった時に そのう 病院［に］ 行っていたという話で

ワーッテ コー ソノトキノ カンジガ スゴクヨカッタンデス｛笑｝

わあっと こう その時の 感じが 凄くよかったのです ｛笑｝

017C：｛笑｝＊＊＊ コナニイワンヨ ツネニワー ノー。

｛笑｝＊＊＊ こんなに喋らないよ 常には ねえ。

018B：ウン ヨカッタノートカ コトナカッタカートカ ノー。

うん 良かったねえとか 大事なかったかとか ねえ。



019A：ホラ ホーヤワナ。 アンピ。ウン。

それは そうだろうね。安否。 うん。

020C：ホイデ チョット アワンカッタラ オマエ ナニシヨル トカノー

それで ちょっと 会わなかったら お前 何している とかねえ。

ナニシヨッタン トカユーテワノー。ウン＊＊＊。

何をしていたの とか言ってはね。 うん＊＊＊。

021A：チョット ミエナンダリ シタラナー。ウン。

ちょっと ［姿を見なかったり］ したらねえ。うん。

022B：モー シゴンチモ エーミンダッタラ モー スグニクル ウン。

もう 四、五日も 全然見なかったら もう すぐに来る うん。

023C：ウン クル。ナンゾイーニクルカノー オマエ。

うん 来る。何かしら言いに来るかねえ お前。

024B：ウン。ホゲゴト イーニクルカラ。｛A：笑｝

うん。ほげごと 言いに来るから。｛A：笑｝

025C：＊＊＊ オマエ。ホゲゴト ユイニキタ。｛B：笑｝トカユイニクルノー。

＊＊＊ お前。 そんなこと［を］ 言いに来た。｛B：笑｝とか言いに来るねえ。



徳島県那賀郡那賀町木頭方言の概観

塩川奈々美1・川島敬弘2

１．はじめに

本稿は徳島県那賀郡那賀町木頭地区において得られた談話資料の中から、当該地域にお

ける方言的特色を示す表現を取りあげ、解説をおこなうものである。談話資料の話題設定

を地域の昔の生活や食習慣、伝統行事についてなど懐かしいものにすることによって、方

言色豊かな談話資料の採集を試みた。

徳島県那賀郡那賀町木頭地区（旧徳島県那賀郡木頭村）は徳島市内から車で 3 時間以上

かかる山間の地域である。高知県と隣接しており、日頃の交流は高知県ともおこなわれて

きた。山と川に囲まれ育まれてきた木頭地区の方言にはいったいどのようなものがあるの

だろうか。地域の人々の生活に根差す方言語彙と方言文法、音声・音韻について、徳島県

那賀郡那賀町木頭の方言談話資料（1）～（4）をもとに用例を抽出し解説を試み、木頭地

区における方言の特徴を概観していく。

なお、本調査で談話音声録音にご協力くださった話者は木頭地区生え抜きの女性 3 名で

あり、年齢はそれぞれ話者 A さん（72 歳）、話者 B さん（78 歳）、話者 C さん（74 歳）で

ある。また、これより以下、文献からの引用や発話例内の表現を除き、解説に用いる徳島

県那賀郡那賀町木頭地区（旧徳島県那賀郡木頭村）を指す地域名として「木頭地区」を使

用することとする。

２．１ 方言語彙の特色について

２．１．１ 名詞

今回の木頭地区の調査では、「かっぱ」の意を示す「ガロー」「ガロガロ」という言葉が

見受けられた。『日本国語大辞典』（2001）では、「「かっぱ（河童）」とは、「かはわらは（河

童）」の変化した語。想像上の動物で、水陸両棲で、四・五歳の子供くらいの大きさをして

いる。」と定義されており、「カワタロウ」「ガタロ」「ガタロウ」という別称もある。『日本

方言大辞典』（1989）には、「カワタロー（河太郎）」という方言が記載されており、「カワ

タロー」とは、河童の意で、徳島県海部郡では「ガロ」という語がみられるという。「河童」

を「ガドウ〔gadoː〕」と読む場合を考える。『日本語音声学入門』（1997）によると、「ラ行

音とダ行音は発音する際に舌と歯茎とで閉鎖を作っている時間が異なるが、ともに破裂音

である。個人によってはラ行音［ɾ］が［ɖ］になることもある。」とされており、〔r〕音と

〔d〕音の交替が起きやすいということができ、〔r〕音と〔d〕音の交替が起きやすい音声

1 徳島大学大学院総合科学教育部博士前期課程 1 年
2 徳島大学総合科学部人間文化学科 3 年



上の性質から「ガロー〔garoː〕」と呼ばれるようになった可能性が考えられる。よって「ガ

ロ」は「河童」から派生した語ではないかと推測する。

次に「オジャミ」「オジアミ」について解説する。『日本方言大辞典』（1989）によると、

「オジャミ」は「お手玉」という意味である。木頭地区では「オジャミ」と「オジアミ」

の二つの言い方が見受けられた。

（3）Ⅲ-002A：ソラー コドモ ワタシラワ ホノー オジアミカラナー？

（3）Ⅲ-003B：ウン。オジャミカラ マリツキカラ。

「オジャミ」はおそらく「オジアミ」が訛ったものであろう。同書の「お手玉」の方言

分布図（「図 32 おてだま（御手玉）」）によると、木頭地区に見られる「オジャミ」は、四

国では徳島県、高知県、香川県の 3 県は全域に広く分布が確認できる。愛媛県では「オジ

ャミ」の分布は確認できるものの、他の四国 3 県と比べると少なく、「イシナ（ン）ゴ」「イ

チドリ」といった複数の方言が使用されているようである。全国規模で見ると、四国、近

畿、中国、北陸、東海、九州では宮崎と熊本まで「オジャミ」の分布が確認できる。

また、木頭地区の話者の発話から、「チチコ」「アメゴ」という魚名に関する語彙が確認

された。

（1）Ⅱ-011B：ホイデ カワニワ アノー サッキイヨッタ チチコトカノ

（1）Ⅱ-011B：サカナワ、アメゴトカ、アユトカ イッパイオッタケンノ。

まず「チチコ」について述べる。「チチコ」とは「ヨシノボリ」のことをいう（『日本方

言大辞典』1989）。『日本国語大辞典』（2002）によれば、「ヨシノボリ」とは、スズキ目ハ

ゼ科ヨシノボリ属の淡水魚の総称とされている。また、『徳島県魚貝図鑑』（1986）では、

「チチコ」とは、那賀川上流での「ヨシノボリ」の呼称であり、吉野川上流では「ドブロ

ク」、徳島県全域では「ジンゾク」と呼ばれているという。

次に「アメゴ」についてだが、「アメゴ」は多様な種類の魚の方言名となっている。徳島

県に限定して見ると、「アメゴ」は徳島県全域で「アマゴ」の事を指す（徳島淡水魚研究会

編 1986）。『日本国語大辞典』（2000）では、「アマゴ」は、降海性のサツキマスが陸封され

たもの、とされている。高知県においても「アメゴ」は「アマゴ」のことを指し、この言

葉は徳島・高知一帯の言葉とみなすことができよう（『日本方言大辞典』1989）。

このほか「トシイタシ」のような形で「シ」という語彙が確認された。『日本方言大辞典』

（1989）によると、「シ」とは、「衆」のことを指し、「1．人たち。2．人。」といった意味

を持つ。同書（1989）によると、四国内では徳島県・香川県・高知県が、同じ意味で「シ」

を使っているとされている。

（3）Ⅱ-012B：トシイタシラバッカリニ ナッタケン、マ イツマデ ツズクカ

ワカランケド



２．１．２ 形容動詞

続いて、談話より確認された形容動詞についてみていく。

まず、話者の談話に「テンポナ」という語が見られた。

（3）Ⅳ-006C：テンポナッテ ユーデナイカ、オマエ。テンポナ ワカランカッタ

カ、オマエ。

この「テンポナ」は、木頭地区の話者によると、むちゃくちゃな、悪いことをするやつ、

という意味であるという。『日本方言大辞典』（1989）によると、「テンポ」は、「1．思い切

ってするさま。2．常軌を逸し、無鉄砲で危険なさま。3．おてんばなさま。4．うそ。」と

いった意味を持つ。これと話者の談話から確認された「テンポナ」の意味と照らし合わせ

ると、共通している意味が見出せる。よって、この「テンポナ」は「テンポ」に「ナ」が

ついて形容動詞化したものであると考えられる。

また、同書（1989）によると、この語の方言形式としては、徳島県では「テンプナ」「テ

ンプイキナ」があるとされているが、木頭地区の近隣地域である高知県では「テンポーナ」

があるとされている。川島・森（1970）に「木頭村の周辺地域との関連性は、北川を中心

として土佐弁と強い近親関係があり、三好、美馬、麻植の奥地と似ているが、特に関係深

いのは土佐弁であり、次に注目すべきは祖谷弁との係りと思われる。全般的に木頭弁は阿

波よりも、土佐に近い特徴を示すことばである。」という記述があるように、木頭地区が高

知県境に位置するといった地理的要因から、高知方言的特徴を持った方言形式になってい

るのではないかと考えられる。

また「テンポナ」と同様の意味の言葉として「テーホ」も確認された。

（3）Ⅳ-029C：テーホ。オマエ アレヤ マコトナヤカシ

この語については「考えなしに行動するさま」という意味であると話者からの説明があ

った。しかし、管見のかぎりでは「テーホ」に関する先行研究を確認することができなか

った。前述の「テンポ」の意味に「常軌を逸し、無鉄砲なさま」というものがあるが、「テ

ーホ」の「考えなしに行動するさま」と意味的に共通する部分を持つこと、そして「テー

ホ」と「テンポ」の字面が似ていることの 2 点に注目し、「テンポ」が「テーホ」から変化

したもので、この 2 つの語は同義ではないのかという仮説を立ててみた。そうするとその

際の変化は、「テーホ〔teːho〕」が「テンホ〔teɴho〕」となり、「テンホ〔teɴho〕」が「テン

ポ〔teɴpo〕」となったと考えることができよう。

第一の変化「テーホ」が「テンホ」となる変化の理由としては、口語で表現を強調する

際に、促音や撥音を入れる傾向があるということが挙げられる。例えば、「チイサイ」→「チ

ッサイ」、「デカイ」→「デッカイ」、「カナリ」→「カンナリ」等が挙げられ、徳島方言に

おいては、「コマイ（小さいの意）」→「コンマイ」のような例が挙げられる。この傾向に

則って、「テーホ」が「テンホ」となったと考えられる。そして、第二の変化「テンホ」が

「テンポ」となる理由としては、第一の変化で「ホ」の前に「ン」が生じたことが影響し

ていることが考えられる。「キョウホウ（享保）」と「テンポウ（天保）」、「トホ（徒歩）」



と「サンポ（散歩）」、「ハイフ（配布）」と「ブンプ（分布）」といった語を比較するとわか

るように、〔n〕音の後に〔h〕語が来た場合は〔p〕音になりやすいという特徴がある。先

行研究や文献から「テーホ」に関する記述を見つけることができなかったが、このような

音声的特徴を考慮して筆者は「テーホ」は上述の「テンポ」と同義語であると考える。

また、話者の会話中で、「テンポナ」を説明する語句として「ウトーイキ」「ウトイキ」

という語が見られた。

（3）Ⅳ-017C：ウン、テンポナチユーノワ ウトーイキトユー イミヤナ。テンポナ。

ウトイキニスルトユー イミヤナ。ウトイキトユーナ。

「ウトーイキ」「ウトイキ」に関係があると思われる語としては、「ウトイ（疎い）」が考

えられる。「ウトイ」の意味は、「1．物分りが悪い。ばかだ。2．感覚がにぶい。3．弱い。

4．一人前でない。」とされており（『日本方言大辞典』1989）、人の行動を悪い意味で形容

する意味を持つという点で「テンポ」と共通している。「ウトーイキ」の「キ」は、おそら

く「気（気質）」のことを指し、「ウトーイキ」全体で「疎い気質（の人）」となり、「テン

ポナ」の説明に用いられたのではないかと考えられる。

２．１．３ 動詞（語彙）

『阿波言葉の辞典』（1960）によると、「コッサエル」は「こしらえる、作る」という意

味で、『日本方言大辞典』（1989）によると、「こしらえる」の意味は、「1．作る。2．準備

する。3．修繕する。」と定義されている。

（3）Ⅳ-002b：ゴハンモ マツッテ、アレモシテ。ウシノ オゼンマデ コッサエヨ

ッタヨ。

「こしらえる」が「コッサエル」になる要因として次の 2 点が考えられる。

まず 1 点目は促音化の現象が起きたと考える例である。森（1982）によると、徳島県の特

徴的な音韻として、「こしらえる」「おしえる」「わすれる」等の動詞の「S 音」が促音化し、

「コッサエル」「オッセル」「ワッセル」となる傾向があることを述べている。よって、「こ

しらえる」が「コッサエル」と発話される要因として、このような傾向に則ったものであ

るためだということができよう。

次に 2 点目として、ラ行音の脱落が考えられる。「コッサエル」の形式に注目して標準語

の「コシラエル」と比較した時に、「コッサエル」は、ラ行が抜け落ちているということに

気付く。仙波（2003）によると、「徳島県ではラ行の音が落ちる例がよく見られる。」とい

う記述がある。そして金沢（1961）の禁止法に働く文末助詞「ナ」の接続という項目で、

阿波の禁止表現「クナ（来るな）」「ステナ（捨てるな）」「ヨセナ（寄せるな）」等複数の例

文が挙げられているが、どれもラ行の音が抜け落ちている。動詞の禁止表現以外にも、形

容詞である「面白い」が「オモッショイ」と言われ、これもラ行音が抜けている。これら

のことから「コッサエル」は、仙波（2003）の記述の通り、徳島県ではラ行音が落ちやす

いという方言的特徴に則って、「コシラエル」からラ行音が抜け落ち、「コッサエル」と言



われているのではないかと推測する。

このほか、木頭地区の話者の話では、「アズル」は「難儀する」といった意味で使用され

ているようである。

（3）Ⅰ-007B：コノシダノ オヤワ アノ ダイブ アズッタト オモウヨ。

『日本方言大辞典』（1989）によると、四国 4 県と瀬戸内海に面する地域で「アズル」

は「困る・窮する・苦労する」といった意味で使用されており、木頭地区における「アズ

ル」の意味とほぼ同じであると見ることができる。

２．１．４ 自称詞

木頭地区の談話では、自称詞の「ワシ」がよく使用された。川島・森（1970）によれば、

木頭地区には対称詞の使用において男尊女卑の傾向がほとんど見られないとされ、それの

根拠として、「自称の「ワシ」「オラ」対称の「オマエ」など老人層を中心にして男女共に

使うことや、終助詞の「ノー」に男女によるニュアンスの差がないことは、特に女性語が

ないとされるところである。」ということが挙げられている。今回の木頭地区の被調査者は

3 人とも女性であったが、一般的に男性の老齢層が自称する際に使っている「ワシ」とい

う語が確認できた。

（1）Ⅰ-003A：ワシラモソレワ クワシーニワ シランナー。

（3）Ⅰ-006B：ホレ シザッタラ ワシラニ ゴハン クレザッタ

（4）Ⅰ-053C：ハヨーノー ワシ コレ フクロ ウシロ オイトッタケンノー。

２．１．５ 対称詞

対称詞である「オマエ」という語も、よく用いられていることが確認できる。

（3）Ⅳ-006C：テンポナ ワカランカッタカ、オマエ。

（4）Ⅰ-040B：オマエ コレモ カンマンケンド コレ オイシーワ タベテミ？

相手への呼びかけに用いるだけではなく、フィラー的な用法としても「オマエ」が発話

されている。

（3）Ⅳ-043C コレノー、オマエ イキヨッテダ、ハナシ シヨッテノー。

（4）Ⅰ-001B：ホンデオマエ ベンキョーシタンジャモン

今回の調査結果だけでは、上述の川島・森（1970）の「男尊女卑の傾向がほとんど見ら

れない」とはとても断言出来ないが、少なくとも使用例が確認できたことで、1970 年まで

の木頭地区の男尊女卑が少ないといった傾向が 2014 年現在でも残っている可能性がある

と言えるのではないだろうか。その傾向を明確にすることは、今後の課題としたい。

２．２ 方言文法の特色について

以下、木頭地区談話資料において確認された文法的な特色について記述していく。話者

が全て女性であったことから、性差に関する記述は行えず、また今回確認された表現が女



性的であるともいうことはできないが、木頭地区の方言的特徴として取り上げていく。

２．２．１ 助動詞

木頭地区の助動詞については、川

島・森（1970）で徳島県下の助動詞等

語線が報告されている（図 1）。図 1

を参照すると、木頭地区は徳島県内

でも山の奥地に位置することから徳

島県西部の方言の特徴を色濃く有し

ていることがわかる。

本項では木頭地区談話資料（1）～

（4）で確認された主要な助動詞とし

て、助動詞「レル・ラレル」と、断定

の助動詞について取り上げる。

助動詞「レル・ラレル」では、主に

受身と可能の用法が確認できる。森（1982）では「レル・ラレル」の活用形が示されてお

り、徳島県における「レル・ラレル」の活用は下一段活用で「レ（否定）・レ（将然）・レ

（連用㈠）・レ（連用㈡）レル（終止・連体）・レリャ（仮定）・（レ）（命令）」であること

がわかる。

助動詞「レル・ラレル」について、受身の用法では単純な動作主からの動作を受ける受

身の用法と、「迷惑の受身」とみなせる用法があった。以下はその用例である。

（1）Ⅰ-053B：ヨケ イッパイオルトカユーコトワ オヤカライワレトル。（受身）

（1）Ⅰ-009B：オシリヌカレルトカユーコトオ イヨッタ。（迷惑の受身）

確認できる用例としてこのほか｛（1）Ⅰ-034A｝や｛（1）Ⅰ-020B｝が挙げられる。

次に、助動詞「レル・ラレル」の可能用法についてみていく。可能の用法では、動作を

することができるか否かを示す可能の用法と、動作を注意・禁止する禁止の用法がみられ

た。可能の用例はそのほとんどが否定形であり、状況不可能を表す。

（1）Ⅱ-008B：オイシーモンワ ホンナトキシカ タベレンノナー。

（1）Ⅱ-022B：ワタシワ チカクダケシカ トレンケン

（3）Ⅱ-019A：シタニワ チョット オリテコレンモンナー。

『徳島県言語地図』（2002）（以下、仙波ほか編（2002）と表記する。）では、動詞「見る」

の不可能表現に関する調査結果が報告されている。状況的に不可能な場合、助動詞「レル・

ラレル」を使用した「ミレン」が一般的に県下全域で使用されていることがわかるが、能

力不可能の場合はヨーミエン、エーミエンという表現を用いることが明らかとなっている。

本調査でも｛（1）Ⅰ-033B｝や｛（4）Ⅱ-009C｝のように、能力不可能を表す場面では「副

詞ヨー（エー）＋動詞否定形」の表現が用いられている。飯豊ほか編（1982）では、木頭

図 1 「助動詞その他等語線（原図 森重幸）」

（川島・森（1970）より引用）



地区が含まれる山分 3の老年層話者が食ワレンノジャという表現で能力不可能の例を示し

ており、木頭地区でどの程度能力不可能と状況不可能の使い分けがおこなわれるのかにつ

いては、さらにデータを集める必要がある。

また、徳島県下で特徴的な可能用法から派生した表現で禁止の用法が挙げられる。これ

は加藤（1970）に「徳島の「レン・ラレン」は「書くな・捨てるな」の表現に比べると、

多少やわらかみがある表現であり、女子が男子よりも多く用いる」という記述があるよう

に、親が子へ注意する場面のように、容認できない動作であることやその動作が危険であ

るということを相手に伝える場面で使用される。談話中で確認された用例は｛（1）Ⅰ-053B｝

や｛（1）Ⅰ-007B｝がある。加藤氏によればこの「レン・ラレン」を用いた禁止表現は、「四

国方言の特徴的な禁止表現」であり、「徳島県全域」でおこなわれるほか、「香川県引田町

以東の徳島県寄りの地方」と「愛媛県西条市・周桑郡・今治市、及び高知県下などに広く

聞くことができる」ものとしており、四国地方において盛んにおこなわれていることがわ

かる。

次に、断定の助動詞についてみる。上野（2011）は、近畿地方、中国地方、九州地方と

いった四国地方に隣接する地域において断定の助動詞「ダ」「ジャ」「ヤ」の分布の偏りが

あることを指摘したうえで徳島県にはそのすべてがおこなわれていることに言及している。

仙波ほか編（2002）にみる徳島県下の断定の助動詞は「ジャ」が最も多く、次いで「ヤ」、

「ダ」と続く。同書における木頭地区の断定の助動詞は「ジャ」となっているが、これは

談話資料中の断定の助動詞の出現傾向と合致する。談話資料から確認された断定の助動詞

は「ジャ」と「ヤ」であり、その用例を以下に示す。

（1）Ⅱ-028A：コーシテスルンジャッテグライワ ウン

（2）Ⅰ-011A：コッチワ モー ユズ トクシマワ スダチヤケド。

また、確認要求表現の「～ではないか」の表現に相当する方言としてデンカが確認でき

た。デンカを分解し、デ（断定）＋ン（否定）＋カ（問いかけの助詞）というようにみる

ことができようか。

（3）Ⅳ-025C：テンポナッテユーデンカノー。

（3）Ⅳ-029C：テーホ。オマエ アレヤ マコトナヤカシ テーホーシヨラッテユー

デンカー。

上野（2011）は、このデの用法について、林（2013）でも強い勢力を確認することがで

きる淡路島の確認要求表現のデーカと徳島県で行われるデとの密接な関連性を示唆してい

る。また、金沢（1961）も文末詞の用法として、

（14）アンタモ イッショニ オッタデー

あなたも一緒に居ったではないか（同意をうながす）

という用例ほか多数のデ（ー）の事例を示しているものの、その語源については「まだ十

3 金沢（1960）で使用される徳島県下の方言区画名。徳島県西南部の地域一帯を指し、木頭

地区以外にも東祖谷や西祖谷、那賀郡や勝浦町の西半分の地域などが含まれる。



分考えられていない。」とするに留めている。ここでは確固たる論拠を示すことが難しいた

め、この点については今後引き続き注目し、調査を重ねていきたい。

２．２．２ 副助詞

続いて、副助詞について取り上げる。木頭地区の談話資料で確認できた主要な副助詞と

してヤ・ヤワをみていく。

副助詞「ヤ」は徳島県下でよくおこなわれる表現であり、意味は「傘なんか要らない」

の「なんか」に相当する。仙波ほか編（2007）で報告される吉野川流域の副助詞「なんか」

の方言について、ほぼ全域・全世代で「ヤ」が使用されることが報告されている。また、

そのグロットグラム図において、世代が高くなればなるほど方言形式が豊富で多様化して

いることから、「ヤカシ」「ヤカイ」「ヤコシ」といった多様な表現が次第に「ヤ」へ一本化

していく傾向にあるといえる。また仙波ほか編（2002）では木頭地区の調査結果として「ヤ

コエ」が報告されているが、今回の談話資料からこの表現を集めることは出来なかった。

（3）Ⅲ-022A：ホイテ アンナ クギヤワ サシテクレナイケン、アブナイケン。

（3）Ⅳ-008C：アレヤワ テンポナナゴト スルノー、テ。

このほか｛（3）Ⅲ-029B｝からも用例が確認され、今回調査した話者三名とも副助詞「ヤ」

の使用がみられた。この副助詞「ヤ」については、国立国語研究所編（1989）（以下『GAJ』

と表記する。）では、第 54 図に「傘なんか（いらない）」の調査結果が地図化されている。

徳島県にみられる「ヤ」は類型（「ヤカ」「ヤコシ」など）を含めると徳島県全域に広が

っており、隣接地域である淡路島や香川県、岡山県にその勢力が連続していることがわか

る。全国的な範囲でみると、副助詞「ヤ」の分布はこれらの地域に集中していることから、

徳島県・香川県を中心とした特有の方言であるといえよう。

２．２．３ 接続助詞

接続助詞では順接の「ケン」、逆接の「ケンド」が確認できる。

仙波ほか編（2002）では順接・逆接に関する項目が豊富に設定されており、徳島県下全

域における順接・逆接の接続助詞の例を見出せるが、概して順接で「ケン」、逆接で「ケ

ンド」が優勢である。徳島県西部では隣接する香川県の「キン」類が使用される報告もな

されているが、木頭地区はもとより徳島県下の順接・逆接の接続助詞は概ね「ケン」「ケ

ンド」の勢力下であるといって過言ではないだろう。

逆接の接続助詞「ケンド」は『GAJ』第 38 図において、全国的にかなり広い地域に分布

が拡がっている。南は九州の大分県、宮崎県北部に始まり、四国全域、広島県東部、岡山

県全域、島根県東部、関西地方、北陸地方においても分布が確認できる。木頭地区の談話

資料からも、すべての話者に頻用されていることがわかる。

（1）Ⅰ-010A：ホンナデンセツモ アッタンジャロケンド、ワタシラワ アンマリ

シランナー。



（1）Ⅰ-030B：タヌキワ デルケンドノ。

（4）Ⅰ-049C：ウンテン カワッテモライタイ キブンニ イッシュン

ナッタケンド

２．２．４ 格助詞

格助詞については、主に 2 つの特徴がみられた。1 つ目は「目的格の省略」、2 つ目は「場

所を示す格助詞「イ」の使用」である。

木頭地区の談話資料内では目的格を省略し発話する場面がしばしば確認された。

（1）Ⅰ-059B：ホイト ノーヤクツカウデ？（目的を表す格助詞ヲの省略）

（2）Ⅰ-012B：サンマ イチバンサキ コータ トキクライ。

（目的を表す格助詞ヲと時間を表す格助詞ニの省略）

目的格や主格の助詞を省略するという言語行動については、森（1982）においても徳島

県の山分・灘地域の特徴として示されている。今回の談話資料中からも随所に確認される

特徴であり、その使用は盛んである様子がわかる。

また、場所を示す格助詞として「イ」の使用が確認できる。

（3）Ⅲ-027B：ホンデ ソノ カゴイ カクシテ ツカマエテノー。

これは場所を示す格助詞「ニ（ヘ）」が「イ」と発話されているものである。森（1982）

では、

［徳島
トクシマ

イ着
ツ

イタラ便
ビン

セーヨ］／ムコイ行ケ！（あちらへ･･･）。

（ルビ、下線は原文ママ）

といった用例が挙げられており、場所を示す格助詞「ニ（ヘ）」を「イ」と発話する現象は

徳島方言の代表的な特徴の一つであるといえよう。

２．２．５ アスペクト

アスペクトでは、完了の場面では「トル」、継

続の場面では「ヨル」「リョル」がおこなわれる

ことを確認することができた。表 1 は木頭地区

談話資料中よりアスペクト形式のバリエーシ

ョンを抽出し、話者ごとの使用状況をまとめた

ものである。アスペクトの運用については個人

差があるものの、完了の場面で「トル」、継続の場面で「リョル」の使い分けがなされてい

ることがうかがえる。4

4 談話資料から確認できたアスペクト表現は話者・用法によって用例数に偏りがある。特に

話者 C は調査終盤からの途中参加であったため、発話数自体が話者 A・B より比較的少ない

ことをここに記しておく。また表 1 中のアスペクト形式は類別でみたものであり、例えば

「リョル」には「リョル」「リョッタ」「リョー」などが含まれている。形式を複数示してい

るものについては第 1 例が最も件数の多かった形式であり、続いて 2 例、3 例となっている。

継続 完了
話者A リョル、トル トル
話者B リョル、ヨル、トル トル
話者C リョル トル

表 1 アスペクトの使用例

（木頭地区談話資料（1）～（4）より抜粋）



完了のアスペクトでは、経験や状態の用例が確認できる。

（1）Ⅰ-053B：ヨケ イッパイオルトカユーコトワ オヤカライワレトル。（経験）

（1）Ⅱ-036A：オスニナ、コレ ナレトル。（状態）

（4）Ⅰ-020C：ウソーユータアカン。ゴーナットル。（状態）

いずれの話者も、完了を表す場面では「トル」を使用していた。木頭地区に限らず、「ト

ル」が完了の場面を表すのは西日本で広く行われている（『GAJ』第 4 集・第 199 図）。

一方、継続のアスペクトでは、用法は動作の継続や習慣の用法を確認することができた。

（2）Ⅱ-003A：トクシマデ ナニシトル（動作の継続）

（1）Ⅰ-051B：ウチラ ミズツカイヨル（習慣）

また、継続のアスペクトの多くは「リョル」の形で、動詞との接続部が撥音化する傾向

が如実であった。

（2）Ⅰ-002B：ホラ モー ジブンデ ユズ ツクンリョルケンナ。

中條（1989）でも指摘されている通り、継続のアスペクトの撥音化は広い地域で現れる

特徴である。トルを用いた継続のアスペクトも 1 例確認されたが、前述した通り、概ね「ヨ

ル」「リョル」が行われる。

２．３ 音声・音韻の特色について

以下では、談話資料で確認された音声・音韻的特徴について

みていく。

徳島県木頭地区の話者からは、濁音語頭における鼻音の出

現が確認された。鼻音確認のためにおこなった読み上げ項目

は表 2 の通りである。語頭の鼻音の現れが顕著であった話者 C

の音声波形（図 2・図 3）と話者 B の音声波形（図 4）を以下

に示す。なお、鼻音の出現箇所には図上に白い矢印を示してい

る。

鼻音とは、口腔が閉ざされて口蓋帆が垂れ下がり、呼気が鼻腔へぬける時、そこで共鳴

を生ずる有声音である（中條 1989）。平山（1968）が示すガ行子音の分布図によると、ガ

〔ga〕行音は西日本と本州中部新潟県から関東にかけての地域、カﾟ〔ŋa〕行音は兵庫県南

部と近畿東部から中部地方、関東北部から東北全域に分布を示している。東京都や大阪府、

北海道ではガ〔ga〕行音とカﾟ〔ŋa〕行音の両方が現れる地域とされている。徳島県につい

てはカﾟ〔ŋa〕行音の勢力が県南部に広がっているが、高知県に隣接する地域から県北部に

かけては、全国的にも限られた地域でしか分布していないンガ〔~ga〕行音の地域であると

いう。

話者によれば木頭地区は高知県と地理的に近い位置にあり、日常的な人の往来があるそ

うだ。このことを踏まえると、ンガ〔~ga〕行音の分布する地域に木頭地区が含まれるのも、

こういった日常的な交流を通して受けた高知からの影響なのかもしれない。この他、ンガ

1 これはガスだ。

2 これは毒だ。

3 これは電池だ。

4 これはガソリンだ。

5 舌を出す。

6 赤子を抱く。

表 1 読み上げ項目一覧



〔~ga〕行音が分布するとされる地域は、和歌山県南部、奈良県南部、三重県南部のまとま

った地域であり、近畿地方の中でも南端部に偏っている。柳田國男が唱えた「方言周圏論」

に則って考えるならば、ンガ〔~ga〕行音が入る地域というのは、比較的古い方言的特徴を

示している地域ということができよう。

森（1982）では木頭地区の属する山分地域においてガ行鼻濁音の出現が「あり」となっ

ている。徳島県下のそのほかの地域については、県南部に位置するうわて（勝浦平地、那

賀平地、小松島市、阿南市）と、灘（海部上灘、海部下灘）において、顕著であるとされ

ている。森（1982）はガ行鼻濁音の出現例として、学校〔gaQko(:)〕・籠〔kago〕・〔kaɳɳo〕・

道具〔do:gu〕・〔ndoɳɳu〕を取り上げている。しかしながら、学校〔gaQko(:)〕や道具〔doɳɳu〕

のように単語のみの読み上げでは語頭の鼻音を出現させることはかなわなかった。

検証の結果から、語頭鼻音を引き出すためには表 2 のように濁音の前に発話を付ける必

要があるということがわかった。例えば、表 2 の 2 番目の項目では〔korewa ndokudʒa〕と

いうように、一文にすると、「毒」の語頭濁音の〔d〕の頭に鼻音が現れる。図 2～4 の波

形でも語頭の濁音に入る前にわずかに上昇をしていることがわかる（各図矢印部参照）。

今回、語頭鼻音が顕著に出現した話者 C は昭和 15 年（1940 年）生まれ、話者 B は昭和

11 年（1936 年）生まれと比較的若い世代の生え抜き話者である。鼻音の出現があまりみら

れなかった話者 A は昭和 17 年（1942 年）生まれ、と年長者の話者 B とは 6 歳の年の差が

ある。世代差が出たと判断付けるにはデータが不足しており時期尚早なのだが、語頭鼻音

の出現は顕著であったことから今後集中的な検証調査を実施する必要があるだろう。

図 2 話者 C「コレワ ガスジャ」（これはガスだ。）



図 3 話者 C「コレワ ドクジャ」（これは毒だ。）

図 4 話者 B「コレワ ガソリンジャ」（これはガソリンだ。）

３．まとめ

以上、徳島県那賀郡那賀町木頭地区における方言語彙、方言文法、音声・音韻の特徴に

ついて概観した。本稿で取り上げた先行研究をはじめ、四国地方や徳島県内の方言的特徴

について調査を行いまとめてきたものは数あるが、管見では木頭地区に注目した調査研究

はまだまだ不十分である。今後ともフィールドワークを中心に、話者の生活に即した視点

からデータを集め、方言の動態について調査を重ねていきたい。
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Ⅰ．子供時代の遊びについて

トラック 11

001D：スイマセン ジャー キョー ヨロシクオネガイシマス。エート マズ

すいません じゃあ 今日［は］ よろしくお願いします。 ええと まず

ソノオテモトニ アノー ジゼンニ オクバリシテル ソノー ダンワシリョーノ

そのお手元に あのー 事前に お配りして［い］る その 談話資料の

ヤツガ アルトオモウンデスケド、ソレニソッテ ススメサセテ

やつ［＝調査票］が あると思うのですけれど、それに沿って 進めさせて

イタダキタイトオモイマス。（C：ハイ ハイ ハイ）エート コドモジダイト

いただきたいと思います。 （C：はい はい はい）ええと 子供時代と

イマノセーカツニツイテノ オハナシナンデスケレドモ。マズサイショニ

今の生活についての お話なのですけれども。 まず最初に

コドモジダイノ アソビニツイテトユーコトデ コドモノコロ ヨクサレテイタ

子供時代の 遊びについてということで 子供の頃［に］ よくされていた

アソビッテユーノワ ナニカゴザイマスカ？｛笑｝スゴイ トートツデスケド。

遊びというのは 何かございますか？ ｛笑｝すごい 唐突ですけれど。

002A：コレ？コレセーネンガッピ カク カカナンダナー セーネンガッピ モー

これ？これ生年月日 ×× 書かなかったなあ 生年月日［は］ もう

コレ ハチジューカカットー ナナジューハチグライヤケンドノー。

これ 八十［歳に］かかっている 七十八［歳］ぐらいだけれどねえ。

コトシデ ココモヒトツチガイデ 《B》サン イチバンワカイネ。

今年で ここもひとつ違いで 《B》さん［が］ 一番若いね。

003B：ワイ エートナ オトツイナ マンジュー ナナジューゴサイニナッタンヨ。

私 ええとね 一昨日ね 満でいう 七十五歳になったのよ。

（A：タンジョービヤッタン イチバンワカイ）ショーミキゲン キレタヨーナモンヨ。

（A：誕生日だったの 一番若い） 賞味期限［が］ 切れたようなものよ。

｛A：笑｝ニンゲントシテワ。（C：コーキコーレーシャバッカリヤケンノ ダイタイ）

｛A：笑｝人間としては。 （C：後期高齢者ばっかりだからね 大体）

エート コドモノジブンノアソビッテタケド イロイロ ナツフユト チガウワナ。

ええと 子供の時分の遊びといっていたけれど いろいろ 夏［と］冬と 違うよね。

（A：ホラ チガウ）

（A：それ［は］ 違う）

004D：ジャー ソレゾレ オシエテイタダケルト ウレシーデス。

じゃあ それぞれ 教えていただけると 嬉しいです。

005E：テキトーニネ コー オハナシオシテイタダイテ。（D：ハイ）

適当にね こう お話をしていただいて。 （D：はい）

ムカシノコト オモイダシテイタダイテ コー モー

昔のこと［を］ 思い出していただいて こう もう



テキトーナコトオ ユーテイタダイテ オハナシシテイタダクトユーカ

適当なことを 言っていただいて お話していただくというか

（B：ハルワ ナンダー）ソーユー セッテーデスノデ。

（B：春は なんだあ）そういう 設定ですので。

006B：ハルワ。

春は。

007A：フユワ コブチジョ。

冬は こぶちだ。

008B：フユワ コブチジョノー。

冬は こぶちだねえ。

009A：ウン モー マチガイナシニ。コブチ ワカルカ？

うん もう 間違いなしに。 こぶち［が］ 分かるか？

010D：コブチ？

こぶち？

011A：｛笑｝

｛笑｝

012E：イキナリ ワカラナイトユー。

いきなり 分からないという。

013A：マーユータラ ワナミタイナモンヨ。（C：コトリオ トル）コトリオ トッテネー。

まあ言ったら 罠みたいなものよ。 （C：小鳥を 獲る）小鳥を 獲ってねえ。

イマミタイニ ニクショクガ ソンナニ ナカタモンジャケー

今みたいに 肉食が そんなに 無かったものだから

ソレオ マー タンパクゲントシテ タベヨッタットテネー コドモデモ。

それを まあ タンパク源として 食べていたからねえ 子供でも。

スズメトカ ヒヨトカ ハトトカネ。

雀とか 鵯とか 鳩とかね。

014C：ホラ ヒヨダッタラ リッパナモンヨ。スズメヤ ヒヨヤ。

それ［は］ 鵯だったら 立派なものよ。 雀や 鵯や。

015A：ホンナ アソビ。

そんな 遊び。

016C：コブチチュッテ シカケジャナ。

こぶちといって 仕掛けだね。

017A：ホラ ワカランワノー ソンナコトユーテモ。

そら 分からないわねえ そんなこと［を］言っても。

018B：マー ダイタイ ネズミトリノ ヨーシキジャワ。

まあ 大体 ネズミ捕りの 様式だわ。

019A：エサオイトテ エサタベニキタラ ホノ サワッタラ オチタラネ。

餌［を］置いておいて 餌［を］食べに来たら その 触ったら 落ちたらね。

クビガシマルン。

首が締まるの。



020B：＊＊＊ コイツガー ミガオチテクルケン。

＊＊＊ こいつが 実が落ちてくるから［ね］。

021A：ソンナアソビトカネー オニゴッコワ オワエンゴ ＊＊＊。

そんな遊びとかねえ 鬼ごっこは ／／／／／ ＊＊＊。

022B：ソレワ ウチラワ コドモガ アンマリ ヨケ オラナンダケン ホージャノー。

それは 私達は 子供が あまり たくさん 居なかったから そうだねえ。

023A：ツキデッポーモ ヨーシテ アソンダデ。

突き鉄砲も よくして 遊んだね。

024B：オー ツキデッポーモ ショッタノー。アレモ フユジャノー。

おお 突き鉄砲も してたねえ。 あれも 冬だねえ。

025A：フユノ アソビダッタノー。

冬の 遊びだったねえ。

026C：ホラ アノ キノミ コシデ キノタマイレテ。

そら あの 木の実［を］ 腰で 木の玉［を］入れて。

027A：ナンテンノミートカ コスメノタマトカ カミオ カンデカンデシテ。ホイデ

南天の実とか こすめの玉とか 紙を かんでかんでして。それで

（C：ツキデッポー）ミズデッポーワカル？モー アーユー イッシキジャワ。

（C：突き鉄砲 ）水鉄砲分かる？ もう ああいう 一式だわ。

ホイタラ アッシュク カカルケン オシタラ パーント ナルンヨ。

そうしたら 圧縮［が］ かかるから 押したら パーンと 鳴るのだよ。

ホレデ コドモドーシガ ネローテ イマノコレト イッショヨナ。コンナアソビオ

それで 子供同士が 狙って 今のこれと 一緒よね。 こんな遊びを

ヨーヤッタ。

よくした。

028C：ソレトカ ワタシラガヨーヤッタンワ キウツリ キノボリ キウツリ。

それとか 私達がよくしていたのは 木移り 木登り 木移り。

（A：ウーン ヤマデノ）ヤマノキーカラキー ウツッテナ。

（A：うーん 山でね） 山の木から木［へ］ 移ってね。

029A：＊＊＊ オトコノコワー。

＊＊＊ 男の子はねえ。

030C：ウート タオレテイッタラ ムコーノキーウツッテ （A：サルト イッショヤネ）

うーと 倒れていったら 向こうの木［へ］移って （A：猿と 一緒だね）

マタタオレテイッタラ ドンドン ドンドン キオワタッテイク、キウツリ。

また倒れていったら どんどん どんどん 木を渡っていく、 木移り。

031A：ヤマノウエエ ノボッテイッテ ウエカラ シタエシタエ キー オリテクルンヨ。

山の上へ 登っていって 上から 下へ下へ 木［を］ 下りてくるのよ。

オリンズク。

／／／／／。

032C：マー ソレワ オトコノコヤケンドナ。ソンナンスルンワ。

まあ それは 男の子だけれどね。 そんなこと［を］するのは。



033A：ホンナ アソビモシタノー。ナツワー オヨギヤナー モー アツイケン。

そんな 遊びもしたねえ。 夏は 泳ぎだね もう 暑いから。

034C：ソレトカナー モヒトツ ホノ タンボオ ドンドントブンヤ。

それとかねえ もうひとつ その 田んぼを どんどん跳ぶのよ。

（A：アンナ ゲンキナコトシヨッタ）タカサニ オージテ。ホデ ホレオトンデ

（A：あんな 元気なことしていた） 高さに 応じて。 それで それを跳んで

タカイトコトンデ ジマンシタリナー。コドモ ヨーケオッタシ、ムカシワ。

高いところ跳んで 自慢したりねえ。 子供［が］ たくさん居たし、昔は。

トナリグミッチューカナ。ンダ タンボノアゼカラ シタエ トブンヤナ。

隣組というのかな。 そうしたら 田んぼの畔から 下へ 跳ぶのだね。

シタノタンボエ。

下の田んぼへ。

035A：タナダニナットルデショ、コノアタリノ トチヤ。 ソヤケン ウエカラ

棚田になっているでしょ、この辺りの 土地なんかは。そうだから 上から

シタエシタエ トビオリルン。（C：トンデイクン。トビオリテイクン）

下へ下へ 跳び下りるの。（C：跳んでいくの。跳び下りていくの）

チッサイコヤ ヨンメーターモアッタラ ヨートバンケンネ。ホレデモ ムリシテ

小さい子は 四メートルもあったら 跳べないからね。 それでも 無理して

オーキーコガ トンダラヨ トンダリモ シヨッタケドネ （C：ハイハイ）

大きい子が 跳んだらね 跳んだりも していたけれどね（C：はいはい）

ソンナアソビオ シテタナー。 ヤマドクトクノ アソビヨ。

そんな遊びを していたなあ。山独特の 遊びよ。

036D：ソノ ムカシニサレテタ アソビト イマトカ イマノコドモタチガヤッテル

その 昔にされて［い］た 遊びと 今とか 今の子供達がやって［い］る

アソビッテユーノデ ナンカ カワッタッテユーノワ｛C：咳｝アリマスカネ。

遊びというので 何か 変わったというのは ｛C：咳｝ありますかね。

イロイロト アルト オモウンデスケレドモー。

色々と あると 思うのですけれども。

037C：マダ ソレホドネ ガッコー、ショーガッコーノコロニ ワタシラ

まだ それほどね 学校、 小学校の頃に 私達

ソノ クギ クギタテ クギタテカ。モ テツヤユーノガ スクナカッタロ。

その ×× 釘立て 釘立てか。 × 鉄なんていうものが 少なかった［だ］ろ。

クギデモナー オーキナヤツ。ホデ タオシテ トレルッテユーノガ ミリョクデ

釘でもねえ 大きなやつ。 それで 倒して 取れるというのが 魅力で

クギタテ クギタテッテユーテ コー ダットヤッテ ソレオ ネロテヤッテ

釘立て 釘立てといって こう ダっとして それを 狙ってやって

ダット タオシタラ トレヨッタ。ルールガ アッテナ ホンナ。

ダッと 倒したら 取れていた。ルールが あってね そのような。

038A：アンナンモシタノー。（C：ホンナンモシタ） コママワシワ

あんなのもしたねえ。（C：そのような［遊び］もした） コマ回しは



モチロンシタシー。

もちろんしたしー。

039C：ホラ コママワシワ ソンナンワ ヨーシタケンド。

ほら コマ回しは そんな［遊び］は よくしたけれど。

040A：タケウマッチャー イツゴロ ヨー ノリヨッタン。

竹馬と言えば いつ頃 よく 乗っていたの。

041B：アレワ フユジョ。

あれは 冬だよ。

042C：ハヤッタナー アルジキ。（B：ダイタイガ、イマイヨルンノ ダイタイガ

流行ったねえ ある時期。（B：大体が、 今言っている［遊び］の 大体が

フユノ）

冬の［遊び］）

043A：タケウマ ユキンナカ アルキヨッタネー。タケウマノッテ。 アレモ

竹馬［で］ 雪の中［を］ 歩いていたねえ。 竹馬［に］乗って。あれも

ヨーヤッタケドノー。オモッショカッタケドノー。モリノ アノ セキタゴ

よくやったけどねえ。面白かったけどねえ。 森の あの ／／／／

タケウマモッテ アガッタリ オリタリネー。ジマンダッタナ アレ。

竹馬［を］もって 上がったり 下りたりねえ。自慢だったね あれ。

044B：ソレガ アノ ナニモショッタナ ウチラワ ニンズー スクナカッタケン。

それが あの 何もしていたね 私達は 人数［が］ 少なかったから。

ジントリヤーユータリノー（A：アー ジントリノー）ジントリスルシー。

陣取りだと言ったりねえ （A：ああ 陣取りねえ） 陣取りするしー。

アノ チンチンゴンゴン ヨッタノー。 （A：オー｛笑｝）ナンヤコー

あの ちんちんごんごん［と］ 言ってたねえ。（A：おお｛笑｝）なんかこう

ケンケンデ トンデイテカラ ムコーノ キチニハイットルヤツ｛C：笑｝

けんけんで 跳んでいってから 向こうの 基地に入っているやつ｛C：笑｝

ホンナンシヨッタノー。 ウチワデワ ナンカ シューダンデスルトキワ。

そんなのもしていたねえ。内輪では 何か 集団でする時は。

045A：イマワ コドモワ アソビッチューアソビ ソトデワ センモンネ。

今は 子供は 遊びという遊び 外では しないものね。

046C：ナニションカナー。 ワテラントキワ ホラ メンコヤッタリ

何しているのかなあ。私達の時は そら めんこ［を］したり

クギタテヤッタリ メンコッチューノンワ ヨー ハヤッテ

釘立て［を］したり めんこというものは よく 流行って

ソレモ ナー トリアイシテ モロモロ トルヨーナヒトワ トッタリ。

それも なあ 取り合いして もろもろ 取るような人は 取ったり。

047B：オー ビーダマチューノンモ シタリノ。（C：ホー ビーダマナー）

おお ビー玉というものも したりね。（C：ほお ビー玉ねえ）

ダイタイワー ナツワ アンマリ ホーユーコト セーヘナンダノー。

大体はねえ 夏は あまり そういうこと［を］ しなかったなあ。



048A：モー オヨグダケヤノー。

もう 泳ぐだけだねえ。

049B：ナツワ ナニショッタンダロナー。サカナ トリニイクカ。

夏は 何していたのだろうねえ。魚［を］ 獲りに行くか。

050C：マー ソレト（B：ソーヤナ）ガッコー オーフクスルトキニ

まあ それと（B：そうだな）学校［を］ 往復する時に

ソノ シュ アノ ミチノ ドーロ、ドーロタッテ イマミタイナ

その ×× あの 道の 道路、 道路と言ったって 今みたいな

キマミチミタイナ ホソーイミチヤケド。ソノシューヘンニアル アソコニワ

／／／／みたいな 細い道だけれど。 その周辺にある あそこには

カキガアル。コレワシブイ コレワアマイッテ ゼンブ インプットシテ。

柿がある。 これは渋い これは甘いって 全部 インプットして。

051E：｛笑｝スゴイデスネ。

｛笑｝すごいですね。

052C：チギッテトッタリ アソコイッタラ クリガアル。

ちぎって採ったり あそこ［に］行ったら 栗がある。

クリバヤシ ダマッテイッタリ。

栗林［へ］ 黙って行ったり。

053B：ナツッチュータラ ショカニワ アケビトリニ ヨーイッキョタヨノー。

夏といったら 初夏には アケビ［を］採りに よく行っていたねえ。

054C：アケビワナ ソレワモー キチョーダッタケンナ。アケビヤユーノン。

アケビはね それはもう 貴重だったからね。 アケビなんていうのは。

055B：ホダ アッコイッカーッテ イタリシテ。 ホイデ アオイノトッテ。

そうしたら あそこ行くかといって 行ったりして。それで 青い［あけびを］採って。

056A：オヤツワ ホンナモンバッカシヤモンノ。（C：ソラソージャ。ミセデ

おやつは そんなものばっかりだものね。（C：それはそうだ。店で

カウッテコトワ マズナカッタケンナ）オカシヤ ナカッタカラ。

買うということは まず無かったからね）お菓子なんて 無かったから。

モーホンマ ヤマノクサトカ キーガオヤツ。キノミガオヤツ。

もう本当に 山の草とか 木がおやつ。 木の実がおやつ［だった］。

057B：デ ヒトニトラレタラ ヨワルケン アオイヤツモ ミナ トッテキテ

それで 人に採られたら 困るから 青い［実］も 皆 採ってきて

カクシトクンヨ、アノー ナンノナカニ アノー ショーブノナカエ

隠しておくのよ、あのー ［あれ］の中に あのー 菖蒲の中へ

ホイタラナ シゼント クサッタヨーナジョータイデ ヤワラカーナルンヨ。

そうしたらね 自然と 腐ったような状態で 柔らかくなるのよ。

ホイタ ホレオ クイヨン。 マー ホレワ ハル ナシ。

そうしたら それを 食べていたの。まあ それは 春 ××。

アキジャナー。アレモ アレワ アキジャナー。アケビワ アキジャ。

秋だなあ。 あれも あれは 秋だなあ。 アケビは 秋だ。



クリヒロイニ イテミタリスルンヨ。

栗［を］拾いに 行ってみたりするのよ。

058A：フユワ アノ ナニニノッタデー。

冬は あの ［あれ］に乗ったではないか。

キーノ キノクルマオ ヒーテ クルマ コシャエテ。

木の 木の車を 引いて 車［を］ 作って。

059B：オー オー ナニショッタノー ジブンデ クルマ コシャエテ

おお おお ［あれ］していたねえ 自分で 車を 作って

マーユータラ コドモヤ コンマイコロノ サンディーミタイナ

まあ言ったら 子供や 小さい頃の サンディーみたいな［ものを］

コシャエテノ。（A：オー サンディー）

作ってね。 （A：おお サンディー）

サカミチシタ アルイテ トンデクルンヨ。

坂道［の］下［を］ 歩いて 飛んでくるのよ。

060C：トクテーノバショダッタケドナー。シャメンッチューンカ

特定の場所だったけれどねえ。 斜面というのか

アルテードノ ハバノ クサ シバフミタイナ ズートハエテ ホンナトコデ

ある程度の 幅の 草 芝生みたいな ずーっと生えて そのようなところで

タケスベリカラ（A：アー スベリノー ＊＊＊ ハネシータリ）

竹すべりから （A：ああ すべりのー ＊＊＊ 羽［を］敷いたり）

ヤッパリ モー キマッテシタネー。

やっぱり もう 決まって［遊んだ］ねえ。

061B：ケンド ナンヤノー クルマコッシャエルンワ ギジュツガイルケン

けれど なんだねえ 車［を］作るのは 技術がいるから

（C：ウン クルマワナー）アノテワケンド ナニヤナー。

（C：うん 車はねえ） あの／／／／／ 何だねえ。

クルマツクッタ ホンマ 《自動車メーカー》ノシャチョーミタイナモンヤナ。

車［を］作った 本当に 《自動車メーカー》の社長みたいなものだね。

（A：ホラ ホージョ）ハジメテコッシャエルンヤケンナ、クルマオ。

（A：それは そうだよ）初めて作るのだからね、 車を。

コー キーオ ワギリニシテキテナ タイヤコッシャエルンヨ。コー

こう 木を 輪切りにしてきてね タイヤ［を］作るのよ。 こう

ホイテ ハンドルモ コッシャルンヨ。ホイテ ウシロニシトイテナ

そうして ハンドルも 作るのよ。 そうして 後ろにしておいてね

ホイテ ブレーキモ イロイロカンガエヨッタケンド モー アレ

そうして ブレーキも 色々考えていたのだけれど もう あれ

カンセースルマデワ シトレヘンケンド（A：ブレーキカンセーシトランノアレ

完成するまでは していないけれど（A：ブレーキ［は］完成してないのあれ

アシジャノー モー）ウン。セナカデモタレテ ＊＊＊ セナカデモタレテカラ

足だねえ もう）うん。背中でもたれて ＊＊＊ 背中でもたれてから



タイヤオ セッテ トメルヨーナン コッシャエヨッタワ。

タイヤを せって 止めるようなもの［を］ 作っていたわ。

062A：アシガ ホトンド ブレーキジャワナ。アシデ ダーッテ。

足が ほとんど ブレーキだよね。 足で ダーっと。

063B：ケド アレ ミンナ イロイロ カンガエタモンノー。

けれど あれ 皆 いろいろ 考えたものねえ。

064C：モー セーイッパイ クフーセナンダラナカッタケンナ。

もう 精一杯 工夫しないといけなかったからね。

ウットルンガナイカラ。

売っているものがないから。

065A：イマトイッショデ ネンピ イマワ ネンピイヨルケド

今と一緒で 燃費 今は 燃費［と］言っているけれど

ホノジブンノ ケッキョク オンナジ コースデ コーユー コースガ

その時分の 結局 同じ コースで こういう コースが

アルトスルワネー。ソシタラ シタノ ナブクナットルンヨ。

あるとするわねえ。そうしたら 下の なぶくなっているのよ。

ジドーデ ハシッテイッテヨ コノノビワケオ ヨーケ アノ

自動で 走って行ってね この伸びわけを たくさん あの

（B：アラソーテノ）アラソータン｛B：笑｝アブラツケルトカネー。

（B：争ってね） 争ったの ｛B：笑｝油［を］付けるとかねえ。

ヨケークルマガマワルト ノビルカラ ホンデココマデキタンガ イットーヨ。

余計［に］車がまわると 伸びるから それでここまで来た［車］が 一等だよ。

オマエノンワ ボロデ ハシランユーテネ。 セーノーオ アラソータン。

あなたのものは 古くて 走らないと言ってね。性能を 争ったの。

066B：ニジューナンネンクライダロー。ニジューネンクライダローカエ。

二十何年くらいだろう。 二十年くらいだろうかね。

ニジューナンネンクライダローノ。バターッチューンガデテキテナ。

二十何年くらいだろうね。 バターというのが出てきてね。

イマノバタージャワ。ホイダ ホレオ コー マー ナニニ

今のバターだね。 そうしたら それを こう まあ ［あれ］に

グリスノカワリニ バターオ イレルンジャ。ホイタラ

グリスの替わりに バターを 入れるのだ。 そうしたら

ヨーハシルンジャ、ソレガ｛笑｝アイツノン

よく走るのだ、 それが｛笑｝あいつの［車は］

バターツイトルケンノーユーテ イヨッタワ。

バター［が］ついているからねといって 言っていたよ。

067C：センゴダッタナー。

戦後だったねえ。

068A：ショクヨーアブラヤ キチョーナヤツ ナイノニ ヌスンデ ヨー

食用油や 貴重なもの［が］ ないのに 盗んで よく



オヤニ オコラレタ。

親に 怒られた。

069B：ホイヤケンド ホノ アブラユーンワ マツノネーカラ トットルヤツヤケンナ。

そうだけれど その 油というのは 松の根から 取っているものだからね。

ショーコンユーチューテ ホンドヨー マイヘンノヤワ キケヘンノ。

松根油と言って ほとんどよく 回らないのだわ 効かないの。

バターイレタラ コンドワ ヨー ハシルンジャ ホンナジダイヤッタワ。

バター［を］入れたら 今度は よく 走るのだ そんな時代だったよ。

Ⅱ．昔の食生活について
トラック 12

001C：マーネ ワタシ ショーワサンジューネンニ チョーサシタコトガアル。

まあね 私 昭和三十三年に 調査［を］したことがある。

セーカツチョーサッテカナ。チーキノナ ジブンノシューラクノ。

生活調査というかね。 地域のね 自分の集落の。

ホントキニ アゲ ショ タベモノノ ケンサオシタンヨ。ケンサッチューカ

その時に ×× ×× 食べ物の 検査をしたのよ。 検査というか

チョーサシタトキニ イッカゲツニナー アゲモノオ イッカイスルトコロ

調査［を］した時に 一ヶ月にねえ 揚げ物を 一回するところ

イッケンノショタイデ イッカ イッカゲツニイッカイ アゲモンシトッタラ

一軒の所帯で ××× 一ヶ月に一回 揚げ物［を］していたら

ジョートダッタ（B：ホラ ホージョノー）アブラユーモンワ マズツカワヘン。

上等だった （B：それは そうだねえ） 油［と］いうものは まず使わない。

002A：ナカッタンヤナ。ホラ ウチワ イチネンニイッカイクライダッタワ。

なかったのだね。それは 私［の家は］ 一年に一回くらいだったわ。

オマツリショーガツダケシカ タベレラン。

お祭り［と］正月だけしか 食べられない。

003C：テンプラルイヤ アンナ アゲモノワ マズタベレナンダ。

天ぷら類や あんな 揚げ物は まず食べられなかった。

ナタネニ トッテ ソレデ ヤッタリスルヒトモ オッタ。

菜種に 取って それで やったりする人も 居た。

004A：オッタナー。シボリヨッタナ。

居たねえ。 絞っていたね。

005C：ソレワチョット テマイルケンナ。 ナカナカ ナタネアブラ ツクルンダッタラ。

それはちょっと 手間［が］いるからね。なかなか 菜種油［を］ 作るのだったら。

006B：ソノニジューニサンネンゴロワ アノ サトーガ フソクシトッタワナ。

その二十二、三年頃は あの 砂糖が 不足していたよね。

（A：モー ナカッタ）ホイテ ナンヤラナー ナンヤラゲ《人口甘味料》チューンケ

（A：もう なかった）それで なんやらねえ なんやら×《人口甘味料》というのか



（C：オー｛笑｝）ナンヤ カゼグスリミタイナジョーザイジャワ。

（C：おお｛笑｝）なんだ 風邪薬みたいな錠剤だよ。

ホレオ ワッテイレルンヨ。コー アジ、アジツケルンヨ。

それを 割って入れるのよ。こう 味、 味［を］つけるのよ。

007A：《人口甘味料》チューノアッタナー。

《人口甘味料》というもの［が］あったねえ。

ホンマー アレガサトーノダイヨージャナ。

本当に あれが砂糖の代用だね。

008B：ワルヨーナットンヨノ。 ハンブン コンナカニ スジガイッテナ。

割るようになっているのよね。半分 この中に 筋が入っていてね。

ジョーザイニ ホンデ パントワッテ ホレイッコイレタラ マーマー

錠剤に それで パンと割って それ一個入れたら まあまあ

アノジブンジャケン クエタンダローケド。

あの時分だったから 食べられたのだろうけれど。

イマワ タベレンダローナ。

今は 食べられないだろうね。

009C：コノヤマダッタカラネ。シオモ ナカナカ テニハイラン。ホンデ アノ

この山だったからね。 塩も なかなか 手に入らない。それで あの

リョーシマチトユーカ アノー カイガンブチノヒトガ ヤマゴエシテ

漁師町というか あのー 海岸淵の人が 山越えして

シオオ オーテキテ ホデ アズキトコーカンシタリ コッチワモー

塩を 負ってきて それで 小豆と交換したり こっちはもう

ヤマガ＊＊＊ ヤマデツクッタリ ヨーシヨッタケンナ。ホンナモセーイッパイ

山が＊＊＊ 山で作ったり よくしていたからね。そのようなもの［を］精一杯

タンパクゲントシタラ サイコーダッタケン マメルイワナ。

タンパク源としたら 最高だったから 豆類はね。

ホンデ シオトコーカンシテ ヤットシオ テニイレタリモシトッタ。

それで 塩と交換して やっと塩［を］ 手に入れたりもしていた。

010A：コノショクセーカツニツイテノトコロ。

この食生活についてのところ［は？］。

011E：ソレモネ オシエテモラッタラトオモッテネ。

それもね 教えてもらえたらと思ってね。

ドーユーノンタベテラレタトカネー。

どういうもの［を］食べられていたとかねえ。

012A：ザッコクバッカリヤ。ホラモー ホトンド。

雑穀ばっかりだ。 それはもう ほとんど。

013C：モーホラ コノシューヘンデトレル（A：アー ヤキバタシテネ）アノ

もうそれは この周辺で取れる （A：ああ 焼き畑してね） あの

ヤマユーノワ スギガオーイダロ。ココシューヘンダカ。

山［と］いうのは 杉が多いだろ。 ここ周辺だか。



キオキッタアトワ カナラズ ホノー ヤイテ ホデ ジュンジュンニ

木を切ったあとは 必ず その 焼いて それで 順々に

ツクッテイクンヨネ。ハジメ コレオツクッテ コナイニナッタラ

作っていくのよね。 はじめ これを作って このようになったら

ナニオツクルッテジュンジョガアッタン。ヒエカラハジマッテズート

何を作るって順序があったの。 ヒエから始まってずーっと

ツクッテイッキョッタ。

作っていっていた。

014A：ヒエヤー。

ヒエや。

015E：キビトカネ。

キビとかね。

016B：イヤナー ヤマデワナ コー ヤマヤケスルヤロ

いやなあ 山ではね こう 山焼きするでしょ

ヤマヤキシタラ モー マズウエルンワ ヒエジャワ。

山焼きしたら もう まず植えるのは ヒエだわ。

017C：マズワ ヒエ。

まずは ヒエ。

018A：イチバンサキニノ。

一番先にね。

019B：ヒエオツクルンジャワ ホイダ ホレノアトイー コンドアズキマクンカナ。

ヒエを作るんだわ そうしたら それの後に 今度小豆［を］蒔くのかな。

（C：アズキヤナー ホナ ＊＊＊）アズキトカ ホイタ ホノ ホコイ

（C：小豆だなあ そうなら ＊＊＊）小豆とか そうしたら その そこに

ソバモ マクワ ソノジブンナ。

蕎麦も 蒔くわ その時分な。

020A：ナツヤイタンワ モー ソバヨナ。

夏焼いたのは もう 蕎麦だよね。

021B：モー ソバモマイテ ホイタラ モー ソバンナカニ ウエタ

もう 蕎麦も蒔いて そうしたら もう 蕎麦の中に 植えた

コンド ダイコン ウエタラ ダイコンガ カローナイケン

今度［は］ 大根［を］ 植えたら 大根が 辛くないから

アイツウマイゾユーテ トリニイキヨッタワ。

あいつ［は］美味いぞと言って 取りに行っていたわ。

022A：アレオカジッタン？

あれをかじったの？

023B：ソバジリダイコンワ ナンヤラカンヤラユーテ クイニイッキョッタワ。

蕎麦入り大根は 何だかんだといって 食べに行っていたわ。

オヤツダイコンジャ。

おやつ大根だ。



024C：チョットデ コーバイノエートコロデワモー サツマイモツクッ

ちょっとで 勾配の良いところではもう さつまいも［を］作って

ウエタリナ、イモルイオ ウエタリ。

植えたりね、芋類を 植えたり。

025A：イマカンガエテミタラ アンナコトワ ダレジャエーセンノー。

今考えてみたら あんなことは 誰も出来ないねえ。

イモヤカイデモオヤツニ ナマデ カジンジョッタゾノー。

芋などでもおやつに 生で かじっていたのだよねえ。

ヘーキデ｛C：笑｝サツマイモ。

平気で ｛C：笑｝サツマイモ［を］。

ドロツイトルヤツ テデ コー モンドイテ

泥［が］ついているもの［を］ 手で こう 揉んでおいて

チョットオトシトイテ。

ちょっと［泥を］落としておいて。

カリカリカリッテ タベヨッタデー。 ヨータベタデー。

カリカリカリって 食べていたのだよ。よく食べていたではないか。

ダイコンカラ ホンマニ アンナモンタベテオッタケン イマモオルンヨノ。

大根から 本当に あのようなもの［を］食べていたから 今も居るのだよ。

026B：イヤー ソノジブンニワ モー アタマガ ヨーハタラクンジャワ ノー。

いやあ その時分には もう 頭が よく働くのだわ ねえ。

イマノコドモトワ チョットチガウ アタマガハタラキヨッタ。

今の子供とは ちょっと違う 頭が働いていた。

モノデモ ヌスムノナ。カキヤコーカケテアルヤロ。

ものでも 盗むのね。 柿なんか［が］こう掛けてあるでしょう。

ホレクレヘンケンナ。 コレマー イッコトルジャワケジャワ。ホイタ

それ［は］くれないからね。これ［を］まあ 一個取るのだよ。 そうしたら

カンカクガアクケン コッチカラ マブシテクレヨン＊＊＊。

間隔が空くから こっちから まぶしてくれ／／＊＊＊。

027A：チエハタラカシヨッタノー。

知恵［を］働かしていたねえ。

028B：ホイタ アノ イモオコー、ツルデー。 アノキリボシヤユーノン。

そうしたら あの 芋をこう、 吊るではないか。あの切り干し大根などと言うもの。

ホイタ アレ コー イッコイテ フターツイテト コー イッコイテ

そうしたら あれ［を］ こう 一個いって 二個いってと こう 一個いって

フターツイテツッテアルンヨ。ホイタ ソレワ フターツトラント

二個いって吊ってあるのよ。 そうしたら それは 二つ取らないと

ウマイグアイイカンノヨ。 ホイタ コレ ウエカラ ナオシテ

上手い具合［に］いかないのよ。そうしたら これ［を］ 上から 直して

ナオシテットカナイカンデ。

直しておかないといかないからね。



029A：モノスゴイ スリルアッテ ウマカッタナー アレ。

ものすごい スリル［が］あって 美味しかったねえ あれ。

030B：ホイダラ ホンマニ ナンジャワー トテキタヤツデ

そうしたら 本当に ／／／／／／ 取ってきたやつで

カクベツウマインヤワノー。｛笑｝

格別美味しいのだよね。 ｛笑｝

031A：｛笑｝

｛笑｝

Ⅲ．人口について
トラック 13

001E：キトーワ ドレ＊＊＊ ニンゲン＊＊＊ ジンコーワ ドレクライ ヤッパ イチバン

木頭は どれ＊＊＊ 人間＊＊＊ 人口は どれくらい やはり 一番

オーイジダイユーノワ イツゴロナンデスカ？ショーワノヨンジューネン

多い時代［と］いうのは いつ頃なのですか？ 昭和の四十年

サンジューネン ヨンジューネンデスカ？（C：イヤ＊＊＊）イチバンオーカッタノワ。

三十年 四十年ですか？ （C：いや＊＊＊）一番多かったのは。

002C：マーサンジューネンクライニワ カナリ。タダネ

まあ三十年くらいには かなり。ただね

コドモノカズガヘッテイッタカラネー。（E：ヘー）

子供の数が減っていったからねえ。 （E：へえ）

003E：サンジューネンダイワ マダオーカッタンデスヨネ。

三十年代は まだ多かったのですよね。

004C：ウン オーカッタンヨ。

うん 多かったのよ。

005A：マダホノクライニワ オッタダロネ。

まだそのくらいには 居ただろうね。

006C：ウチラカゾクデ ジューイチニンオッタケンナ。ミミョート〔1〕ワタシガ ケッコンシタ

私達家族で 十一人居たからね。 三夫婦 私が 結婚した

サンジューゴネン ロクネンニ チョード ミミョート フル チチオヤ ハハオヤ

三十五年 六年に ちょうど 三夫婦 ×× 父親 母親

ホイデ ジーサン バーサン ンデ ジブンラノキョーダイオッタカラ

それで おじいさん おばあさん それで 自分達の兄弟［が］居たから

ゼンブデ ジューイチニンオッタノヨー。タイヘンデ、ソラ。

全部で 十一人居たのよ。 大変だよ、 それ［は］。

（E：ダイカゾクデスネ）タベル。

（E：大家族ですね） 食べる［ことは］。

007A：ジブンラケッコンシテ セーサンタイセーニハイッタコロニワ

自分達［が］結婚して 生産体制に入った頃には



モー セーゲンガハジマトッタモンノ（C：ホージャ）ダイタイ。

もう 制限が始まっていたものね （C：そうだ） 大体。

フターリトカサンニン。

二人とか三人。

008C：ワタシラノケッコンシタトキニワモー。

私達の結婚した時にはもう。

009A：ウミホーダイワ ジブンラヨリワ ミッツヨッツイツツウエノ ネンレーヤッタネ。

産み放題は 自分達よりは 三つ四つ五つ上の 年齢だったね。

010C：サニセーゲンガナー ハイ ××。

三人制限がねえ はい ××。

011E：ケッキョク アノ ソノ ベビーブームチューヤツデスヨネ。（A：ソーヤナー）

結局 あの その ベビーブームというやつですよね。（A：そうだね）

ホデ シューダンデ コー トーキョーイッタリ シューダンシューショクノネ

それで 集団で こう 東京行ったり 集団就職のね

スタートスルトコロデスネ。

スタートするところですね。

012A：ホーダホダ。 ニッポンサカエタコロヨ ココカラデテイテ。

そうだそうだ。日本［が］栄えた頃よ ここから出て行って。

013E：シューダンシューショクトカ ソーユーノデネ。

集団就職とか そういうのでね。

014B：ショーワニジューヒチハチネンゴロワ サンゼンニン コシトッタンチャウカエ。

昭和二七、八年頃は 三千人 超していたのではないかな。

015A：ソーダロ。

そうだろう。

016B：アノ ナンヤ ナカガワカイハツヤコハジマッテ。

あの なんだ 那賀川開発が始まって。

017A：デンゲンカイハツ＊＊＊。

電源開発＊＊＊＊。

018C：＊＊＊ キサワノバーイワ。

＊＊＊ 木沢の場合は。

019B：サンゼンニンワ オッタンダローナトオモワナ《人名》ガ ナン

三千人は 居たんだろうなと思うわな 《人名》が なに

ソンチョーニナッタジブンヨ。

村長になった時分よ。

020A：アノジブンガ イチバン ジンコーオーカッタンダローノ。

あの時分が 一番 人口が多かったのだろうね。

ホレカラワ モー ワカイコ ホトンド デタケンノー。コンナヤマデモ

それからは もう 若い子［が］ ほとんど 出たからねえ。このような山でも

トカイエ シューショクデ ホンデ ガラートシテイキヨン。

都会へ 就職で それで ガラーっとしていってるの。



021B：アノジブンニワ マダ ノコットッタンジャノ。ソンチョーオッタン。

あの時分には まだ 残っていたのだね。 村長［が］居たの。

ホイタラ （A：＊＊＊）ホレカラ シバラクシテ ホーヤノー。

そうしたら（A：＊＊＊）それから しばらくして そうだねえ。

《人名》ラノクミニナリカケテ アノ シューダンシューショクチューンガ

《人名》達の組になりかけて あの 集団就職というものが

ハジマッタンジャノ。

始まったのだね。

022A：ハヤッタンジャノ アレ モノスゴイ アノジダイカラ ンデ＊＊＊。

流行ったのだね あれ ものすごい あの時代から それで＊＊＊。

023B：イワユル ダンカイノセダイチューンガ ソノジブンニ

いわゆる 団塊の世代というのが その時分に

（A：サンジューネン ヨンジューネン）ニジューサンネンクライニ

（A：三十年 四十年） 二十三年くらいに

ウマレタクミチャウカアレ。

生まれた組じゃないかあれ。

024C：ニジューニサンネンゴロナ ウマレタ ダンカイノセダイ〔2〕マー ワタシラ

二十二、三年頃ね 産まれた 団塊の世代 まあ 私達

サンジューロクネンニケッコンシテ シタトキワ ヒトリ コドモワ

三十六年に結婚して したときは 一人 子供は

ヒトリトカ フタリトカユーノガハヤッテナー。（A：ハヤットタワエ）

一人とか 二人とかというのが流行ってねえ。（A：流行っていたね）

オマエ フタリカカッテツクルノニ サンニンワ ツクットラナイカンゾト。

お前 二人かかって作るのに 三人は 作っておかないといけないぞと。

ワタシワイッショケンメ ユータコトガアル。ナー フタリカカッテ

私は一生懸命 言ったことがある。なあ 二人かかって

ヒトリダッタリ フタリバッカリシタラ ドンドンドンドン ヘッテイクシ。

一人だったり 二人ばかりしたら どんどんどんどん 減っていくし。

ナー シャカイガツブレテシマウ。ホンデ サンニンワゼッタイ

なあ 社会が潰れてしまう。 それで 三人は絶対

フタリデツクルンダカラ サンニンワツクレヨット ワタシワ

二人で作るのだから 三人は作れよって 私は

シュチョーシタコトガアル。マー チューゴクノヒトリッコセーサク

主張したことがある。 まあ 中国の一人っ子政策

ミタイナジキガアッタンジャ ヤッパリナー。オーゼイオッテ

みたいな時期があったのなら やっぱりねえ。大勢居て

ハンドーテキニ コレイケンゾ、 ヘサナンダラ タベテイケンミタイニ

反動的に これはいけないぞ、減らさないと 食べていけないみたいに

オモッタンダローナー アレ。

思ったのだろうなあ あれ。



【注釈】

〔1〕三夫婦…親・子・孫の三代の夫婦が揃っていること。

〔2〕団塊の世代…第一次ベビーブームの頃に産まれた世代。

Ⅳ．林業について
トラック 14

001B：イマデモナンヤモンノー。アノケーブルテレビデ ギカイションノミテミテモ

今でもなんだものねえ。 あのケーブルテレビで 議会［を］しているのを見てみても

リンギョーガナカッタラ ココワ コノムラワ モタンヨーニユーケド

林業が無かったら ここは この村は 保たないように言うけれど

アレワ アタマガフルイナー。（E：アー ムカシ＊＊＊）

あれは 頭が古いねえ。 （E：ああ 昔＊＊＊）

モー リンギョーワステナンダラナ。ホヤッテ ショーヒデキレヘンデ。

もう 林業は捨てないとね。 そうだから 消費できていないではないか。

コノモクザイ コンナニアッテモ マチデ ホレ

この木材［が］ こんなにあっても 町で それ

ショーヒデキヨルカチュータッテ デキヨレヘンノヤワノ。

消費できているかと言ったって 出来ていないのだよね。

002C：サッパリアカンモンネ。

さっぱりダメだものね。

003B：＊＊＊ モーコノゴロダッタラ モー ヒトガヘッテキトルケン

＊＊＊ もうこの頃だったら もう 人が減ってきているから

フルヤマアッセンシヨルデノ。ホナ ホンナモンジャケン

古山［を］斡旋しているよね。そうだから そのようなものだから

ホラモー コノキーワ ゼッタイニモー アトヒャクネンクライシタラ

それはもう この木は 絶対にもう あと百年くらいしたら

サー ドーカシランケンド イマー ドーヤナ コノ。

さあ どう［なる］か知らないけれど 今［は］ どうだな この。

004C：ホラ ユシュツシテ アノタトエバ アノ チューゴクトカ

ほら 輸出して あの例えば あの 中国とか

チューゴクトカナー。トーナンアジアトカノ ソレトノバランスッチューンカ

中国とかねえ。 東南アジアとかの それとのバランスというのか

コクナイデワ モー ショーヒガデキン イラン。

国内では もう 消費ができない［から］ いらない。

005B：ホンデ ナニヤ コナイダノ 《会社》ノナンヤキテノ。

それで 何だ こないだの 《会社》のなんとか［という人が］来てね。

チューゴクイッテクレタラ チューゴクノ ジューサンオクノニンゲンガ

中国［に］行ってくれたら 中国の 十三億の人間が

ツコーテクレタラ ホラ ソートー イルンジャロケド。

使ってくれたら それは 相当 いるのだろうけ［れ］ど。



マーユーケンド チューゴクワ サンベンニイッペンワ

まあ言うけれど 中国は 三回に一回は

ゼニクレヘンネヤチュッテ ｛A：笑｝ホーダロカチュー

お金［を］くれないと言って｛A：笑｝そうだろうかと言う

ホラホーダロ。 ミテミーナ。アノチューゴクノナニカラミテミタラチュテ

それはそうだろう。見てみなよ。あの中国の［あれ］から見てみたらと言って

ホイテカラニ イマニホンノイマ アノー ザイモクカカクチューンカ

そうしてから 今日本の今 あのー 材木価格というのか

モクザイノカカク ゼッタイダサセンワ ムコーワノ。 ホイタラ

木材の価格［を］ 絶対出させないよ 向こうの［会社は］。そうしたら

タダヤイヨルントイッショヤワ。 ホンダッタラ ダレモセーヘンシ。

無料だと言っているのと一緒だよ。そうだったら 誰もしないし。

モトニモナランシ ホンデモー リンギョーカラワ アタマキリカエテ

もとにもならないし それでも 林業からは 頭［を］切り替えて

ナニカナー キューコーデンニ アノ《人名》ダカラ

何かな 休耕田に あの《人名》だから

ユーンダケドナー。 キューコーデンニ コクモツオツクッテ

言うのだけ［れ］どねえ。休耕田に 穀物を作って

ホイテ ホレデアルコールトルワケジャワ。 アルコールオトッテ

そうして それでアルコール［を］取るわけだよ。アルコールを取って

ホイデ マーユータラ ソレオマー ネンリョーニ エネルギーツカウワケジャワ。

それで まあ言ったら それをまあ 燃料に エネルギー［を］使うわけだよ。

イマワイッパイアイトルデー イモツクッタリ ナニスルノワトクイジャ。

今はいっぱい［空いているから］ 芋［を］作ったり ［あれ］するのは得意だ。

ミナ ホンナン スグデキルワー。ホダ ホレオゲンリョーニシテ

みんな そのようなもの すぐ出来るよ。 そうしたら それを原料にして

アルコールコシラエテ ホイデマー アルコールトッタノコリデ

アルコール［を］作って それでまあ アルコール［を］取った残りで

コンドメタンガスオトッテ ホイデマーユータラ ナニオ

今度メタンガス［を］取って それでまあ言ったら 何を

マカナウワケジャワ。ソノクライノコト カンガエテイカナンダラ

まかなうわけだよ。 そのくらいのこと［を］ 考えていかなかったら

リンギョーニ＊＊＊ タヨトッタッテ アンナナガイモノナ ホヤッテ

林業に＊＊＊ 頼っていたって あんな長いものね そうやって

ニジッサイデウエテナ。ナナジッサイデナカッタラ キレンノデヨ。

二十歳で植えてね。 七十歳でないと 切れないのだよ。

ホンナモノ アイテニショッタンデワ（C：キートーイワノー）

そのようなもの［を］ 相手にしていたのでは （C：気［が］遠いわねえ）

ホンデ モー ホレワ アタマキリカエナアカントオモウ。

それで もう それは 頭［を］切り替えないとダメだと思う。



ホデ コノゴロダッタラ ゴジューネンタッテモ

それで この頃だったら 五十年経っても

ホドヨイネダンデコーテクレヘンノヨノ。ハチジューネンカ

程良い値段買ってくれないのだよ。 八十年か

キュージューネンクライタットラナンダラ ホンナンダッタラ

九十年くらい経っていなかったら そのようなものだったら

ウエルヒトト ツカウヒトトガ ナニジャモノー コーバラバ

植える人と 使う人とが ［あれ］だもの こう×××

ツカマーユータラ ナニニナッテイクワケジャノー ウエルヒトワ

というかまあ言ったら ［あれ］になっていくわけでねえ 植える人は

ウエルヒトデ モーイッショースンダ コンドワ

植える人で もう一生［が］済んだ［ら］ 今度は

ツカウヒトワ ツカウヒトデ スンダチューフーニ ナッテイクヨーニナルノワ

使う人は 使う人で 済んだという風に なっていくようになるのは

シャーナイデノ。ンデモ リンギョーワ モー アカントオモウ。

仕方ないからね。それでも 林業は もう ダメだと思う。

アカンタッテ モー ゼッタイジャワ。ホラ マダイケルイケル

ダメだと言っても もう 絶対だわ。 ほら まだいけるいける［と］

イヨルヒトオルケンド イケルタッテ＊＊＊ 《話者 A》

言っている人がいるけれど いけると言ったって＊＊＊《話者 A》

ホレカラ コナイダ ナニヨココデ＊＊＊ 《話者 A》ホンナニオマエ

それから この間 ［あれ］よここで＊＊＊《話者 A》そんなにあなた

ダレカガシテ ウッテクレルカトオモッタラ ホラオーキナマチガエデ、

誰かがして 売ってくれるかと思ったら それは大きな間違えで、

ワガウラナンダラ シャナイデーユーテ ｛E：笑｝イツカネダンクルデー

自分が売らないと 仕方ないよ［と］言って｛E：笑｝いつか値段［が］くるね

ッテユーケド イツカクルッタッテ ヒトタヨリニシテ ンナ

と言うけれど いつか来ると言ったって 人頼りにして そんな

カブ カブノヨーナナ アノキギョーガ コー ヨーナッテキタラ

株 株のようなね あの企業が こう 良くなってきたら

マー ホラ カブワ アガリヨルケンド ザイモクワ

まあ それは 株は 上がっているけれど 材木は

ナンジャツカイヨラヘンノニ アガルワケナイワヨユーテ

何にも使ってないのに 上がるわけないよ［と］言って

ホイデ キゲンガワルーナッテ インダケドナ。

それで 機嫌が悪くなって 帰ったけれどね。

006E：｛笑｝アノヒトワ ナンネンクライマエニ コッチエ コータンデスカネ。

｛笑｝あの人は 何年くらい前に こっちへ 買ったんですかね。

007B：モージュー（E：マダ ソンナンデスカ） ジューロクシチネンニナットル。

もう十 （E：まだ そのようなですか）十六、七年になっている。



008E：アー ソーデスカ ＊＊ ジューロクシチネンマエヤッタラ モー

ああ そうですか ＊＊ 十六、七年前だったら もう

ソノ ナンヤ フィリピンヤ ナンヤラカンヤラデ ソノ

その 何だ フィリピンや 何やらかんやらで その

トーナンアジアノホーカラ ネー ヤスイザイモク

東南アジアの方から ねえ 安い材木［が］

ハイッテキタリデ（B：ホヤケンナ） モー アルテード エー。

入ってきたりで （B：そうだからね）もう ある程度 ええ。

009B：ホノナ イマモイヨルナ。 アノー キーガナ ウマイグアイニ

そのね 今も言っているね。あのー 木がね 上手い具合に

ウレヨッタジブンワナ。ホノナカニ チューカンニナ

売れていた時分はね。 そのなかに 中間にね

ブローカーチューンガ オッタンヨ。

ブローカーというものが 居たのだよ。

010E：ホー ホー ホー ホー。

ほお ほお ほお ほお。

011B：ホイダ ホレワ マー オカネニナッタラ ハイッテクルワナ。

そうしたら それは まあ お金になったら 入ってくるわね。

ブローカーガ ホイダ ホノヒトニススメラレテ《話者 A》

ブローカーが そうしたら その人に勧められて 《話者 A》［は］

コータワケジャワ コレワ ムコーエ ヨッタラ

買ったわけだよ これは 向こうへ ／／／／

ナンボニナルデユーテ ｛A：笑｝ホシタラ

いくらになるよ［と］言って｛A：笑｝そうしたら

ウマイグアイニノッテ コータンヨ。 ホイダ モー

いい具合に［誘いに］乗って 買ったのだよ。そうしたら もう

ブローカーヤユーモノワ モー キーワアカンケン

ブローカーというものは もう 木はだめだから

ブローカーヤユーノワ キエテモタンヨ。 ｛E：笑｝

ブローカーというものは 消えてしまったのだよ。｛E：笑｝

オレヘンノヨ。ソンナシゴトノヒトワ ＊＊＊ オレヘンヨーナッタ。

居ないのだよ。そんな仕事の人は ＊＊＊ 居ないようになった。

012E：ヨケ ホカノ タショノヒトデ コッチノホー ヤッパ

×× 他の 他所の人で こっちの方［で］ やはり

ソーユー ケンリオモッテルヒトオーインデスカ？

そういう 権利を持っている人［は］多いのですか？

《話者 A》ミタイニ アノー。

《話者 A》みたいに あのー。

013B：ウン オルオルオル。オルケドナ オーテワナ モーヤメテシマイヨル。

うん いるいるいる。いるけ［れ］どね 大手はね もう辞めてしまっている。



014E：アー ミンナ コリテ。

ああ 皆 懲りて。

015B：《会社 A》トカナ 《会社 B》トカ パーントハロテシモタ。

《会社 A》とかね 《会社 B》とか パーンと払ってしまった。

016A：センモンノヒトワノー オカネアマッテ ショーノナイヒトダケジャノー。

専門の人はねえ お金［が］余って 仕方のない人だけだねえ。

｛E：笑｝ホンナンジャナイト アッカイヤ。

｛E：笑｝そのようなものでないと だめだよ。

017B：ホレカ ムカシニウリヨッタ ナニガ ワスレレンヒトナ。

それか 昔に売っていた 何が 忘れられない人ね。

アノー ザイモクデ マーユータラ オカネオ カイッテ。

あのー 材木で まあ言ったら お金を ／／／／。

ナニシタヒトラワ ワスレレンノジャワー。モイッペンクルゾ ヨーユーテ

［あれ］した人達は 忘れられないのだよ。 もう一回くるぞ［と］ よく言って

｛C：笑｝オモットンジャ。

｛C：笑｝思っているのだ。
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Ⅰ．地域による方言の違い
トラック 15

001E：キトーノホートワ ダイブヤッパ コトバガ チガウンデスカ。

木頭の方とは だいぶやはり 言葉が 違うのですか。

002C：ホーヤナ。

そうだね。

003B：チガウ キトーチャウ。 （A：ウン）

違う 木頭［は］違う。（A：うん）

004E：アクセントガ チガイマスカ。

アクセントが 違いますか。

005A：アレナ キトーノバーイワ コーチガイジャロ。

あれね 木頭の場合は 高知が近いでしょう。

006E：ソーソーソー。

そうそうそう。

007A：ホンデ コーチトノコーリューガ アンガイ。

それで 高知との交流が 案外［あるのだよ］。

008B：コーチトナンヤカヤ マザットルガノ アッコワ。

高知と何だかんだ 混ざっているよね ［木頭村］は。

009A：ホンデ コチラカラヨリモ コーチノホーノエイキョーオ ウケトルキガスル。

それで こちらからよりも 高知の方の影響を 受けている気がする。

010E：アー コーチガチカイ。

ああ 高知が近い［ですか］。

011A：ムカシノ アノアワノフルサトノナカ ワレワレワダイタイ キザワッテノワ

昔の あの阿波の故郷の中［で］ 私たちは大体 木沢［という所］は

モトノアレニ チカインヤケドナ キトーワ チョットチガウンヨナ

元の［言葉］に 近いのだけれどね 木頭は 少し違うのだよね

ムコーニチカイケン。

［高知］に近いから。

012C：アレナ コマツシマノヒトガ＊ イヨッタンヤケドナ。 （A：ウン）

あれね 小松島の人が＊ 言っていたのだけれどね。（A：うん）

013C：キトーソンッチュートコロワナ。（A：ウン）

木頭村という所はね。 （A：うん）

014C：ムカシナ アラユルトコロカラ イレトンヤッテ キトーソンワ。

昔ね いろんな所から 入れているのだって 木頭村は。

015A：ウンウン。

うんうん。

016C：アノリンギョーノタメニ ロームシャオ ドッサリイレトンヤッテ。 （A：ウン）

あの林業のために 労務者を たくさん入れているのだって。（A：うん）

017C：ホレガ キトーノハジマリヤッテ。＊＊＊（A：ウン）

それが 木頭の始まりらしいよ。 ＊＊＊（A：うん）



018C：アラユルトコロカラナ ヒトオナ。 （A：ウン）

いろんな所からね 人を［入れている］ね。（A：うん）

019C：アッチカラ コッチカラ シトルケンナ。 （A：ウン）

あちらから こちらから ［入れている］からね。（A：うん）

020C：ホンデ キトーソンワ ナンヤミンナガ キトルケンナ イケンガアワンノモ

それで 木頭村は 何か皆が 来ているからね 意見が合わないのも

アタリマエジャ イヨッタワ。

当たり前だ［と］ 言っていたよ。

021A：イロンナヒトタチガ アツマットル。（C：ウン）

いろんな人たちが 集まっている。（C：うん）

022B：ナカチョーデモ オンナジ ナカチョーデモ チョーソンタンイデ

那賀町でも 同じ 那賀町でも 町村単位で

ミンナチガウモンネ

皆違うからね。

023A：チガウ ソリャチガウ。

違う それは違う。

024B：ホーゲンニセー コトバズカイニセー ハツオンニセー。（A：ウン）

方言にしても 言葉遣いにしても 発音にしても。 （A：うん）

025B：タシュタヨージャワ ホンマニ。

多種多様だね 本当に。

Ⅱ．地域の行事や習慣について
トラック 16

001F：チーキノギョージニツイテ オシエテモラエマスカ。

地域の行事について 教えてもらえますか。

002A：ギョージ？

行事？

003F：ハイ。オマツリトカ。ナニカアッタラ オシエテクダサイ。

はい。お祭りとか。 何かあれば 教えてください。

004B：オマツリワ ホリャ ニギヤカナ モンダッタケドノー ムカシワ。

お祭りは そりゃ にぎやかな ものだったけれどなあ 昔は。

005A：モー コノゴロヤ ムシオクリトカ シヨルトコワ ナイナー。（B：ナイ）

もう この頃は 虫送りとか している所は ないねえ。（B：ない）

006A：ナイナー。（B：ナイ）

ないねえ。（B：ない）

007B：ワシラコドモノジブンマデダワ。

私たち［が］子供の時までだわ

008A：セック セツブンノ セックノ ギョージッテ ウチラアンマ ナカッタナー。

節句 節分の 節句の 行事って 私たち［は］あんまり なかったねえ。



アレダケ コドモオッタノニ ドシテダロナー。

あれだけ 子供［が］いたのに どうしてだろうねえ。

009B：セック ヒナマツリカエ ホンナモンギョージ ナッカッタノー。

節句 ひな祭り［のこと］か そんな行事［は］ なかったねえ。

010A：ヒナマツリヤナー。

ひな祭りはねえ。

011C：ナカッタナー。

なかったねえ。

012A：ナンカ ゴーカニ シヨルトコワ シヨッタケド ウチラントコワ ナカッタ。

何か 豪華に している所は していたけれど 私たちの所は なかった。

013C：ココイラモ ナカッタ。

この辺りも なかった。

014A：アレ カネナカッタケン ダロカ。

あれ［は］ お金［が］なかったから だろうか。

015B：ナンカ シランケンド ホンマ キオクナイモンナ。

何か 知らないけれど 本当［に］ 記憶［に］ないからね。

016C：チョット オボエトルンワ オイノコサンノヒニ アノ モチクレワユーテ

少し 覚えているのは お亥の子さんの日に あの お餅くださいと言って

イジクソ シヨッタンワ オボエトルワ チョッピキ。（B：ウン）

悪さ［を］ していたのは 覚えているよ 少し。 （B：うん）

017C：オイノコサンノイエヤ モチクレ イエヤ。 （A：ウンウン）

お亥の子さんの家で 餅くれ［と］ 言ってね。（A：うんうん）

018B：ナンゾ イヨッタノー ソンナ。 （A：ンー）

何か 言っていたねえ そんな［こと］。（A：うん）

019C：ソンナン イヨッタケド コサイノワ ワカランナー。

そんなこと 言っていたけれど 湖西の［こと］は わからないねえ。

020A：ギョージッテユーンカ シューカントシテワ イチニチニ ヨンカイ

行事というか 習慣としては 一日に 四回

ゴハンタベヨッタ。 アサゴハン ホイデ イチバンジャ ニバンジャヤッテ

ご飯［を］食べていた。朝ご飯 そして 一番とか 二番とかやって

ユーゴハン。ヨンカイワ モーフツーニ クイヨッタ。

夜ご飯。 四回は もう普通に 食べていたよ。

021B：ホージャ。

そうだね。

022A：アレ コッチデモ イチバンジャ ニバンジャ イヨッタ。

あれ この辺りでも 一番とか 二番とか 言っていた。

023B：ホージャ。

そうだよ。

024A：ヤッパリ イッショジャナ。

やっぱり 一緒だね。



025B：ホラ シゴト シヨッタケン ハラモ ヘッタンダロ。

そりゃ 仕事 していたから お腹も 空いたのだろう。

026A：ソリャ ソーヨ。 ソリャ カラダ ツカイヨッタ。

そりゃ そうだよ。そりゃ 身体［を］ 使っていた。

027B：ナー アサクライウチカラ シゴトシテ ヨルワ ホシノアカリデ

ねえ 朝暗いときから 仕事して 夜は 星の明かりで

シゴトシヨッタケンネ。

仕事［を］していたからね。

028A：ジュージゴロニ イッカイクーテ ニジゴロニ クーテナ。

十時頃に 一回食べて 二時ごろに 食べてね。

Ⅲ．お祭りについて
トラック 17

001C：オマツリワ オマツリガ オッキー ギョージジャ ホンマホレワ。

お祭りは お祭りが 大きな 行事だ 本当にそれは。

002A：ホーヤノ。

そうだね。

003B：イチバン オッキーナ。

一番 大きいね。

004C：オマツリユータラナ オマツリニアテテナ フクモカウンヨ。

お祭り［と］言ったらね お祭りのためにね 服も買うのだよ。

005B：ホージャ。

そうだね。

006C：オマツリヨーノフク。（B：エー）

お祭りのための服。 （B：うん）

007C：オマツリユータッテナ ツネワ ボロオ キトンヨ。

お祭りって言ってもね いつもは 古いのを 着ているの。

ホンデ ホレガ チビテクルンワ ダイタイ オマツリナンヨ。

それで それが 古くなってくるのは 大体 お祭りなのだよ。

デオマツリヨーニ サラオ コーテ クレルンヨ。ホイタラ ソノトキニナ

それでお祭り用に 新しいものを 買って くれるのよ。そしたら その時にね

ウチラダッタラ サカナヤアラヘンケンナ カイフカラ コナシャーナインヨ。

私たちだと 魚屋［も］ないからね 海部から 来ないと仕方ないのよ。

008A：ウンウン。

うんうん。

009C：ホイタラ カイフカラ オッサンガ ジドーシャデ アルイテクルンヨ。

そしたら 海部から おじさんが 自動車で 走ってくるのだよ。

トチューデ ウッテキヨッテ モーホンケウレノコリジャワ ココイラ

途中で 売ってきていて もう本家［の］売れ残りだわ この辺りに



クルンワ。

きているのは。

010A：ンー ナカナカナー。

うん なかなかねえ。

011C：モー トチューデ イタンダヤツオ ミズデアローテ マタサラニ コシラエテ

もう 途中で 傷んだものを 水で洗って また新しく 直して

モーホンナ モークルンヨ ユズデナ サッキンシヨッタン オモウワ。

もうそんな もう来るのよ 柚子でね 殺菌していたと 思うよ。

012B：ホージャノー。

そうだねえ。

013C：ユズノナカニ ツケテツケテシテナ。 （A：ウン）

柚子の中に ずっと浸けておいてね。（A：うん）

014C：ホイテモー サカナノアジ アラヘンワ。

そしたらもう 魚の味は しないのよ。

015B：ホージャ ホージャ。

そうだね そうだね。

016C：シオトユズノ アジジャワ ホレオ ゴハンノ ウエニツケテ タベルンジャワ。

塩と柚子の 味だよ それを ご飯の 上に付けて 食べるのだよ。

017A：ウン スシスシ オスシナー。

うん 寿司寿司 お寿司ねえ。

018C：ウン ホレオ ヤイテ タベタラ ウマイユーノガ ハジマッタンヨ。

うん それを 焼いて 食べると おいしいっていうことが 始まったのだよ。

019A：ウン。

うん。

020C：スシニ シタノオナー ニギリズシニ シタノオ ヤイテ タベルンヨ。

寿司に したものをねえ にぎり寿司に したものを 焼いて 食べるのだよ。

サンマノ スシヤコヤッタラ。 （A：ウン）

さんまの 寿司とかだったらね。（A：ウン）

021C：ソシタラ ソレガ ムコームコーニ ハンタイニ ハヤッテタンヨナ。

そしたら それが 向こう向こうに 反対に 流行っていったのだよね。

022A：ウン。

うん。

023C：コッチデワ ソンナン シヨッタン ヤイテ タベヨッタンヨ オスシオ。

この辺りでは そんなこと していたの 焼いて 食べていたのよ お寿司を。

024A：ウン。

うん。

025C：サカナダケ ヤクワケジャワ マーゴハンモ ヤクケドナ ニギリモマー ホンナ

魚だけ 焼くわけだよ まあご飯も 焼くけれどね にぎりもまあ そんな

グアイデ オマツリニワ ナニモカモ シンチョーニ スルンガ マーゴチソーモ

感じで お祭りには 何もかも 慎重に するのが まあごちそうも



タベレル。 （A：ウン）

食べられる。（A：うん）

026C：ホイタラ オマツリニ イクンニ コンナナ ニビツッチューテナ アノナニオ

そしたら お祭りに 行くのに こんな にびつと言ってね あの何を

イマヤ ユサンバコユーンヤロ。

今は 遊山箱［と］言うのでしょう。

027B：ウン ユサンバコヤナ。

うん 遊山箱だね。

028C：アレ ニビツッチューンヤワ。

あれ にびつというのだよ。

029A：ニビツヤナ。

にびつだね。

030C：ウン ニビツ。＊＊＊

うん にびつ。＊＊＊

031A：タイテーナ オマツリッテユータラ ホノ ギョージトシテ ワタシラガ

大体ね お祭りと言ったら その 行事として 私たちが

サガシヨッタユートコ アノドーロノ チカクニ ジンジャガアッテ ソコニワ

探していた所 あの道路の 近くに 神社があって そこには

ソノ デコニンギョーガ デントーテキニ アッタンヨネ アノニンギョー

その デコ人形が 伝統的に あったのだよ あの人形

デコニンギョーガナ ソレトカ シロートシバイガ アッタリシテ ソレオミテ

デコ人形がね それとか 素人芝居が あったりして それを見て

イマユー ニビツオ ヨーケオイテ。

今言った にびつを たくさんおいて。

032B：ホージャ。

そうだね。

033A：タベナガラ ミテナ トナリノ キンジョノヒトニ サードーゾドーゾユーテ

食べながら 見てね 隣の 近所の人に さあどうぞどうぞ［と］言って

オタガイニナ コーマー コーリューシナガラ タベテ ホイデ ソノ オシバイ

お互いにね こうまあ 交流しながら 食べて それで その お芝居

ミテ ホイデ オシバイスンダラ コンドマタ モー チョーチンダケシカ

見て それで お芝居［が］終わると 今度また もう 提灯だけしか

ナイケン ヨルチョーチンガ ズラーットエンポーカラ キレカッタヨ ホレ。

ないから 夜提灯が ずらーっと遠方から きれいだったよ それ。

034B：ウン。

うん。

035A：ホンデ ニビツオ カツイデ カエルンダワ マタ。（B：ヘー）

それで にびつを 担いで 帰るのだよ また。（B：へえ）

036A：ドーロナイケンナ アルイテ モーオーフク イエカラ セナンダラ。

道路［が］ないからね 歩いて もう往復 家から しなかったら［いけない］。



037B：ホージャ ホージャ。

そうだね そうだね。

038A：モー ホレガ ヒトツノ フーブツシテキナ。（B：ウン）

もう それが 一つの 風物詩的な。 （B：うん）

039C：ホージャナー。ココワモー ウチラアルイテ イキヨッタケンナー アレ。

そうだねえ。 ここはもう 私たち歩いて 行っていたからねえ あれ。

040A：ウンウン。

うんうん

041C：ホイデ イキワモー ハズンデ イキヨルケンド コンド モドリワモー

それで 往きはもう 弾んで 行っていたけれど 今度 帰りはもう

サケノンデ ヨーテカラ モー コケテカラ ヨルモッテキヨッタワー。

酒飲んで 酔ってから もう こけてから 夜戻ってきていたよ。

042A：ウン ホージャナー。

うん そうだねえ。

Ⅳ．お祭りの時期と地域の文化
トラック 18

001B：マエワ マツリモ ネンニ サンカイクライ アッタノー。

前は 祭りも 年に 三回くらい あったねえ。

002A：ウンウン。

うんうん。

003B：ナツマツリト。（A：ウン）

夏祭りと。 （A：うん）

004B：アキノマツリト ショーガツマツリト。（A：ウン）

秋の祭りと 正月祭りと。 （A：うん）

005B：ウチラ サイキンマデ シヨッタネ サンカイ。（A：ウン）

私たち［は］ 最近まで していたね 三回。 （A：うん）

006B：イマ ニカイ？

今［は］ 二回？

007C：ウチラワ ジューニガツノヨッカ ダッタノー。

私たちは 十二月の四日 だったねえ。

008A：ウン ホージャ。

うん そうだね。

009B：サムイジキ ダッタンニ。（C：ウン）

寒い時期 だったね。 （C：うん）

010A：ウチラ ジューイチガツニジューサンニチ ダッタンカナー アノマツリワ。

私たち 十一月二十三日 だったのかなあ あの祭りは。

011B：アレ ホンデモ サッキユータン オモイダシタケドネー ホレ

あれ それでも さっき言ったの 思い出したけれどねえ それ



カンガエトッタンジャワ ショーガツノ カイモノワセズニ ホノマツリデ

考えていたのだよ 正月の 買い物はしないで その祭りで

コータラ ショーガツ イエジャケンノー。

買ったら 正月［は］ 家だからねえ。

012C：ウンウンウン。

うんうんうん。

013B：アレ ムカシノヒト ホレ カンガエトッタン オモウデ。

あれ 昔の人［は］ それ 考えていたのだと 思うよ。

014A：ウンウンウン。

うんうんうん。

015B：イチバンウエノモンワ マーチョイチョイハテテ イチネンニ イッカイグライワ

一番上の人は まあ少しずつ果てて 一年に 一回ぐらいは

コーテクルケド シタエシタエワ ミナオサガリ ジャケンネー。

買ってくるけれど 下へ下へは 全部おさがり だからねえ。

ウエノモンオ ミナ シタエシタエ メッタニ コーテクレヘンネ。

上の［人の］ものを 全部 下へ下へ 滅多に 買ってくれないね。

016A：ウン ホラホージャ。

うん それはそうだね。

017C：ホンデ タマニワ オボエトンワ シバイオ シヨッタノー。

それで 少し 覚えているのは 芝居を していたねえ。

018B：ウン ワカイシラガナー。（C：ウン）

うん 若い人たちがねえ。（C：うん）

019A：シロートシバイ。

素人芝居。

020B：シロートシバイ。

素人芝居。

021A：ホージャ ホージャ。（C：ウンウン）

そうだね そうだね。（C：うんうん）

022A：ワカイレンチューガ ヨーケ オッタケンナー。

若い人たちが たくさん いたからねえ。

023C：ホノナニオ シドースルヒトオ ドコゾカラヤ トッテキテノ。（A：ウン）

その［芝居］を 指導する人を どこからか 連れてきてね。（A：うん）

024C：ホイデ シヨルノオ チョットワ シットルナー。

それで しているのを 少しは 知っているねえ。

ホンデ アノヒトラ シヨッタワー。＊＊＊

それで あの人たち［は］ していたよ。 ＊＊＊

025A：シロートシバイ ホリャホージャ。

素人芝居 それはそうだ。

026B：アレケンド ワカイシノ エーコーリューノバ ダッタンデ。

あれ［は］けれどね 若い人たちの いい交流の場 だったのだよ。



027A：ホージャ ホージャ。

そうだね そうだね。

028B：ホレデ シバイガ ホンケナッテ ケッコンシタヒトガ ヨーケオルンデ。

それで 芝居が 仕事になって 結婚した人が たくさんいるよ。

029A：ウン ホリャ オルオル ムスバレタカ。（B：ウンウン）

うん そりゃ いるいる 結ばれたか。 （B：うんうん）

Ⅴ．夜這いについて
トラック 19

001A：ホリャ ヨバイッテノモ カナリ アッタケドナー。

そりゃ 夜這いっていうのも 結構 あったけれどねえ。

002B：マダ アッタナー ホノジブンワ。

まだ あったねえ その時は。

003A：ウン アッタアッタ。

うん あったあった。

004B：ワイラ シッタジブンニ マダ ヨバイワ アッタノー。（A：ウンウン）

私たち［が］ 知った時に まだ 夜這いは あったねえ。（A：うんうん）

005B：ワカイシラー ソノハナシニ モーハズンデ ワイワイ イヨッタンジャケン。

若い人たち［は］ その話に もう弾んで わいわい 言っていたから。

006A：ウン。

うん。

007B：ヨバイワ キイタコト ナイダロ ドッカデ キイタコトアル？

夜這いは 聞いたこと ないでしょう どこかで 聞いたことある？

008G：ショードシマデワ アノ キイタコト アリマス。

小豆島では あの 聞いたこと［が］ あります。

009B：ショードシマ？（G：ハイ）

小豆島？ （G：はい）

010B：ホー。

ほお。

011G：キキマシタ。

聞きました。

012E：セーネンダン？

青年団？

013G：ハイ ソノトキワ セーネンダンガ アッテ セーネンダンワ セーネンダンノ

はい その時は 青年団が あって 青年団は 青年団の

コヤニ ナンカ シューダンデ セーカツシテイテ ソノウエノ セーネンダンノ

小屋に 何か 集団で 生活していて その上の 青年団の

ナカデモ リーダーガ ヨバイニ イッタトキニワ シタノモノワ モー

中でも リーダーが 夜這いに 行った時には 下の人は もう



ソノコヤデ タイキシテオクトカ。

その小屋で 待機しておくとか。

014B：アー ソーカー。

ああ そうか。

015G：ハイ ナンカソーユー。

はい 何かそんな［話を聞きました］。

016B：ホンカクテキ ダッタンジャノー ホレワ。

本格的 だったのだねえ それは。

017A：ヨバイニ イッテナー ワタシラ モー オモシロハンブンニ センパイカラ

夜這いに 行ってねえ 私たち［は］ もう 面白半分に 先輩から

ハナシキートッテ アマドノトコロニ ミズオ モッテッテ アマドアノ

話［を］聞いていて 雨戸の所に 水を 持って行って 雨戸［は］あの

ミズイレタラ オトセンケンナー。 （G：ハイ）

水［を］入れたら 音［が］しないからね。（G：はい）

018A：アケルンニ ホンデ ホンナケイコ シタコトモ アッタワ。

開けると それで そんな稽古［を］ したことも あったよ。

019B：キノコマジャケン カラカラ ユーテナー。

木の駒だから からから［と］ 鳴ってねえ。

020A：ウン カラカラ ユーンジャワ。

うん からから 鳴るのだよ。

021B：ジーサン バーサン オトーサンヤ オコラレルケンネ。

お爺さん お婆さん お父さんたち［に］ 怒られるからね。

022A：ウン ソーソーソー。

うん そうそうそう。

023C：ムカシノ ニンジャジャノー。

昔の 忍者［みたい］だねえ。

024B：ウン ニンジャジャ。

うん 忍者だ。

025E：シノビヤナー。（A：ウン）

忍びだねえ。 （A：うん）

026B：ホンデ シバイシヨッテ シバイガスンダラ ヨバイニ イクラシカッタノー。

それで 芝居［を］していて 芝居が終わると 夜這いに 行くらしかったねえ。

イキョッタナー。

行っていたなあ。

027A：ホージャナ－。＊＊＊

そうだねえ。 ＊＊＊

028B：ワタシラ アンタラ ダンジリノケイコニ イッタトキニ ワカイシガ

私たち［は］ あなた達［が］ だんじりの稽古に 行った時に 若い人が

ヨバイニ ハシリヨランカッタカ。

夜這いに 行っていなかったか。



029C：シラン ワシ アンマリ ダンジリノケイコニ イカナンダケンノ。

知らないね 私［は］ あんまり だんじりの稽古に 行かなかったからね。

030B：ホーカー。（C：ウン）

そうか。 （C：うん）

031B：ワイラコドモノトキ ダンジリチューテ アノ オマツリノトキニ

私たち［が］子供の時［に］ だんじりといって あの お祭りの時に

タイコタタクン レンシュースルンヨ。（A：ウン）

太鼓［を］たたく 練習するのよ。 （A：うん）

032B：イッシューカンカ トーカカ。

一週間か 十日か。

033A：ホージャナー。

そうだねえ。

034B：ホイデ ホノダンジリオ セーネンダンガ コドモニ オシエルンヨ。（A：ウン）

それで そのだんじりを 青年団が 子供に 教えるのよ。 （A：うん）

035B：ホレ オシエテスンダアトデ モーワカレテ。

それ［を］ 教えて終わった後に もう別れてね。

036A：ウン ホージャ。

うん そうだね

037B：オモイオモイニ ヨー イッキョッタデ。

思い思いに よく ［夜這いに］行っていたよ。

038A：ウン キータキータ。

うん 聞いた聞いた。

Ⅵ．町の高齢化問題
トラック 20

001C：コノゴロアレ マチガ コーレイカニ ナッテキヨルラシーデナ。

この頃［は］あれ 町が 高齢化に なってきているらしいね。

002E：ソーデスネ。

そうですね。

003B：マチダッテ コーレイカ ヒドイモンナアレ。

町でも 高齢化［が］ ひどいよねあれ。

004E：トクシマデモ シナイノアノー シンマチノアタリワ ヒトガダレモ ヒトドーリガ

徳島でも 市内のあの 新町の辺りは 人が誰も 人通りが

ミエマセンネ ヒトカゲガ。

見えませんね 人影が。

005B：ホリャー モーネ。（A：ダローナー）

そりゃ もうね。（A：でしょうね）

006E：ソースルト ソノ ドーロゾイニ イロイロ ミセガデキテ。

そうすると その 道路沿いに いろいろ 店ができて［ね］。



007B：ソーソーソー。

そうそうそう。

008E：ソコニ ミンナ カイニイク トユーコトデスネ。（A：ウン）

そこに 皆［が］ 買いに行く ということですね。（A：うん）

009E：ソレモモー ジューネンニジューネンノ ハナシデワ ナイデスヨネ。

それももう 十年［や］二十年の 話では ないですよね。

010B：ホージャ ホージャ。

そうだね そうだね。

011E：ズット ソーユーフーニ ナッテキテマスヨネ。 （A：ウンウン）

ずっと ［高齢化に］ なってきていますよね。（A：うんうん）

012B：モー シンマチアタリ ホンマ アルイテミテモ バンヤカギリ

もう 新町辺り［は］ 本当［に］ 歩いてみても 夜は

サミシイモンジャネ

寂しいものだね。

013E：ソーデス ソーデス。（A：ウンウン）

そうです そうです。（A：うんうん）

014B：ワレワレ ワカイトキワ ホリャモー ホンマニ。

私たち［が］ 若い時は それはもう 本当に。

015E：ニギヤカナ。

賑やか［だった］ね。

016B：ニギヤカナ ヒトデヒトデアタッテ アルケナンダケドネ。 （E：アー）

賑やかな ［人にたくさん］あたって 歩けなかったけれどね。（E：ああ）

017A：ソリャモー トクシマイッタラ アソコノ シンマチイカナッテ

そりゃもう 徳島［に］行くと あそこの 新町［に］行かないとと

オモットッタケドネ。

思っていたけれどね。

018B：ホージャ トミタマチアタリデモ ガラガラジャモン。

そうだね 富田町辺りでも ［人がいない］ものね。

019E：ソーソーソー。

そうそうそう。

020C：ワシラモ ニジューネントワイワンゾ イッタコトナイモン アッコノシンマチ。

私たちも 二十年とは言わないけれど 行ったことないよね あそこの新町。

021B：ホージャロ。

そうでしょう。

022C：ヨージガナイモン。（A：ウン）

用事がないからね。（A：うん）

023B：カンカンセッタイ オワッテカラジャノ サミシナッタノワ ニホンレットー。

官官接待［が］ 終わってからだね 寂しくなったのは 日本列島［が］。

024A：ウンウン。

うんうん。



025B：ホリャモー ケーキモワルイカラ ダンダント ワルナッテ キタンヤ ドコモ。

そりゃもう 景気も悪いから だんだんと 悪くなって きたのだ どこも。

026E：ウン。

うん。

027A：クルマガ フキューシテ ノンデノレンシ。

車が 普及して 飲んだら［車に］乗れないからね。

028B：マーホーユー ホーリツモ デキタケンノ。

まあそんな 法律も できたからね。

029E：ウンウンウン。

うんうんうん。

030A：ムカシワ ワザワザタクシーヨンデ コッカラトクシママデ

昔は わざわざタクシー［を］呼んで ここから徳島まで

ノミニイッテキヨッタケンナ。（E：ホー ヘー）

飲みに行って来ていたからね。（E：ほお へえ）

031A：ムカシノ ミチヤケン ジカンカカルゾー。 ＊＊＊

昔の 道だから 時間［が］かかっていたよ。＊＊＊

032B：ホージャホージャ ソレガマタ オモシロカッタンジャノー。（A：ホーヨ）

そうだねそうだね それがまた 面白かったのだねえ。 （A：そうだよ）

033B：タノシカッタ。

楽しかったね。

034A：ホリャ トクシマノトミタマチノゲンカン ミナシマットンノニ

そりゃ 徳島の富田町の玄関［が］ 全部閉まっているのに

ウラカラハイッテナ ノミヤハイッタコトモ ナンカイモアッタ。

裏から入ってね 飲み屋［に］入ったことも 何回もあったね。

035B：アノコロワ ゴーセーダッタナー。（A：ウン）＊＊＊

あの頃は 豪勢だったね。 （A：うん）＊＊＊

036B：トクシマニ オーキナノミヤ ボンッテユーノガ アッタンヨ。

徳島に 大きな飲み屋［で］ ボンっていう［店］が あったのだよ。

037A：エー。

うん。

038B：トクシマニ ボントツネミトタケシカ ナカッタンヨ。

徳島に［は］ ボンとツネミとタケしか なかったのよ。

039A：ウンウン。

うんうん。

040B：ソコオ ヒトバンカシキリニシテ。（E：ウン）

［その店］を 一晩貸切りにして。 （E：うん）

041B：ノミアラシヨッタ。

飲み荒していた。

042A：ロクセンエンシカ キューリョー モラエンノニ イッカイデ

六千円しか 給料［を］ もらえないのに 一晩で



ハッセンエントラレタケンノ。

八千円［払っていた］からね。

043B：ホージャロ？ （A：ウン）

そうでしょう？（A：うん）

044B：ホーヨ ツネニカシキリ ジューゴマントカジューハチマントカ

そうよ いつも貸切り［で］ 十五万とか十八万とか

イヨッタモンナ。

言っていたよね。

045A：ホージャ。（B：ウン）

そうだね。（B：うん）

046A：スゴカッタ。

すごかったね。

047C：モー ホノジブンノコトワ ナニジャノー。（A：ウン）

もう ［昔の］ことは なんだかねえ。（A：うん）

048C：ムカシバナシニ ナッテシモタノー。

昔話に なってしまったねえ。

049B：ウン ムカシバナシジャ。（A：ウンウン）

うん 昔話だ。 （A：うんうん）

050B：イマユーテモ ダレジャウケンワ。

今［話を］しても 誰も笑わないね。

051C：イマヤホント サミシーモンデ。

今や本当に 寂しいものだね。

Ⅶ．葬儀の方式について
トラック 21

001C：イマワ ホンデコレモ キエカケトルケド ソーシキノコート ネンブツコー

今は それでこれも 消えかけているけれど 葬式の講と 念仏講

ッチューノガ アルケドナ。 （A：ウンウン）

というものが あるけれどね。（A：うんうん）

002C：コレモ スキナヒトラガヤッテ ネンブツコーワ カラオケクラブミタイナ

これも 好きな人達がやっていて 念仏講は カラオケクラブのような

モンジャワ。

ものだよね。

003A：ウン ホージャノー。

うん そうだね。

004C：スキナヒトラダケガ ヤル。

好きな人達だけが やっている。

005B：ウン イマワノー。（A：ウンウン）＊＊＊

うん 今はね。 （A：ウンウン）＊＊＊



006C：ホーユーモノダッタンヨ。＊

そういうものだったのよ。＊

007E：コレワ ミナコジンコジンノジモトデ ソーユーツナガリガ ダンダンウスクナッテ

これは 全部個人個人の地元で そういう繋がりが だんだん薄くなって

キテルンデスカネ。

きているのですかね。

008C：ウン マーヒツヨーナイヨーニ ナッテキタカラナー。

うん まあ必要［が］ないように なってきたからねえ。

009E：ウン ゼンコクテキニ ソーユーケイコーガ アリマスネ。

うん 全国的に そういう傾向が ありますね。

010A：ソーヤナー。

そうだねえ。

011C：ホイタラ イマノコットル コーグミユーソーシキノトキニ スルクミワナ

そうしたら 今残っている 講組［と］いう葬式のときに する組はね

コノゴロ ソーギヤサンガ デキタケン ホイタラコノ コーグミッチューヒトガ

この頃 葬儀屋さんが できたから そうしたらこの 講組という人が

ヨーナインヨ。 （A：ウン）

用［が］ないのだよ。（A：うん）

012E：アーメモリアルホールッテユッテネ（C：ウンウン）カイカンガデキテ

ああメモリアルホールといってね （C：うんうん）会館ができて

ナンガツナンニチニ スルッテユッテネ。 （C：ウンウン）

何月何日に ［葬式を］するといってね。（C：うんうん）

013E：ソコデ ダイコースルトユーカネ。（A：ソーヤネ。）

そこ［会館］で 代行するというかね。 （A：そうだね。）

014E：オカネワ カカリマスケド。 （A：ウン）

お金は かかりますけれどね。（A：うん）

015B：ホンナ ホーシキニ ナッテキタカラネ イナカモモー トカイトアンマリ

そんな 方式に なってきたからね 田舎ももう 都会とあまり

カワランヨーニ ナッテキタワナ。

変わらないように なってきたよね。

016A：ホリャムカシワ ホノソーシキノコーデモ ゼンブドソーニシヨッタケンナ。

それは昔は その葬式の講でも 全部土葬にしていたからね。

017E：ウーン。

うーん。

018A：コンナ オーキナカンオケカツイデ ミンナイッテネ。

こんな 大きな棺桶［を］担いで 皆行ってね。

019E：ゼンブ ジュンバンワ キマッテルンデスカ。

全部 順番は 決まっているのですか。

020A：ウン モーミンナナ ソノヤクワリワ。

うん もう皆ね その役割は［決まっている］。



021E：カネタタクヒトトカ カツグヒトトカ。（C：ウンウン）

鐘［を］たたく人とか 担ぐ人とか。 （C：うんうん）

022A：ウン ホンナノモネ。

うん そんなのも［決まっている］ね。

023C：ウン ホノアナホルヒトトカ イシオモッテキテオクヒトトカ イロイロアッタワ。

うん その穴［を］掘る人とか 石を持ってきておく人とか いろいろあったよ。

024E：ソレワ ナンネンゴロマデ ドソーワサレタンデスカ。

それは 何年頃まで 土葬はされたのですか。

025B：ナンネンニナルカナー。

何年になるかなあ。

026A：イツダッタカナー＊。

いつだったかなあ＊。

027C：モー ニジューネンクライニワナルカナー。

もう 二十年くらいにはなるかなあ。

028B：ウン ニジューネンニワナルナー。（E：ウンウンウン）

うん 二十年にはなるなあ。 （E：うんうんうん）

029C：ホヤケド ホレカラマダ コーグミッチューンワ ノコットッテ イマモ

そうだけれど それからまだ 講組というのは 残っていて 今も

ノコットンジャケレド ヤヤコシインヨナー＊

残っているのだけれど ややこしいのよねえ＊

030E：ヤッパリ ソノチョーソンガッペーッテユーノモ カンケーシテルノカモシレナイ

やっぱり その町村合併ということも 関係しているのかもしれない

デスネ。（A：ウーン）

ですね。（A：うーん）

031E：ナカチョーゼンタイデ カソーバミタイナノオツクッテ ソコデカソーオスルッテ

那賀町全体で 火葬場みたいなのを作って そこで火葬をすると

ナッテ ドソーワ シタラアカンッテナッテ ミナカソーニスルッテユー ソンナ

なって 土葬は したらいけないとなって 皆火葬にするという そんな

コトガアッタンデスカネ。

ことがあったのですかね。

032C：ウーン ドーナンダロナ。

うーん どうなのだろうね。

033B：キッカケワ アレヤナ ソーギヤガ デキテカラジャケンネ。

きっかけは あれだね 葬儀屋が 出来てからだからね。

034A：ダローナー。（C：ウンウン）

だろうね。 （C：うんうん）

035B：アノジブンカラ カワッタンデ ホーシキガ。（A：ウンウン）

あの頃から 変わったのだよ 方式が。 （A：うんうん）

036B：ホレマデワ ヤキニイッキョルヒトワ オラナンダモンノー。（A：ウン）

それまでは 焼きに行っている人は いなかったものねえ。（A：うん）



037B：アナンニ アッタワアッタケド。 （A：ウン）

阿南に あった［ことに］はあったけれどね。（A：うん）

038C：ヤリカケテカラワ ニジューネンニナルカナランカダロノー。

やり始めてからは 二十年になるかならないかだろうねえ。

039B：ウン ソートオモウヨ。

うん そうだと思うよ。

040C：ホンデマー コーグミワ ホレデマーモー キエソーナノコットルヨーナ

それでまあ 講組は それでまあもう 消えそうな残っているような

ヤヤコシーンジャイマ。 （A：ウンウン）

ややこしいのだよ今［は］。（A：うんうん）

041E：セダイコータイニ ナッテシマッタラ キエテシマウトユーコトニナルンデスカネ。

世代交代に なってしまうと 消えてしまうということになるのですかね。

042C：ダローナー。（A：ウンウン）

だろうねえ。（A：うんうん）

043B：ウン ワイラガ オランヨーニナッタラ ホーナルダロナ。

うん 私たちが いなくなったら そうなる［消えてしまう］だろうね。

044C：ウン。

うん。

045B：モーボチボチ カゾクソーニ ナルンチャウ （A：ウン）

もうぼちぼち 家族葬に なるのだろうね。（A：うん）

イマデモ カゾクソーヤリョールダロイナカデモ。 （C：ウンウン）

今でも 家族葬［を］しているでしょう田舎でも。（C：うんうん）



徳島県那賀郡那賀町木沢方言の概観

岡本万由子1・先谷香保2

１．はじめに

徳島県那賀郡那賀町木沢村（以下、旧市町村区分を利用し、木沢村と表記する）におい

て、子供時代の遊びや地域の行事、現在と昔の生活習慣の違いなどの話題を中心とした談

話資料を収集した。本稿では木沢村にて得られた談話資料中から、その語彙・文法・音韻

の特色について報告する。なお調査に参加した話者は男性 3 名で、いずれも 75 歳以上の

老年層である。

２．１ 方言語彙の特色について

２．１．１ 名詞

「木偶人形」については次のような使用例が見られた。

（1）Ⅲ-031A：ソノ デコニンギョーガ デントーテキニ アッタンヨネ

木偶人形とは江戸時代に隆盛を極めた人形である。『仙波教授の阿波弁講座サイト』（以

下、『阿波弁講座』と表記）によると、阿波木偶人形は 400 年の歴史をもつ伝統芸能、阿波

人形浄瑠璃の主役とされている。阿波の人形浄瑠璃は太棹三味線の伴奏と、義太夫節、そ

して人形芝居の三役が一体となってつくりだす芸能であり、映画などが登場する昭和初期

まで庶民にもっとも親しまれた娯楽の一つであった。木偶人形はその発展を物語る象徴と

して現在でも全国各地に残されている。また、阿波木偶人形は憤りや苦しみ、悲しさなど

さまざまな表情を表しており、その表情は義理と人情の狭間であえぐ人の生き様を映した

ものでもある。

「遊山箱」については次のような使用例が見られた。

（1）Ⅲ-026B：ニビツッチューテナ アノナニオ イマヤ ユサンバコ ユーンヤロ

（1）Ⅲ-027C：ウン ユサンバコヤナ

「遊山箱」とは遊山のときに弁当などを入れて携帯する箱、多くは三段の小箱を収め、

取っ手のついたものといわれている。『ふくもの隊が行く！』によると、遊山箱は、取っ手

のついた木箱に小さな引き出しが三つ入っており、色は赤、黄、緑の 3 色であることが一

般的であったとされている。「遊山」の語源は禅宗の言葉の仏教語で、遊山の「遊」は自由

に歩き回る、「山」はお寺のことであり、修行を終えた僧が他の山（寺）に修行をする旅の

ことを言ったのが始まりといわれている。その後、一般的に気晴らしに山野に遊びに出か

けることを「遊山」という意味で使うようになったようである。徳島県では、日常的に昭

1 徳島大学総合科学部社会創生学科 4 年
2 徳島大学総合科学部人間文化学科 4 年



和 40 年代まで遊山箱が使われていた。使い方としては、毎年旧暦の桃の節句に子どもたち

がお弁当箱になる遊山箱を持って川や山へと出かけに行くというものであった。

「お亥の子」については次のような使用例が見られた。

（1）Ⅱ-016B：オイノコサンノヒニ アノ モチクレワユーテ

（1）Ⅱ-017B：オイノコサンノイエヤ モチクレ イエヤ

「お亥の子」とは旧暦の 10 月の最初の亥の日にぼた餅やおはぎを食べ、家族の健康や繁

栄を願う年中行事のことであり、全国各地で行われていたものである。『四国風物選』によ

ると、亥の子の神は田んぼの神様だと信じられ、この月の日に神様は田んぼから家へ帰ら

れると考えられていた。その神様を迎えるために餅をつくのがこの地域の習慣となってい

たのである。また、収穫後の祝いとして農村で行なわれる重要な年中行事でもあり、男子

にとっては年間を通じて最も盛んで楽しい集団的遊びであったようである。子供たちは、

地区の家々を訪問し、丸い石に縄を張り、「いのこうた」を歌いながら四方から石を上げ下

げし庭先の地面を叩いてまわったようである。いのこ石に替え、里芋の茎などに縄を巻き

上げたホテ（突き棒）や笹竹を用いるところもあったようだ。子供たちは家々からお礼に

餅や菓子、炒り豆などをもらっていたといわれている。現在は女子も男子と一緒に、亥の

子の歌を元気よく歌いながら各家庭を訪れているようである。

「念仏講」については次のような使用例が見られた。

（1）Ⅶ-001B：ソーシキノコート ネンブツコーッチューノガ アルケドナ

（1）Ⅶ-002B：ネンブツコーワ カラオケクラブミタイナモンジャワ

「日本国語大辞典 第二版 第十巻」（2001）によると「念仏公」とは、念仏を信ずる人

たちが当番の家に集まって念仏を行うことである。念仏講の起源としては、『往生要集』で

有名な源信（942-1017）らがはじめた「二十五三昧会」を挙げられる。二十五三昧会は、

源信のほか結衆 25 名が集まり、浄土での往生を祈って念仏三昧を行い、集まった人たち

の追善のために始められたと言われている。念仏講は次第に民衆に広まり、多様な講集団

に発展していった。いくつか例を挙げると、隠し念仏、薄念仏（すすきねんぶつ）、じゃん

がら念仏、天道念仏などがある。念仏講は多様な形へと変化していき、人々の生活に根ざ

してきたものであると考えられる。

「サラ」については次のような使用例が見られた。

（1）Ⅲ-007B：デオマツリヨーニ サラオ コーテ クレルンヨ

（1）Ⅲ-011B：イタンダヤツオ ミズ デアローテ マタサラニ コシラエテ

「サラ」とは手の加わっていないことを指し、新しいさまの意味である。『上方ことば語

源辞典』（1970）によると、アラ（新）に接頭語サのついたサアラの略称というようである。

また、『全国方言一覧辞典』（2001）によると、「新しい」の古語である「あたらし」は日本

各地の方言には残ってないという調査結果が確認されており、近畿・中国・四国地方では、

「さら地」「さら湯」など「新しい」の意味を持つ「サラ」が多く聞かれると記されている。

「アカン」については次のような使用例が見られた。



（2）Ⅳ-002C：サッパリアカンモンネ

（2）Ⅳ-005C：ホンデ モー ホレワ アタマキリカエナアカントオモウ

（2）Ⅳ-005C：ンデモ リンギョーワ モー アカントオモウ

「アカン」は「ダメ」という意味である。『全国方言一覧辞典』（2001）によると、「アカ

ン」は京阪中心に多く、その変形の「イケン」や「イカン」が中国・四国に見られるよう

である。また、北海道や東北では「ワガンネ」という「わからない」に対応する意味のも

のが使われている。「ダメ」は関東中心と九州の一部で用いられている。『徳島県言語地図』

（2002）によると、「アカン」は徳島県の北部で多く使われている。それに対して「イカン」

は徳島県全体で広く使われている方言であることがわかる。

２．１．２ 副詞

「ヨーケ」については次のような使用例が見られた。

（1）Ⅳ-022A：ワカイレンチューガ ヨーケ オッタケンナー

（2）Ⅰ-034B：コドモ ヨーケオッタシ、ムカシワ

「ヨーケ」とは「たくさん」という意味を表し、西日本で多く見られる方言である。岸

江ほか編（2011）の項目「たくさん」の地図を見ると、「ヨーケ」は香川県や徳島県など、

四国東部を中心に用いられている語彙であることがわかる。

２．１．３ 動詞

「コシラエル」「コシャエル」については次のような使用例が見られた。

（1）Ⅲ-011B：イタンダヤツオ ミズデアローテ マタサラニ コシラエテ

（2）Ⅰ-058A：キーノ キノクルマオ ヒーテ クルマ コシャエテ

（2）Ⅰ-059C：オー オー ナニショッタノー ジブンデ クルマ コシャエテ

見坊ほか編（1992）によると、「コシラエル」「コシャエル」とはものをつくる、子供を

持つ、特にいい状態にして見せる、とりつくろうといった意味があり、談話資料の中では

ものを作るという意味で使われている。『全国方言一覧辞典』（2001）によると、「コシラエ

ル」は共通語の類語としての「シタク・シタグ・スタグ・シタッ」が広く普及している。

一方で、「用意」の意を表す用法も各地に散在しているので、「支度」と「用意」の両語は

普段の言葉と見られると表記されている。また『阿波弁講座』によると、「コシラエル」「コ

シャエル」は三重県や岡山県、富山県、香川県でも見られるものだとされている。香川県

においては西部において使用されている。近畿圏を見ると、「コシラエル」が多く三重県で

は「コサエル」、兵庫県加古川では「コッサエル」長野県では「コシャエル」、宮城県では

「コッシェァル」と微妙に変化している。徳島県ではラ行の音が落ちる例があり、「コシラ

エル」が「コシャエル」と変化していったと考えられている。



２．１．４ 自称詞

「ワイ」「ワシ」については次のような使用例が見られた。

（1）Ⅱ-007C：ワシラコドモノジブン マデダワ

（1）Ⅳ-004C：ワイラ シッタジブンニ マダ ヨバイワ アッタノー

（1）Ⅵ-020B：ワシラモ ニジューネントワイワンゾ イッタコトナイモン

木沢村では「ワイ・ワシ」の使用が多く見られた。『徳島県言語地図』（2002）を見ると、

「ワイ」は徳島県東部に多く、「ワシ」は徳島県の西部に多く見られる。また、談話資料の

中には「ワタシ」や「ウチ」といった表現も少しではあるが見受けられた。

２．２ 方言文法の特色について

２．２．１ 助動詞

断定の助動詞については、

（1）Ⅰ-016C：コブチチュッテ シカケジャナ。

（1）Ⅰ-016B：マー ダイタイ ネズミトリノ ヨーシキジャワ。

（1）Ⅰ-057B：アケビワ アキジャ。

｛（1）Ⅰ-062A（1）Ⅰ-066B（1）Ⅰ-069B｝においても使用が確認された。このように言

い切り系では「ジャ」を使用していることが多く、仙波ほか編（2002）によると徳島県に

おける「ジャ」の使用は一般的であることが分かる。また「ヤ」の使用例もある。

（1）Ⅱ-012A：ザッコクバッカリヤ。

（1）Ⅱ-019C：アズキヤナー

（1）Ⅳ-005B：タダヤイヨルントイッショヤワ。

「ヤ」に関しては、鎌田（1995）によると、「現在では近畿地方ほとんどがヤ専用地域に

なった」との記述がある。そのため徳島県の「ヤ」の使用は、徳島県が近畿圏の近くに位

置しているため、近畿圏の影響を受けているものと思われる。

２．２．２ 助詞

助詞は引用の助詞「ト」と「イウ」が融合した「チュ（ー）」の使用が確認できた。使用

例は以下の通りである。

（1）Ⅳ-001B：マチデ ホレ ショーヒデキヨルカチュータッテ

（1）Ⅳ-005B：ゼニクレヘンネヤチュッテ

２．２．３ 接続助詞

接続助詞については、次のような使用例が見られた。

（1）Ⅰ-020B：＊＊＊ コイツガー ミガオチテクルケン。

（1）Ⅰ-022B：コドモガ アンマリ ヨケ オラナンダケン ホージャノー。

（1）Ⅰ-027A：ホイタラ アッシュク カカルケン オシタラ パーント ナルンヨ。



｛（1）Ⅰ-033A（1）Ⅰ-035A（1）Ⅰ-044B｝においても使用が確認された。これらは原因・

理由を表す接続助詞である。仙波ほか編（2002）によると徳島県全域で一般的に使用され

ていることが分かる。上野（1997b）によると「原因・理由を表す順接接続助詞はケン・ケ

ニのほか、南部ではサカイ・ヨッテもある。」との記述がある。談話資料中は「ケン」の使

用のみ確認することができた。小野（2003）には「ケンは「ホナ」について「ホナケン」

となり、順接を表す接続詞になる」との記述があり、前に述べた事柄が、後に述べる事柄

の原因・理由になることを表す順接の接続詞になる。

続いての使用例は逆接の接続助詞である。

（1）Ⅰ-002A：コレ ハチジューカカットー ナナジューハチグライヤケンドノー。

（1）Ⅰ-032C：マー ソレワ オトコノコヤケンドナ。

（1）Ⅰ-039C：ホラ コママワシワ ソンナンワ ヨーシタケンド。

｛（1）Ⅰ-061B（1）Ⅳ-003B（1）Ⅳ-005B｝においても使用が確認された。「ケンド」も同

様に、「ホナ」について「ホナケンド」という接続詞となることで、前に述べた事柄に対し

後に述べる事柄が反対のものとなる。小野（2003）によるとケンドは、それだけで独立し

て接続詞となるとされており、談話資料でも確認することができる。仮定・既定の意で使

用される逆接の接続助詞である「ても」。この談話資料中では「タッテ」の使用例が確認で

きる。

（1）Ⅰ-050C：ドーロタッテ イマミタイナ

（1）Ⅳ-005B：アカンタッテ モー ゼッタイジャワ。

地域によっては「タテ」や「タカテ」の場合もあるが、木沢村の談話資料では使用の確

認は出来なかった。

２．２．４ 副助詞

副助詞は上野（1997b）より「ヤコシ（なんか）」の使用が確認できるが、今回の談話資

料では次のような使用例が見られた。

（1）Ⅱ-026B：カキヤコーカケテアルヤロ。

（2）Ⅲ-020B：サンマノ スシヤコヤッタラ。

このように「ヤコ」ではあるが、「なんか」の意で使用されていることが分かる。

２．２．５ 格助詞

格助詞の方言文法は上野（1997a）によると「主格助詞「が」は省略されることが多い」

という記述があり、談話資料中でも「が」が省略された使用例を確認することができた。

（1）Ⅰ-002A：ショーミキゲン キレタヨーナモンヨ。

（1）Ⅰ-027A：ホイタラ アッシュク カカルケン

（1）Ⅰ-034C：コドモ ヨーケオッタシ、ムカシワ。

｛（1）Ⅰ-044B（1）Ⅰ-066B（1）Ⅰ-068A｝においても使用が確認された。



２．２．６ 文末詞

文末詞に多く見られたのが「ナ（ー）」である。小野（2003）によると「徳島方言として

は、「ナ」が一般的に多く用いられ、話し手が自分の気持ちを持ち出すという働きがある」

とされており、木沢村の談話資料でも確認することが出来る。以下が使用例である。

（1）Ⅰ-002A：エート コドモノジブンノアソビッテタケド イロイロ ナツフユト

チガウワナ。

（1）Ⅰ-016C：コブチチュッテ シカケジャナ。

（1）Ⅰ-034C：タカイトコトンデ ジマンシタリナー。

｛（1）Ⅰ-035A（1）Ⅰ-028C（1）Ⅰ-046C｝においても使用が確認された。ほかには、「ネ

（ー）」も使用されていた。

（1）Ⅰ-002A：コトシデ ココモヒトツチガイデ 《B》サン イチバンワカイネ。

（1）Ⅰ-013A：スズメトカ ヒヨトカ ハトトカネ。

（1）Ⅰ-043A：タケウマ ユキンナカ アルキヨッタネー。

｛（1）Ⅰ-019A（1）Ⅰ-035A（1）Ⅰ-060C｝においても使用が確認された。小野（2003）

によると「あまり使われていないようであるが、面識のない相手に用いられたり、ていね

いな言葉遣いとして認識されたり、少なからず用いられているようである。」とされており、

談話資料より「ネ（ー）」の使用が多く確認出来たのは話者 A だったので、各人の言葉遣

いにも関係すると思われる。木頭村は方言で徳島県を分けると山分に分類されるのだが、

小野（2003）によると「山分・中分で男女が使う」とされている「ノ（ー）」も文末詞とし

て使用が確認出来た。

（1）Ⅰ-002A：ナナジューハチグライヤケンドノー。

（1）Ⅰ-008B：フユワ コブチジョノー。

（1）Ⅰ-047B：オー ビーダマチューノンモ シタリノ。

「ジョ」を文末に付けることもあった。

（1）Ⅰ-007A：フユワ コブチジョ。

（1）Ⅰ-041B：アレワ フユジョ。

以上が使用例である。上野（1997b）によると、うわてでは強意に「ジェ」が使われ、「ジ

ョ」は男性も使うとの記述がある。

２．２．７ アスペクト

アスペクトに関しては「ヨル」「トル」の使用が確認できた。

（1）Ⅰ-065A：イマトイッショデ ネンピ イマワ ネンピイヨルケド

（1）Ⅳ-001B：ショーヒデキヨルカチュータッテ デキヨレヘンノヤワノ。

（1）Ⅳ-003B：フルヤマアッセンシヨルデノ。

｛（1）Ⅳ-005B（2）Ⅱ-005A（2）Ⅰ-012A｝においても使用が確認された。「ヨル」につい

ては、「ヨー」の形でも使用されており、進行態でのみ確認できる。「トル」ついては、「ト



ー」の形でも使用されており、次のような使用例が見られた。

（1）Ⅰ-035A：タナダニナットルデショ、コノアタリノ トチヤ。

（1）Ⅰ-044B：ムコーノ キチニハイットルヤツ

（1）-Ⅰ065C：ウットルンガナイカラ。

｛（1）Ⅰ-069B（1）Ⅱ-025A（2）Ⅰ-008C｝においても使用が確認された。「トル」は主に

既然態での使用が確認できたが、進行態での使用もあることが分かった。

２．３ 音声・音韻の特色について

２．３．１ サ行ハ行音交替

サ行ハ行音交替は次のような使用例が見られた。

（1）Ⅰ-019A：ホノ サワッタラ オチタネ。

（1）Ⅰ-034C：ソレトカナー モヒトツ ホノ タンボオ ドンドントブンヤ。

（1）Ⅳ-011B：ホシタラ ウマイグアイニノッテ コータンヨ。

｛（1）Ⅱ-021B（1）Ⅳ-005B｝においても使用が確認された。

２．３．２ 促音化

促音は次のような使用例が見られた。

（1）Ⅰ-055B：ホダ アッコイッカーッテ イタリシテ。

（2）Ⅰ-008C：コーチトナンヤカヤ マザットルガノ アッコワ。

（2）Ⅵ-020B：ワシラモ ニジューネントワイワンゾ イッタコトナイモン アッコ

ノシンマチ。

上野（1997a）によると「引き音やサ・ザ行音などが促音化したもの」との記述がある。

拗音の使用は木沢村においては、認められなかった。

２．３．３ 撥音

撥音は次のような使用例が見られた。

（1）Ⅰ-059B：コドモヤ コンマイコロノ サンディーミタイナ コシャエテノ。

上野（1997a）によると「撥音は、濁音や鼻音の前に挿入されることがある。」との記述

がある。

２．４ その他

動詞の否定の状態が継続している場合に使用される「～ンズク」の使用が確認できた。

使用例は次の通りである。

（1）Ⅰ-031A：オリンズク。

上野（1997a）によると「（～）しないまま」という意であることが分かり、｛（1）Ⅰ-031A｝

は「降りないまま」の意で使用されていたことが分かった。



不可能の表現には「レン」を使用しており、次のような使用例が見られた。

（1）Ⅱ-008B：イマワ タベレンダローナ。

（1）Ⅳ-005B：ナナジッサイデナカッタラ キレンノデヨ。

（1）Ⅳ-017B：ホレカ ムカシニウリヨッタ ナニガ ワスレレンヒトナ。

仙波ほか編（2002）によると「見ることが出来ない」を「ミレン」と言う地域がたくさ

んあることが分かる。

過去形の否定には動詞の未然形に「ナンダ」を付けて「～ナンダ」という表現が使用さ

れていた。次のような使用例が見られた。

（1）Ⅰ-002A：コレセーネンガッピ カク カカナンダナー

（1）Ⅰ-022B：コドモガ アンマリ ヨケ オラナンダケン ホージャノー。

（1）Ⅰ-047B：ナツワ アンマリ ホーユーコト セーヘナンダノー。

｛（1）Ⅰ-061B（1）Ⅰ-064C（1）Ⅱ-003C｝においても使用が確認された。仙波ほか編（2002）

の調査結果から分かるように、徳島県全域で使用されている表現であり一般的であると思

われる。

３．まとめ

今回は木沢村において談話音声の収録を行い、談話資料の中に見られる語彙、文法、音

声に分類し、分析していった。話者の方々の子供の頃の遊びや祭りの話、現在と昔の生活

の違いなど、様々なことについてお話を伺うことができた。談話資料に見られる方言には、

主に西日本で使われているものが多かったように思われる。また、昔の民族的な言葉もい

くつか使われており、改めて昔の言葉を知ることのできた調査でもあったのではないかと

いえる。徳島県特有の伝統行事や文化についても知ることができ、とても有意義な調査で

あった。
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美馬郡つるぎ町の概観

美馬郡つるぎ町は、徳島県西部吉野川南岸に位置する人口 10,115 人（つるぎ町 HP 参照、2014

年（平成 26 年）12 月住民基本台帳調べ）、面積 194.8 ㎢の町である。2005 年（平成 17 年）3 月 1

日に、半田町・貞光町・一宇村の二町一村が合併して誕生した。東側は美馬市、西側は三好市・三

好郡東みよし町に隣接し、町の北には吉野川が流れ、南側には県内最高峰、西日本で第二の高さ

を誇る剣山がそびえている。町の花は水仙、木は榎（エノキ）、鳥は山雀（ヤマガラ）で、町章の

青色と緑色が表すように、剣山がもたらす清らかな水系と豊かな自然を有する地域だ。また、半

田そうめん・二層うだつ・吊るし柿など、旧二町一村それぞれが県内でも特に有名な産業や観光

地・文化を持っている、魅力の詰まった地域でもある。本調査で訪れたつるぎ町一宇は、町の南

半分にあたる地域である。

美馬郡つるぎ町一宇

一宇地域（旧一宇村）は、面積 97.88 ㎢とつるぎ町全体の

面積の半分にあたり、剣山がもたらす豊かな自然に根差し

た地域である。剣山から吉野川へと注ぐ水系によって生み

出された美しい景観を有する一宇峡は、剣山国定公園の指

定地域に入っており、とくしま水紀行 50 選にも選定されて

いる。春にはツツジなどの花々、秋には紅葉など、四季折々

の表情で訪れた人を魅了する観光スポットだ。

旧一宇村の人口は 1950 年次で 7,475 人だったのが 2000

年次には 1,547 人と大幅に減少しており、特に就労世代と

子供の減少によって人口のおよそ半分を 65 歳以上が占め

るという超高齢化問題を抱えている。2025 年の目標人口は 550 人と設定されており、傾斜地のた

め点在している集落のその多くは限界集落としての厳しい将来を予想されている。

旧一宇村の主な産業は、時代と共に変化してきた。林業と農業を基幹にはしているものの、林

業は木材価格の低迷によって収益も見込めなくなり、農業はもともと傾斜地であるために生産性

は良いとは言えず、さらに両者共に後継者不足も伴って厳しい現状にある。今でも農業では干し

柿や山菜が特産品とされているが、それ以外の欠かせない食材を昔から、生産できないがゆえに

買わねばならない状態にあったという話が談話中にもある。

剣山山麓の急斜面の地形は、この地域にそうであるがゆえの独特な民俗も多く生み出した。例

えば、阿波学会紀要にて取り上げられているものとして「一宇の雨乞い踊り」がある。高橋（2011）

の報告によれば、もともと徳島県下では「神踊り」と呼ばれる小歌をともなう太鼓踊りが広く分

布しており、その半数近くに雨乞いの主旨も込められていたそうだ。しかし旧一宇村はその地形

的な特徴のために祈祷の儀式である雨乞いがとても重要な行事として行われ、時代の変化と共に

消滅する傾向にあっても未だその文化を残している。それだけでも徳島県内では貴重な例だが、

さらに「一宇の雨乞い踊り」は他の地域と比較して、より古いスタイルを伝承しており、かなり

特徴的だ。他県のいくつかの地域からの伝播なども考えることのできる、「文化財的に価値が高い」

雨乞い踊りなのである。

豊かな水系がもたらす自然を含め旧一宇村の約 9 割を占める山林原野、そして貴重な伝統文化

は、これからも守り継いで行くとともに体験観光の材料として存分に活用されることが期待され

ている。

一宇峡の風景
（徳島県観光情報サイト阿波ナビより）
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Ⅰ．子供時代の遊び
トラック 22

001A：スイッチ イレルント ドージニ ダマッテシマウントチャウン。

スイッチ［を］ 入れるのと 同時に 黙ってしまうのではないか。

002B：ホンナコトナイワ。

そんなことないわ。

003A：ホーカ。

そうか。

004D：ジャー チョット イマカラ ソノー コノ チョット、イロイロ

じゃあ ちょっと 今から そのー この ちょっと、色々

シツモントユーカ ハナシ キキタイコト ユーンデスケド、 マズ イマノ

質問というか 話［を］ 聞きたいこと 言うのですけれど、まず 今の

コドモジダイト イマノ セーカツニツイテ オキキシタインデスケド

子供時代と 今の 生活について お聞きしたいのですけれど

ヨク コドモジダイニシタ アソビトカッテ アリマスカ。

よく 子供時代にした 遊びとかって ありますか。

005A：イヤー アルノー。

いやあ あるねえ。

006B：ソリャー ムカシワー ナー。

そりゃあ 昔は ねえ。

007B：オトコノコワ ゴマオシテ アソンダワナ。

男の子は 独楽をして 遊んだよね。

008C：オトコノコーワ オトコノコーナリノ アソビカタ。

男の子は 男の子なりの 遊び方。

オンナワ オンゴノコノ オジャミトカナ。

女は 女の子の お手玉とかね。

009C：アノー マーマワシトカ オトコノコワナ。ホイナ アソビカタシタンデナ。

あのー 独楽回しとか 男の子はね。 そういう 遊び方［を］したのでね。

010B：オナゴノコワ オジャミシテ アソンダリナ。

女の子は お手玉して 遊んだりね。

011A：ホージャナ。

そうだね。

012C：ウン。

うん。

013D：サンニンノカタデ ハナシテクダサッテ。

三人の方で 話して下さって。

014C：ウン、オトコノコワ ソーユーフーニ ホノー マーマワッテ アソブトカ。

うん、男の子は そういうふうに そのー 独楽回して 遊ぶとか。

015B：ゴママワシ。

独楽回し。



016C：オンナノコワ オジャミモシテー アソブトカナ。

女の子は お手玉もして 遊ぶとかね。

017B：ゴマナ。

独楽ね。

018D：オジャミ？

オジャミ？

019A：ナワトビ、ノー。

縄跳び、 ねえ。

020C：ナワトビモ シタシ ノ ウン。

縄跳びも したし ね うん。

021B：アノー アサヒノ キオキッテナ アレオー ケズッテ オシリオ

あの あさひの 木を切ってね あれを 削って お尻［のところ］を

ケズルンヨ コマニ マルーニナ。ホイデ ヒモデ クルリトマイテ ヒャーット

削るのよ 細かに 丸くにね。 そして 紐で くるりと巻いて ひゃーっと

ホオッタラ マウヤンケ。

投げたら 回るじゃないか。

022A：ミナワ カクレンボワ セナンダカ。

皆は かくれんぼは しなかったか。

023B：シタ。

した。

024C：シタナー カクレンボモ。

したねえ かくれんぼも。

025A：カクレンボモ ヤッタ。

かくれんぼも やった。

026B：カクレンボ。

かくれんぼ。

027C：カクレンボーシテ アソンダリ ナンジャナー オンナノコー。

かくれんぼ［を］して 遊んだり 何かなあ 女の子。

028A：オニゴッコ。

鬼ごっこ。

029C：オニゴッコモ シタシー。ソレカラ ナンゾノ アノー ママルーニカイテ。

鬼ごっこも したし。 それから 何かな あのー まん丸に書いて。

030B：ソリャ イマノ アソビト ゼンゼンチガウ。

それは 今の 遊びと 全然違う。

031C：ケテ コンナン スルンモ シタデ。

蹴って こんなの するのも したよ。

032A：ケンケンパ。

けんけんぱ。

033C：ケンケンパーノナ アノアソビカタッチノナ。 ホイタ オトコノコワ

けんけんぱのね あの遊び方というの［を］ね。そして 男の子は



ゴママワシモ シタシナ。ゴママワシモ ビラーットヤッテ マワシヨッタデー。

独楽回しも したしね。独楽回しも ビラーっとやって 回していたよ。

034B：ホラ オトコノコワ マワシヨッタケド。

そら 男の子は 回していたけれど。

035C：オトコノコワ。

女の子は。

036B：オンナノコワ ソンナノワ センワナ。

女の子は そんなのは しないわね。

037C：ウンウン。ナワトビトカナ。

うんうん。縄跳びとかね。

038B：ホレニ アノー オナゴ オナゴノコワ アノー メンコッテイッテ。

それに あの 女の子 女の子は あの めんこといって。

039D：アー コーユーヤツ。

ああ こういうやつ。

040B：ハジケ コレデ チーサイユビノ コノツメノヨーナ アノナ ザットコシテ

弾いて これで 小さい指の この爪のような あのな ザっとこうして

コーアテルンヤ ツギノニ。

こう当てるのだ 次のに。

041A：アレワ メンコ。

あれは めんこ。

042B：メンコ。

めんこ。

043A：ホレオサキニ メンコゾッテ。

それを先に めんこだ［とい］って。

044C：メンコノアソビッチューノ。メンコノアソビナ。

めんこの遊びというの。 めんこの遊びね。

045D：ドーグナドワ。

道具などは。

046A：チーサイノガアッタンヨ。ユビノコノツメノヨーナン。

小さいのがあったのよ。 指の爪のようなの。

047D：ルールトカワアルンデスカ。ソノーメンコノ。

ルールとかはあるのですか。そのーめんこの。

048B：ソレ アノ ソレオシテ カッタモノワ トレルワケヨ。

それ あの それをして 勝ったものは 取れるわけよ。

049D：アー ヒックリカエストカ ソーユーノ。

ああ ひっくり返すとか そういうの。

050B：チガウンデ ソレデ トルノ ミンナ。

ちがうのよ それで 取るの みんな。

051A：チャーントヤッタラ コッカライッテ ヒュンットアタッタラ ソレオ。

チャーンとしたら ここから行って ヒュンっと当たったら それを。



052B：アタッタラ トッテクルン。

当たったら 取ってくるの。

053D：アタッタラ モー トッテイーンデスカ。

当たったら もう 取っていいのですか。

054B：ウン トッテクルンヨ。ツギツギ アタッタラ ミナトッテクルンヨ。

うん 取って来るのよ。次々 当たったら 皆取って来るのよ。

055A：ヒトツノ ゲームジャワ。

ひとつの ゲームだよ。

056B：マ イエバ ハヨユータラ ゲームヤナ。イマノゲーム。ホナケンド

ま 言えば 早く言ったら ゲームだね。今のゲーム。 そうだけれども

ムカシワ ムカシワ ソンナノアソビシカ ナカッタ。

昔は 昔は そんなの遊びしか なかった。

057C：ナカッタ。

なかった。

058B：イマワ コヤッテ。

今は こうやって［携帯ゲーム機が］。

059D：ソレワ イツグライデスカ。ショーガッコートカ。

それは いつぐらいですか。小学校とか。

060C：ソー ワレワレノ ショーガッコー。

そう 我々の 小学校。

061B：ソレグライジャノ ガッコー イッキョッター。

それぐらいだね 学校 行っていた。

062C：ソツギョー ズット シバラクノアイダワ ツズイタナ ホレグライノモノガナ。

卒業 ずっと しばらくの間は 続いたね それぐらいのものが。

ナニモナカッテナ。

何もなかったのでね。

063B：ナイケンナ。

ないからね。

064C：アソブモノガ ナカッタケニナ。ホレカラ アノー チドリッチュン。

遊ぶものが なかったからね。それから あの ちどりというの。

コー チドリモ コーシタデー。 コーコーシタリナ。

こう ちどりも こうしたではないか。こうこうしたり［して］ね。

065D：アミ アミトリトカデスカ。

編み 編みとりとかですか。

066C：チドリッテナ アレ ユーテナー。

ちどりとね あれ 言ってね。

067B：ヒモデ。

紐で。

068C：ヒモデナ。

紐でね。



069D：アヤトリデスカネ。

あやとりですかね。

070B：アヤトリッチュンカ。アヤトリ。

あやとりと言うのか。あやとり。

071A：アレワ アヤトリッテユン。

あれは あやとりと言うの。

072C：アヤトリッチュンカイナ。

あやとりと言うのかな。

073B：アヤトリユーンナ。 コー ヒトノ ヒトノトッタリ。

あやとり［と］言うのね。こう 人の 人の［を］取ったり。

074C：トッタリモシタリ。

とったりもしたり。

075A：アレデ マッスグ ツクッテミタリ。イロイロナモノ ツクルンジャ。

あれで まっすぐ 作ってみたり。 色々なもの［を］ つくるのだ。

076B：ソーソー。

そうそう。

077C：ジブンデ コー イロデナ コーナ コシラエルンナ。

自分で こう 色でね こうね 作るのね。

078A：モヨーカラ コーカエシテナ。

模様から こう返して。

079B：アサガオノハナモ ツクッタデ。イロイロトナ シヨッタケド

朝顔の花も 作ったよ。 色々とね してたけど

モー イマワワスレタナ。

もう 今は忘れたね。

080C：モーワスレテ ワカラナクナリヨルケン。

もう忘れて 分からなくなっているから。

081A：オレワー オトコノコジャケン シトランワ。

俺は 男の子だから していないよ。

082C：ウン。

うん。

083B：ワスレタワ。

忘れたよ。

084D：ダンセー オトコノコノアソビワ。

男性 男の子の遊びは。

085A：ホージャノー オレラガ ジュッサイグライニナッタラ ヤッパリー ウーン

そうだなあ 俺らが 十歳ぐらいになったら やっぱり ううん

モーアシガ タツンデルケンノー イマゴロカラ サキジャッタラ

もう足が 立つので［歩ける］からねえ 今頃から 先だったら

ヤマジャ。

山だ。



086D：ア ヤマノボリデスカ。

あ 山登りですか。

087A：オー ヤマノボリオ アノー モクテキデナインジャ。ヤマエイッテ タトエバ

おー 山登りを あのー 目的ではないのだ。 山へ行って 例えば

モモガナルジャロ。ハダンキョ スモモ ホレカラ アケビ ソーユーモノオ

桃がなるだろ。 ハダンキョウ スモモ それから アケビ そういうものを

ホリニイタ。

掘りに行った。

Ⅱ．食生活
トラック 23

001A：ナンデホレオ ホリニイッタカトユータラナ ワレワレガ

何故それを 掘りに行ったかと言ったらね 我々が

ジュッサイグライノトキニワー アノー シューセンマモナイモンジャケン

十歳ぐらいのときには あのー 終戦間もないものだから

ショクリョーナンダッタンジャワ。ホヤケン クエルモノ

食糧難だったのだよ。 そうだから 食べられる物

ショクスルモノダッタラ ヤマエイッテ ナニデモ ヒロテクータモンジャ。

食するものだったら 山へ行って 何でも 拾って食べたものだ。

002C：クダモノモ ナンニモ ナイケンナ。マワリニナイケンナ。

果物も 何にも ないからね。周りに無いからね。

003A：ナンチャナインヤ。

何にも無いのだ。

004B：ナンチャナインヤ。イマミタイニ オカシノオヤツワナイ。

何にも無いのだ。 今みたいに お菓子のおやつはない。

005A：オレワー アノー ナナサイニナッタラ ショーガッコーノイチネンセーニ

俺は あのー 七歳になったら 小学校の一年生に

ニューガクスルワケジャワ コノ ニホンデワ。ダラ ホントキニ

入学するわけだよ この 日本では。 そうしたら その時に

タトエバ イマゴロニナッタラ、 ハタケウエトル イモカ。イモガ

例えば 今頃［七月末］になったら、畑［に］植えている 芋か。 芋が

デキテタラ イモノベントージャ。

できていたら 芋の弁当だ。

006B：オイモチャン モッテイク。デキタモン モッテク。

お芋［を］ 持って行く。できた物［を］ 持って行く。

007D：ナニイモデスカ。ジャガイモデスカ。

何芋ですか。 ジャガイモですか。

008C：アカイイモ。

赤い芋。



009A：マ ジャガイモダッタラ デンガクニシテ モッテイクトカ。アー ソレカラ

ま ジャガイモだったら 田楽にして 持って行くとか。ああ それから

ソノー。

そのー。

010B：シャツマイモワ ムシテ ソノママ モッテイク。ホレカラ トーモロコシワ

サツマイモは 蒸して そのまま 持って行く。それから トウモロコシは

ヤイテ モッテイク。

焼いて 持って行く。

011A：ソレガマタ オモロインジャ。トーモロコシオ ベントーニモッテイクノガ。

それがまた 面白いのだ。 トウモロコシを 弁当に持って行くのが。

ガッコーエ アサ ヤイテモロテ オヤニ シンブンガミニ ツツンデモロテ

学校へ 朝 焼いてもらって 親に 新聞紙に 包んでもらって

アノ ランドセルニ オーテ モッテイクジャロ。ホイタラ ヒルノ

あの ランドセルに 負って 持って行くだろ。 そうしたら 昼の

ゴハンノジカンニワ モー トーモロコシヒエテ ツブガ

ご飯の時間には もう トウモロコシ［が］冷えて 粒が

カチカチニナットルワケヨ。

カチカチになっているわけよ。

012C：チョット カタクナルンヨナ。

ちょっと 硬くなるのよね。

013A：ハラオキルマデ ハラマンプクスルマデ クエンワケヨ

腹［が］満腹になるまで 腹［が］満腹になるまで 食えないわけよ

カタイモンジャケン。ガッコーカラ モドリニ ヤカマシー

硬いものだから。 学校から［の］ 帰りに 喧しく

ノーヤ ウンヤ オー キョーワ アソコノヤマイッカノーッテ

なんや かんや おー 今日は あそこの山［に］行くかねえって

イーモッテ コーコー モイデ コー クチニ イレモッテ モンテクル。

言いながら こうこう もいで こう 口に 入れながら 戻ってくる。

014C：ナンニモナイケン タベモノガナ。

何にもないから 食べ物が。

015B：ホイテ サキサキノ ナニガナットルン ナリキガナットン ミテ

そして 先々の 何がなっているのか 成木がなっているの［を］ 見て

ヌスンデクルン。ヌスンデ タベルンヨ。

盗んで来る。 盗んで 食べるのよ。

016D：ナリキデスカ。アー。

成木ですか。 ああ。

017B：ナリキナ。モモトカ イロイロナ ナットルノガツイテ。

成木ね。 桃とか 色々な なっているのが付いて。

018D：アー ハイハイ。ミトカナッテル。

ああ はいはい。実とか［が］なっている。



019B：ヨソノ ツクットルヤツオ。

他所の 作っているやつを。

020C：タベモノナイキニ ナンデモ タベレルモンガアッタラナ。

食べ物［が］無いから 何でも 食べられるものがあったらね。

021B：ヌスンデ タベルンヨ。

盗んで 食べるのよ。

022C：ウン トッテタベル。

うん 盗って食べる。

023B：ホナケンド トッテタベルンジャケン コドモガ トッテ クウンジャケン

そうだけれども 盗ってたべるのだから 子供が 盗って 食うのだから

エーワトオモテ アノー オトナワ ミテクレルケドナ。

いいわと思って あのー 大人は 見てくれるけれどね。

024D：アー モー ソノママ ナニモイワズニ。

ああ もう そのまま 何も言わずに。

025B：ホナケン ナインジャケンナ。ソレオタベニャ。

そうだから 無いのだからね。 それを食べねば。

オカシッチューオヤツワナイ。ソレダケ。

お菓子というおやつは無い。 それだけ。

026A：ヤッパリノー アノ ソーシテ ジューニ、サンニ ナッタラ

やっぱりねえ あの そうして 十二、三に なったら

ショーガッコーロクネンカラ チューガクセーニ ナッテクルト

小学校六年から 中学生に なってくると

シューダンデ ソノ ナリキオ クイニイッタノ。

集団で その 成木［になった実］を 食いに行ったね。

027B：ソージャ ソージャ。

そうだ そうだ。

028C：ソレモ アッタンヤノー。

それも あったのだねえ。

029A：ガッコーカラノ モドリニノ。

学校からの 帰り道に。

030B：ヤケン オコラレテカラ タケボーデツツカレタコトモアッタワー。

だから 怒られてから 竹［の］棒で突かれたこともあったわ。

ウチラモノ リヤトカノボッテ トンジョッタラノ シタカラ タケザオデ

私たちも リヤカー［に］登って 盗っていたらね 下から 竹竿で

ツツカレタワヨ。

突かれたわよ。

031A：ホーイヤ アソコノ。

そういや あそこの。

032C：モ ホーットッタラ ゼンブ トラレルケンナ。

も 放っておいたら 全部 盗られるからね。



033B：ヘ。

へ。

034C：ホーットッタラ イエノヒト タベレンケン トラレルケー シマウケンノ。

放っておいたら 家の人［が］ 食べられないから 盗られて しまうからね。

035B：ホナケンノ ボーデツツカレタワ。

そうだからね 棒で突かれたわ。

トイエノ 《人名 1》サンッチューヒトガノ ヨー アノ ミナコノ

といえの 《人名 1》さんという人がね よく あの 皆この

シンセキニナルワノ。

親戚になるわね。

036A：ダレ。

誰。

037B：《人名 1》サン。

《人名 1》さん。

038A：ヘ。

ヘ。

039B：ナカジマノ 《人名 1》サン。

中島の 《人名 1》さん。

040A：アー ナカジマノ 《人名 1》サン。

ああ 中島の 《人名 1》さん。

041B：オバサンガ イットッタワノ。

おばさんが 行っていたわね。

042A：ウン。

うん。

043B：《人名 1》サンニ。ホシタラ ソコニ ヨー ナリキガ アッタンジャ。

《人名 1》さんに。そうしたら そこに よく 成木が あったのだ。

044C：ジダイガ モー ナンチューテ ナニモナイトキデ イマワ モーオオクニ

時代が もう 何というか 何も無いときで 今は もう豊富に

ナットルケドナ。 ナカッタモンジャケン ソンナ クラシカタ

なっているけどね。［物が］無かったものだから そんな 暮らし方［を］

シタンジャナ。

したのだね。

045B：ウチワ ソレオトンジョッタラノ オコラレテ タケボーデ ツツカレタ。

私は それを盗っていたらね 怒られて 竹棒で 突かれた。

046A：クチグチニユータラ ロクオンシヨルヤロガイ。ヤロ。アトデ

口々に言ったら 録音しているだろうが。 だろ。後で

ミナガキクトキニ コッチミー、 コッチミー、 コッチミーシタラ

皆が聞くときに こっちを見て、こっちを見て、こっち［を］見てとしたら

ワリアイ キキニクカロ。

中々 聞き難いだろう。



047D：ソーデスネ。

そうですね。

048A：ホナケン コー コー コー ヒトリズツヤノ。

そうだから こう こう こう 一人ずつだな。

049D：ヤ、 デモ ゼンゼン ハナシテ イタダイテ ダイジョーブナンデ。ハイ。

いや、でも 全然 話して 頂いて 大丈夫なので。 はい。

サンニンノカタデ。

三人の方で。

050A：オレワー アノ ガッコー カラノ モドリニ オララ オトコノコジャケンノー

俺は あの 学校 からの 帰り道に 俺ら 男の子だからねえ

トモダチドーシ サンニングライ グループデノ

友達同士［で］ 三人ぐらい グループでね

アスコノ ハタケノコジリニ モモガナットルゾ、トカ カキナー ナットルケニ

あそこの 畑のすみっこに 桃がなっているよ、とか 柿［が］ なっているから

アツイデ キョーワ ウレヨルカモワカランケニ チト ヌスンデ

暑いので 今日は 熟れているかもしれないから 少し 盗んで

ボロカッテユーニ コレジャ。

盗もうかっていうように これだ。

051C：ソレガ フツージャッタンヨナ。

それが 普通だったのよね。

052A：ソレワ モー ミンナヨ。

それは もう 皆よ。

053C：ミンナ ドコノ ドコノ ブラクノヒトモナ アノ ドコノコドモモ。

皆 どこの どこの 部落の人もね あの どこの子供も。

054B：コドモワ ミナ イッショジャ。

子供は 皆 一緒だ。

055C：ソーユー マズシーンジャケンナ ナイケニナ。

そういう 貧しいのだからね 無いからね。

ソーユーノガ フツージャッタンヤナ。トッテタベルンガナ。

そういうのが 普通だったのだね。 盗って食べるのがね。

056A：ソリャー 《人名 2》サンヨ トージワナー ワレワレ コメノメシオ

そりゃあ 《人名 2》さんよ 当時はねえ 我々［が］ 米のご飯を

クーッテユータラ ボントショーガツト。

食うって言ったら 盆と正月と。

057C：ビョーキノトキダケ。

病気のときだけ。

058A：ソレカラ カゼーヒクカ ハライタオコシタトキニ。

それから 風邪［を］ひくか 腹痛［を］起こしたときに。

059C：ビョーキノトキダケ。

病気のときだけ。



060A：オカユオ タイテクレルカノ。

お粥を 炊いてくれるかね。

061C：ソー。

そう。

062B：ソノグライヨ。

それぐらいよ。

063C：ソレダケデ オコメノゴハンヤワ タベレナカッタノヨ。

それだけで お米のご飯とかは 食べられなかったのよ。

064A：ネンガラネンジュー オコメノメシッテユーノワ モー。

年がら年中 お米のご飯というのは もう。

065C：タベレン。

食べられない。

066A：ニカイカ サンカイカ タベレンノヨ。

二回か 三回か 食べられないのよ。

067D：ゼータクダッタンデスネ。

贅沢だったのですね。

068A：オー タンモ ソノホカニワ ジキュージソクジャケン トージワ。

おう たんも その他には 自給自足だから 当時は。

イマノヨー スーパーヤトコ ゼンゼン ナインジャケンナ。

今のよう［な］ スーパーなんて所 全然 無いのだからね。

069C：ナイ。モー ミセモ テンテント スコシシカナカッタケンナ。

無い。もう 店も 点々と 少ししかなかったからね。

070A：ホナケン ヤッパリ ヤサイモ。

そうだから やっぱり 野菜も。

071C：ミセッテ ミセチュー ミセモナカッタ。アンマリナ。

店って 店という 店も無かった。 あんまりね。

072A：ン。ヤサイヤモ ゼンブ モー ジキュージソクヨノ。

ん。野菜も 全部 もう 自給自足だよね。

073C：ソー。

そう。

074A：ホナケン アノー タクアンヤ コユン ガイーニ ツケタワノ。

そうだから あのー たくあんや こういう［のを］ よく 漬けたわね。

075C：ホー。ツケタ。ホレガモー シュショクノ オカズジャッタンヨナ。

そう。漬けた。それがもう 主食の おかずだったのよね。

076A：ソーソー ソーソー。

そうそう そうそう。

077C：シュショクノ オカズ。

主食の おかず。

078D：アー。

ああ。



079C：ホカニナニモナインヨ。

他に何も無いのよ。

080D：ハイ。

はい。

081C：ヒニヒニ キョー オカズナラオカズ ホノー タクアンダケノ オカズデヨ。

日に日に 今日 おかずならおかず そのー たくあんだけの おかずでね。

ウン。ヒトシナアッタラ モーナ アトカエワナインヨ。

うん。一品あったら もうね 他［に］代わり［のもの］は無いのよ。

ホレモ ジブンノウチニ ツケテナカッタラ ナインヨナ。

それも 自分の家に 漬けていなかったら 無いのよね。

モー ナントイッテモ マズシカッタンヨ。

もう 何と言っても 貧しかったのよ。

082D：アー。

ああ。

083C：ウン。

うん。

084A：ベントーノ スマニ タクアンガ フタキレカ ミキレグライ ハイッテノ。

弁当の 隙間に たくあんが 二切れか 三切れぐらい 入ってね。

085C：ウン ホレ。

うん それ。

086A：ホレカ マタ アキガキタラ ツケタウメボシガ アッタワノ。

それか また 秋が来たら 漬けた梅干が あったよね。

087C：ウメボシデモ トニカクヒトシナデモ オカズガアッタラ モー ソレ

梅干でも とにかく一品でも おかずがあったら もう それ［が］

サイコーナンデナ。

最高なのでね。

088A：ナンデモヨカッタンヤ。

何でもよかったのだ。

089C：ウン ホレデ オギナワナイカンノナ。

うん それで 補わないといけないのだよね。

090B：ナンチャナイ。

何にも無い。

091C：ウン。

うん。

092D：ジャ フダンワ イモダケトカデスカ。

じゃ 普段は 芋だけとかですか。

093B：ソーソー。

そうそう。

094A：ウン。

うん。



095C：ウン。イモヤー ベントーントキワ イモダケモッテイッテタ。

うん。芋が 弁当のときは 芋だけ持って行っていた。

イモダケ タベテカエルンヨ。オチューショクワナ。ウン。

芋だけ 食べて帰るのよ。 お昼食はね。 うん。

096D：ヨルゴハンワ ドーユー ゴハンダッタンデスカ フダンワ。

夜ご飯は どういう ご飯だったのですか 普段は。

097A：ホージャノー ワガウチエ モンタラ ヤッパリ ソノー コーユー サンカンブデモ

そうだねえ 自分の家へ 戻ったら やっぱり そのー こういう 山間部でも

アノー ムギトカ オームギトカ ソーユーモノワ ツクレヨッタンジャワ。

あのー 麦とか 大麦とか そういうものは 作れていたのだよ。

ホイタラ ソノ イモオ クーテ ハンサカ イシオ ハラー ツクッテカラ

そうしたら その 芋を 食べて ／／／／ ／／／ 腹［を］ 作ってから

クチナオシニ クーンジャ。ソーユーモノワ コクモツワ。

口直しに 食うのだ。 そういうものは 穀物は。

098D：アー。

ああ。

099A：マ アワ コキビ ヒエ コーユー ザコクモツクリヨッタンジャ。

ま 粟 小黍 稗 こういう 雑穀も作っていたのだ。

ホヤケン オショーガツニ モチオツイタッテ コメノモチワ

そうだから お正月に 餅をついたって 米の餅は

ヒトーツカ フタツグライジャ。アトワモー ハタケデツクッタ

一つか 二つぐらいだ。 あとはもう 畑で作った

ザコクバッカリ。アワ ヒエ コキビ ソユモノ。

雑穀ばかり。 粟 稗 小黍 そういうもの。

100B：タカキビナ。

高黍ね。

101A：ウン。

うん。

102E：オカズワ。

おかずは。

103A：ホ。

ほ。

104E：オカズ。

おかず。

105A：ア オカズワ ソノ イマイヨッタ タクアンツケルトカ。

あ おかずは その 今言っていた たくあん［を］漬けるとか。

ハクサイオ ツケトルトカ。

白菜を 漬けるとか。

106C：フシテ マー オツユトユーモノワ ナッパニ ソノー

そして まあ お汁というものは 菜っ葉に そのー



ジャガイモキッテイレテタ。 タイテタベルトカユーヨーナ オツユノオカズ。

ジャガイモ［を］切って入れていた。炊いて食べるとかいうような お汁のおかず。

ウン。ト タクアン ウメボシトカモ ソレデ ソナニ オカズモ

うん。と たくあん 梅干しとかも それで そんなに おかずも

ヨーコシラエンシ ナインヨナ。

よく作らないし 無いのよね。

107A：トージワ ホイテ ホノー オカズヤ ミソシルタイタッテ タクタビニ

当時は そして そのー おかずや 味噌汁［を］炊いたって 炊く度に

イリコノダシワ ハイットラナンダノ。

いりこの出汁は 入っていなかったね。

108B：ソーヤナ。

そうだね。

109C：ウン ホレモー ワタシモ イリコノダシトユーモノオ マー カテーガ

うん それもう 私も いりこの出汁というものを まあ 家庭が

ヨカッタラ イレルヒトモアリ イレラクテ イレラレントニ

良かったら 入れる人もいて 入れられなくて 入れられないのに

タイタヒモアルンヤナ。マズシーケン コーテヨータベンノヨナ。

炊いた日もあるのだね。貧しいから 買って食べられないのよね。

Ⅲ．現金収入
トラック 24

001C：オカネノシューニューモ ナイシナー アンマリ。ウン。

お金の収入も 無いしねえ あんまり。うん。

002A：ゲンキンシューニューガ マッタクナイ。

現金収入が まったく無い。

003C：ゲンキンシューニューガ ナカッタケンナ。

現金収入が 無かったからな。

004D：アルトキッテ アルンデスカ。ゲンキンハイッテクルトキッテ。

ある時って あるのですか。現金［が］入ってくるときって。

005B：ナイン。

無いね。

006C：ホリャ マー イチネンニ ホノー ソノトチデ サクモツニ

そりゃ まあ 一年に そのー その土地で 作物に

オカネニナルモノオコー ツクリジョルトキニワ オカネワ ハイルノワ

お金になるものをこう 作っているときには お金は 入るのは

ハイルケドナ ソノー ジブンデツクレナイ カエナイモノオ

入るけどね そのー 自分で作れない 代え［が］ないものを

カワナイカンケニ アマリタベモノノ オイシイケンッテ

買わないといけないから あまり食べ物が 美味しいから［とい］って



コーテタベレンノヨナ。 ウン。オカネガジワジワハイッテモナ。

買って食べられないのよね。うん。お金がじわじわ入ってもね。

ホン ジブンデ カワナクテワ タランモノオ カワナイカンケンナ。

そして 自分で 買わなくては 足りないものを 買わないといけないからね。

ホンデツカエナイノ オカネガアンマリ。ウン。ホンデ マズシーモノ

だから使えないの お金があんまり。 うん。だから 貧しいもの［を］

タベタン。ウン。

食べたの。うん。

007A：マ トージワ ナンジャワノ ゲンキンシューニューッテユータラ

ま 当時は 何と言うか 現金収入と言ったら

ヤマノヒャクショーワ タトエバ ホノー オラーノクジューデワ

山の百姓は 例えば そのー 俺の地区では

タバコツクットッターワオルノー。

タバコ［を］作っていた［人］は居るねえ。

008C：ウン。

うん。

009A：ホイタラ アキニ ニカイグライゲンキンガハイルンジャー。トコロガ ハイッテワ

そうしたら 秋に 二回ぐらい現金が入るのだ。 ところが 入っては

クルンジャケドナ ハイッテクルマエニ ネンニ イカイカ ニカイカ

来るのだけれどね 入って来る前に 年に 一回か 二回か［しか］

ゲンキンハイランジャロ。マエガリシテ ツコートルンジャ。ホナケン ソノー

現金［は］入らないだろ。前借りして 使っているのだ。 そうだから そのー

ウリアゲテスンダトキニ ドレダケモハイッテ コンノジャ。タ ソレデ

売り上げて済んだときに どれだけも入って 来ないのだ。そうしたら それで

トシトラナイカン。

年を越さないといけない。

010C：カネワ モノノ オカネノ タスーニシナイカンノヨナ。 スコシアルオカネデ

金は 物の お金の 足しにしないといけないのよね。少しあるお金で

ホノー ゼヒカワナイカンモノアルデ。 オシオトカ ナ コーテ

そのー 是非買わないといけない物があるでしょう。お塩とか ね 買って

アツカワナアカンデ。 オサトートカナ。ホンナモノ アノー

扱わないといけないでしょう。お砂糖とかね。 そんなもの あのー

ビョーキシタトキニ コーテタベルモノトカ ホノ モー トクニイルモノノ

病気になったときに 買って食べるものとか その もう 特に要る物の

ヒツヨーナモノオ ジブンノウチデ ツクッテナイモノデ イルモノオ

必要なものを 自分の家で 作っていない物で 要る物を

カッテ セーカツニ セナアカンカラナ。

買って 生活［の足し］に しないといけないからね。

ホナケニ ソナニ オカネワ ツカエナイノ。スコシハイッテモナ。

そうだから そんなに お金は 使えないの。 少し入ってもね。



011A：《人名 2》サンクノ ホーデワ イチバンノ ゲンキンシューニューッテユータラ

《人名 2》さん処の 方では 一番の 現金収入と言ったら

アキワ コンニャクジャッタノ。

秋は こんにゃくだったね。

012B：コンニャクヤ。

こんにゃくだ。

013C：ウン コンニャクヤ。

うん こんにゃくだ。

014A：ホレカラ ミツマタ。

それから 三椏。

015C：ハルワ ミツマタナ。

春は 三椏ね。

016A：ノー。

ねえ。

017C：ウン。

うん。

018A：コレガ モー マイネンノ ゲンキンシューニューヤッタノ。

これが もう 毎年の 現金収入だったね。

019C：ゲンキンシューニューデ ホノー イマ ユーヨーニ

現金収入で そのー 今 言うように

スコシハイッタカラトユーテ ツカエナイノヨナ。ジブンガ アノー

少し入ったからと言って 使えないのよね。 自分が あのー

ツクッテナイモノオ ノー オカネイルトキニ ツカワナイカンケンナ。

作っていないものを ねえ お金［が］いるときに 使わないといけないからね。
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Ⅰ．昔の肥料、衛生環境について

トラック 25

001A：マー ソレト イチバンミンナ ガイニ カワッタノワ コノゴロワ アノー

まあ それと 一番みんな［が］ とても 変わったことは この頃は あの

ヒリョーオ コーテ ヤサイニ ヤルコト。 ムカシワ ＊＊＊カ ヤリヨッタ。

肥料を 買って 野菜に やること［だ］。昔は ＊＊＊を やっていた。

002C：ソーソー。コヤシナ。 ヒリョーガ ナイケンナ。

そうそう。肥やし［を］ね。肥料が ないからね。

003B：トイレノ アレオ。クミトリ。クミトリオ シテナ ホレオ サクニ カケテ

トイレの あれを。汲み取り。汲み取りを してね それを 農作物に かけて

ヤサイニ カケテ ホテ ツクリヨッタ。

野菜に かけて そして ［野菜を］作っていた。

004C：ナンニモヤラナンダラ デキヘンケド アレカケタラ

何も［肥料を］やらなかったら できないけど あれ［を］かけたら

デキ［ケ］タンヨノ。

できたのよね。

005A：デキ［ケ］タンヨ。

できたのだよ。

006B：ホタラ イマワナ ソンナモノ ダレッチャセンデー。コノゴロワナ。

そしたら 今はね そのようなもの 誰もしないでしょ。 この頃はね。

ホトンドスイセントイレニ シトルケン。 ヤマデモ。ヤマデモ

ほとんど水洗トイレに しているから。山でも。 山でも

スイセントイレニ シトルヨ。

水洗トイレに しているよ。

007C：ホーホー トイレノアレワ ツカイヨランケンナ。

そうそう トイレのあれは 使ってないからね。

008B：モーホトンド。

もうほとんど。

009A：ソノカワリ アノジダイニワ アノー コドモノ ハラニ カイチューガ ワイテ

その代わり あの時代には あのー 子どもの お腹に 蛔虫が わいて

ヨワッタンジャ。

弱ったのだよ。

010B：ソーソー。

そうそう。

011C：ワレワレモ ワイテヨワッタデー。 アレワモーアノ アレノキンガ

我々も ［蛔虫が］わいて困ったよねえ。あれはもうあの あれの菌が

ハイッテ ホシテ ソレガ コモウンデ ナッタンジャナ。

入って そして それが 子も産んで なったのだね。



012B：モーオランホンナノ。

もういないよそのようなもの。

013A：ソージャ。ホノー コヤシオ ダルゴイオノー。

そうだ。 その 肥やしを だるごいをね。

014C：アノー トイレノアレ カケタケンナ。

あのう トイレのあれ かけたからね。

015A：トイレオ ヤルモンジャケン。

トイレ［の肥溜め］を やるものだから。

016C：アレニ サッキン ビョーゲンキンガ アルケンナ。

あれに 細菌 病原菌が いるからね。

017A：カイチューガ ワク。

蛔虫が わく。

018B：ムシガワク。

虫がわく。

019C：アレガ ワイテナ。

あれが わいてね。

020A：オーキナ カイチューガ ワキヨッタノー。コンナノガノー。

大きな 蛔虫が わいていたね。 こういうのがね。

021C：アッタアッタ。ハシノヨーナンガ イマノ ワリバシノ

あったあった。お箸のような［蛔虫］が 今の 割り箸の

ヨーナンガ。 アノワイタンヨ。ハラノナカニ。ホテマー＊＊＊

ような［蛔虫］が「いた」。あのわいたのよ。お腹の中に。 そしてまあ＊＊＊

ソツノガッコーニ イキヨッタ センセーガ アノー

その学校に 行っていた 先生が あのー

＊＊＊ カイテクレテ ノンダデー。

＊＊＊ 書いてくれて 飲んだよね。

022B：イマワナー ソレワナイワナ。

今はね それはないよね。

023C：ホタ オリタラ ヨー ニホンモサンボンモ ムシガナー ワリバシノ

そして 出したら いっぱい 二本も三本も 虫がね 割り箸の

ヨーナムシガ マー アンナオーキナモンワ ナンボンモ オランケド

ような虫が まあ あんな［に］大きなものは 何本も いないけど

ナンボスジモ チーサインカラ ヨーケオッタヨ。アノ カイニン＊＊＊ワ

／／／／／／ 小さいものから いっぱいいたよ。あの 海人＊＊＊は

チイサインカラコー オリタヨ。

小さいものからこう 出たよ。

024A：アノトキノ ソノノ カイジンソーオ ツクリヨッタトカノー サントニン。

あの時の そのね 海人草を 作っていたとかねえ サントニン。

（C：ウンウン）アレオアノー セイゾーシヨッタ セーヤクガイシャワ

（C：うんうん）あれをあのー 製造していた 製薬会社は



ゼンブトーサンシタンジャ。

全部倒産したのだよ。

025C：ホラスルワノー。 イマワ アレモー トイレノ アレセンケ［ン］ニ

そりゃあするでしょうね。今は あれはもう トイレの あれしないから

ハラノナカモ ホテ キツイハライタイトキワ イマノソノー

お腹の中も そして ひどい腹痛の時は 今のその

《医薬品名》テユーン？アノクスリヤ アンナンデ ナカノショーシューノ

《医薬品名》というの？あの薬は あんなので 中の少数の

コマイキンワ フチニ カライグライジャケン キンオ コロスンジャナ。

小さい菌は 縁に 強いくらいだから 菌を 殺すのだろうね。

ホンデ ワカンヨーナッタナ。

そして わかなくなったね。

026A：アノコロノー ナンデソーユー セーヤクガイシャガ ツブレタラッテユータラノー

あの頃のね 何でそういう 製薬会社が 潰れたかと言ったらね

（C：ウン）ソノーサントニントカノー（C：ウン）アノー

（C：うん）そのサントニンとかね （C：うん）あのー

カイジンソートカユーノワ キキスギテノー モー ワレワレヤマオクノ

海人草とかいうのはね 効きすぎてね もう 我々山奥の

ニンゲンニ ソーユームシガ ワカンヨーナッテ ソノクスリガ

人間に そういう虫が わかなくなって その薬が

ウレンヨーナッタンヤ。

売れなくなったのだよ。

027C：＊＊＊ソノー キンノ モノオ ノミコマンケン ワカランヨーナッタンヨノ。

＊＊＊そのー 菌の 物を 飲み込まないから わからなくなったのだよね。

028A：ウン。ホンデ ソノー セーヤクガイシャガ イマツブレテナイ。

うん。そして その 製薬会社が 今［は］潰れてない。

029C：アッホーエー。（A：ウン）モー ホナケン カイチューガ ワイトルケン

あっそうなの。（A：うん）もう そうだから 蛔虫が わいているから

コノクスリノメチューノワ ナイデ イヤイテモナー。ウン。

この薬［を］飲めということは ないでしょ いやいてもねー。うん。

030A：モー イマゴロオランジャロ。

もう 今頃いないだろうね。

031B：ウンオラン。

うんいない。

032C：ウン イマワ カイチューガ アノー ワイトルケン

うん 今は 蛔虫が あのう わいているから

クスリノマナイカンチューノワ モーセートニ

薬［を］飲まないといけないというのは もう生徒に

ソノハラムシガ ワイトルジャロケン コージャロチューノワ

そのお腹［の］虫が わいているからだろうから こうだろうということは



キータコトナイナ。ケンベンチューノオ シヨッタデアメワ。

聞いたことないね。検便というものを していたよ／／／。

Ⅱ．当時と現在の寿命、健康
トラック 26

001A：サイバイホーホーガ カイゼンセラレテノ コノゴロワ ホノー コヤシヤ＊＊＊

栽培方法が 改善されてね この頃は そのー 肥やしや＊＊＊

サクモツニ カケタライカンテイヨル。 オンナシ

農作物に かけたらいけないと言っている。同じ

コヤシヤケンドノ。（C：ソーソー）トユーコトワ ケンキューノケッカ ホノー

肥やしだけれどね。（C：そうそう）ということは 研究の結果 そのー

カイチューガワイタリ イロイロナムシガワクト ユーコトジャワノ。マーヤッパリ

蛔虫がわいたり 色々な虫がわくと 言うことだね。 まあやっぱり

イマモサキカラ ソレデモコタエナンダト イヨルケンドノ。 （C：ウン）

今も先も それでも答えなのだと 言っているけどね。（C：うん）

ワレワレノ トージノ ジュミョーッテユッタラ ナナジュッサイマデイキタラ

我々の 当時の 寿命といったら 七十歳まで生きたら

ナガイキノ ホーダッタンジャ。

長生きの 方だったのだよ。

002C：ソー。マエワナ。ウン。

そう。前はね。 うん。

003A：ソーユー ショクセーカツガ ワルイモンジャケニ。

そういう 食生活が 悪いものだから。

004C：ショクセーカツガ ワルカッテケニ アノタベモノワ ワルイシ カラダモ

食生活が 悪かったから あの食べ物は 悪いし 体も

クタビレル シゴトモ セナイカンカッタキン ジュミョーガ

疲れる 仕事も しないといけなかったから 寿命が

ミジカカッタケド イマワモー オイシーモノモタベ カラダモ＊＊＊

短かったけど 今はもう 美味しいものも食べ 体も＊＊＊

ナンギモセズ スルケニ ナガイキスルヨーニナッタ。 ジューネンワ

難儀もせず するから 長生き［を］するようになった。十年は

ワカイッテ ユーンヨナ。ジューネンワ ヨケ イキレヨル

若いって いうよね。 十年は 余計［に］ 生きられている

マエトダッタラナ。

前と［比べて］だったらね。

005A：イマゴロ ホナケンノー アノー エイヨーバランスガ エーモンジャケニ

今頃［は］ そうだからね あのー 栄養バランスが いいものだから

ムカシトチゴテ キリキズシタケンテユーテ カノーシヨルヒト オランジャロ。

昔と違って 切り傷したからといって 化膿している人［は］ いないでしょ。



006B：ナイナ。

ないね。

007C：アラ ナオリガ ハヤイナ。

あれは 治りが 早いね。

008A：ナカロ。

ないでしょ。

009C：ナイ。

ない。

010A：アレワ ヤッパリノ アノー エイヨーノバランスガ エーンヨ。 ムカシワモー

あれは やっぱりね あのー 栄養バランスが いいのだよ。昔はもう

カヤギリシュットシタッテ カナラズモー カノーシヨッタヤロ。

茅切り［を］しゅっとしたって 必ずもう 化膿していただろう。

011C：ウンデ。カノースル。

膿んで。化膿する

012A：＊＊＊シボッタラウミガ ビジューテ デヨッタワノー。

＊＊＊絞ったら膿が びじゅーと 出ていたよなー。

013C：クサッテナー。

腐ってねー。

014A：ホシテ カラダジューニ アノー キズオ ツケイデモ チョーガデタ

そして 体中に あのー 傷を つけなくても かさぶたができた。

ネルトガデタ （C：ソー）テユーテ カサブタガデテ ホレガ

かさぶたができた（C：そう）といって かさぶたがでて それが

プートハリアガッテ チンバヒーテアルヨーナ バーイモ アッタリノー。

ぷ［くっ］と腫れ上がって 足を引きずっているような 場合も あったりねえ。

015C：ソンナカッタワノー。

そんなのだったわね。

016A：シヨッタラ ソーユーモノガ ナシニナッテスンダイマワ。

していたら そういうものが 無くなって済んだ今は。

017C：ナニモカモガ ヨクナットルチューコトナ。 ウン。

何もかも 良くなっているということね。うん。

Ⅲ．今の子どもと昔の子どもの違い
トラック 27

001B：ムカシトイマトナラナー。 ゼンゼンチャウ。ホデイマノ コドモトワ

昔と今と［比べて］だったらね。全然違う。 そして今の 子どもとは

ゼンゼンチガウンヨナー。

全然違うのよねえ。

002D：ソーデスカネ。

そうですかね。



003B：マゴヤカシ ウチワモー ヒューマゴジャガナ ヒューマゴヤカシワ モー

孫なんか 私はもう 曾孫［がいる］けどね 曾孫なんかは もう

ゴネンセーニナルケンド カラダモオッキナシノー ウチラワ コマイケンド。

五年生になるけれど 体も大きくてね 私たちは 小さいけれど。

004A：コノゴロノ コドモワノー タケワ ナガイケンドノ タケボート イッショデ

この頃の 子どもはね ［背］丈は 長いけれどね 竹［の］棒と 一緒で

ズンドー。ムネガ ハットラン。 オシリガ デトラン。コツバンガ セマイ。

寸胴。 胸が 張っていない。お尻が 出てない。骨盤が 狭い。

カラダガ ストントコンナナ。 ワレワレノジダイワノー オイニジャ。

体が すとんとこのような［感じ］。我々の時代はね 背負って担ぐ。

005B：セナカデー。

背中で。

006A：フユニ ナッタラ アノー ダンオ トルタメニ マキシテオータモン。

冬に なったら あのー 暖を とるために 薪［を］して背負ったもの。

ホンナランコトカラ カタイダリ ソンナンバッカリ シトルケン

そのようなことから 担いだり そのようなことばっかり しているから

セワ ノビンカワリニワ モー タイリョクテキニワ キタエトルモンジャケニ

背は 伸びない代わりに もう 体力的には 鍛えていたものだから

イマノ コドモワ ヨリツケン。

今の 子どもは 寄りつけない。

007C：タイリョクワ アッタワナー。

体力は あっただろうね。

008B：ホリャモー イマノ コドモワ オーキーテモ ニワ ヨーオワンデヨ。

それはもう 今の 子どもは 大きくても 荷は とても背負えないよ。

ホラモー ウチラノ ハンブンモ ヨーオワンワ。

それはもう 私たちの 半分［の荷］も とても背負えないよ。

009C：＊＊＊ ヨワイワナ。

＊＊＊ 弱いだろうね。

010A：ウン。タダアノモヤシト イッショヨ。ウラノ ムスコヤ ＊＊＊アルケンドモ

うん。ただあのもやしと 一緒だ。 裏の 息子なんか ＊＊＊あるけれども

マダイマダニ ナンジャノ。

まだ未だに なんだね。

011C：ヨワカラノー。チカラシゴトセンケン。

弱いだろうね。力仕事［を］しないから。

012A：エー。ウラナンカナワン。

ええ。／／／／敵わない。

013C：カナワイノ。

敵わないね。

014B：ホナケン ホーユータモン。ウチンクノ ジーチャンガノ イキトルノンワ

だから そう言ったもの。私の家の お爺さんがね 生きているのは



ワシノ ハチジューコエタジーチャンニ オマエラマダチカラガ カナワンノ。

私の 八十［歳を］越えたお爺さんに お前ら［は］まだ力が 敵わないね。

＊＊＊チカラワナ。

＊＊＊力はね。

015C：カナワンノ 《人名》ノジーサンニワノー。｛笑｝

適わないね 《人名》のお爺さんにはね。｛笑｝

016B：イットキチカラワ アルンヨ。 ワカイシヤケ［キ］ン。ホナケド アノー

一時［の］力は あるのだよ。若者だから。 だけれど あのう

ネバリガ ナイワナ。トシガ イットルヒトワ ネバリガ アルケド。

粘りが ないよね。年を とっている人は 粘りが あるけれど。

017A：カマエガ デキトランノヨ。

構えが できていないのだよ。

018C：デキトラン デキトラン。

できていないできていない。

019B：ネバリガ ナインヨナ。ココカラアソコマデ イクノニ ソレオナ。

粘りが ないのよね。ここからあそこまで 行くのに それをね。

ヨーイカンワナ。 カラダワ オーキナンヨ。オーキーテモ ヤッパリ

とても行けないよね。体は 大きいのだよ。大きくても やっぱり

ムカシカラ キタエトルホーガ ツヨイワナ。ホリャアノ オハカヤ

昔から 鍛えている方が 強いよね。 それはあの お墓なんか

コシスエルノニ オハカワ イシジャケン オモタイヨ。

こしらえるのに お墓は 石だから 重たいのよ。

ソレオ カツイデナ（C：ウン）イクノニ トテモジャナイトシヨリニ

それを 担いでね （C：うん）行くのに とてもじゃない年寄りに

カナワンヨ。

適わないよ。

020A：カマエガ デキトラノヨノー。

構えが できていないのだな。

021C：ウンモーナ。

うんもうね。

022B：ホラカラダワ オーキナカッタヨ。ドレモノー。

それは体は 大きくなかったよ。どれもねえ。

023C：モーホナケン マー ズットマエノ ワレワレノ チーサイトキトダッタラ

もうだから まあ ずっと前の 我々の 小さい時とだったら

モー ウルテインカワットル ナニモカモニガナ。ショクセーカツトカ

もう ／／／／／変わっている 何もかもがね。 食生活とか

コドモノ コトデモ ナンノコトニ イタラズガ モー ゼンゼンカワッテ

子どもの ことでも 何のことに 至っても もう 全然変わって

スンドルワナ。

しまっているよね。



Ⅳ．現在便利だと感じること
トラック 28

001A：ホリャー コーツーノベンリジャ。ホリャコッカラトクシママデ イチジカンハンカ

それは 交通の便利だ。 それはここから徳島まで 一時間半か

ニジカンアッタラ イクジャロ。

二時間あったら 行くだろう。

002D：ソーデスネ クルマデ。

そうですね 車で。

003A：サダミツダッテ イチジカンアッタラ オーフクデキルジャロ。ホナケン モー

貞光だって 一時間あったら 往復できるだろう。 そうだから もう

トカイニスンドンモ ヤマニスンドンモ イッショジャ。イマノバーイワ。

都会に住んでいるのも 山に住んでいるのも 一緒だ。 今の場合は。

004B：クルマニ ノルヒトワナ。

車に 乗る人はね。

005A：イッケンノ イエニ アルトコニワ クルマガ サンダイモ ヨンダイモアル。

一軒の 家に あるところには 車が 三台も 四台もある。

006B：ソージャ。アルワ ホリャーナ。

そうだ。 あるね それはね。

007A：アー カーチャンノクルマ アカヤ。アレガカーチャンノジャ。クロイヤツ

ああ お母さんの車［は］ 赤だ。 あれがお母さんのだ。 黒いやつ［は］

トーサンノジャ。ソンナモン。

父さんのだ。 そのようなもの。

008C：ウンソレソレ。ニモツグルマガ アリーノ ソレニ。

うんそれそれ。荷車が あってね それに。

009A：ホノナカニマダ サギョーヨーノ ケイトラガ アッテミタリ。

その中にまだ 作業用の 軽トラックが あってみたり。

010B：ムスコノトコロ フタリコソ オランケンド クルマワ

息子のところ［は］ 二人しか いないけれど 車は

サンダイモ ヨンダイモ アルワノ。イロイロナ シゴトニ ベンリデ

三台も 四台も あるね。 いろいろな 仕事に 便利で

ツカウケンナ。クルマワ ヨンダイモ アッタッテ ソレニワ ノリヨランケン。

使うからね。 車は 四台も あったって それには 乗っていないから。

イッペンニワ ノレンワナ。

一回では 乗れないよね。

011A：コーツーノベント デンキキキ。タトエバ テレビ。ノー。

交通の便と 電気機器。 例えば テレビ。ねえ。

012C：ソージャナ。

そうだね。



013A：ホレト パソコン。

それと パソコン。

014C：ソージャナ。イマワナ。

そうだね。 今はね。

015A：ソーユーモノガ フキューシテキタモンジャケン モーナンデモ ＊＊＊。

そういうものが 普及してきたものだから もう何でも ＊＊＊。

016B：イマワナ。

今はね。

017C：トカイモヤマモ ナイヨーニナ。 ナニモカモ カワルワナ。

都会も山も ［違いが］ないようにね。何もかも 変わるよね。

018A：アノイチューニ スンドッテノー イッショーイチダイニノー サダミツマデ

あの一宇に 住んでいてね 一生一代にね 貞光まで

イカズニ シンダヒトワ ヨーケオルンジャ。

行かずに 死んだ人は たくさんいるのだ。

019C：ホージャロノー。

そうだろうね。

020B：ムカシワノ。イマノヒトワ ナイケンド。｛笑｝

昔はね。 今の人は ないけれど。｛笑｝

021C：タマニデモ アルイテイッテキタッテ ヒトガ オルンゾナ。（B：ソーソー）

たまにでも 歩いて行ってきた［という］ 人が いるのだよ。（B：そうそう）

022A：アー ホレワ オレラモ アルイテイッタコトアル。

ああ それは 俺らも 歩いて行ったことある。

023C：イッタカイ。 アリャー。ホーユーナ モー オカネモナイシソノナ

行ったのだね。ありゃー。そういうね もう お金もないしそのね

アシノクルマモナイシ ＊＊＊ ＊＊＊ ヨナ。

足の車もないし ＊＊＊ ＊＊＊ よね。

024B：ウチラ サダミツイクンニ ヨジカンカカッタ。（C：ウン）

私なんか 貞光［に］行くのに 四時間かかった。 （C：うん）

025D：ココカラデスカ？

ここからですか？

026B：アルイテ ヨジカン。ホノカワリアシガ イターナルヨ。ボーニナルヨ。イマワ

歩いて 四時間。 その代わり足が 痛くなるよ。 棒になるよ。 今は

イチジカンモシタラ オーフクデキルノガナ。ムカシワ アシジャケン。

一時間もしたら 往復できるのがね。 昔は 足だから。

027A：シューセンチョクゴワ ナンジャワノー ウチノ＊ダイショーニ

終戦直後は なんだろうね ［私の］家の＊大小に

サンジューサンケンモ サンジューゴケンモ イエガアッタンジャワ。ソコニノー

三十三軒も 三十五軒も 家があったのだよ。 そこにねえ

タッタアノラジオノノー ヨンキューッテユーノガノー ピーピーガーガー

たったあのラジオのねえ よんきゅーっていうのがね ピーピーガーガー



ピーピーガーガーユーテ ホンコトガ ワカラルンガ タッタイチダイコソ

ピーピーガーガーといって 本当のことが わかるものが たった一台しか

ナカッタ。

なかった。

028C：ホージャワ。サイショワ ドコノ ラジオヤッテ ソレジャッタジャロゾ。

そうだね。 最初は どこの ラジオだって それだったでしょうね。

029A：ホナケン ジョーホーガ ワカランノ。 ホイタラ ＊＊＊ヘンニワ

だから 情報が わからないね。そしたら ＊＊＊辺りは

ソレガ イチダイモ ナカッタンジャ。

それが 一台も なかったのだ。

030C：アーヤッパリ ＊＊＊ニヨッタラ ナカッタカ。

ああやっぱり ＊＊＊によったら なかったのだね。

031A：トージワ シロイヘンニモ ナカッタンゾ。

当時は 白井の辺りにも なかったよ。

032C：アー ホナ ホレカラ ナンネンカシヨッテ フキューシテ

ああ そしたら それから 何年かして 普及して

コーデキタンヨナ。

こうできたのよね。

033A：ウン。タダアノー ニホンガ センソーニ マケタジャロ。アノトキニ アノー

うん。ただあの 日本が 戦争に 負けただろう。あの時に あのー

テンノーヘーカガ シノビガタキコトオ シノビッテ コーヤッタジャロ。

天皇陛下が 忍びがたきことを 忍び［といっ］て こうやっただろう。

アレオキキニ ソノラジオニ クロヤマノ ヨーニシテ キタンジャ＊＊＊カラ。

あれを聞きに そのラジオに 黒山の ようにして 来たのだ＊＊＊から。

034C：ホージャロノー。マコトモ。

そうだろうね。 本当に。

035A：ニホンモ マケタチューワ、テユーテ。

日本も 負けたというね、と言って。

036C：ナカッタ アノコロニワ ナカッタナ。

なかった あの頃には なかったね。

037A：ホナケン ジョーホーコーイカヤ ユーンワヤッパリノ

そうだから 情報公開なんか 言うのはやっぱりね

ムカシカラトヤッタラ モーホリャー ツキトスッポングライ

昔からと［比べ］たら もうそれは 月とすっぽんくらい

カワットルワノ。 イマダッタラ ガイコクノ コトオ ユーベデキタコト

変わっているよね。今だったら 外国の ことを 夕べ起きたこと［が］

キョーワカルジャロ。 ムカシワ コノヘンニ オッタラノー

今日［に］わかるだろう。昔は このあたりに いたらね

ユーベデキタコトワ ライネンコソ ワカランノヨ。

夕べ［に］起きたことは 来年にしか わからないのだよ。



038C：ワカランワカラン。

わからないわからない。

039B：マコトソレクライヤナ。

本当にそれくらいだね。

040C：アノー シューセンデ センソー マケタッテ ナンニチモシテ

あのう 終戦で 戦争［に］ 負けたって［いうことも］ 何日もして

ニホンワ マケタトユー アッテナ。ホンナカッタデ。

日本は 負けたという［報告が］ あってね。そのようなものだったよ。

041A：《人名》ヤ ナンノヨーナカッタンジャ。

《人名》なんか 何のようであったのだ。

042C：ホンナカッタンヨ。 ヤマニ オルケン。ニホン マケタンジャッテヨ

そんなものだったよ。山に いるから。日本［は］ 負けたのだってね

ユーテナ。

［と］言ってね。

043A：オイ。マケタンジャケニ ミンナコロサレルゾッテ。

おい。負けたのだから みんな殺されるぞと［言って］。

044C：キョーマケタッテユータッテ キョーノヒニ ワカッテナインヨ。モーナ

今日負けたと言ったって 今日の日に わかってないよ。 もうね

ラジオモナイシ。

ラジオもないし。

045B：ホナケン コロサレルケン ハヨーアルモノウマイモノ

だから 殺されるから 早くあるもの美味しいもの［を］

クットケッテノー。｛笑｝ アルモノッタッテ ツクットルノ

食べておきなさいと言ってね。｛笑｝あるものと言ったって 作っているもの［は］

ムギグライジャワナー。

麦ぐらいだね。

046A：マー ソーユー ジョーホーコーカイワ サイキンワモー ホラ

まあ そういう 情報公開は 最近はもう ほら

サンビャクロクジュード カワッタノ。

三百六十度 変わったね。

047C：ハヤイナ。チキューガ マワリヨルゴトクニナ。

速いね。 地球が 回っているようにね。

048B：ソリャソージャノ。

それはそうだね。

049A：ムカシワ モノニヨッタラ ガイコクノ コトヤ ＊＊＊ヤッタラ

昔は ものによったら 外国の ことなんか ＊＊＊だったら

イチネンモ セナンダラ ワカラナンダ。

一年も しなかったら わからなかった。

050C：マタ ガイコクトコーリューモ シヨラナンダケンナ。

また 外国と［の］交流も していなかったからね。



051A：ンーマー イチブノ セージカグライジャワ ガイコクト

んーまあ 一部の 政治家がぐらいだね 外国と

コーリューシヨッタンワノ。

交流していたのはね。

052C：アー シヨッタンジャロカイノ ウエワナー。

ああ していたのだっけ 上はね。

053B：ホラー シヨッタンダロトオモウヨ。

それは していたのだと思うよ。

054A：ホレワー アッタンジャワ。ナカッタラヤッパリ ホノ センソートカ

それは あったのだろう。なかったらやっぱり その 戦争とか

アーユーモノ デキンケンノ。 コーリューガ アッテ ニホンニ アノー

ああいうもの できないからね。交流が あって 日本に あのう

シゲンガ スクナイトユーコトデ ガイコクイテ トッテ シゲンノ

資源が 少ないということで 外国［に］行って 取って 資源の

ヨーケアルトコロノ シマデモヒトツ トランカッテユーンデ ソノー

たくさんあるところの 島でも一つ とろうかということで そのー

シンリャクセンソーチューンカ シテワイカンセンソーオ

侵略戦争というのか してはいけない戦争を

シタモンジャワノ。（C：ソーソーソー）

したものだね。 （C：そうそうそう）

Ⅴ．狸の化かし
トラック 29

001A：カッパノハナシワ イチューデワ アンマリナイケンド タヌキノハナシワ

河童の話は 一宇では あまりないけれど 狸の話は

アルノー。

あるね。

002B：ホラアルワ。 タヌキワ イマデモ ヨーケオルデ。 バンニヤ オルヨ。

それはあるよ。狸は 今でも たくさんいるよ。晩になんか いるよ。

003A：ソンナハナシヤ ナインデヨ。タヌキガ ヒトオ バカストカ。

そんな話なんかでは ないのだよ。狸が 人を 化かすとか。

004B：ホレワアッタノー ムカシカラ。

それはあったね 昔から。

005A：アッタトワ ユーンジャケンドノー。

あったとは いうのだけれどね。

006B：イヤーカスリノキモノ キトッタッテ ユータヨ。

いやー絣の着物［を］ 着ていたと 言ったよ。

007C：ワレワレワ ソンナノ ミモドーモセンナー。

我々は そのようなもの［は］ 見もどうもしないね。



008B：ソノカスリノ キモノ キタノガナ ドーロガフタツニ ナルンジャト。

その絣の 着物［を］ 着た［人］がね 道路が二つに なるのだって。

ドーロガ。ホテ アルキヨンノガ エーミチジャトオモテ アルクノガ

道路が。 そして 歩いているのが 正しい道だと思って 歩いているのが

タヌキガ コシラエタ ミチオトーッテ ホテ オチクレルト。

狸が こしらえた 道を通って そして 落ちるだと。

009C：イマダニ ホーユーバカシノアレワ アローカトユーハナシワ アルケドノ

未だに そういう化かしのあれは あるのかという話は あるけどね

ウチラワ シランケンド。

私たちは 知らないけれど。

010B：アル。アッタンジャワ。

ある。あったのだよ。

011A：ホリャ マコトジツザイスルヨーナ ハナシオ シヨッタワ。

それは 本当［に］実在するような 話を していたよ。

012B：アノナンノトコロニ ヨーオッタンヨナ。イマ 《人名》ガオル ＊＊＊ニワ

あの何のところに たくさんいたよね。今 《人名》がいる ＊＊＊には。

アノ カスリノ キモノオ キーテナ。モー ミタラ カスリジャト。キモノワ。

あの 絣の 着物を 着てね。 もう 見たら 絣だって。 着物は。

ホテ アサンナッタラナ ソレオ ナニシテ ツカマエテコロシテナ

そして 朝になったら それを 何かして 捕まえて殺してね

ネサイトンノニ ヨルワ カスリノ キモノ キートンノニ

横にしているのに 夜は 絣の 着物［を］ 着ているのに

アサンナッタラ コクバジャト。ホノキモノガ。

朝になったら 枯葉だって。 その着物が。

013C：ホンナ バカシノヨーナ コトガ アルモンダロカ イマワ ソレガ

そんな 化かしのような ことが あるものだろうか 今は それが

シンジレンノ。 コレガアルト イーナガラモ。

信じられないね。これがあると いいながらも。

014B：タヌキガ コクバオ ナニシテ カスリノ キモノニ ミセトン。 ホレダケ

狸が 枯葉を 何かして 絣の 着物に 見せているのよ。それだけ

ニンゲンノメオ ゴマカシトルナ。クラマシトンジャ。

人間の目を ごまかしている。くらましているのだ。

015A：ムカシワ アノー デアイニ カスリノ キモノ キータンガ デテ

昔は あのー 出会いに 絣の 着物［を］ 着た人が 出て

タテルッテ イヨッタワノー。

立てるって 言っていたね。

016B：イヤ ヨー 《人名》ノ トコロニ タテリヨッタンヨ。

いや よく 《人名》の ところに 立っていたのだよ。

017A：アノー ミョーダント ニシッカラノ カワノ ツキアタッタトコノー。（B：アー）

あのー ／／／／／／ 西からの 川の 突き当ったところね。 （B：ああ）



アソコデ デルッテ。アソコワ ホナケン ジコモ ヨーケアッタンゾ。

あそこで 出るって。あそこは そうだから 事故も たくさんあったのだよ。

018C：ナンカホレ アルンダロカネー。イワレガ。

何かそれ［は］ あるのだろうか。 言い伝えが。

019B：アノ オイデオイデユートコロノ＊＊＊ワ？ コーヒッコンダトコロノ。

あの おいでおいで［と］いうところの＊＊＊は？こう引っ込んだところの。

アソコニ ヨーオルトワ ハナシヨ。

あそこに よくいるとは 話［がある］よ。

020A：アソコニ オッテ トラックオ マクラレタリ ウシオーテ

あそこに いて トラックを 追いかけられたり 牛［を］引っ張って

トーリヨッテ ウシーマクッタリ シタモンジャワ。

通っていて 牛［を］追いかけたり したものだ。

021B：ソレワ ミチガ フターツデキルワケ。

それは 道が 二つできるわけ。

022C：ソーユーキケンナコトガ コンナクニニワ ヨーケオコッタト ユーンジャケン

そういう危険なことが こんな地域には いっぱい起こったと いうことだから

ワレワレ ヨーワカランケンド ナイコトワ ナカッタンジャナ。

我々［は］ よく知らないけれど ないことは なかったのだろうね。

023B：ドーロガ フタツデキル。ホーユーワ。 ホンデナ ツエオ ツイトイテ コー

道路が 二つできる。 そういうのは。そしてね 杖を ついて こう

タシカメニ ツクヒトワ バカサンノヤト。 ソレオ センヒトガ。

確かめに つく人は 化かさないのだって。それを しない人が。

バカサレルンヤ。ホンデ シタエ オトサレル。ホテ カワエナガレテ

化かされるのだ。そして 下へ 落とされる。そして 川へ流れて

シンダリシトル。 アノ《人名》ヤ アソコデ シンドンジャ。

死んだりしている。あの《人名》なんか あそこで 死んでいるよ。

アノ《人名》ガ オルチョットオクデノ。

あの《人名》が いるちょっと奥でね。

イマワ アノ オジソーサン スエトルワノ。アソコデ ウチモオチタンゾ。

今は あの お地蔵さん［を］ 据えているね。あそこで 私も落ちたのよ。

024A：ホー アレカラアノ 《人名》ノマエデモ バケモンガ デタトカノ。ムカシワ

そう あれからあの 《人名》の前でも 化物が 出たとかね。昔は

ソーユーバケモノガ デタリノー ジツザイスルト ユーヨーナ ハナシオ

そういう化物が 出たりね 実在すると いうような 話を

シタノワノー ドコデドーユートコロ アノー デルカッテユーコト イマ

したのはね どこでどういうところ あのー 出るかということ［は］ 今

コーカンガエテミタラノー イチバンキケンナカショ。トユートコロワ

こう考えてみたらね 一番危険な箇所。 というところは

ヨルナンカワ トールナヨト ユーコトジャワ。オドシアゲヨンジャ。

夜なんかは 通るなよと いうことだ。 脅しているのだ。



025B：イヤ ホレオ スワッテナー シバラクスワッタラ ホレガ ナシニナルンジャト。

いや それを 座ってねえ しばらく座ったら それが なくなるのだって。

026C：ハンシンハンギノヨーナトコロ。

半信半疑のようなところ［だね］。

027B：ホタナー イマジャッテ ミテミナ シロイノタキナー アソコニ

そしてね 今だって 見てみなさい 白井の滝ね あそこに

ウシガオルユータンヨ。

牛がいる［と］言ったのだよ。

028A：オー イヨッタ。

うん 言っていた。

029B：ウチガヨル イニヨッタンジャワ。ホレワ アノー オジーサント

私が夜 帰っていたのよ。 それは あのう おじいさんと

フタリジャケンノ コシワイワノ フタツジャケン。ホシテ シヨッタラ

二人だからね ／／／／／／ 二つだから。 そして していたら

マエニ クロイノガ ヨンゴヨンゴシヨンデ。 マコトウシカト オモッテ

前に 黒いものが よんごよんごしているのよ。本当は牛かと 思って

ソバエ ヨッタワケヨ。ミナガ ウシウシ ユーケン。

そばへ 寄ったわけよ。皆が 牛牛［と］ 言うから。

ホイタラ ナニーヤッタ。《人名》クノ ジーヤン。

そしたら 何かだった。 《人名》の家の お爺さん。

030C：＊＊＊。

＊＊＊。

031B：イヤホレワ ウシガミタミタ ユーケンダ ミナガ ホナケン キョーワ ウシガ

いやそれは 牛が見た見た 言うからだ 皆が だから 今日は 牛が

デタワ バンジャケン ウシガ デタワッテ オモタンヨ。ホイタラ ウシデ

出た 晩だから 牛が 出たよって 思ったのよ。そしたら 牛で［は］

ナカッタンヨ。 ソレワアノ ナンチュータライン 《人名》チノオヤジ。

なかったのだよ。それはあの 何て言ったらいいの 《人名》の家のオヤジ。

Ⅵ．化物の話
トラック 30

001A：《人名》チノ ヤマモンジノ ハナシワ キータコトナイカ。

《人名》の家の やまもんじの 話は 聞いたことないか。

002C：ウチ キータコトナイノー。

私［は］ 聞いたことないねえ。

003A：ムカシワ クワダイラニ ヤマオンジチューノ オッタンジャトノー。

昔は 桑平に やまおんじというもの［が］ いたらしいね。

004C：ホジャロカー。

そうなのだろうか。



005A：ホレワホノー ナンジャチューワ アキコメ カリニイテノー アノー

それはその なんだというよ 秋［に］米［を］ 狩りに行ってね あのー

ムカシノ ヒャクショーッテユーノワ ヨルカラヨルイ

昔の 百姓というのは 夜から夜へと

シゴトシヨッタモンジャケニ （C：ウン）ホテ モンテキヨッタラ

仕事［を］していたものだから（C：うん）そして 帰っていたら

コドモガオッテ ホノー ヒノクレジャキン モー エーイナンケン オーテ

子供がいて その 日暮れだから もう とても帰れないから おんぶして

オーテ インデクレ タノマレタラシーンジャ。ホンデソノ

おんぶして 帰ってくれ［と］ 頼まれたらしいのだ。 そしてその

ヤマカラ モンテキヨルオッサンガ コドモオ オータモンジャチューワ。

山から 帰ってきているおっさんが 子どもを おんぶしたというらしいのだ。

ホナ ムコーマデ オーテヤルワノーユーテ ホイタトコロノ

そしたら 向こうまで おんぶしてやるよと言って そうしたところの

ヤマオンジガ コドモニ バケトッテ オーテキヨルウチニ シダイニワ

やまおんじが 子供に 化けていて おんぶしているうちに 次第には

オモーナルンジャチュー。シダイニ メガタガマシテ オーテ ヨー

重くなるのだというのだ。次第に 目方が増して おんぶして とても

アルカンヨーナッテ オロシテミタラ ヤマオンジジャッタトユー。

歩けなくなって おろしてみたら やまおんじだったという。

006C：アリャー。アノヨーナコトモアルノ。

ありゃー。あのようなこともあるのね。

007A：ホレデ ホンナラ ナンデオータカトユッタラ アノ オイナワデ

それで ほしたら なんでおんぶしたかと言ったら あの 追い縄で

オーテキヨッタンジャチューワ。アノオイナワッテ ユーノワ

おんぶしてきたのだというのだ。あの追い縄と いうものは

ナガサガ コー ダンニナットロ？

長さが こう 段になっているだろう？

008C：ナットル。

なっている。

009A：アレジャチューワ。ホレデ ナンデシトルカッテ ユータラノー オイナワガ

あれだというのだ。それで 何でしているかと いったらね 追い縄が

キレテ カタイッポ ミジカイケニ オエンゾトユー ソレオアカシニ

切れて 片方［が］ 短いから おんぶできないぞという それを証拠に

オイナワトユーノワ アノ ワザトニ ホーユーン ジュンバンニ

追い縄というのは あの わざと そういうもの［を］ 順番に

シトルンジャチューワ。 ヤマオンジ オータライカンケンノ。 ソレオ

しているのだというのだ。やまおんじ［を］ おんぶしたらいけないからね。それを

オワンタメニ オイナワワ ジュンバンニ シトル。 イマダニ ホノ

おんぶしないために 追い縄は 順番に している。未だに その



オイナワワ ドコニアッテモ。

追い縄は どこにあっても。

010C：キッチリイッショニ ナットルノワ ナインジャワナ。

きっちり一緒に なっているものは ないのだろうね。

011B：ナットランナ。

なってないね。

012A：キッチリシトランワノ。 チガエトルワノ。ホーセニャ ヤマオンジオ

きっちりしていないよね。違えているよね。そうしないと やまおんじを

コトワレンノジャチューワ。

断れないのだというのだ。

013C：コトワレンワノー。ミジカイケンオエンゾ トユーテ。

断れないだろうね。短いからおんぶできないぞ と言って。

014A：オイナワガ カタイッポキレテ ミジコーナットルケン オエンケニ

追い縄が 片方切れて 短くなっているから おんぶできないから

コラエテクレユーノデ オワンノヤチュー。

勘弁してくれというので おんぶしないのだという。

015C：ネカラハエ ホコガ コンナヨーナ ハッキリシタコトガ ワカランワノー

根から生え そこが このような はっきりしたことが わからないのね

ナカナカ。ナニカガ コーユーナコトガ タシカニ コーイヨルケドノ。

なかなか。何かが こういうことが 確かに こう言っているけどね。

016A：マートージワ ホナケニ ナンダロゾノ ホノー アカシモ

まあ当時は だから なんだろう そのー あかしも

エーアカシ モットランモンジャケニ ヒガクレルマデワ

良いあかし［を］ もってないものだから 日が暮れるまでは

ヤマニワ オルナ トユーコトダロゾノ。

山には いるな ということだろうね。

017C：ウーン ソレモアローナ。

うーん それもあるだろうね。

018B：ムカシワヨー ヤマジョロ ヤマジョロユーノモ オッタユータヨ。

昔はよく やまじょろ やまじょろというのも いた［と］言ったよ。

019A：ヤマジョロノー。

やまじょろねー。

020B：ホレワ アタマノ ヒゲニ カネガ ツイトッタ ユーターデーナ。 ホンデ

それは 頭の 髭に 鐘が 付いていた ［と］いったよね。そして

イゴクタンビニ ジャラリンコンジャラリンコン ユーテ。

動く度に じゃらりんこんじゃらりんこん ［と］いって。

021A：ソレニ アノ《人名 A》ガヤラレタンジャノー。（C：フーン）

それに あの《人名 A》がやられたのだね。 （C：ふーん）

アーミンナ シランノー。

ああみんな［は］ 知らないね。



022C：シランノ ウチラワ。

知らないね 私たちは。

023A：《人名 A》テユーノワ セッショーバカリオシテ コドモ ヤシノータンジャ

《人名 A》というのは 殺生ばかりをして 子ども［を］ 養ったのだと

チューワ。 ホダケニ モージューガツゴロガ キタラ ホノー ケダモノノ

いうらしいのだ。だから もう十月頃が きたら その 獣の

カワガ ウレルケンノ。シオダケオーテ クロカタノ ホーカラ

革が 売れるからね。塩だけ背負って 黒方の 方から

ゼンラナッテ ヤマオクエ ハイッテ ハルノ シガツ＊＊＊ニワ

全裸［に］なって 山奥へ 入って 春の 四月＊＊＊には

デテコンノジャチューワ。ホイタラ ソノヤマイ セシオニ コモットルウチニ

出てこないというのだ。 そしたら その山に ＊＊＊に 篭っているうちに

シシトカ アノー シカトカ ユーヨーナモノ トッタラホレ

獅子とか あの 鹿とか いうようなもの［を］ 獲ったらそれ［を］

ニクニシテ オーテデテ ウッテ ホテマタ ヤマエ ハイリハイリ

肉にして 背負って［山を］出て 売って そしてまた 山へ 入り入り

シヨッタモンジャチューワ。

していたものだというらしいのだ。

024C：アリャー。

ありゃー。

025A：ホレオ イッショーイチダイ シヨッタトコロガ ホノー ナンジャチューワ

それを 一生一代 していたところが その 何だというのだ

ヤマジョーラニ オータンジャチューワ。 ホノ ホンダラノー ヒノクレニ。

やまじょーらに 出会ったのだというのだ。その ほんだらね 日暮れに。

026C：ホンダラトカ ユーノワ キータコトアルヨーナ。

ほんだらと かいう［も］のは 聞いたこと［が］あるような。

027A：イヤ ホレ ジツザイスルンゾ。ソノハナシワ。ホシテ ヤマジョーラニ

いや それ［は］ 実在するのだよ。 その話は。 そして やまじょうらに

オータケンド ホノナニワー 《人名 A》ワ ヤマジョーラト ユーノワ

出会ったけれど その何は 《人名 A》は やまじょうらと いう［も］のは

シランノジャチューワ。 ホンデ ホノムカシノ ヒナワジューデ

知らないのだというのだ。そして その昔の 火縄銃で

ウチマクッタンジャチューワ。ホイタトコロガ ホノ テッポーノ

撃ちまくったのだというのだ。そうしたところが その 鉄砲の

タマオ ウケルンジャ ヤマジョーラワ。

弾を 受けるのだ やまじょうらは。

028B：テデ コーヤッテ ウケルンジャチュー。ホンナイヨッタワ。 ウチノ

手で こうやって 受けるのだという。 そんな［風に］言っていたよ。私の

ジーヤンモ ヨーイヨッタ。

お爺さんも よく言っていた。



029A：ホイテ ウッテウッテシテ タマノナシニナッテ スンダラ

そして 撃って撃ってしていたら 弾がなくなって 済んだら

ヤマジョーラノ ユータッテ コンダヨッテ。 ホラ ウチコロバソート

やまじょうらの ［と］言ったって 来なかったって。それは 撃ち殺そうと

オモタラ ハガマノ ツベニ イボノアルヤツ アレオ モイデモッテキテ

思ったら 羽釜の 縁に いぼのあるやつ あれを 取って持ってきて

アレデ ウテッテ アッタワ ムカシ。ナベノツベニ ＊＊＊ノヨーナノー。

あれで 撃てって あったよ 昔。 鍋の縁に ＊＊＊のようなねえ。

030C：アッタアッタ。コロコロセンタメニノー。

あったあった。ころころしないようにするためにねえ。

031A：ホレオ モッテキテ ウッタンジャ ウテンゾト ユータッテ。ホシテコンドブリニ

それを 持ってきて 撃ったのだ 撃てないと 言ったって。そして久しぶりに

イッタトキニャ ヤマジョウラワ オラナンダッテユー。ソノ《人名 A》テユーノワ

行った時には やまじょうらは いなかたったという。その《人名 A》というのは

ボーサンニモ オータッテ ユーノー。ボーサンナ ナンゾホノ シャミセンカ

坊さんにも 会ったって 言うねぇ。坊さんね 何だその 三味線か

ナンゾモットルノニ コーイトオ カケヨートスルンジャチューワ。ホンダラホレガ

何か持っているのに こう糸を かけようとするのだという。 そうしたらそれが

ホノ《人名 A》ノトコニイトガクルンジャチューノ。《人名 A》ガアトイヨリアトイヨリ

その《人名 A》のとこに糸が 来るのだというねぇ。《人名 A》が後ろへ 後ろへ

シヨッタラウシロイ ムイテミタラ タキニ アタマオ ウッタモンジャチューワ。

下がったら後ろ［に］向いてみたら 滝に 頭を 打ったものだというのだ。

ホデ コレワ オチタラ オラワ イノチオ シマウト イウコトデノー

そして これは 落ちたら 私は 命を しまうと いうことでね

《人名 A》ワ ホノー オガンオ シタンジャチューワ。

《人名 A》は その お願いを したのだというのだ。

サモドーゾコラエテクレト。イノチダケワ。ホラ インダラ

／／どうぞ勘弁してくれと。命だけは。 そうして 帰ったら

ハチジューハッカショ タテテ ホイテ オマツリオ スルト。ホシテ

八十八ヶ所［を］ 建てて そして お祭りを すると。そして

ミロクサンモスルゾト ユーテ ホイテ オガンオ シタンジャチューワ。

弥勒さんもするぞと いって そして お願いを したのだというのだ。

ホイタラ ソレガ イマオヤウチニ ハチジューハッカショ アローナ。

そうしたら それが 今御家内に 八十八カ所 あるだろう。

032C：アー アルゾン。アレ ホナキッカケデ デキタンジャロカ。

ああ あるね。 あれ［は］ そんなきっかけで できたのだろうか。

033A：ホノキッカケデ シトンジャ。 ホレカラ ミロクサンモ ミアゲルヨーナン

そのきっかけで しているのだ。それから 弥勒さんも 見上げるようなもの

アローナ。 ホレモ《人名 A》ガシトル。

あるだろう。それも《人名 A》がしている。



徳島県美馬郡つるぎ町一宇方言の概観

今井彩智1・髙木美和2

１．はじめに

本稿では徳島県美馬郡つるぎ町一宇（旧一宇村。以下、一宇村）にて得られた談話音声中

から、その語彙・文法・音韻の特色について報告する。

森（1982）によると、徳島県諸地域は言語面から 5 つの区画に分けられる。三好山分・美

馬山分・那賀山分などから成る「山分地域」、三好・美馬の山地及びその周辺の平地から成

る「上郡地域」、麻植・名東・名西山地と周辺の平地から成る「下郡地域」、勝浦・那賀山地

と周辺の平地から成る「うわて地域」、海部郡の一帯の「灘」の 5 区画である。一宇村は山

分（さらに細かく分けると北方山分）にあたるとされている。また森（1982）には、区画ご

とに音声や音韻の特徴をまとめた表や、徳島県内で見られる文法や音声、アクセントが細か

く紹介されているため、これと照らし合わせながら分析していくこととする。その他にも、

阿波学会研究紀要第 57 号に一宇村に焦点をあてた方言の報告がある（仙波・村田 2011）た

め、こちらも合わせて触れていこうと思う。また、談話のテーマは話者が幼かった頃の当時

の暮らしや遊びについて言い伝えられている民話などで、話者は男性 1 名・女性 2 名の計 3

名である。

２．１ 方言語彙の特色について

２．１．１ 名詞

一宇村にまつわる伝説についての談話中において伝説上の生き物である「ヤマオンジ」

「ヤマジョロ」「ヤマジョーラ」という妖怪名の使用が見られた。「心のふるさと 十津川村」

によると、「ヤマジョーロ」は漢字で「山女郎」となり、熊野八鬼尾谷ネジ滝のヤマジョー

ロについてはヤマンバだったとも伝えられている。

（2）Ⅸ-003C：ムカシワ クワダイラニ ヤマオンジチューノ オッタンジャトノー

のほか｛（2）Ⅸ-005C（2）Ⅸ-009A｝においても同様の使用が見られた。また「ヤマジョー

ロ」「ヤマジョーラ」については以下の用例が確認された。

（2）Ⅸ-018B：ムカシワヨー ヤマジョロ ヤマジョロユーノモ オッタユータヨ

（2）Ⅸ-025A：ホノー ナンジャチューワ ヤマジョーラニ オータンジャチューワ

この他｛（2）Ⅸ-025A（2）Ⅸ-027A（2）Ⅸ-029A｝においても同様の使用が見られた。

次に、「ウチンク」など「○○の家」という意味で「○○ンク」の使用が見られた。

（2）Ⅲ-014B：ウチンクノ ジーチャンガノ イキトルノンワ

1 徳島大学総合科学部人間文化学科 4 年
2 徳島大学総合科学部社会創生学科 4 年



その他、｛（2）Ⅴ-029B｝においても同様の使用が見られた。金沢（1960）によると「ク」

は漢字で「処、家」となる。また同書によると、「家」の意味の用例として「ワンク〔我が

家〕」「オマンク〔お前の家〕」が挙げられており、今回の談話資料から得られた例と同様に

所有の意味を表す格助詞「の」が撥音化している。なお、「く」を「所、住み処」の意味に

用いているのは四国方言の特徴であり、古くは「オルク（居る処）」「ソコナク（そこの処）」

のように独立性を持った名詞として使用されていた。

次に「ダルゴイ」の使用が見られた。

（2）Ⅰ-013A：ホノー コヤシオ ダルゴイオノー

仙波・村田（2011）にて「ダルゴエ」は、人糞、人尿のことを指すとされ、「ゴエ」は漢

字の「肥え」だと考えられる。談話中では「ダルゴイ」を肥料に使っていたと述べている。

「ダルゴエ」の「エ」に音韻変化が生じ「ダルゴイ」になったものと思われる。

次に「コクバ」の使用が見られた。

（2）Ⅴ-012B：ヨルワ カスリノ キモノ キートンノニ コクバジャト

金沢（1960）によると「コクバ」とは松の落ち葉を意味しており、それにちなんで竹製の

落葉を掻き集める熊手のことを「コクバカキ」と呼ぶ地域もある。

次に「ワカイシ」については次のような使用例が見られた。

（2）Ⅲ-016B：イットキチカラワアルンヨ。ワカイシヤケン

「ワカイシ」は「ワカイ」と「シ」に分けることができる。金沢（1960）によれば「シ」

は漢字の「衆」の意味となり、ここでの「ワカイシ」は「若者」という意味である。

２．１．２ 動詞

「帰る」の意味である「イヌ」の使用が見られた。金沢（1960）には「去る」「帰る」の

意味であるという記述がある。談話中では以下のように「イヌ」を活用させた使用が確認で

きた。

（2）Ⅴ-029B：ウチガヨル イニヨッタンジャワ

（2）Ⅸ-005A：モー エー イナンケン オーテ オーテ インデクレ

次に「無くなる」という意味の「ナシニナル」の過去形の使用が見られた。

（2）Ⅱ-016A：シヨッタラ ソーユーモノガ ナシニナッテスンダ イマワ

仙波ほか編（2007）のグロットグラムを見ると徳島市から山川町間では「ノーナル」が多

く使用されていることがわかる。しかし、山間部の地域は「ナシニナル」の使用が多いこと

から、一宇村もこれに含まれていると考えられる。

「担ぐ」、「背負う」の意を表す「カタグ」の使用が見られた。

（2）Ⅲ-006A：ホンナランコトカラ カタイダリ ソンナンバッカリ シトルケン

岸江ほか編（2012）をみると徳島県だけでなく愛媛県、香川県共に確認でき四国全体で使

用されていると考えられる。今回の調査対象者は高齢の方であり、この分布と一致している。



２．１．３ 形容詞

「コマイ」については次のような使用が見られた。

（2）I-025C：コマイキンワ フチニ カライグライジャケン コロスンジャナ

『日本国語大辞典 第二版 第五巻』（2001）によると「コマイ」には「ものの大きさが

小さい。年齢が少ない。細かい」の意味があるが、ここでは「小さい」という意味合いで使

用されている。また、

（2）Ⅲ-003B：カラダモ オッキナシノー ウチラワ コマイケンド

というように「コマイ」が使用されており、ここでは背が低いという意味で使用されてい

る。また、「オモロイ」という使用も見られた。

（1）Ⅱ-011A：ソレガマタ オモロインジャ トーモロコシオ

徳島県において共通語の「面白い」にあたるものは「オモッショイ」という形式が多く、

「オモロイ」の浸透は仙波ほか編（2007）からわかるように比較的若い世代が中心であると

いうのが現状だ。よって老年層の話者から発せられたという点が興味深い。実際に 2007 年

の調査でも、60 歳（調査時）以上の方の回答が 40 件以上あった中で 3 件にとどまった「オ

モロイ」だが、そのうちの 1 件は同じつるぎ町の貞光で出ている。

２．１．４ 副詞

「ダレッチャ」については次のような使用が見られた。

（2）Ⅰ-006B：ホタラ イマワナ ソンナモノ ダレッチャセンデー。

動詞の否定形である「～セン」と組み合わせて「誰もしない」という意味になる。徳島方

言である「ナンチャ」と同様、「誰も（何も）～（し）ない」の意味を表す際によく用いら

れる表現である。

「たくさん」の意味である「ヨーケ」「ヨケ」の使用が多数見られた。

（2）Ⅴ-023C：チーサインカラ ヨーケオッタヨ

（2）Ⅱ-004C：ジューネンワ ヨケイキレヨル マエトダッタラナ

その他、｛（2）Ⅳ-018A（2）Ⅴ-002B（2）Ⅴ-022C｝においても同様の使用が見られた。『日

本国語大辞典 第二版』によると、「ヨウケイ」は「余計」が変化した語であり使用地域と

しては兵庫県などが挙げられている。「ヨーケ」はこの「ヨウケイ」が変化してできたもの

だと考えられる。岸江編（2011）をみると、「ヨーケ」は四国全域で使われており、特に香

川県と徳島県の広い範囲で使用されていることがわかる。

次に、「すごく」という意味の「ガイニ」の使用が見られた。

（2）I-001A：イチバンミンナ ガイニ カワッタノワ

『仙波教授の阿波弁講座』（2002）によると、この「ガイニ」の「ガイ」は漢字の「我意」

であり、「ガイナ」のわがまま、乱暴で思った通りにするという意味から派生し、「ひどく、

激しく」という強調を表す副詞として使用されるようになったと考えられる。

また「マコト」という副詞の使用も見られた。



（2）V-029B：マコトウシカト オモッテ

「本当に」という意味であるが、仙波ほか編（2007）のグロットグラムをみると穴吹町よ

り南で使用されていることがわかる。しかし、年齢別にみると、比較的高齢者に多く見られ、

若者はあまり使わない傾向にあるということがうかがえる。

２．２ 方言文法の特色について

２．２．１ 助動詞

断定の助動詞については、「ジャ」の使用が見られた。

（1）Ⅰ-055A：ヒトツノゲームジャワ

（1）Ⅰ-061B：ソレグライジャノ ガッコー イッキョッター。

（1）Ⅱ-051C：ソレガ フツージャッタンヨナ

これは山分地域の特徴とされている。一方県内には共通語「ダ」のほかに「ヤ」を使用し

た形も存在する。これは森（1982）では灘地域で多く見られるものとして紹介されており、

仙波ほか編（2007）などからは里分（徳島市周辺）地域の老年層にも浸透しつつあることが

分かる。また同書における調査では、吉野川中流域にあたるつるぎ町周辺において「ジャ」

以外の回答が見られる。しかしそれは「ヤ」ではなく「ダ」である。特に項目「雨だった」

を見て分かるように、河口の地域と比較して「ヤ」と「ダ」の比率に明らかに差がある。本

調査で得た談話においても仮定の意味の「～ダッタラ」も合わせて「ダッタ」の使用が「ジ

ャッタ」と同程度見られたのに対して、「ヤッタ」は「ヤル」の過去形「ヤッタ」を除くと、

（1）Ⅲ-018A：コレガ モー マイネンノ ゲンキンシューニューヤッタノ

（2）Ⅱ-038A：ムカシカラトヤッタラ

の 2 件のみで、「ダッタ」と比べてかなり少ないことが分かる。また助詞とは異なるが、似

たような変化の特徴を持っているものに、形容動詞の過去形「静かだった」などの「だ」の

部分がある。森（1982）の表 16 にて、断定の「ジャ」「ヤ」「ダ」の活用の型は「形容動詞」

とされていることから、似た特徴が出てくるのは自然なことであろう。仙波・村田（2011）

から分かるように、この地域において古くからある形の「ジャ」を使った「ジャッタ」は少

なくなってきているものの、下郡や海部に見られる「ヤッタ」よりも「シズカナカッタ」と

いう形が多く見られるようになっている。ただし、本調査の談話には残念ながら形容動詞を

過去形にする場面がなかったため、確認することが出来なかった。

２．２．２ 接続助詞

接続助詞について、最も多かったのは順接の意味の「ケン」「ケニ」である。文の途中で

も使用されているが、「そうだから」という意味の「ホナケン」のようにセットになって文

頭に多く見られている。「ホナケン」は共通語の「そうだから」にあたることばで、『仙波教

授の阿波弁講座』（2005）では「そう（ソー）」のサ行がハ行に交替して短音化した「ホ」と、

断定をあらわす「ナリ」に由来を持ち共通語の「ダ」の部分になる「ナ」、理由を表す「ケ」



に「ニ」がついたものとされている。

（1）Ⅱ-001A：ショクリョーナンダッタンジャワ。ホヤケン

（1）Ⅱ-099A：ホヤケン オショーガツニ モチオツイタッテ

という表現が見られるが、これは断定の部分が「ヤ」に替わっているものである。仙波ほか

編（2002）の言語地図から分かるように徳島県で「ヤ」が使用されるのは、地理的には吉野

川下流、世代では若年層が中心であり、つるぎ町の老年層ではほとんど確認されていない。

近隣の地域にまで「ヤ」の勢力が拡大してきているという訳でもない。そういった中で「ホ

ヤケン」が確認されたため、どこから影響されたものなのだろうか、その経緯が非常に興味

深い。また談話において、「キン」という形も見られた。

（2）Ⅱ-004C：セナイカンカッタキン

「キン」は仙波・村田（2011）によると、徳島県で使用される地域は三好郡と東祖谷山村

に限られてきており、調査時には 1 件も回答がなかったと報告されている。岸江・玉ほか編

（2014）を見てみると、これまでは旧穴吹町と旧山川町で分布が二分されていた境界が若干

西進する程度であったものの、この 2013 年の調査では仙波ほか編（2007）の調査時と比較

して「ケン」「ケニ」の勢力が明らかに西部にまで拡大していることが分かると述べられて

いる。以上のことから「キン」「キニ」の使用は減少の途上にあり、この地域においてゆく

ゆくは併用という形でも見られなくなるのではないかということが予想される。なお「ケン」

と「ケニ」については同じ人の中でも両方使用しているため、地域差や個人差がかなりある

と言える。

２．２．３ 副助詞

副助詞で目立ったのは共通語で「～なんか」にあたる「ヤ」であった。

（1）Ⅱ-063C：オコメノゴハンヤワ

などで見られる。岸江・清水ほか編（2014）の該当地域の談話中からも、副助詞「ヤ」が見

られており、一宇村で盛んに行われる表現であることを確認することができた。

２．２．４ 格助詞

次に格助詞についてだが、特徴的な格助詞というよりもまず圧倒的に目立つのは格助詞

の脱落であった。例えば、

（2）Ⅳ-007A：カーチャンノクルマ アカヤ

（1）Ⅰ-009C：アソビカタ シタンデナ

（1）Ⅰ-073B：アヤトリ ユーンナ

などと、ほとんど全ての話題、話者において主格や目的格などの格助詞の脱落が生じている。

格助詞「は」や「が」の省略は長谷川（1993）によると、そもそも対比性や排他性を不問に

して中立的に取り戻す「やわらげ」の機能を持つとされており、方言と言うよりも日本語ネ

イティブスピーカーによる日常会話等の砕けた会話であれば見受けられるものだという。



一方｛（1）Ⅰ-073B｝のような「○○［と］ユー」の形をはじめ、「○○［が］▲▲する」な

ど、格助詞が省略された形は、一宇村を含む山分と県南沿岸（灘地域）とを合わせた地域に

おいて特に顕著に見られるものとして紹介されている。

また、このほかに場所や方向に付く格助詞「へ」「に」について、森（1982）に特徴とし

て紹介されている「イ」を確認することができた。使用例は以下のようになる。

（2）Ⅵ-031A：アトイヨリ、ウシロイ

２．２．５ 文末詞

文末詞については、「ナ」「ノ」「ヨ」が主に使用されていた。疑問を表す「エ」も 1 件見

られた。

（2）Ⅰ-029C：ホーエー

残念ながら森（1982）で一宇村の名前を具体的に挙げて特徴としている「行クエ」の形で

はなかったが、里分（都市部）では見られない方言が確認できた。

２．２．３ アスペクト・テンス

アスペクト・テンスについて、「ヨル」「トル」の使用が確認できた。進行態は

（1）Ⅱ-046A：クチグチニユータラ ロクオンシヨルヤロガイ

（1）Ⅰ-033C：ゴママワシモ ビラーットヤッテ マワシヨッタデー

結果態は、

（2）Ⅰ-006B：スイセントイレニ シトルヨ

などが例として挙げられる。結果態「トル」のテンス過去「トッタ」は他のものに比べて使

用頻度が低かった。

進行態について注目してみると、基本的には、

（1）Ⅱ-099A：コーユーザコクモ ツクリヨッタンジャ

のように動詞の連用形の後に促音や撥音を含まず、「ヨル」「ヨッタ」と接続しているものが

多く見られたが、話者 B にのみ、

（1）Ⅱ-030B：リヤトカノボッテ トンジョッタラノ シタカラ

という撥音便・子音変化の形が見られた。進行態と結果態の使用区別については、

（1）Ⅱ-019B：ヨソノ ツクットルヤツオ

が使用された場面を分析することによって見ていく。この場面ではよその家の木になっ

ている桃などの実を盗る話をしており、盗るためにはそれらが育っている途上にあるので

はなく既に実が出来てしまっている木を思い浮かべることとなる。よって「ヨル」ではなく

「トル」になる。いずれの話者も「ヨル」と「トル」の使用を意図的に行っていると言える。

しかし、｛（1）Ⅱ-095C｝では「イッテタ」という共通語に近い表現も見られた。本来は「イ

キヨッタ」あるいは「イットッタ」が使用できる場面であるが、調査者の質問に対して丁寧

に答えている場面であるため、改まった表現を選択したものと考えられる。また、適切な表



現が進行態か結果態かも曖昧な場面であるので、他の場面より共通語化が起こりやすかっ

たのではないかとも考えられる。その他｛（1）Ⅱ-106C｝にも同様のものが見られる。

２．２．４ 動詞の否定形

動詞の否定形については、否定形過去の形で、

（1）Ⅰ-022A：ミナワ カクレンボワ セナンダカ

のような「ナンダ」の形が目立った。仙波・村田（2011）によると、徳島県山分の地域では

「行カザッタ」のような「ザッタ」の使用が本来の特徴であったが、一宇村では既にそうい

った回答が確認できなくなっているという。当時の調査では、共通語「しなかった」に対す

る回答で「セナンダ」が全件、「行かなかった」に対する回答で「行カナンダ」が 9 件「セ

ンカッタ」が 1 件、「行けなかった」に対する回答で「行ケナンダ」が 9 件「行ケザッタ」

が 1 件と報告されており、可能の意味を含まない否定形過去では「ザッタ」が使用されなく

なっていることが分かる。

２．３ 音声・音韻の特色について

２．３．１ サ行ハ行音・マ行バ行音の交替

一宇村での調査で最も多かった音声・音韻の特徴は、徳島県全体的に傾向のあるサ行ハ行

音の交替であった。

（1）Ⅰ-002B：ホンナコトナイワ

（1）Ⅰ-003A：ホーカ

（1）Ⅰ-010B：ソノママ モッテイク。ホレカラ トーモロコシワ

などに見られる。しかし、

（1）Ⅰ-060C：ソーウ ワレワレノ ショーガッコー

（1）Ⅰ-061B：ソレグライジャノ

のように必ずしもサ行がハ行に替わるという訳ではなく、話者自身が明確に使い分けを行

っているとは言えない。「ケン」「ケニ」といった接続助詞と組み合わさっていればサ行音か

らハ行音への交替が行われる頻度が増すのだが、「それが」など格助詞が付くだけの場合や

「そうそう」といった相槌などで使われる場合はサ行のまま使われていることが多い。

一方でマ行バ行音交替は、徳島県内の老年層に見られる特徴とされているが今回はあま

り見受けられず、

（2）Ⅲ-004A：オシリガ デトラン。コツバンガ セマイ

のように交替されずに発音されている。



２．３．２ 促音・撥音・拗音化

次に、促音・撥音・拗音化について触れていく。促音化は、〔k〕に接続する形で、

（1）Ⅱ-013A：オー キョーワ アソコノヤマ イッカノー

が見られた。撥音化は、森（1982）によって山分の特徴として例示されている「コンマイ」

などがあまり見られず、

（2）Ⅰ-025C：コマイ キンワ フチニ カライグライジャケン

のような撥音化していない形であった。拗音化については、まず仙波・村田（2011）で紹介

されているサ行が口蓋化したシャ行の発話が見られた。

（1）Ⅱ-010B：シャツマイモワ ムシテ ソノママ モッテイク

などである。森（1982）では、うわて・下郡の特徴とされていたが、一宇村でも見られた。

また、仮定形においても拗音化が見られた。

（1）Ⅱ-025B：ホナケン ナインジャケンナ ソレオタベニャ

（2）Ⅵ-012A：キッチリシトランワノ。 チガエトルワノ。ホーセニャ

金沢（1961）には、仮定形は「オキリャー（起きれば）」「ニゲリャー（逃げれば）」など

が例として挙げられている。同書には、「ショー（しよう）」「オキョー（起きよう）」など意

志を表す際においても拗音化の兆候が見られるという記述がある。また常に拗音化するわ

けではなく、

（1）Ⅱ-089C：ウン ホレデオギナワナイカンノナ

のような発話も見られる。

２．３．３ 長音・短音化

次に、長音・短音化についてだが、長音化は、

（1）Ⅰ-008C：オトコノコーワ オトコノコーナリノ

（1）Ⅰ-033C：ケンケンパーノナ アノアソビカタッチノナ

（1）Ⅰ-029C：ナンゾノ アノーママルーニカイテ

などに見られた。ただし、発話番号から分かるようにこれも拗音の項目で述べたように、話

者によってかなり違いがある方言であるようで、本調査では話者 C に最もその特徴が見ら

れたが、一方で、

（1）Ⅰ-007B：オトコノコワ ゴマオシテ アソンダワナ。

（1）Ⅰ-081A：オレワー オトコノコジャケン シトランワ

（1）Ⅰ-032A：ケンケンパ

のように話者 A、B にはあまり見られなかった。反対に短音化は、

（1）Ⅰ-040B：コノツメノヨーナ アノナ ザットコシテ

のように確認はされたものの、森（1982）で山分の特徴として例に挙げられている「ガッコ

（学校）」や「サト（砂糖）」は、

（1）Ⅰ-061B：ソレグライジャノ ガッコー イッキョッター



（1）Ⅲ-010C：オサトートカナ。ホンナモノ アノー

のように、いずれも短音化されない形で発話された。

２．３．４ 脱落

短音化は少なかったものの、一方で脱落によってことばが短くなっている例はかなり多

く見られた。

（1）Ⅱ-001A：ヤマエイッテ ナニデモヒロテ クータモンジャ

（1）Ⅱ-023B：エーワトオモテ アノー オトナワ ミテクレルケドナ

（2）Ⅳ-056A：シゲンガ スクナイトユーコトデ ガイコクイテ

のような促音の脱落や、

（1）Ⅰ-029C：ソレカラ ナンゾノ アノーママルーニ

（2）Ⅲ-001B：ムカシトイマトナラナー ゼンゼンチャウ ホデ

のような撥音の脱落である。｛（2）Ⅲ-001B｝に関しては、共通語の「ソレデ」が徳島県内広

域で特徴的とされるサ行とハ行の交替と、〔d〕に接続する「レ」が撥音化を経由して「ホン

デ」になり、そこから撥音が脱落したものと思われる。

２．３．５ その他

その他、音の変化として確認することができたものを紹介する。まず母音に関して、「イ

ウ〔iu〕」が「ユー〔juː〕」に変化する例が全体的に見受けられた。

（2）Ⅵ-018B：ヤマジョロユーノモ オッタユータ

（1）Ⅱ-056A：コメノメシオ クウッテユータラ ボントショーガツト

などである。さらに直前の「ト」や「ッテ」が省略されていない例で、タ行の子音と合わさ

って「チュー」となる表現も多く見られた。

（1）Ⅰ-044C：メンコノアソビッチューノ メンコノアソビナ

（1）Ⅱ-025B：ソレオタベニャ オカシッチューオヤツワナイ ソレダケ

などである。なお、

（1）Ⅰ-071A：アレワ アヤトリッテユン

のような「って」がそのままで「ユー」が短音化した例もあった。「～という」以外にもこ

の村の名前の「イチウ（一宇）」の〔iu〕が〔juː〕に変化して「イチュー」となる。〔o〕か

ら〔u〕への母音変化も、

（1）Ⅱ-050A：アスコノ ハタケノコジリニ モモガナットルゾ

などに見受けられた。これは森（1982）によって特に山分の老年層の特徴として挙げられて

いるものであり、現在でも一宇村で残っていることが確認できた。〔au〕の母音変化は、

（2）Ⅳ-026B：ホノカワリアシガ イターナルヨ

が見られたが、仙波ほか編（2007）では、打消に接続されているものの項目「赤くない」の

結果からつるぎ町周辺では「アコーナイ」「アコナイ」のような〔oː〕〔o〕を使った形が主



流であるということがわかる。しかし「イトーナル」ではなかったため、吉野川河口の地域

から〔aː〕や〔a〕への変化の波がこの地域まで押し寄せてきているのかもしれない。

仙波・村田（2011）にて形容詞の音便形「ヨーテモワルーテモ（良くても悪くても）」に

変化が起こっているとの記述があった。西日本方言の特徴であるこの音便形だが、高齢者に

おいても非音便形、つまり共通語的な表現を使用するようになっているとのことだ。仙波・

村田（2011）における調査では、ク活用形容詞の打消「赤くない」について、親しい間柄で

は「アコーナイ」が 9 件、目上の人に対しては「アコーナイ」が 4 件「アカクナイ」が 4 件

という結果が出た。相手や場面による使い分けがなされているといえる。さらに、シク活用

の形容詞「嬉しくて」では、親しい間柄の場合では「ウレシーテ」が 6 件「ウレシューテ」

が 3 件「ウレシクテ」が 1 件、目上の人の場合では「ウレシーテ」が 2 件「ウレシューテ」

が 1 件「ウレシクテ」が 7 件というように、シク活用で変化が起こりやすいことも指摘して

いる。本調査では、｛（2）Ⅱ-017C：ヨクナットル｝ほか数件が見られた。これについても「ヨ

ーナットル」でなかったのは調査者（大学生）に対して説明をしているということで、共通

語的な話し方になったものと考えられる。

ワ行五段動詞「買う」のウ音便形「コータ」の連用形、

（2）Ⅰ-001A：ヒリョーオ コーテ ヤサイニ ヤルコト

が見られた。なおこの形は、西日本方言としての特徴であり、言い換えれば非音便形が使

用されないのが特徴だが、仙波・村田（2011）では、一宇村において目上の人に対して非音

便形が確認されたことが述べられている。

３．まとめ

本談話中からは、一宇村を含む徳島県山分地域の方言の特色が色濃く見受けられた。しか

し同時に下郡地域などの県内の都市部の地域、他県、共通語圏からの影響で変化の途上にあ

る言葉も多く見られた。またそれらは、使用の個人差が明らかに表れていたり、同一人物の

中でも無意識の併用が見られたりと様々であった。地理的に郷中（農村部）や町分（都市部）

よりも隔たれた山分地域であってもここまで様々な言語の変化が見られているということ

から、言語変化の波及速度に改めて驚きを感じざるをえない。
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地域概説

徳島県三好市



三好市の概観

徳島県三好市は県西部に位置する市で、2006 年（平成 18 年）3 月 1 日に三野町、池田町、山城

町、井川町、西祖谷山村、東祖谷山村が合併し誕生した。旧三野町にあたる地域は飛び地として

三好市に属している。

四国地方のほぼ中央に位置する三好市は古くから地域の交通の要衝として発展してきた。合併

以後、徳島県西部地域の社会的・文化的・経済的中心地としての地位を築いている。

三好市の推計人口は 28,975 人（男性 13,537 人・女性 15,438 人）、世帯数は 13,362 人となってい

る（2014 年（平成 26 年）12 月 31 日現在）。地域の面積は 721.48 ㎢あり、三好市役所が東経 133

度 48 分 39 秒、北緯 34 度 1 分 24 秒の地点に位置する。

本調査では三好市合併以前の旧市町村の中から、東祖谷山村、西祖谷山村、池田町、山城町に

あたる地域を調査対象地域とした。便宜上旧市町村名を使用し、以下に各地域の概要を示す。

三好市東祖谷山

東祖谷山村は徳島県の西端で高知県に隣接する山間地域で、徳島県による推計人口は 1,903

人（男性 919 人・女性 984 人、2006 年（平成 18 年）2 月 1 日現在）、地域の面積は 228.62 ㎢

の村である。東祖谷山村は剣山を含めた四国山脈の中央に位置しており、険しい斜面につづ

ら折りの道を開き山肌に民家が散見するような集落である。明治期までは西祖谷山村ととも

に祖谷山村を形成していたが、1889 年（明治 22 年）に祖谷山村が美馬郡東祖谷山村と美馬郡

西祖谷山村に分離し、その後 1950 年（昭和 25 年）に三好郡に編入され、2006 年（平成 18 年）

に三好市となった。人口の過疎高齢化問題が深刻化しており早急な対応策が求められている。

東祖谷山村は西祖谷山村とともに徳島県西部の有数の観光スポットである。東祖谷山村に

は都を追われた平家の落人が隠れ住んだ里であるとされる伝承やそれに基づく文化遺産があ

り、また豊かな自然を活かした観光地や食文化も多数ある。

平家の落人伝説とは、「文治元年（1185 年）に屋島で源氏との戦いに敗れた平家一門の内、

平国盛ら 100 人余りが平家の再興を図るべく安徳天皇を守ってこの地（＝東祖谷に落ちのび、

やがて定住し」たとされる伝承である。東祖谷山村の地区にはこれにまつわる地域の歴史・

文化遺産を活かした観光事業を展開している。

三好市西祖谷山

西祖谷山村は山城町、池田町、東祖谷山村、井川町に囲まれた地域で、『日本大百科全書（ニ

ッポニカ）』によると「四国山地にあり、長く隔絶山村として三好市東祖谷とともに秘境と称

された」地域であるという。徳島県における西祖谷山村の推計人口は 1,587 人（男性 761 人・

女性 826 人、2006 年（平成 18 年）2 月 1 日現在）、面積は 106.06 ㎢である。前述の通り、西

祖谷山村と東祖谷山村は明治期までは祖谷山村を形成しており、東祖谷山村同様人口の過疎

高齢化の深刻化も懸念されている。西祖谷山村には北部を松尾川、中央部を祖谷川が流れて

おり、それぞれ山城町との境界地域を流れる吉野川に繋がっている。山間の土地ならではで、

集落や農地は山の斜面に立地している。

また、西祖谷山村にある「祖谷のかずら橋」、祖谷渓、大歩危・小歩危が全国的にも有名な

観光スポットである。

「祖谷のかずら橋」は、山で採取された自生の「シラクチカズラ」を編み連ねてつくられ

たもので、かつては各所に設けられ生活路としての役割を果たしてきた橋である。また祖谷

渓、大歩危、小歩危は剣山の国定公園域に属し、景勝地として徳島県の観光名所となってい

る。



三好市池田町

池田町は現在の三好市の北部に位置する地域で、徳島県による推計人口は 15,591 人（男性

7,283 人・女性 8,308 人）、世帯数は 6,197 世帯である（2006 年（平成 18 年）2 月 1 日現在）。

山間に広がる池田町は、2006 年（平成 18 年）に三好市として合併した町村の中で最も大きい

町であり、その一角には幕末期から明治期にかけてのたばこ産業最盛期の町並みも残ってい

る。

江戸時代には徳島県三好市一帯の山間地域では「阿波葉」と呼ばれる葉たばこの耕作が盛

んに行われていた。中でも池田町は阿波葉の集散地として有名であり、「阿波刻み」という名

称で親しまれた「刻みたばこ」の産業で栄えた歴史がある。

池田町内には「うだつ」と呼ばれる屋根と屋根の間に張り出した壁が配される建物が多く

残っている。「うだつ」は富の象徴であるとされており、「うだつ」がある建物が多く残る池

田町は当時の栄えた様子を現在に伝えている。

また、池田町には県指定文化財として「川人家長屋門」がある。これは約 230 年前に建て

られた長屋門で、東西に 22m、奥行き 4m50cm の萱吹き白壁つくりである。問屋・番屋・用

人部屋・寝室・馬小屋等があり、藩制当時の村役人の権力の大きさを示している。

三好市山城町

山城町は徳島県の西端に位置する地域であり、「大歩危峡小歩危峡や塩塚高原などで知られ

る四国山地の険しい秘境」である。徳島県による山城町の推計人口は 4,906 人（男性 2,310 人・

女性 2,596 人、2006 年（平成 18 年）2 月 1 日現在））で、面積は 131.59 ㎢である。池田町、

西祖谷山村、愛媛県四国中央市、高知県長岡郡大豊町に隣接しており、四国中央市との間に

そびえる塩塚峰からは四国山地を一望することができる。

山城町は自然豊かな地域で、自然資源を活かした観光が人気を博している。塩塚峰に広が

る塩塚高原には、ハイキングコースやパラグライダーのランチャー台が整備され、アウトド

アを楽しみたい人が気軽に訪れている。

また、近年は山城町に伝わる妖怪伝説にも注目が集まっている。山城町は「四国の国ざか

いを守る勇敢な山岳武士の里であるとともに全国まれにみる妖怪変化の伝説の里」であると

され、山間の地域ならではの危険から身を守る知恵として妖怪伝説が言い伝えられてきた。

日本民俗学者である柳田國男の著作にも登場するなど多数の記録が残されており、2008 年（平

成 20 年）5 月 25 日には世界妖怪協会によって「怪遺産」第 2 号に認定されている。
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Ⅰ．子供時代の遊び
トラック 31

001D：イロイロ チョット アノー オハナシ キカセテイダダキタインデスケド

いろいろ ちょっと あのー お話［を］ 聞かせていただきたいのですけれど

コドモジダイノ オハナシデ

子供時代の お話で

002A：ムコーミルン？

向こう［を］見るの？

003D：マー リラックスシテ ハナシテイタダイタラ イーンデスケド

まあ リラックス［を］して 話していただいたら いいのですが

004B：ムカシノネー コドモジダイノ オハナシオ シテッテ

昔のね 子供時代の お話を してと

005D：コドモノコロ ヨクシタ アソビットカッテ ドンナンガ アリマシタカ？

子供の頃 よくした 遊びとかは どういうものが ありましたか？

006B：ワタシラワ モー マリツキデ テマリツイテ アソンダリ

私たちは もう 毬つきで 手毬［を］ついて 遊んだり

メンコッテ ユーノオシタ。 メンコシタナ？

めんこと いうものをした。めんこしたね？

007C：アッタ。アッタ。メンコガアッタ。

あった。あった。めんこがあった。

008B：ソレカラ オトコノコニ マジッテ ハリメンッテ ユーノオネ パーント

それから 男の子に 交わって ハリメンと いうものをね ぱーんと

スル カベニ ブツケテ ハネカエリ

する 壁に ぶつけて 跳ね返り

009D：ソレワ メンコデ ヤル？

それは めんこで やる［のですか］？

010B：メンコデ ヤル。＊＊＊ワ シナカッタネ アンマリ。

めんこで やる。＊＊＊は しなかったね あまり。

011C：ワタシワナー チンチンゴマッテ ユーンガ スキデナ。

私はね ちんちんごまと いうのが 好きでね。

012B：ナニッテ？

何だと？

013C：チンチンゴマチューテナ コンナナ テツデシタナ ソレモッテナ

ちんちんごまといってね こんなね 鉄でできたね それ［を］持ってね

ビューッテ コースルンヨ。 ホンダラ コノナー ハコノナ トコロヘ

ビューっと こうするのだよ。そうしたら このね 箱のね 所へ

ナンカ ムシロカナンゾ コーシトタラ ミンナガ ゴロクニンオルノニ コー

何か 蓆か何か［を］ こうしていたら みんなが 五、六人いるのに こう

ホンデ チンチント ホンデ チンチンゴマッテ イヨッタンジャ。

そして ちんちんと そして ちんちんごまと いっていたのよ。



ホタ アタッテナ コケタホウガ マケヨ。ホンデ イチバン

そして 当たってね 倒れたほうが 負けよ。そして 一番

アトマデ オッタンガ ツヨインヨ。ソンナンシタヨ。

後まで 残ったのが 強いのよ。 そういう［のを］したよ。

014B：ドナンコトシテ アソンダ？

どんなこと［を］して 遊んだ？

015A：ワタシラワ コドモノトキ アソンダ オボエガナエガエ。

私らは 子供の時［に］ 遊んだ 覚えがないね。

016B：ベンキョーバッカリ？

勉強ばかり？

017A：《人名》ノ シタノ マワリデ カクレンボシタリナ。

《人名》の 下の 周りで かくれんぼ［を］したりね。

イエイエイテナ ナンカ アノー オシャベリシタリシタグライヤナ。

家々［に］行ってね なにか あのー おしゃべり［を］したぐらいだね。

チンチンヤユーンシラン。

ちんちんと言うのは知らない。

018C：ホージャ。《人名》クワ アノー ホレ チョット ハナレトッタデ。

そうだね。《人名》の家は あのー その ちょっと 離れていたよ。

ワタシラワ ココノナ カワノ ハシノウラニ オッタケンナ。

私たちは ここのね 川の 橋の裏に いたからね。

ホナケン モー チョット ユーガタ キタラ ミンナナ ギョーズイモ

だから もう ちょっと 夕方 来たら みんなね 行水も

シタリシテカラニ ユカタキタリシテ ＊＊＊ウエシテ ホンダラ

しながら 浴衣をきて ＊＊＊上［に］して すると

アシモトモ ミナダレゾ ヨットルゾッテユッタラ ホナイカンカ

足元も みな誰か 寄っていると言ったら じゃあ行こうか

アソビニッテユッタラ ＊＊＊スグニ スグソバジャケン ホシテ

遊びにと言ったら ＊＊＊すぐに すぐそばだから そして

ハシノウエデシタラ アノムコーカラ アノー タヌキガデルジャノナ

橋の上でしていたら あの向こうから あのー 狸が出るとか

ヒノタマトブゾージャノ ユーテ ホンナ コトバッカリ

火の玉［が］飛ぶとか 言って そんな ことばかり

ユーテ キャーキャー ユーテナ。

言って きゃあきゃあ 言ってね。

019B：ワタシワ センジチューダッタダロ？ヨネンセーカラ センソーガ

私は 戦時中だったよね？ 四年生から 戦争が

ハジマッタカラ。

始まったから。

020A：＊＊＊ホーワ イエカラ ヨーデヨッタ？

＊＊＊［の］方は 家から よく出ていた？



021B：ヨッテネ タンボデ アノー ダンオトンダリ ソレカラ

集まって 田んぼで あのー 段を飛んで それから

アノー センソーゴッコ ボーオ ツカッテ ホンナンシタリ

あのー 戦争ごっこ 棒を 使って そういうものをしたり

オトコノコモ オンナノコモ センソーゴッコ。

男の子も 女の子も 戦争ごっこ。

022A：ムカシ ウチノ オトコラワナ アノコワ ショーワゴネン

昔 家の 男たちはね あの子は 昭和五年

ウマレカ。キチッテユーンオ ツクッテナ コノウエノナ。

生まれか。基地というものを 作って この上の［そばに］ね。

023B：アー コヤミタイナ ヤツ？

あー 小屋のような もの？

024A：ウーン コヤジャナイ アノー コエグロ コンナ コー コーユーカッタ

うーん 小屋ではない あのー かや束 こんな こう こういう刈った

ソレオ オマハン ソコオ キチニシテ ホシテ ガイニナ アノ バーサンガ

それを あなた そこを 基地にして そして 頑固にね あの 婆さんが

オコッテキテナー ホテ ウチノオヤヤ コトワリシタラ コラエン

怒りに来てね そして 私の親が あやまったら 許さない

ッテユーンヨ。コラエンテイワレタラ ショーモナイジャロ。 ドーシタラ

と言うのよ。許さないと言われたら どうしようもないよね。どうしたら

コラエテクレルンジャロ ホンデモー ＊＊＊ コエオカッテ コトシノ

許してくれるのかしら だけど ＊＊＊ かやを刈って 今年の

コエグロノヨーニシテ モドス コトワリシタ。 ソンナコトガイニシテ

かや束のようにして 戻す 約束［を］した。そんなことたくさんして

アソンビョッタナ。

遊んでいたね。

025C：ソレガ ナンサイジャノ？

それが 何才なの？

026A：《人名》サンジャケンノ。ソレシタノ。

《人名》さんだからね。 それ［を］したのが。

027C：ナンサイノトキ？

何才の時？

028A：ナンボダロー。トーカ ジューニサンマデデナイデ。

何才だろう。 十才か 十二、三才までだろうか。

029C：ガッコウイッキョートキカイナ？

学校［に］行っているときかしら？

030A：ソーソーソー。

そうそうそう。

031B：アタシラ タベルモノガ ナカッタカラ ホンデアノー カキノジョクシタノオ

私たち［は］ 食べるものが なかったから そしてあのー 柿の熟した［もの］を



ツクッテイヨッタンヨナ。 ソレオ トッテ タベヨッタンヨ。ナガラ

つくって言っていたのよね。それを 取って 食べていたのよ。ながら

ナガラガキノ ズクガ オイシーテ アマーインヨ。ホシテ トイヨッタラ

ながら柿の づくが おいしくて 甘いのよ。 そして 取っていたら

オマハンクンチ カキトラレンゾー ウエノ ジーサンガ ユーンヨナ。

あなたの家 柿［を］取るなよー［と］ 上の 爺さんが 言うのよね。

ホンデ ズクジャケンドッテ ユータラ ズクデモイカン ヨソノオ

そして づくだけどと 言ったら づくでもだめだ よその［柿］を

トッタラ イカンッテ オコラレタ。

取ったら だめだって 怒られた。

032C：《人名》チャンクノ ズクッテ ナガラ アノツクットッタデー

《人名》ちゃん［の］家の づくって ながら［柿］あの作っていたよねー

ナガラガキ。

ながら柿。

033A：シラーン。ワタシワ ゼンゼン シランワ。

知らない。私は 全然 知らないわ。

034C：ヒトリデ スムンジャケンノ コノヒト。オマハンジャッテ ヒトリデスンドー。

一人で 住むのだからね この人。 あなただって 一人で住んでいる。

035B：ジャーナイヨ。トーキョーニ アネガオッテ ナクナッテ モーヒトリ

ではないよ。 東京に 姉がいて 亡くなって もう一人［が］

ウエニオッテ。

上にいて。

036C：ホナケンド ヒトリムスメミタイナ モンジャケンナ。コノヒトワ カンゼンニ

だけど 一人娘のような ものだからね。 この人は 完全に

ヒトリデスヨ。

一人ですよ。

037B：ホシテ ツメタイ オベントーモ タベタコト ナカッタンナ。オカーサンガ

そして 冷たい お弁当も 食べたこと なかったよね。お母さんが

ジテンシャデ モッテキテクレヨッテ アタタカイオベントーバッカリ。

自転車で 持ってきてくれていて 暖かいお弁当ばかり。

038C：マゴヤ ホレ。マゴ マゴオナ。

孫だ それ。孫 孫をね。

039B：イヤ オバーチャン オカーサンガ ジテンシャデ 《地名》カラ

いや お婆ちゃん［と］ お母さんが 自転車で 《地名》から

オベントーナ モッテキテクレタンダロ？

お弁当を 持ってきてくれたのでしょ？

040A：イヤイヤ ソレワ マゴジャナシニ 《人名》ヤ ミナジャ。

いやいや それは 孫じゃなくて 《人名》や みんなだ。

041B：アー ジャー センセーデワ ナイン？

あー では 先生では ないの？



042C：《人名》ガナ ミナミノブンオ オーテ イテクレタンガ ソノマゴヨ。

《人名》が みんなの分を 背負って いってくれたのが その孫よ。

043B：イヤイヤ オベントーヨ。オベントーハコンデクレタデ。

いやいや お弁当よ。 お弁当［を］運んでくれたよ。

ツメタイ オベントーテベタコトナイッテ イヨッタデー。

冷たい お弁当［を］食べたこと［が］ないと 言っていたよね。

044A：ショガッコーノトキ？

小学校のとき？

045C：マゴト イッショニ ナットー。

孫と 一緒に なっている。

046B：マゴノトキワ オベントーナカッタ。

孫の時は お弁当［は］なかった。

047A：ナンセ ミンナガナ コイモンチガナ ＊＊＊ヤタベレントキナ 《地名》ノ

なんせ みんながね こいもん家がね ＊＊＊や食べられない時な 《地名》の

＊＊＊ガデキルトキニ ワタシワ ショーバイガラナ シロイゴハンニ サカナヤ

＊＊＊ができる時に 私は 商売柄ね 白いご飯に 魚や

タマゴガツイテナ。ホラ ヨマシノゴハンモ モッテコレン ジダイヤケンナー。

卵がついてね。 ほら 毎日のご飯も もってこられない 時代だからね。

ツラカッタデ。ユキガフッタラ ナンテユーカナ ゾーリハイテクルデー

辛かった。 雪が降ったら なんていうのかな 草履［を］履いてくるでしょ

＊＊＊ アタマカラナー ＊＊＊ミエトルワ ソレガ。

＊＊＊ 頭からな ＊＊＊［が］見えているわ それが。

048C：ホーラ ココラワ ナー ムカシワ ホンマ モー タイヘンダッタワナー。

それは ここでは なー 昔は 本当に もう 大変だったでしょ。

049A：ホリャ モーナ タカサガ チガウワナ。

それは もうね 高さが 違うよね。

Ⅱ．昔の遊びと今の遊び
トラック 32

001D：ムカシトイマデ アノー カワッタナッテ オモウアソビトカッテ アリマスカ？

昔と今で あのー 変わったなと 思う遊びとかは ありますか？

002C：ホラー モー カワッタ カワッタ。ダイーチパソコンデショーガ。

それは もう 変わった 変わった。第一［には］パソコンでしょうが。

アレガ カワットル コノゴロ コドモデモ コンナ アンナニースルデ

あれが 変わっている この頃［は］ 子供でも こんな あんなにするでしょ

アノー ナンチューン テレビデ コー ナニーシタリ コンナ。

あのー なんていうの テレビで こう 何か［を］したり こんな。

003A：コレノ オーキーヤツヨ。

これの 大きいやつよ。



004C：ワタシデモ アンタ ウチノ マゴガナ エートー ヨンジューヨネンニ

私でも あなた 家の 孫がね えっと 四十四年に

ウマレタノニ。センセーガマダ ホタ アノコラワナ マリオチューノオ

生まれたのに。先生が まだ そしたら あの子らはね マリオというのを

シヨッタンジャ。シットルダロー？マリオシットー？

していたのよ。 知っているよね？マリオ［を］知っている？

005D：ハイ シッテマス。

はい 知っています。

006C：イマデモ デヨルワナ。 アノ マリオガ ハイリハジメニナ ソノコガ

今でも 出ているよね。あの マリオが 入り始めにね その子が

ネイッタラ ソレカセッテ カッテ ホシテ ヨンガナヨシトイ

寝始めたら それ［を］貸せと［言って］ 借りて そして 一晩中

マリオの ソノ ナンオ シテナ。

マリオノ その ゲームを してね。

007B：ナンジグライマデ？ヨンガナヨシットッテ。

何時ぐらいまで？ 一晩中と［言うのは］。

008C：ヨンガナヨシット。ネルノガ ダイタイ ジューイチジカ ゴロデナ

一晩中。 寝るのが 大体 十一時か 頃でね

ジューイチジゴロカラ コドモラモ ネテ オトーサンモ ＊＊＊キン

十一時ごろから 子供たちも 寝て お父さんも ＊＊＊から

オトーサンモ ネテ ホイテ ソレカラ テレビツケテ ホシテマリオノ

お父さんも 寝て そして それから テレビ［を］つけて そしてマリオの

フーンフーンフーンチューナ オンガクジャ。ミミノナカニ オボエト？

ふーんふーんふーんというな 音楽だ。 耳の中に 覚えている？

009D：ワカリマス。｛笑｝

わかります。｛笑｝

010C：アレオ モー スルノガ オモシローテ オモシローテトマラン。

あれを もう するのが おもしろくて おもしろくて止まらない。

アクルヒ モー ボーット シトー ヨンガラ ヨスットスルケンナ。

次の日 もう ぼーっと している 一晩中 ／／／／するからね。

011A：イツゴロノ ハナシソレ？

いつ頃の 話それ？

012C：ホラー フルイタッテ フルーモ ナイワ。ナー？

それ［は］ 古いと言っても 古くも ないよ。ねえ？

013D：ソーデスネー。

そうですね。

014C：マリオガ ハジマッタンガ ハヤッタンガ ナンジゴロ？

マリオが 始まったのが 流行ったのが いつ頃？

015A：ヘーセーニ ナッテデキタ モンカエ？

平成に なってできた ものかな？



016D：タブン ソーデスネ。

たぶん そうですね。

017C：ヘーセーダッタ。ホーカモ ワカランナ。

平成だった。 そうかも しれないね。

018A：ショーワノ ジダイニワ ナイワ ホレワ。

昭和の 時代には ないわ それは。

019B：《人名》ヤソコダッタラ アレデショ？フユワ アノー ユキノトキニワ

《人名》やそこだったら あれでしょ？冬は あのー 雪の時は

マー ソンナニ ユキダルマグライ？

まあ そんなに 雪だるまぐらい？

020C：ウーン ユキダルマト ホレカラナ ソコノあのー ウチンクノトコカラナ

うーん 雪だるまと それからね そこのあのー 私の家の所からね

ズット サカニ ナットーダロ 《地名》トコマデナ アレナー スベッテ。

ずっと 坂に なっているでしょ 《地名》所までね あれ［を］ね 滑って。

021B：ワタシラモ アニガネ タケオ キレーニ アブッテ マゲテ スキー

私たちも 兄がね 竹を きれいに 炙って 曲げて スキー［を］

コシラエトッタ。ハタケオ ムギウワットル ハタケオ アノー

作っていた。 畑を 麦［が］植わっている 畑を あのー

スキーシトッタ。

スキーしていた。

022A：ソレナ ＊＊＊ガ ウワットルトキ ドナイシテ デヨッタン？

それを ＊＊＊が 植わっている時［に］ どうやって 出ていたの？

023B：アルイテ。ダカラ ゲシュクシトッタン ガクセーノ トキワナ。

歩いて。 だから 下宿していたの 学生の 時はね。

オバーチャンノ トコロニ。

お婆ちゃんの 所に。

024A：アー オッタナ。オバーサンノ トコロニ オッタワ。

あー いたね。 お婆さんの 所に いたわ。

025B：《人名》ノトコロノ イエニ

《人名》の所の 家に

026C：アノナー 《人名》ツァンクノ《人名》ハンオッタトコノ イエノヒト。

あのね 《人名》さんの家の《人名》さん［が］いた所の 家の人。

027B：《人名》ッテ

《人名》と［いう］

028C：ウドンヤアッタロ？

うどん屋［が］あったよね？

029B：ソノトナリ。

その隣。

030C：ソノヨコニナ アノナ 《人名》ガ アッタンヨ。ソコニ アノ

その横にね あのね 《人名》が いたのよ。 そこに あの



031A：《会社名》ホーノ アソコノ イエニ キトッタ。《人名》トクシマイッタケン。

《会社名》方の あそこの 家に 来ていた。《人名》［は］徳島［に］行ったから。

トクダイノナ シャカイノホーヘ イッタケンナ。

徳島大学のね 社会の方へ 行ったからね。

Ⅲ．地域の行事やお祭り
トラック 33

001D：チーキノ ギョージニ ツイテ チョット マタ オキキシタインデスケド

地域の 行事に ついて ちょっと また お聞きしたいのですけど

アノー オマツリトカッテ ナンカ アリマシタカ？

あのー お祭りとかは 何か ありましたか？

002B：ハイ。イマモ アリマス。

はい。今も あります。

003D：イマモ ムカシカラ ズーット ドンナフーナ。

今も 昔から ずーっと どんな風な。

004B：アノネ モモテッテ ユーテ フユデスケド イチガツ ジューイチニチ

あのね 百百手と 言って 冬ですけど 一月 十一日

カワグチワ キョネン トーヤッテ アタッテ マエノヒニ イッテ

河口は 去年 とーやって 当たって 前の日に 行って

ソージシタリ ノコリオ テベタリネ ホシテ ＊＊＊オ

掃除［を］したり 残りを 食べたりね そして ＊＊＊を

ジャキバライッテ ユーンデスカ。＊＊＊オ ソレニ アテル。

邪気払いと 言うのですか。＊＊＊を それに 当てる。

ソノー ジュンビオシタリ トカネ。 トーヤッテ ユーノガ

そのー 準備をしたり とかだね。とーやと 言うのが

マイネン アタッテ マワッテクルンデスヨ。イチガツニ アッタラ

毎年 当たって 回ってくるのですよ。 一月に あったら

コンド ナツノ オマツリト アキノ オマツリト アルン。ソレガ

今度 夏の お祭りと 秋の お祭りと あるの。それが

ミナ トーヤッテ ユーガ アタッテネ ソーユー ヒトタチガ

みんな とーやと 言うのが 当たってね そういう 人たちが

ジュンビシテ シシマイモ アリマス ココワ。

準備して 獅子舞も あります ここは。

005C：ホラナー ムカシワナー 《地名》デアッテナー オミコシモ

そうだね むかしはね 《地名》であってねー お神輿も

デヨッタシ ホテ イマデモ コンド キレーニ ナオシタッテ

出ていたし そして 今でも 今度 綺麗に 直したと

イヨルデー ホンダラ ソコジャッテーナ シバイカ ナンカ スルナ

言っているよね そしたら そこでね 芝居か 何か するな



スル イマホレ アッチノホーデ

する 今それ あっちの方で

006B：ニンギョー。

人形。

007C：ニンギョーシバイ シヨロー。 アレ デコシバイッテココラデワユーケンドナ。

人形芝居［を］ しているだろ。あれ でこ芝居とこの辺りでは言うのだけれどね。

008D：ソレワ オマツリデ デルンデスカ？

それは お祭りで 出るのですか？

009C：デヨッタ モー イマワナー オミコシサエナー カクヒトガ

出ていたよ もー 今はね お神輿さえね 担ぐ人が

ワカイシガ オランデナ。オミコシヤッテ モーナ アルトコワ モー

若い人が いなくてね。お神輿だって もうね ある所は もう

スエテオイトルヨ。 ソーユー ジダイヤナ。

据えておいているよ。そういう 時代だね。

010A：コノヒトワ フルイデー。 コノヒトワ ハシガ ナイウチニナ

この人は ［年を取っているから］。この人は 橋が 無いときにね

カワラワタッテキテ コンナ イエタテタッテ ユーンヤケン。

河原［を］渡ってきて こんな 家［を］建てたと いうから。

ココノ アノ《建設会社》テアロー？ アレノ デザトヤケン コノヒトナ。

ここの あの《建設会社》があるよね？あそこの 出里だから この人ね。

011C：ハシワ アッタワナー。アノ イマノヨーニナ イシアゲタリスルンガノーテ

橋は あったよね。 あの 今のようにね 石［を］あげたりするのがなくて

《人名》ノイエオ タテルトキニ シタニ イシオ トラナイケンキンナ

《人名》の家を 建てる時に 下に 石を 取らないといけないから

ホンデ スルキニ 《建設会社》ガ 《建設会社》ノ ジーサンガ

そして するときに 《建設会社》が 《建設会社》の 爺さんが

マチイットタケンナー ホンデアノ ＊＊＊ジャナイン ウシデ

町［に］行っていたから そしてあの ＊＊＊じゃない 牛で

ギリギリギリギリ マワシテナ ハオシテカラニ カワカラ イシモッチャゲテ

ぎりぎりぎりぎり 回してね 端をしてから 川から 石を持ち上げて

ソレオ ワタシガ イヨル。

それを 私が 言っている。

012A：ホナケド カワグチノ ハシチューノワ ナカッタチャン？

だけど 河口の 橋っていうのは 無かったのではない？

013B：アッタ。アッタ。メイジジューハチネン。

あった。あった。明治十八年。

014A：イヤ 《人名》ガ モトカラ ハシナカッタッチューケンナ。

いや 《人名》が 元から 橋［は］なかったと言ったから。

カワラワタッテキタッテ ユータケンナ。

河原［を］渡ってきたと 言ったからね。



015C：ソレワ アンタ トンデモ ハップン。

それは あなた とんでも 八分。

016A：アレワ ナンノ トキデ？

あれは 何の 時かな？

017C：アレ オマハン ナンジャラ ムカシノ コクドガナ カワラニアッテ

あれ［は］ あなた なんとか 昔の 国土がね 河原にあって

ホテ アノー 《人名》サンクノ トコロカラ ズーットナ コノ イソオ

そして あのー 《人名》さんの家の 所から ずっとね この 磯を

トーッテ ホテ ココノシタニキテ コッカラ ダーット コーナ。

通って そして ここの下に来て ここから ダーッと こうね。

018A：フルイハナシエー タイショーノトキジャケンナ タイショー

古い話だねー 大正の時だからね 大正

ジューサンネンニ ウマレテ コノヒト ジューヨネン ウマレトルケン。

十三年に 生まれて この人 十四年［に］ 生まれているから。

019C：タイショーデワ マダ モー アタラシーンジャナイ？

大正では まだ もう 新しいのではない？

020A：タイショーデ ウマレタトキ ドコニオッタン？

大正で 生まれたとき どこにいたの？

021C：タイショーワ ココデ ウマレトー。 ソコデ ウマレトー。

大正は ここで 生まれている。そこで 生まれている。

イヤナ ソレワ 《話者 A》チャン チガウンデヨ。ワタシガ

いやね それは 《話者 A》ちゃん 違うのだよ。 私が

イイヨルノワナ モー ココワナ アノー ニッシンセンソーナ

言っているのは もう ここはね あのー 日清戦争ね

ニッシンセンソー カラ ニチロセンソーノ トキニジャナ モー

日清戦争 から 日露戦争の 時にね もう

ダイジューイッシダン アノー アソコニ アッタ ゼンツージカラ

第十一師団 あのー あそこに あった 善通寺から

《地名》チュー ナニガ アッテ ソノヒトラノ ダイニ

《地名》という 何が あって その人達の 代に

ウマカナンカデ ココトオッタンヨ ソノトキニ モー ソコニ

馬かなにかで ここ［を］通ったのよ。その時に もう そこに

ドーロコッシャエタン。ホシテ コノハシモ デキトリマス。

道路［を］作ったの。 そして この橋も できています。

022B：メイジ ニジューシチネンヤナ。

明治 二十七年だね。

023C：ニジューシチハチネンニワ モーデキトル。 ホテ ソノナ コーチニ

二十七、八年には もうできている。そして そのね 高知に

イカナ イカン ホシテソノ＊＊＊イキニ

行かないと 行けない そしてその＊＊＊行に



024A：モー ハシデキトッタン？ 《人名》ノハナシ キータトキニ

もう 橋［は］できていたの？《人名》の話［を］ 聞いたときに

025C：マチガッテマス。ハイ。

間違っています。はい。

026D：サッキ オハナシサレテタ オニノメンニ ユミオ イル ソレワ

さっき お話された 鬼の面に 弓を 射る それは

アノー イチガツッテ イッテマシタッケ？

あのー 一月と 言っていましたか？

027B：ソーデス。

そうです。

028D：オショーガツニ カンケースルギョージ？

お正月に 関係する行事？

029C：モモテチュンジャ。ヒャクヒャクテッテカク。

百百手というのよ。百百手と書く。

030D：オショガツニ マツワル ギョージ？

正月に まつわる 行事？

031B：ソーデスネ イチネンノ ジャキオ ハラウトユーイミデネ。

そうですね 一年の 邪気を 払うという意味でね。

032D：アー ナルホド。ヒナマツリトカ タナバタトカ ソーイッタ ジキノ

あー なるほど。ひな祭りとか 七夕とか そういった 時期の

033B：ア カクイエデ シテタナ。 ホイト ワタシタチコドモノトキワナ アノー

あ 各家で していたね。それと 私たち［の］子供の時はね あのー

タナバタサンオ ツクルデショー ホシタラ ソレオ ハシガ アルトコロノ

七夕さんを 作るでしょ そうしたら それを 橋が ある所の

ハシエ モッテイッテ セーノーデ ハイ カワニ ナガシテ イマワ

橋へ 持って行って せーのーで はい 川に 流して 今は

タイヘンヨ カワニ ナニモ ナガセン。ソシテ ヨルワネ ハシノトコエ

大変よ 川に 何も 流せない。そして 夜はね 橋の所へ

アツマッテ ミンナガ ハナビオ モチヨッテネ シタン。コジンデ

集まって みんなが 花火を 持ち寄ってね したの。個人で

スルダケワ カエナカッタカラ カクイエカラ スコシズツ モチヨッテ

するだけは 買えなかったから 各家から 少しずつ 持ち寄って

ソレガ タノシカッタ。

それが 楽しかった。

034C：モー ホナケンド イマワナ トニカク ヨガ ヨクナッタキニ ワレワレガ

もう そうだけど 今はね とにかく 世が よくなってきて 我々が

シヨッタ トキトワ モー ゼンゼン。ホノカワリ ココラワナ ココラワナ

していた 時とは もう 全然。 そのかわり この辺りはね この辺りはね

オマツリジャユータッテ マダ タベマツリヤ。ナ ナーニモナイ。

お祭りといったって まだ 食べ祭りや。 な 何にもない。



オミコシモ ナシニナッタシナ モー トニカク ヒトガ オラン。

お神輿も なくなったね もう とにかく 人が いない。

モー マチガ ナシニ ナルンデナイカッテ イヨル ジダイヤケンナ。

もう 町が なしに なるじゃないかと 言っている 時代だからね。

コノゴロ イヨルデー。 ナー ミヨシシヤ オマエ キエルンカッテ

この頃 言っているね。なあ 三好市なんか おまえ 消えるのかと

キヨンジャケンナ。 ソノジダイニナッテ ムカシガ ヨカッタ ムカシワ

きているのだからね。その時代になって 昔が よかった 昔は

タシカニ ヨカッタト オモウヨ。イマワ ムゴイ クニジャワナー。オマツリ

確かに よかったと 思うよ。 今は むごい 国だよね。 お祭り［に］

キタッテ ダレッチャ イケヘン。ナー ホンデ セーダシテイキヨッタ

来たって 誰も 行かない。なあ そして 一生懸命［に］行っていた

ワレワレガ トシヨッテ ナー ホンデ ソノマツリニモ ＊＊＊エーカンニ。

私たちが 年［を］とって なあ そして その祭りにも ＊＊＊いいからね。

035A：アブナイケン イケンヨー ナッタケンナ。

危ないから 行けないように なったからね。

036C：マー ソーユー ジダイニ ナッテキタ。

まあ そういう 時代に なってきた。

037A：ホナケン コーユー ヒトガ キエテシモータラナ。

だから こういう 人が 消えてしまったらね。

038C：モーナイワ。モーマツリキエルワ。

もうないね。もう祭り［は］消えるわ。

039A：ナニガ ナンヤラナー。

何が なんだかねえ。

040C：ツラーイワ。

つらーいわ。

041A：ホンデタケンカラ ヨメニ キトルヒトガナカロー？ ジダイノ セーヤケンナ。

そして他県から 嫁に 来ている人がいないだろー？時代の せいだからね。

042C：チョットナ ホンマ ユーケンドナ シンブンミヨッテナ モー

ちょっとね ほんま［に］ 言うけれどね 新聞［を］みていてね もう

ミヨシシガ キエルジャノ ナンジャノッテ イッタラ ナミダデルヨ。

三好市が 消えるとか 何とかと 言っていたら 涙［が］出るよ。

ナー ホンデモ ヘーキデ ミナ イヨルワ ソー ユッテナ。

なあ だけど 平気で みんな 言っているわ そう 言ってね。

043A：アンタワドコノヒトヨ？

あなたはどこの人よ？

044D：シュッシンデスカ？マツヤマデス。エヒメノ。

出身ですか？ 松山です。 愛媛［県］の。

045A：マツヤマ？ホンデ トクダイキヨン？

松山？ そして 徳島大学［に］来ているの？



046D：ハイ ソーデス。

はい そうです。

047B：ゴジューイチバンカラ オシコクサンデス。イシテジカラ

五十一番から お四国さんです。 石手寺から

048D：アー ソーデスネ。

ああ そうですね。

049C：ホラー ユーケンドナ ホンマ モー ムカシヨリ マダ ワルー

ほらー 言うけどね 本間 もう 昔より まだ 悪く

ナットンヤケン ココラワ。 タシカニ ドーロワ エーヨ。

なっているのだから この辺りは。確かに 道路は いいよ。

050B：ダケド マダネー 《神社》ッテノガ コノー アノー

だけど まだね 《神社》というのが このー あのー

ゴキログライ ハイッタ トロニ アルンデスヨ。ミヨシシナイデワ

五キロぐらい 入った 所に あるのですよ。三好市内では

オーキーホーノ ジンジャデスヨ。ソコデワ チョーサッテ

大きい方の 神社ですよ。 そこでは チョーサ［という］

ダンジリミタイナノガ デテルンデス。

だんじりみたいなものが 出ているのです。

051C：ホナケド カクヒトオランデ ヨワル。

だけど 担ぐ人［が］いなくて 困る。

052B：ヒッパル ヨーニ シテ ホレト オミコシサントネ。オミコシサンモ

引っ張る ように して それと お神輿さんとね。 お神輿さんも

ズーット ココ アノー ウチノ イエマデ キタコトアル。

ずーっと ここ あのー 私の 家まで 来たこと［が］ある。

053C：イマワナー。

いまはねー。

054B：イマワ キンペンダケ。

今は 近辺だけ。

055C：マチガ キエローカッテ イヨルトキニ オカミサンガ ナシニナンギョル。

町が 消えると 言っている時に お神さんが 無くなっている。

ソレガ ツライナ チョット。

それが 辛いな ちょっと。

056B：アタシラ コドモノ トキワネー アノー アキマツリッテ ユータラ

私ら 子供の 時はねえ あのー 秋祭りと 言ったら

ガッコー イチジカンデ モー ヤスミニ ナッテ ミンナ オマイリニ

学校 一時間で もう 休みに なって みんな［が］ お参りに

イキマス。ニジッセントカ サンジッセン イマデ イッタラ

行きます。二十銭とか 三十銭 今で 言ったら

ドレクライダロカ？ ニヒャクエンカ サンビャクエン

どれくらいだろうか？二百円か 三百円



057C：ホラー オマハン ニセンエングライデナイン。

ほらー あなた 二千円くらいじゃない？

058B：ニセンエングライカナー。

二千円ぐらいかなー。

059C：オコズカイダロ？

お小遣いだろ？

060B：サンジッセン サンセンカ イッセンニセンイヨッタンヤケン

三十銭 三銭か 一銭二銭［と］言っていたから。

061C：ニセンデ オオアメダマッテユー コンナンコーテ ホレオナ ハンニチグライ

二銭で 大飴玉といって こんなの買って それをね 半日ぐらい

アッタナ。

あったね。

062B：ノゾキッテ ミタコトアル？《地名》デナ。《神社》デ。

覗きと［いうのを］ 見たことある？《地名》でな。《神社》で。

コナ アナガ アイテ ＊＊＊ミタイナノオ シヨン。

こんな 穴が あいて ＊＊＊みたいなのを してた。

063C：アレワ 《地名》イッタラ シヨッテナ。

あれは 《地名》行ったら していてね。

064B：ナガイ キモノオ キテネ ナガソデノ ベベキテッテユーテ。

長い 着物を 着てね 長袖の ベベ［を］着てと言って。

ホンデ オカーサンガ オビオ チャントシテクレテ

そして お母さんが 帯を きちんとしてくれて

065C：ベベッテ イヨッタナー。

べべと 言っていたね。

066B：ベベキテキテ。

べべ［を］着てきて。

067C：ホダ ウタノ モンクニモ アルデーナー。アーカーイベベキテ

そうだ 歌の 文句にも あるよね。 あかいべべ着て

068B：ジョジョ ハイテ

じょじょ はいて

069C：オーモエ デテイタ アレ ナンノウタ？

おーもへ 出ていた あれ 何の歌？

070B：アノ ハールヨ コイ ハーヤク コイ。

あの はーるよ 来い はーやく 来い。

071C：アー ソージャ。ダレヤラ ユーヒトジャ。

あー そうだ。 何とか［と］ 言う人だね。

072B：アールキ ハジメタ ミヨチャンガ。

あーるき はじめた みよちゃんが。
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Ⅰ．昔の食習慣について

トラック 34

001B：ワタシ アノ サンネンセーデネ アノー シ シナジケンッテユー

私 あの 三年生でね あのう × 支那事件という

ロク ロコーキョージケンガアッテ センソーガ ハジマッテ シタカカラモー

×× 盧溝橋事件があって 戦争が 始まって だから×もう

オベントーワ ヒッ イッ ア ヒノマルベントーダッテ マンナカエ アノ

お弁当は × × あ 日の丸弁当だって 真ん中へ あの

ウメボシオ イレテネ オベントー。

梅干を 入れてね お弁当。

ホエット オ オベントーノ オカズヤイッタラ モー

それと × お弁当の おかずといったら もう

オイリコトカネー↓（C：オコンコ） オ タクワントカ アンナモノ。

いりことかねえ （C：たくあん） × たくあんとか あんなもの。

ソシテ フユ

そして 冬

002C：オコンコガ クサインヨ モー ＊

たくあんが くさいのよ もう ＊

003B：｛笑｝ソレワ フユンナッタラ コンドワ イマノ ストーブナイデショ。

｛笑｝それは 冬になったら 今度は 今の ストーブ［が］ないでしょう。

エアコンモ ナイシ。

エアコンも ないし。

ンデ カクイ コンーナ オーキナ ヒバチニネ スミビオ イッ オコシテ

それで 四角い こんな 大きな 火鉢にね 炭火を × おこして

ソレーノ ハッ ズーット マワリニ オベントバコ ナラベル＊

それの × ずーっと 周りに お弁当箱［を］ 並べる＊

ニオウンデス。｛笑｝

臭うのです。 ｛笑｝

004C：｛笑｝

｛笑｝

005B：オナカカガ ツッテ ＊

お腹×が つって ＊

006C：ホンマ クサカッタナ（B：アー）ワタシワ オベント

本当に 臭かったな （B：ええ）私は お弁当［は］

モッテイカナンダケンドナ （B：アー）オヒル タ

持っていかなかったけれどね（B：ええ）お昼［を］ ×

タベニ モドリヨッタケンド

食べに ［自宅に］戻っていたけれど

007B：アー チカカッタカラ

ああ 近かったから



008C：ホナケド アノ ジダイデモナー マ ワタシラ コノヒトワ ＊

だけれども あの 時代でもね まあ 私ら この人は ＊

ワタシ ＊ホテ ナニ？

私 ＊それで なに？

009B：アー モー ＊

ああ もう ＊

010C：ホテ コノヒトモ コレワ コノ ガッコーノ センセー ＊ ジャシナー。

それで この人も これは この 学校の 先生 ＊ だからね。

ソジャキニ マー ソッナニ ユーテモ ワタシラ ナンボーナンデモアサワナ

それだから まあ そんなに 言っても 私ら いくらなんでも 朝はね

オミソシルモ アルシ ＊モ ヤイテ クレルシナ ホンデマー オコンコ ＊

おみそ汁も あるし ＊も 焼いて くれるしね それでまあ たくあん ＊

ソーユーヨナ カンジデ ソンナニナ アノー ヒメ ヒエノゴハンモ

そのような 感じで そんなにね あの ×× ヒエのご飯も

タベンシ スミキニ チョット アレワ アレーデワナー アサノ ゴハンデ

食べないし ／／／／ 少し あれは あれではねえ 朝の ご飯で

バン イチンチノ ショクジニシテワ ＊ニ サガアルトオモウンヨ。

晩 一日の 食事にしては ＊に 差があると思うのですよ。

011B：ワタシワ メダマノ ズルーナ オカイサン タベナ＊タネー。

私は 目玉の ／／／／ おかゆ 食べ＊ね。

テユーコトワ ナンカ ハイットルナートモテ ハサメドモ ハサメドモ

ということは 何か 入っているなと思って 挟めども 挟めども

ツマメナイッテユーテ コドモニ ヨー ハナシタンデスケド。

摘まめないと言って 子供に よく 話したのですけれど。

ホレワ ジブンノ メダマガ ウツットルグライ モー ホンットノ

それは 自分の 目玉が 映っているぐらい もう 本当の

オシルバッカリ（D：アー）ノトキガ アリマシタネ。

お汁ばっかり （D：あー）の時が ありましたね。

ヒャクショーシテ ナイカラ。（D：ハイ。）

百姓［を］して ないから。（D：はい。）

012B：ハイキューマイダケダカラ タベルモノガ ナク＊

配給米だけだから 食べるものが なく＊

013C：アノー セコカッタノワナ オイモオ ＊ セコカッタ。

あのー しんどかったのは お芋を ＊ しんどかった。

ショージャクヤエ ヨー ナー ツクットルデー。

／／／／／／／／ よく なあ 作っているでしょう。

ホッタラ オイモ｛笑｝

そうしたら お芋 ｛笑｝

014A：｛笑｝オイモ ＊ ニルン？

｛笑｝お芋 ＊ 煮るの？



015B：チンクワ アワイウチニ ツクットッタヨ。

我が家は 淡いうちに 作っていたよ。

アノ 《人名 1》ノナ ハタケカラ コーテナ。

あの 《人名 1》のな 畑から 買ってね。

016C：ツクリヨッタンヨ。

作っていたのよ。

017B：ツクリヨッタンヨ。

作っていたのよ。

018C：＊＊＊ニ。（B：ウン。）ヘー。

＊＊＊に。（B：うん。）へー。

019B：アノ オマン コノハタ アー ハタケヤロ。アレニ ミチガ

あの お前 この×× あー 畑だろう。 あれに 道が

コーアロー （C：ウン）アノ ウエッカワ。イマ ＊ノハタケニ ナットル。

こうあるだろう（C：うん）あの 上側。 今 ＊の畑に なっている。

アガッタケンナ。アソコデ ツクリヨル。

上がったからね。あそこで 作っている。

020A：イヤ アンタワナー ナニオキキタイン？

いや あなた［調査者］はね 何を聞きたいの？

021B：イヤ ＊ チーサイトキノ タベモノトカ。

いや ＊ 小さいときの 食べ物とか。

022A：タベモノ？（B：ウン）ムカシノ？（B：ウン）

食べ物？ （B：うん）昔の？ （B：うん）

023C：ホナケンド オマハンヤナー ワタシラデワ チョットワ アノ サ

だけれども お前さんなんてねえ 私たちでは 少しは あの ×

チガウカモ ワカランットユー。

違うかも 分からないという。

024B：ワタシト サガ アリスギル。

私と 差が ありすぎる。

025A：チガオー ワタシラワナー アノー タベモノノ ショーバイヤッタケンナー

違うだろう 私たちはね あのう 食べ物の 商売だったからねえ

コノ フタリワ。（D：ハイ）ホヤケン モー オベントーヤッテカラ

この ふたりは。（D：はい）だから もう お弁当だったから

シロイゴハンニナ ソレコソ タマゴカラ オサカナカラ

白いご飯にね それこそ 卵から お魚から

ミナ ＊ トルデ。 ホンデケド ヤマノウエノ コーンナ ムギメシノ

皆 ＊ とるではない。それだけれども 山の上の こんな 麦飯の

ヤマシノゴハンッチュモン アル？

やましのご飯というもの ある？

026D：ムギメシノ？

麦飯の？



027A：ムギメシノナ ムギツクッタラナ（D：ハイ）ソレオ ゴハ

麦飯のね 麦を作ったらね （D：はい）それを ××

アノ コメニシテナ。ソナ ムギメシッチューデー。

あの 米にしてね。 そのようなものを 麦飯というではない。

028D：ハイ。

はい。

029A：ソノ ベントーガ モッテコレンノヨ （D：アー）モッテコレンノヨ。

その 弁当が 持ってこられないのよ（D：あー）持ってこられないのよ。

ホデ ナニモッテキトルカチュータラ トナリニタラナー コンナ

それで 何を持ってきているかといったら ／／／／／／／／ こんな

コイモデヨ。コイモ シットロー。 （D：ハイ）（B：サッキイーヨッタ）

子芋だよ。 子芋 知っているでしょう。（D：はい）（B：さっき言っていた）

サツマイモデ ナイヨ

さつまいもじゃ ないよ。

030C：サトイモヨ

里芋よ。

031A：サトイモ ヤナー。ソンナ オベントー モッテクル ジダイデヨー？

里芋 だね。 そんな お弁当［を］ 持ってくる 時代ですよ？

ホンジャケーナー モー ウンデーノ サジャワナー ムカシワ。

それだからね もう 雲泥の 差だよねえ 昔は。

032B：ヤマシロショーガッコーワ アレ ウンドージョーワ イモバタケニ

山城小学校は あれ 運動場は 芋畑に

ナラナンダンダロ。

ならなかったのだろう。

033C：イモバタケンナラン。

芋畑［には］ならない。

034B：＊ショーガッコーワ ウンドージョー サンネンカン ウンドーカイ ナカッタ

＊小学校は 運動場［は］ 三年間 運動会［が］ なかった

イモバタケニシテネー ホテ ソレオ オイモツクッテ オベント

芋畑にしてねえ それで それを お芋［を］作って お弁当［を］

モッテコラレナイ アノー

持ってこられない あのう

035C：ワタシワ ソノコロワ モー ナ ヘータイニ イットッタケン シラン。

私は その頃は もう ね 兵隊に 行っていたから 知らない。

036B：アー アタシワ マダ ロクネン ア センセーニ ナッテジャ。

あー 私は まだ 六年 あ 先生に なってだ。

センセーニ ナッテ ナッタトシカラ サンネンカン ニジューネンダッタカラ

先生に なって なった年から 三年間 二十年だったから

イチネンデ キョーイン アノ ヨース ヨーセーカデ。

一年で 教員［になった］ あの ××× 養成科で。



モー オトコノ センセー ヘータイニ イッテ オラナインデ。

もう 男の 先生［は］ 兵隊に 行って いないので。

キューキョ イチネンデ メンジョーイタダイテ ショーガッコーダケノ。

急遽 一年で 免状［を］頂いて 小学校だけの。

デ シューセンゴ アノー サイキョーイクデ チューガッコーノ

で 終戦後 あのー 再教育で 中学校の［免許を］

トッタンデスヨ。モー ホントニ ソノー ウンドージョーガ イモバタケニ ＊

とったのですよ。もう 本当に その 運動場が 芋畑に ＊

ソレオ タイテ ガッコーデ。ホデ コドモニ タベサシャッタ。

それを 焚いて 学校で。 それで 子供に 食べさしてやった。

037A：コドモガ（B：ウン）

子供が （B：うん）

038B：サンネンカンネ。

三年間ね。

039A：コッチワ ナランズク ジャナー。

こちらは ／／／／／ だねえ。

040C：ナランズク

／／／／／

041B：カボチャモ ツクラナンダンデショ？

かぼちゃも つくらなかったのでしょう？

042C：＊デワ ツクッタンデナイン？ワタシワ ＊ シランケンド

＊では 作ったのではないの？私は ＊ 知らないけれど

043B：ニシガキ＊ ネー カボチャノ

／／／／＊ ね かぼちゃの

044A：セーカツ＊ テードガ チガウ。

生活＊ 程度が 違う。

ウン ワタシラワ コノジガナー コリャー オカネモーケ シヨルケン

うん 私らは ／／／／／／ これは お金儲け しているから

イエニ。ホンデキニ ワタシガ ランドセルコータラ ココモ

家に。 それだから 私が ランドセル［を］買ったら ここも

ランドセルコーテ クツ カ ハイタラ クツオ ハイテ。

ランドセル［を］買って 靴［を］ × 履いたら 靴を 履いて。

クツヤ ランドセルヤ モットルヒト ナカッタモンナ ｛笑｝

靴や ランドセルを 持っている人［なんて］ いなかったものね｛笑｝

ワタシラ フタリダケガ ランドセルトナ ホレカラ カワグツモ ハイタリナ。

私ら 二人だけが ランドセルね それから 革靴も 履いたりね。

クツッチューノガ ナカッタンヨ。ハジメテ クツッチューンガ アッテナー

靴というものが なかったのよ。初めて 靴というものが あってねえ

アノー オーサカノホーデ イテー ホデ ジーサンガ コータラ ヨー

あの 大阪の方で 行って それで おじいさんが 買ったら よく



アッセンワ。ホタラ ナー シタニ ＊ ナー オトーサンガ

／／／／／。そうしたら ねえ 下に ＊ な お父さんが

ホナ ウチモカオーテ コーテキテ デ フターリダケダッタ。

なら うちも買おうと［言って］ 買ってきて で 二人だけだった。

モー アレ ナンネンセーントキグライジャロナ。

もう あれ［は］ 何年生くらいの時だろうね。

045C：ワッセタ。

忘れた。

046A：ゴネンセーニ ナラングライジャー（C：ウン）

五年生に ならないくらいだ （C：うん）

サンネンセー グライジャナー ニ ニサンネンセージャナー。

三年生 ぐらいだねえ × 二、三年生だねえ。

047B：ソーダナー ワタシ イチネンセーノトキカラ

そうだねえ 私 一年生の時から

048A：イチネンニネン

一年二年

049B：クツ ハイトッタカラ。（A：エ？）イチネンセーントキカラ

靴［を］ 履いていたから。（A：え？）一年生の時から

クツヤ ランドセル ダッタカラ

靴や ランドセル だったから

050A：ウン ソラ ネンダイガ チガウ ナンボチガウン ワタシ

うん それは 年代が 違う［から］ いくつ違うの 私

051B：ミッツデー サンサイデ。

三つだよ 三歳だよ。

052A：ミッツチガウン。（B：ウン）フーン ホナ サンネンチゴタラ

三つ違うの。 （B：うん）ふーん それなら 三年違ったら

ホンナ アッタンジャワ。

そんな［の（＝靴やランドセル）が］ あったのだわ。

ワタシラントキワナ イチネンセー ハイルノ ナカッタンデ。 （B：ウン）

私らの時はね 一年生で ［靴に］入るの なかったのだよ。（B：うん）

ゼンゼン ホンダケン ウエノホーノコワ フロシキデナ ＊

全然 それだから 上の方の子は ふろしきでね ＊

053B：イヤ ゼンコーデワ ナインヨ。

いや 全校では ないのよ。

054C：＊ロクネンセーノ トキニ アノー シューガクリョコーガ

＊六年生の 時に あの 修学旅行が

アッテナ（A：ウン）イッタデ。 セーラーフク コーテ。

あってね（A：うん）行ったでしょ。セーラー服［を］買って。

055B：ワタシ サイゴダッタ シューガクリョコー。

私［は］ 最後だった 修学旅行。



ヤマシロチョー ゼンタイデ。

山城町 全体で。

056A：ソラ ミッツチゴタラ ダイブチガウ ＊ ホレモ チガウナー。

それは 三つ違ったら だいぶ違うよ ＊ それも 違うなあ。

057C：＊ アントキワ モーナ。

＊ あのときは もうね。

058B：センソーデネ。

戦争でね。

059C：モーナ スゴカッタケドナ。

もうね すごかったけどね。

060B：サイゴノ ＊ ナナエンデス。｛笑｝イッシューカン＊

最後の ＊ 七円です。 ｛笑｝一週間＊

061A：ナケド カワイソーナヨ ウエノホーノ コワナー ヒャクショーノ コワ

だけど 可哀想だよ 上の方の 子はねえ 百姓の 子は



Ⅱ．伝統料理について
トラック 35

001B：アノネー オマツリガ クット アノ カナラズ ナツワ オダンゴ（D：ハイ）

あのねえ お祭りが 来ると あの 必ず 夏は おだんご（D：はい）

アキフユワ オモチ コレワ モー カナラズ シテクレルカラ

秋冬は お餅 これは もう 必ず してくれるから

マチドーシカッタデスネ チ コドモノ トキカラ。

待ち遠しかったですね × 子供の 時から。

オモチトカ オダンゴ ヨー シ シタ＊

お餅とか お団子［を］ よく × した＊

002C：ウン ソージャ。ホシテナー オボンニナー ガーニ オダンゴシテ ソノ

うん そうだ。 それでねえ お盆にねえ ／／／ お団子作って その

オボン オダンゴアタッテ セキビン ナッタリシテ（B：笑）

お盆 お団子［に］あたって ／／／／ なったりして（B：笑）

リョーニンガ デキヨッタンジャワ ムカシワ。

／／／／／が できていたのだ 昔は。

003B：ヨーケ シスギテ｛笑｝

いっぱい し過ぎて｛笑｝

004C：ホンマ ホンマゾ（B：アー）

本当 本当だよ（B：ああ）

モー オダンゴガナー（B：アー）

もう お団子がね （B：ああ）

サ サイコーノ ゴチソーチャウン。

× 最高の ご馳走じゃない。

005B：ゴチソーヤッタネ。

ご馳走だったね。

006D：ジャー ト ココデ トレル ジノモントカデ ツクッタリトカジャナクテ

では × ここで 採れる 地元の農産物とかで 作ったりとかじゃなくて

ソーユー アノー オマ オマツリトカ ギョージゴトデ デテクルノガ ハイ

そういう あの ×× お祭りとか 行事ごとで 出てくるのが はい

007C：ソーソーソー

そうそうそう

008B：ソーソー ハイ

そうそう はい

009B：ソレト シ アノー

それと × あのう

010C：オダンゴノ コーテモナ ミンナ イエデ ヒクンヨ（D：アー）

お団子の 買ってもね みんな 家で 挽くのよ（D：あー）

ウスデナ ヒーテ コキビデモ ナンデモナ ジブンチデ ヒーテ コナニ

臼でね 挽いて こきびでも なんでもね 自分の家で 挽いて 粉に



シヨッタナ（B：ウン）

していたね（B：うん）

011A：ホラ オワレナカッタナー ムカシワ テードガ コンチガウケンナ

それは ／／／／／／／なあ 昔は 程度が こんなに違うからな

012C：ホラー ホンマ ユーケンド オムギノナー マルムギデナー アノー ワタシ＊

それは 本当 言うけれど 小麦のねえ 丸麦でねえ あの 私＊

013B：アナタワ マルムギユーテモナ｛笑｝

あなた［話者Ｄ］は［今の子だから］丸麦といってもね［分からないでしょう］｛笑｝

014C：ハハノ サトガ ヒャクショージャッタケンナ

母の 里が 百姓だったからね

ホンデシタラ モー 《人名Ａ》ワ ナンチャ コンナゴハン

それで もう 《人名Ａ》は まったく こんなご飯

ヨータベンキニッテイッテ ベツニ タイテ クレルノ

とても食べられないからと言って 別に 焚いて くれるの［を］

ムリニ ソノ ナー ミンナガ タベヨル ゴハンオ タベルッテユーテ

無理に その なあ みんなが 食べている ご飯を 食べると言って

ツイデ アゲタ ホンマ タベレナンダ。

ついで あげた［ら］ 本当に 食べられなかった。

オムギオナ ヨマシッチューテ イッペン タクンヨ。

小麦をね よましと言って 一度 焚くのよ。

ホッテ モイッペン タイテ ソレオ ＊タベル。

それで もう一度 焚いて それを ＊食べる。

ホシタラナー モー クチンナカデ バラバラ。｛B：笑｝ホンマ。

そうしたらね もう 口の中で ばらばら。｛B：笑｝本当［に］。

マー ホンマ ジブンデ イマデモ カンガエタラ マー オジーサンヤ

まあ 本当 自分で 今でも 考えたら まあ おじいさんや

オバーサンワ アレオ タベテ ヒャクショーオナー イッショーケンメー

おばあさんは あれを 食べて 百姓をねえ 一生懸命

シヨッタンカトユー コヤライモ シタンカト オモタラナー ホンマ

していたのかという ／／／／／ したのかと 思ったらねえ 本当［に］

クローシトンナー ウン クローシトル。

苦労しているなあ うん 苦労している。

015A：ホリャ イマノ イマノ ヒトワ アレジャワナー。

それは 今の 今の 人は あれだよなあ。

モー トーゾクガタノ セーカツジャワナー。

もう 盗賊型の 生活だよなあ。



Ⅲ．狸の伝承について
トラック 36

001B：タヌキジャネー

狸だねえ

002D：タヌキデスカ

狸ですか

003C：ココワ タヌキヨ タヌキ＊

ここは 狸よ 狸＊

004B：タヌキト ヒノタマ。

狸と 火の玉。

005D：ヒノタマ。（B：ウン）（C：ウン）

火の玉。 （B：うん）（C：うん）

006B：ヒノタマガ トンダトカネー（D：ハイ）

火の玉が 飛んだとかねえ（D：はい）

タヌキ モー ホトンド タヌキデスネー（D：アー）

狸 もう ほとんど 狸ですねえ （D：あー）

007A：タヌキ＊

狸＊

008B：タヌキ マツットルグライダカラ。（D：アー）

狸［を］ 祀っているぐらいだから。（D：あー）

アオ アオキトータローヤユーテ ナマエツイテ （D：ハイ）

×× 青木藤太郎といって 名前［が］ついて（D：はい）

コノ ハシノ シタニ オハツ ダッ＊（B：ウン）

この 橋の 下に おはつ ／／＊（B：うん）

オハッツァン ダ （B：ウウン）オハツダネ

おはっつぁん × （B：ううん）おはつだね

009B：オタネサンカ（B：ウン、オタネ）オハツワ ドコ？

おたねさんか（B：うん、おたね）おはつは どこ？

010C：オハツワ

おはつは

011B：ア アノー オーツキヤ

あ あのー 大月だ

012C：オーツキ

大月

013B：ホレカラ アイカワバシノ トコロノワ

それから 相川橋の ところのは

014C：アソコワ ウン

あそこは うん

015B：アオキトータロー

青木藤太郎



016C：トータロー

藤太郎

017B：ダカラ シューセン＊

だから 終戦＊

018C：アノヒトワ ツヨカッタ。

あの人は 強かった。

019B：アノー エ センキョガ ハジマッテ ソンチョートカ アノ ギインサン

あのー × 選挙が 始まって 村長とか あの 議員さん

センキョ ハジマッタトキニ タヌキノ ナマエガ ヨーデテキマシタワ。

選挙［が］ 始まった時に 狸の 名前が よく出てきましたよ。

アオキトータロー＊｛笑｝ソノグライ タヌキガ アノー ユーメイ

青木藤太郎＊ ｛笑｝そのぐらい 狸が あのー 有名

020D：タヌキノ デンセツーモ

狸の 伝説も

021B：オーイデス（C：ウン）

多いです （C：ウン）

022D：ヨカッタラ ＊

よかったら ＊

023C：ココラワ ＊

このあたりは ＊

024B：ダカラ ココワ アノ オーボケ イクトネ ヨーカイムラガ（D：ハイ）

だから ここは あの 大歩危［に］ 行くとね 妖怪村が （D：はい）

デキトル。

出来ている。

025D：＊ タヌキノ ハナシ チョット イロイロ アノー シラ アノ

＊ 狸の 話［を］ ちょっと 色々 あのう ×× あの

シッテルカギリ キカセテ イタダケレバト（B：ハイ）ハイ。

知っている限り 聞かせて 頂ければと （B：はい）はい。

026B：ワタシノ ハハガネー（D：ハイ） アノー イキテタラ

私の 母親がねえ（D：はい） あのう 生きていたら

ナンボニ ナルンダロ

何歳に なるのだろう

ワタシガ ＊ スエノホーノ コダカラ ヒャクサンジュッサイグライジャロカ

私が ＊ 末の方の 子だから 百三十歳くらいだろうか

アノー キョーイン シテタンデスケド トクシマデ カイガ アッテネ

あのー 教員［を］ していたのですけれど 徳島［市］で 会が あってね

アノ 《人名 2》トイッテ コノ ヤマシロシュッシンデ アノー

あの 《人名 2》と言って この 山城［町の］出身で あのー

エット サク サ ナンテーナ ショカ

えっと ×× × なんて言うかな 書家



027C：ダレカナ

誰かな

028B：アノー 《人名 2》サン

あの 《人名 2》さん

アノヒトノ オ オク オクサントネー オクサンデナイ オカーサン。

あの人の × × 奥さんとねえ 奥さんではない お母さん。

オカーサント イッショニ トクシマエ カイニ イッテ

お母さんと 一緒に 徳島［市］へ 会に 行って

ホシテ カエリヨッタラネー チョット ソノ モー コッカラ ソージャネー

そして 帰っていたらねえ ちょっと その もう ここから そうだなあ

029C：ハンパチ＊

／／／／＊

030B：ニヒャク ウン ハンパチ ニヒャクメートル

二百 うん ／／／／ 二百メートル

031C：ハンパチ＊ ハンパチワ オッタン タヌキ（B：ウン）

／／／／＊ ／／／／は いたの 狸 （B：うん）

032B：ホシタラ モー ムカイガワノ アノ チューガッコー イマ アルトコロニ

そうしたら もう 向かい側の あの 中学校 今 あるところに

モー オーキナ ヒガ アッ テンエ トドクヨーニ コー ＊ホイデ

もう 大きな 火が × 天へ 届くように こう ＊それで

アレワ タヌキジャワッテ イッテ モー フターリデ テー ツナイデネ

あれは 狸だなと 言って もう 二人で 手［を］ 繋いでね

ホッテ ハヨ イノ カエローユテ カエリヨッタラ マエニ

そして 早く 去のう 帰ろう［と］言って 帰っていたら 前に

オジーサンノヒトガ アノー ナンテ ミノカサデ イッキョル

お爺さんの人が あのう 何て［言うの］ 蓑笠で 行っている

ヒトガオルケン アノヒトニ ツイテイコーッテ ホッテイッショーケンメー

人がいるから あの人に ついていこうと［思って］ そして一生懸命

ハシッテモ モー オンナジキョリ ソレガ ヤッパリ

走っても もう 同じ距離 それが やっぱり

タヌキダッタンダロカーヤ ユーテネ ホシテ ズット モー ジブンブンノ

狸だったのだろうかと 言ってね そして ずっと もう 自分ぶんの

イエノ チカクマデ カエッタトキニ ハットミタラ シタノ タンボデ

家の 近くまで 帰った時に はっと見たら 下の 田んぼで

マタ ヒオ タッキョル。ソノ ソナキ タヌキガ ツイテ キトッタトカ

また 火を 焚いている。その だから 狸が ついて 来ていたとか

ユーテ ヨー ハナシテ クレマシタネー。ワタシワ イチドモ ミタコトモ

言って よく 話して くれましたね。 私は 一度も 見たことも

ナイシ ナンテユーン

ないし 何と言うの



033C：ソーヨ ウチノナー オジーサンヤーラナー アノー オタクノー

そうよ うちのねえ お爺さんやらはねえ あのう あなたの

オカーサンヤラモ ユーン ソンナン

お母さんやらも 言う［のは］ そのようなのを

ミトルカモワカランケドナ。 ウチノ オジーサンデモ

見ているかもしれないけれどね。うちの お爺さんでも

イーヨッタヨ（B：ウン）アノー シラカワグチノナ シラカワグチヤナイ

言っていたよ（B：うん）あのう 白川口のね 白川口ではない

アイカワバシントコロノナ。《人名 3》ハンクノ マワリントコ

相川橋のところのね。 《人名 3》さん家の 周りの所

コー スーット コーユーフーニ ナットル。

こう すーっと こういう風に なっている。

ホッテ コー ドーロノ ハタニ コー ミズガ コー。

そして こう 道路の 端に こう 水が こう［たまっている］。

ホダ ウチノ オジーサンガ ガ ウエノ ジョーヤマノ アレカラ

そうしたら うちの お爺さんが × 上の ジョーヤマの あれから

＊エ アガッタラナ ヨメハンノ サトヨ 《人名 4》サン。

＊へ 上がったらね 奥さんの 里だよ 《人名 4》さん。

ホンデ ジーサン イニヨッタンヤッテ。

それで お爺さん 帰っていたのだって。

ホッテ イニヨッテ シタラ マー ミタラナー タヌキガナー コー

それで 帰っていて そうしたら まあ 見たらねえ 狸がねえ こう

ナンチューン コー イッパイ コー ツララミタイナン サガットル

何と言うの こう いっぱい こう 氷柱みたいなの［が］ 下がっている

トコロ アソコ ミズガ オチヨッタカラ。（B：ウン）

所 あそこ 水が 落ちていたから。（B：うん）

ンデ ソンナノオ カブッタリ アッチコッチ シテ

それで そんなもの［水］ かぶったり［して］ あちらこちら して

シヨルンヤト。 アリャー コノ ドタヌキノ ヤツワ ドコゾイッテ

しているのだと。ありゃー この ど狸の 奴は どこかに行って

ダレゾーカバカソート オモイヨルンヤロート。ホッテ タバコオ

誰か化かそうと 思っているのだろうと。それで 煙草を

スーテ ジーット ミヨッタンジャッテ。ホッテ ソーコーシヨルウチニ

吸って じーっと 見ていたのだって。 そして そうこうしているうちに

キレイナ ムスメハンニ ナッテフンドーヨ ドコイクンゾ

きれいな 娘さんに ［狸が］なって／／／／／ どこへ行くのだ

ツイテイキャー ユーテ ＊ワ イチンチ ヒトバンジュー

ついて行こう ［と］言って ＊は 一日 一晩中

アノ ジョーヤマ アッチコッチ アッチコッチ｛笑｝ヒッシデ

あの ジョーヤマ［を］ あちらこちら あちらこちら｛笑｝必死で



ホッテ イッタラ マー ウッサンワ ナニオ シヨッタンゾーヤ

そして 帰ったら まあ お父さんは 何を していたのだとか

ユー。マー ドロダラケニ ナッテッテ イッテ イヤ ジツワ

言う。まあ 泥だらけに なってしまって 言うには いや 実は

コーコーデナ タヌキノヤツ｛B：笑｝ツイテ イキヨッタラナ

こういう理由でな 狸の奴 ｛B：笑｝ついて 行っていたらね

コンナ ナッタンジャッテ ユーテ。

こんな［状態に］ なったのだと 言って。

034A：イマー ドーシテ ソンナ タヌキワ オランノダロ。

今［は］ どうして そんなに 狸は いないのだろう。

035C：イヤー ヤッパ アカルーナッテカラ モー バケニクナッタンヤナイン

いやー やっぱり 明るくなってから もう 化けにくくなったのではない

036B：｛笑｝ソーヨ ガイトーモ ツイテルシ ｛笑｝

｛笑｝そうよ 街灯も ついているし｛笑｝

037A：イヤ オル アル オルンダロカ ソンナ バカスタヌキガ。

いや ×× ×× いるのだろうか そんな 化かす狸が。

038C：マー オルンワ オルンデナイデ。

まあ いるには いるのではないか。

タダ ニンゲンガ オリコーン ナッタカラ。

ただ 人間が お利口に なったから。

039B：バカサレンヨーニ ナッタ。

化かされないように なった。

040C：ウン ソーダワ。

うん そうだね。

041B：ワタシノー シュジンガネ ユービンキョクニ ツトメテタンデスケド

私の 主人がね 郵便局に 勤めていたのですけれど

アノ シュクチョクノ バンニ デンポーガキテ

あの 宿直の 晩に 電報が来て

042A：ヤ ワタシヤッタラナー ＊デオルトキ タヌキノユメ ミタヨ（C：ウン）

いや 私だったらねえ ＊にいるとき 狸の夢［を］ 見たよ（C：うん）

043B：デンポーワ ホラ デンポーハイタツって テデ モッテ イキヨッタンデスヨ

電報は ほら 電報配達って 手で 持って 行っていたのですよ

イエエネ マー ダレヤラ キトクタ ダカ ナントカユー ＊

家へね まー 誰やら［が］ 危篤だ だか なんとかいう ＊

ナンボーシテモ デンポーハイタツガ カエッテコナイ ヨルネ オソーナッテモ。

何度しても 電報配達が 帰って来ない 夜ね 遅くなっても。

ソシテー アノー アレ ウチノシュジンワ シュクチョクダカラ

そして あのう あれ うちの主人は 宿直だから

ユービンキョク ハナレラレンケドモ ダレカー モーヒトリ ヨンダカドーカ

郵便局［を］ 離れられないけれども 誰か もう一人 呼んだかどうか



シランケド ミニイッテ モラッタラネ アノー マーキタナイハナシダケド

知らないけれど 見に行って もらったらね あのー まあ汚い話だけれど

ノツボッテ ユーノガ アッタンデスヨ ノツボト ユーノワ イ イエニネ

ノツボと いうのが あったのですよ ノツボと いうのは × 家にね

アノー シモゴエネ ワカル？オシッコトカ ウンチトカ

あのー 下肥ね わかる？おしっことか うんちとか

アンナノガ イッパイニ ナッタラ アノー ヤマエネ アノー アナホッテ

あんなのが いっぱいに なったら あのう 山へね あのう 穴［を］掘って

ソコエ タメヨッタン ノツボッテ ＊

そこへ 貯めていた［のを］ ノツボって ＊

044C：ソレオ ヒリョーニ ツカイヨッタン（B：ウン）

それを 肥料に 使っていた （B：うん）

045B：ホシタラ ソコノ モー スグソバデネ コーヤッテ シタバッカリ

そうしたら そこの もう すぐそばでね こうやって 下ばっかり

コヤッテ。 ホデ ドーシヨンゾッテ ユ－タラ アノー

こうやって［見ている］。それで どうしているのだって 言ったら あのう

キレーナヒトガナー ココオハイッタリデタリ ハイッタリデタリシヨル＊｛笑｝

きれいな人がねえ ここを入ったり出たり 入ったり出たりしている＊｛笑｝

ホッテ オマエ タヌキニ バカサレトンジャワッテ イテ ホテ

それで お前 狸に 化かされているのだと 言って それで

ソノヒトオネ バンバンバンバン タ セナカ タタイタリ サスッタリ

その人をね ばんばんばんばん × 背中 叩いたり さすったり

シヨルウチニ キガツイテ ホテ ＊ ユービンキョクエ

しているうちに 気がついて それで ＊ 郵便局へ

カエッタンジャッチューテ シュジンガ ハナシヨッタケン アノ

帰ったのだよと言って 主人が 話していたから あの

マジメナ ヒトガ ユーンヤケン ウソデワ ナインダローカナ｛AB：笑｝

真面目な 人が 言うのだから 嘘では ないのだろうかな｛AB：笑｝

ト オモウケド。

と 思うけど。

046A：イロイロ アルワナー ワタシラ ソンナンワ ミタコト ナイケド

色々 あるよね 私ら［は］ そんなのは 見たこと ないけど

タヌキノヒワ ミタコトアル ウン キレーナデ

狸の火は 見たことある うん きれいだよ

047C：ミタナー（B：ウン）

みたなー（B：うん）

048A：アノ ムコーノ ウズキナー アソコノ ヒーガナ アノー ウエシタウエシタ

あの 向こうの ／／／ね あそこの 火がな あの 上下上下

チョーチンノ ヨーケナランデ トオルンヨ ウン アレワ メズラシーワ

提灯が たくさん並んで 通るのよ うん あれは 珍しいね



049C：＊ナ

＊な

050A：イマゴロ ソンナン ミエンモン

今頃 そんなの［は］ 見えないもの

051C：ミエンナー

見えないねえ

052B：ワタシモ ミタコト アル

私も 見たこと ある

053A：＊ タヌキガ オランノジャワ

＊ 狸が いないのだな

ホレワ キレーナヨ タヌキノナー チョーチンガ ウン

それは きれいですよ 狸のねえ 提灯が うん



徳島県三好市山城方言の概観

久保博雅1・天満啓貴2

１．はじめに

本稿では徳島県三好市山城町にて得られた談話音声中から、その語彙・文法・音韻の特

色について報告する。

２．１ 方言語彙の特色について

２．１．１ 名詞

始めに「ムシロ」を取り上げる。

（1）Ⅰ-013C：ナンカ ムシロカナンゾ コーシトタラ

高田（1985）によると「ムシロ」とは藁やイグサなどの草で編んだ簡素な敷物であり、

また「ムカデ」とも呼ばれる。「ムシロ」は形を変えると方言の呼称も変化し、袋型になっ

たものを「カマギ」や「タテフゴ」、「フゴ」という。

次に「コエグロ」であるが、金沢（1960）には、「コエ」は緑肥の原料であり、「グロ」

はその叢生しているところ、という記述がある。

（1）Ⅰ-024A：ウーン コヤジャナイ アノー コエグロ コンナ

「ズク」という語彙も見られた。高田（1985）では、徳島では熟れた柿のことを「ジュ

クシ」ではなく、「ズクシ」、「ズク」と呼ぶと述べられている。この「ズクシ」「ズク」は

全ての熟れている果実に対し使用できるものではなく、熟れた柿に対してのみ使用するこ

とができる。

（1）Ⅰ-031A：トッテ タベヨッタンヨ。ナガラ ナガラガキノ ズクガ

「ク」についてだが、金沢（1960）では「ク」は漢字で「処」と表記され、名詞の後ろ

に付き「･･･の家」という意味を表す、とされている。

（1）Ⅰ-032A：《話者 A》チャンクノ ズクッテ ナガラ

「デコシバイ」という語彙も見られた。辻本（2006）によると、徳島の人形浄瑠璃を路

傍で演じた芸のことを「デコマワシ」とも呼ぶと述べられている。この「デコシバイ」は

明治には栄えていたが、太平洋戦争の頃にはほとんど姿を消してしまったようである。し

かし 2003 年から「デコシバイ」を復活させようとした動きもあり、子供たちに「デコシバ

イ」を教える活動も行われている。

（1）Ⅲ-007C：デコシバイッテ ココラデワ ユーケンドナ。

1 徳島大学大学院総合科学教育部地域科学専攻博士前期課程 1 年
2 徳島大学総合科学部人間文化学科 4 年



２．１．２ 副詞

「ガイニ」という語彙も見られた。芝原（2004）は「ガイ」は漢字で「我意」、「雅意」

と表記され、強く、ひどく、沢山、または健康の意で「ガイニ」は使用され、『論語抄郷党』

や『雑兵物語』などの古典にも記述がみられると述べている。談話資料中ではいたずらを

した話者に対し、おばあさんが怒ってきた場面について話しているため、「ガイニ」は「強

く」「ひどく」の意味で用いられている。

（1）Ⅰ-024A：キチニシテホシテ ガイニナ アノ バーサンガ

２．１．３ 動詞

「コトワリスル」という形式が見られた。『日本国語大辞典 第二版 第五巻』（2001）

には、動詞「断る」の第五義に「理由を述べて言いわけをする。弁明する。あやまる。わ

びる。」と、それぞれ記述されており、語義として謝罪の意を有する表現である。名詞「断

り」をサ変動詞化することで生じた形式であろうと推測される。なお、方言としての動詞

「断る」の第四義には「わびる。謝罪する。」の意で、富山県砺波、長野県下伊那郡、岐阜

県益田郡、岐阜県郡上郡、静岡県志太郡、山口県大島、徳島県、大分県などの地点が挙げ

られている。

（1）Ⅰ-024A：ウチノオヤヤ コトワリシタラ

「カク」は物を担ぐという意味で使われている。『日本国語大辞典 第二版 第三巻』

（2001）では、新潟県や滋賀県、京都府、奈良県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳

島県、愛媛県といった広範囲で使用されていると記述されている。

（1）Ⅲ-009C：デヨッタ モー イマワナー オミコシサエナー カクヒト

（1）Ⅲ-051C：ホナケド カクヒト オランデ ヨワル。

「コッシャエル」は物をつくるという意味で使用されている。標準語の「コシラエル」

が音声変化したものである。似た形式は点在しており、『日本国語大辞典 第二版 第五巻』

（2001）によれば讃岐で「コッシャイル」、淡路、徳島県、愛媛県周桑で「コァシャエル」

（原文ママ、おそらく「ァ」は「ッ」）などの用例が記載されている。なお、これ以外にも

同類と判断される語形は日本全国に散見される。

（1）Ⅲ-021C：ドーロ コッシャエタン。ホシテ コノハシモ デキトリマス。

２．１．４ 対称詞

対称詞として「オマハン」の使用が見られた。「オマハン」は『日本国語大辞典 第二版

第二巻』（2001）によると「オマエサン（御前様）」の変化した語であり、江戸時代、主に

遊里ことばとして、女郎が客に用いたという。また本来敬語として使用されていたが、「お

まえさん」から「おまはん」と形がかわっていく際に敬語の意味がなくなっていった、と

ある。

（1）Ⅰ-034C：オマハンジャッテ ヒトリデスンドー。



（2）Ⅰ-023C：ホナケンド オマハンヤナー ワタシラデワ

２．２ 方言文法の特色について

２．２．１ 助動詞

助動詞の特色としては断定の助動詞「ジャ」「ヤ」の使用が多く見られた。

（1）Ⅰ-013C：イヨッタンジャ。

（2）Ⅰ-049A：ナラングライジャー。

（1）Ⅲ-034C：タベマツリヤ。

使用頻度については「ヤ」より「ジャ」の方が目立つが、後述の接続助詞「ケン」と接

続した「ヤケン」を見ると、「ヤ」の使用も多く見られる。

（1）Ⅰ-047A：ジダイヤケンナー。

（1）Ⅲ-060B：イヨッタンヤケン。

仙波ほか編（2002）を見ると、「ジャ」の使用は徳島県全域に広がっていることが分かる

一方、「ヤ」については県東部や海部郡などの南部で多く使用されているのみで、山城町を

含む三好市を中心とした県西部ではあまり使用されない傾向にあることが分かる。また図

2 を見ると、接続助詞「ケン」と接続した場合では「ヤ」単独に比べ県東部から南部にかけ

ての使用分布は広がっていることが分かる。

仙波ほか編（2007）における「雨だ」の調査結果に関して、県東部や南部で見られる「ヤ」

については「この地域での内的変化とみるよりもむしろ大阪や和歌山方面から持ち込まれ

た」ものであると解説されている。そのように考えると、山城町方言において「ヤ」より

「ジャ」の出現頻度が高いことは、関西圏の影響が少ないことが要因となっていると言え

るだろう。その一方で、頻度が低いとはいえ「ヤ」の使用が見られることから、「ヤ」が西

進している可能性が伺え、今後はより「ヤ」の使用率が上がるのではないかと予測される。

図 1 徳島県言語地図「雨だ」

（仙波ほか編（2002）より引用）

図 2 徳島県言語地図「雨だから」

（仙波ほか編（2002）より引用）



２．２．２ 助詞

文末助詞である「ナ（ー）」「ノ（ー）」の使用については「ナ（ー）」の方が頻度は高い。

金沢（1961）によれば「ナ（ー）」の使用区域は徳島県の方言区画のうちでは下郡（鳴門市、

徳島市等を含む県北東部）や南部に多く、「ノ（ー）」は上郡（三好市池田町等を含む県北

西部）から山分（三好市山城町等を含む県南西側）にかけて使用区域が広がっているとさ

れる。しかしながら今回の調査で前述の通り「ナ（ー）」の使用頻度の方が高く、山城町は

山分に属している地域であることから、金沢（1961）の時代よりも「ナ（ー）」の使用区域

が「ノ（ー）」の地域にまで広がっている、すなわち使用区域が西進しているという可能性

が考えられる。

接続助詞の特色として目立つのは、原因理由の接続助詞「ケン」の使用である。真田編

（2011）によると元々の形は「ケニ」であるとされており、中国・四国及び九州方言にお

いては「ケン」を含めた様々な「ケニ」由来の接続助詞の分布が見られる。そのうち今回

山城町で確認された形は「ケン」「キン」「キニ」「ケー」の 4 種類である。まず「ケン」は

（1）Ⅰ-018C：ハシノウラニ オッタケンナ。

（2）Ⅰ-022B：イマ ＊ノハタケニ ナットル アガッタケンナ

等、その他あらゆる箇所で確認できる。加えて山城町は地理的に高知県や香川県西部と近

いこともあり、「ケン」の他に、

（1）Ⅲ-011C：イシオ トラナイケンキンナ

のような「キン」の使用も確認されている。また、

（1）Ⅲ-034C：ヨガ ヨクナッタキニ

のように「キニ」の使用も多く確認される。また前述の助動詞「ジャ」「ヤ」と「ケン」が

接続し「だから」を意味する「ジャケン」「ヤケン」という形での使用も多く確認されてお

り、同様に「キニ」に接続し、

（2）Ⅰ-010C：センセー ＊ジャシナー。ソジャキニ

という使用も見られた。一方、1 例しかないが「ジャケー」の形も確認されている

（2）Ⅰ-034A：モッテクル ジダイデヨー？ホンジャケーナー

ただし「ケー」は四国では珍しく、広く分布している地域は中国地方である。仙波ほか

編（2002）においては「ケー」の凡例は与えられておらず、『日本方言文法地図』（以下 GAJ）

第 5 集、第 265 図を確認してもやはり徳島において「ケー」は見られない。したがって例

が 1 件しか得られていない上他の事例も確認できないため、「ケー」については個人差レベ

ルのものであり山城町方言の特色とは考えにくい。

２．２．３ アスペクト

アスペクトの特徴としては「ヨル」と「トル」の対立について取り上げる。一般に西日

本では「ヨル」と「トル」で異なるアスペクトの意味を持つことは広く知られている。工

藤（1995）によると、「時間の中に成立・展開・消滅する〈運動〉の、〈終了限界〉をめぐ



って、その〈限界達成前の段階〉をとらえるか、〈限界達成後の段階〉をとらえるかで対立

している」と記されている。このうち前者が「ヨル」系で進行（不完成相）、後者が「トル」

系で結果（パーフェクト相）として分類され対立を成している。今回の談話で得られた「ヨ

ル」「トル」のうち代表例を工藤（1995）にのっとり分類した上で、それぞれ 1 件ないし 2

件、例を示し詳しく内容を見ていく。

ヨル系（不完成相）の動作過程の進行・継続性を表すものとして、

（2）Ⅰ-018B：ツクリヨッタンヨ。

が確認できる。「ツクリヨッタ」は標準語の「作っていた」に相当する。話の内容はかつて

の百姓の家でよく芋料理を作っていたことを思い出したものであるため、〈主体＝百姓〉の

〈動作の進行性＝継続性〉を表わしている。

ヨル系（不完成相）―変化過程の進行・継続性を表すものには、

（2）Ⅲ-034C：キエルンカッテ キヨンジャケンナ。

が見られた。「キヨン（キヨル）」は標準語の「来ている」に相当する。自分達の地域が高

齢化で消えてしまう時代が来ているのではないかという会話の中で得られたものである。

〈主体＝地域が消える時代〉が近付いてくる〈位置変化（移動動作）の進行性〉を表わし

ている。

トル系（パーフェクト相）―結果状態の継続性の例としては、

（1）Ⅱ-021B：ハタケオ ムギウワットル

が確認された。「ウワットル」は標準語の「植えている」に相当する。畑に植えられている

麦を指示した発話のため、〈客体＝麦〉の〈結果状態の継続性〉を表わしている。また、

（2）Ⅰ-016B：ウチンクワ アワイウチニ ツクットッタヨ。

に見られる「ツクットッタ」は標準語では「作っていた」に相当する。芋料理について芋

が淡いうちに調理していたという会話であるが、〈客体＝芋料理〉の〈結果状態の継続性〉

を表わしている。

トル系（パーフェクト相）―限界達成後性の使用例としては、

（1）Ⅲ-018A：コノヒト ジューヨネン ウマレトルケン。

が挙げられる。「ウマレトル」は標準語の「生まれている」に相当する。〈客体＝コノヒト〉

が大正 14 年に生まれたという〈限界達成後の段階性〉を表わしている。

その他、工藤（1995）による分類では「トル」系において〈形跡の残存性〉がある。こ

れには「歩いとる」や「たたいとる」などが該当し、工藤（1995）では「客体や主体に必

然的にもたらされる結果ではなく、様々なかたちで偶然的に残った〈先行する動作の形跡

の残存性〉を表わしているのが特徴的である。」と説明している。その動作の瞬間を目撃し

ていなくても、その動作によって残された痕跡（例えば「歩いとる」であれば足跡、「たた

いとる」であれば腫れあがった肌など）を知ることで発話されるものであり、〈結果状態の

継続性〉と区別される。しかしながら、今回の談話の中ではこの〈結果状態の継続性〉に

該当する表現が得られなかったため、分類のもう一例の紹介として留めておく。またトル



系においては、

（1）Ⅰ-042C：マゴト イッショニ ナットー

のように長音化した「トー」の形や、「ヨル」形が音韻変化した、

（2）Ⅰ-033B：アノー ナンテ ミノカサデ イッキョル。

（1）Ⅰ-024A：ソンナコトガイニシテ アソンビョッタナ

の形式も確認されている。これについては「２．３ 音声・音韻の特色について」で取り

上げる。

２．２．４ 動詞の否定

山城町調査で確認された基本的な動詞

の否定形は「－ン」であるが、「ヘン」に

よる否定も 1 つ確認できた。

（1）Ⅲ-034C：イケヘン

岸江（2014）によると、近畿圏から四

国地方への動詞の否定形式の流入が見ら

れるとされる。元々否定「ヘン」は関西

圏で勢力を広げてきた形式であり、岸江

（2014）では京阪中央部から「ヘン」の

勢力が拡大し、近畿圏周縁部において「－

ン」の形が追いやられる周圏分布の様を

説明している。そしてその勢いは四国にも影響しており、図 3 では四国地方における否定

形の分布において徳島県東部、南部及び香川県から愛媛県中部にかけて「ヘン」が広がっ

ていることを示している。これを見ると、徳島県鳴門市や徳島市を中心として「イケヘン」

の形式が集中して分布し、西部にかけて「イカン」が分布している様子がうかがえる。岸

江（2014）では大阪市では「イカヘン」から「イケヘン」への変化、すなわちア段からエ

段へのシフト化という音声変化が起こったと説明している。ここから、先に四国に上陸し

たのは「イカヘン」であり、後に「イケヘン」が上陸し徳島で分布を広げたとされる。そ

れでは山城町において今回確認された「イケヘン」についての解釈であるが、上の地図を

よく見ると確かに三好市に相当する地域に「イケヘン」がわずかに分布していることが分

かる。また岸江ほか編（2014）を見ると山城町での分布は確認されなかったが三好市池田

町において 1 件確認された。これらの事例から山城町における「イケヘン」は 1 件しか確

認されなかったものの、個人差によるものではなく、少数派ではあるかもしれないがこの

地域の特徴としてとらえるべきものであると考えられる。しかしながら「イカン」が広く

分布している徳島県東部から山城町までの地域には「イケヘン」はほとんど分布しておら

ず、「近畿圏～徳島県東部～三好市池田町・山城町」という伝播ルートではないように思わ

れる。可能性として考えられるのは、先に香川県へ流入していた「イカヘン」の形式が三

図 3 四国地方「行かない」

（岸江（2014）より引用）



好市の方へ伝わり、それがエ段へのシフト化が起こり三好市では「イケヘン」として残っ

ているというものである。事実、図 3 を見ると同地域に「イカヘン」の形式も確認されて

いるため、香川県側から「イカヘン」の流入があったことは間違いないだろう。

次に動詞の否定として挙げられるのが「－ナンダ」の形である。この形式は真田編（2011）

によると近畿圏から高知を除く四国 3 県に広く分布するとしている。そして、「行かなかっ

た」を例に挙げると、右の図にあるように九州北部～山口県にかけて「イカンジャッタ」、

熊本県、宮崎県～中国山陰地方及び山間部～四国山間部及び高知県にかけて「イカザッタ・

イカダッタ」、愛媛県、香川県、徳島県

～中国山陽地方及び鳥取県～近畿圏に

かけて「イカナンダ」が分布しており、

これを近畿圏からの周圏分布と考える

と、古い順に「イカンジャッタ」「イカ

ザッタ・イカダッタ」「イカナンダ」で

あると考えられるとされている。図 4 を

見ると山城町に当たる地域には「イカザ

ッタ・イカダッタ」が分布しているが今

回の調査ではその例は得ることが出来

ず、より新しい「ナンダ」の形式が多く

確認された。しかしながら岸江ほか編

（2014）を見ると 1 例ではあるが確かに

山城町に「イカザッタ」の形式が確認さ

れており、古い形式が残っていることが

分かる。

２．３ 音声・音韻の特色について

２．３．１ 音韻変化

サ行ハ行音交替については、

（1）Ⅰ-018C：ホージャ。《人名》クワ アノー ホレ チョット

（1）Ⅰ-045C：ホーラ ココラワ。ムカシワ ホンマ モー

（1）Ⅱ-017C：ヘーセーダッタ。ホーカモ。ワカランナ。

等が確認された。また前述のアスペクト表現において、「ヨル」系が、

（2）Ⅰ-033B：アノー ナンテ ミノカサデイッキョル。

（2）Ⅰ-033B：マタ ヒオ タッキョル。

（1）Ⅰ-024A：ソンナコトガイニシテ アソンビョッタナ

のように拗音化したり「トル」系が、

（1）Ⅰ-042C：マゴト イッショニ ナットー。

図 4 「行く」の過去否定

（真田編（2011）より引用）



（1）Ⅱ-004C：シットー。

のように長音化したりする傾向が見られた。これらの傾向は山城町に限らず徳島県全域で

見られる傾向である。また 1 例しかないが、

（2）Ⅰ-011B：オカイサン タベナ＊タネー。

という表現が確認された。これは元々「オカユサン」（お粥）であると考えられ、「ユ」

の音が「イ」と発音されていることが分かる。小泉（2003）によると、有声硬口蓋摩擦音

〔ʝ〕の上下の調音器官の接近の度合を広げると非円唇硬口蓋接近音〔j〕になり、さらに広

げると非円唇前舌狭母音〔i〕になることを記している。ここからこの音韻変化については、

元々〔okaju〕であったものがまず〔u〕の母音が脱落し〔okaj〕となり、〔j〕の発音は〔i〕

に近いため〔okai〕という発音になったと考えられる。同様の音韻変化の例として「かゆ

い」→「かいい」、「ゆがむ」→「いがむ」などが挙げられる。

２．３．２ 鼻音

ところで今回の調査では談話調査とは別に、濁音

における鼻音の調査を行った。四国地方における鼻

音の先行研究については、『日本言語地図 第 1 集』

第 1 図ではガ行音における鼻音は徳島県と高知県

で広く確認された。また真田編（2011）によると GAJ

では濁音の前の母音は四国では高知県のみの分布を示していた。それを踏まえて、今回の

調査では 1 項目のみ「電気とガス」が〔deNkito-~gasu〕という形で濁音「ガ」の手前で鼻

音が確認された。なお、鼻音項目についての結果は上の表の通りである。したがって山城

町でも頻度は高くないが鼻音が確認できることが分かった。

３．まとめ

今回山城方言の談話分析を行い、語彙「ことわりする」や動詞「イケヘン」等、山城町、

あるいはその周辺地域を含めた特徴であるとして特筆するものを見出すと同時に、アスペ

クト表現など徳島県一帯の共通の特徴も再度見出すことができた。また先行研究と本調査

で得られたデータを照らし合わせることで、今現在山城町で使用されている生きた言葉が

徳島県内、四国地方内、あるいは全国範囲でどのような位置づけになるのかを知ることが

出来た。それらの調査・分析を通じて言葉の移り変わりを実感すると共に、地域方言の現

在の形を記録・保存することの意義を改めて感じた。今後は今回の調査で不十分だった点

や更に明らかにしたい点を検討した上で、それを元によりよい研究活動を行っていきたい。

項目 得られた発音

舌を出す ɕitao-dasu

電気とガス deNkito- ̃gasu
これは毒じゃ korewa-dokudʑa

表 2 鼻音調査項目と結果
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Ⅰ．子ども時代の話について
トラック 37

001C：ハイ。ジャー イマカラ ダンワノホーオ ハジメサセテ イタダキマスノデ

はい。では 今から 談話の方を 始めさせて 頂きますので

ヨロシクオネガイシマス。｛笑｝テキトーニ リラックスシテ オシャベリオ

宜しくお願いします。 ｛笑｝適当に リラックスして お喋りを

シテクダサッタライーノデ。

して下さったらいいので。

002A：＊＊＊｛笑｝

＊＊＊｛笑｝

003C：コチラカラワダイワ イチオーオクリマスノデ ヨロシクオネガイシマス。

こちらから話題は 一応送りますので 宜しくお願いします。

004A：ハイ。

はい。

005C：エートデスネ。マズデスネ。コドモジダイト アノ コンカイノダンワワ

ええとですね。まずですね。子ども時代と あの 今回の談話は

コドモジダイト ゲンザイノセーカツニツイテ イロイロオキキシテイキタイト

子ども時代と 現在の生活について 色々お聞きしていきたいと

オモッテマスノデ ハイ。ヨロシクオネガイシマス。エートデスネ。

思っていますので はい。宜しくお願いします。 ええとですね。

マズデスネ。コドモジダイノ アソビニツイテ イロイロ キキタインデスガ

まずですね。子ども時代の 遊びについて 色々 聞きたいのですが

コドモジダイニヨクシタアソビトカッテ ナニカアリマスカ。

子ども時代によくした遊びとかって 何かありますか。

006D：ドンナアソビ コドモノトキ ヤラレマシタ？

どんな遊び［を］ 子供の時［に］ されましたか？

007A：ナワトビヤッタナ。

縄跳び［を］したね。

008C：ナワトビ。｛笑｝

縄跳び。 ｛笑｝

009B：イシケジ〔1〕。

イシケジ。

010C：イシケジ イシケジ？

イシケジ イシケジ？

011B：カンケリ。｛笑｝ナワトビ。

缶蹴り。 ｛笑｝縄跳び。

012D：オトコノコトカ オンナノコトカ マザッテヤッテタンデスカ。

男の子とか 女の子とか 混じって遊んでいたのですか。

ナワトビトカワ。

縄跳びとかは。



013B：イエ ジョシダケヤネ。

いいえ 女子だけだね。

014C：ジョシダケデナワトビ。

女子だけで縄跳び［をした］。

015A：ワタシラ コドモノトキワ ダンシワ＊

私達［は］ 子どもの時は 男子は＊

016B：イマミタイニセンナ。オトコワオトコデ。

今みたいにしないね。男は男で。

017A：ベツダッタナ。

別だったね。

018C：｛笑｝ベツベツデ アソンデタト。（A：ウン）（B：ウン）

｛笑｝別々で 遊んでいたよ。（A：うん）（B：うん）

019B：オトコノコト ハナッショッタラナ。（A：ウン）（C：笑）

男の子と 話していたらね。 （A：うん）（C：笑）

020A：｛笑｝ヤラレヨッタナ。（B：ウン）ホナケン＊

｛笑｝××××××。 （B：うん）そうだから＊

021C：ボクタチノコロダト ゲームトカガ ケッコーオーカッタンデスケドモ

僕たちの頃だと ゲームとかが 結構多かったのですけれども

ソンナノワ ゼンゼンナカッタン＊

そんなのは 全然なかったの＊

022B：ゼンッゼンナカッタデス。 ジブンガセーカツスルノニ ハククツサエ

全然［ゲームは］なかったです。自分が生活するのに 履く靴さえ

ナカッタンヤケン ゾーリハイテ ゾーリオ ツクッテナ ンデコレガ＊

なかったのだから 草履［を］履いて 草履を 作ってね それでこれが＊

023A：タベルモノモ オナカイッパイ タベレヨッタノニナ。

食べる物も お腹一杯 食べられなかったのにね。

024B：オイシーオコメナンカオナ＊

美味しいお米なんかをね＊

025A：タンボヤ ヨーケ ツクットッタケド。

田んぼで たくさん 作っていたけれど。

026B：コメナンカモ タベレダナ。 （A：ウン）コムギタベテナ。

米なんかも 食べられなかったね。（A：うん）小麦［を］食べてね。

027A：コメヤ タベサセテクレナンダ。

米は 食べさせてくれなかった。

028B：オショーガツ＊＊＊

お正月［くらいしか］＊＊＊

029A：ショーガツモナカッタナ。

正月もなかったね。

030B：ムンビ〔2〕ヤッタナ。ムンビダッタナー。

貧乏だったね。 貧乏だったねえ。



031A：＊ムカシノホーガ ＊＊＊

＊昔の方が ＊＊＊

032D：ジャー アレデスカ。

それでは あれですか。

033A：ツクッテー ＊オクッタモンナ ソノエーモノワ イッコモ

作って ＊送っていたものね その良い物は 一つも

タベラシテクレナンダナ。

食べさせてくれなかったね。

034B：ホンデモー ＊＊＊

それでも ＊＊＊

035C：アソビデワー ヨクシタアソビッテユーノワ ヤッパカラダオ ツカッタ

遊びでは よくした遊びというのは やっぱり身体を 使った

アソビガ オーカッタッテコトデスカ。

遊びが 多かったと［いう］ことですか。

036A：ヒエ ヒエッチュー オコメガ ヒエオツクル。アワモツクッテ。

ヒエ ヒエという お米が ヒエを作る。 粟も作って。

トーキビモツクッテ。

トウモロコシも作って。

037B：ソーソーソー。ホンデ ソノアソビノドーグデモ ジブンガ ジブンカラ

そうそうそう。それで その遊びの道具でも 自分が 自分［の家］から

イエカラモッテイテ ナワオツクッテイッテ ソレデコーナワトビオ。

家から持って行って 縄を作って行って それでこう縄跳びを［作る］。

038C：ジブンデツクッタンデスカ？ナワトビオ。

自分で作ったのですか？ 縄飛びを。

039B：イエニアルノオ。

家にあるものを。

040C：イエニアッタ ナワオ モッテイッテ。

家にあった 縄を 持って行って。

041B：ウン。ナワトビオ。

うん。縄跳びを。

042C：ジャーケッコー フトメナンジャナイデスカ。ナワトカ イマミタイナ

それでは結構 太目なのではないですか。 縄とか 今見たいな

アレジャナイデスヨネ。

あれじゃないですよね。

043B：チャウチャウチャウ。ゼンゼンチャウナー。ドーグッチューノガ

違う違う違う。 全然違うね。 道具っていうのが

ナカッタナー。

なかったねえ。

044A：ガッコ アガルマデワ アレヤナー。タベルノガ ヨケナカッタナ。

学校［を］卒業するまでは あれだね。 食べる［物］が たくさんなかったね。



045B：ウンー チューガクトキヨ。

うん 中学［の］時よ。

【注釈】

〔1〕イシケジ…子どもの遊び「水切り」のことを指す。

〔2〕ムンビ…貧乏のことを指す方言。

Ⅱ．昔の遊びや生活について

トラック 38

001C：ムカシトイマデ カワッタナッテオモウ アソビトカッテ ナニカアリマスカ？

昔と今で 変わったなって思う 遊びとかって 何かありますか？

002B：モーゼンゼンチガウワナ。

もう全然違うね。

003C：ゼンゼン モーゼンブガチガイマスカ？

全然 もう全部が違いますか？

004B：ウン。モーゼンブガチガウナ。

うん。もう全部が違うねえ。

005A：アソビカタカナー。

遊び方かなあ。

006D：アソビカタガ カワリマシタカ。

遊び方が 変わりましたか。

007A：シゴトノメンカラ ゼンゼンチガウケンナー。（C：アー）

仕事の面から 全然違うからねえ。 （C：あー）

ムカシノコト イヨッタラナー。 （C：笑）タイヘンヤー。｛笑｝

昔の事［を］ 言っていたらねえ。（C：笑）大変だね。 ｛笑｝

008C：イマノコワ ナワトビトカ シナイデスモンネ。アンマリ。（B：ネー）

今の子は 縄跳びとか しないですものね。あまり。 （B：ねー）

ガッコーノ ジュギョートカデ。

学校の 授業とかで。

009B：モー コンナンバッカリナー

もう こんなのばかりだねえ。

010C：ソーデスヨネー。

そうですよねえ。

011B：ヤロー。

だろう。

012D：オマゴサントカッテ アソビニコラレタトキ ナニシテマスカ。

お孫さんたちって 遊びに来られた時［に］ 何［を］していますか。

013B：マーホーホー アノチーサイトキワ キヨッタケンド イマワ モーヨメニ

まあそうそう あの小さい時は 来ていたけれど 今は もう嫁に



イテ ホナケンホーヤナ ヒーマゴワキタラ アノニワノ ツチオ ホッテ

行って そうだからそうだね ひ孫が来たら あの庭の 土を 掘って

イロイロヨーキニ イレテウツシテ ソッチン ワタシノ ツクッタハナオ

色々容器に 入れて移して そっちの 私の 作った花を

ドレトモ コレトモ トッテキテ ソレニ コーイケル。 （C：笑）

どれとも これとも とって来て それに こう［花を］生ける。（C：笑）

イケテ アノコーエンガデキタヨトカ、オハナガサイタヨトカ、ユーテ

生けて あの公園が出来たよとか、 お花が咲いたよとか、 ［と］言って

ソーユー アソビスンナ。 ココエキタラ ホレカラ ナンテユーンデスカ

そういう 遊び［を］するね。ここへ来たら それから 何と言うのですか

ホノシタノ タンナゴ〔1〕ユーテ チーサイサカナオ トッテキテ

その下の タナゴ［を捕ると］言って 小さい魚を 捕って来て

ホイテホコデ コンナニ カウトカナ タノシムトカ エサヤッテ＊

そしてそこで この何 飼うとかね 楽しむとか 餌［を］あげて＊

タノシムトカ＊

楽しむとか＊

014A：イマワ モーハイッテ スワッタラ モーホンヨンデッテ

今は もう入って 座ったら もう本［を］読んで［と言］って

コヤッテ モッテクルシナー。（C：ヘー）

こうやって 持ってくるしねえ。（C：へー）

015B：ホンオヨンデー トカユーテ

本を読んで とか言って。

016A：ザブトン ヒトツナカロー ゴザガ ヒトガ キタジブンニシカ

座布団［が］ 一つもないでしょう。茣蓙が 人が 来た時にしか

シカザッタケンナ。 （B：ホーホー）イタマノウエ ムシロ アレホイテ

敷かなかったからね。（B：そうそう）板間の上［に］ 筵 あれそして

ヒトガ キタラ コータタミノウエ ゴザシーテ。 （C：アー）

人が 来たら こう畳の上［に］ 茣蓙［を］敷いて。（C：あー）

イチマイゴザガ アルデショ。 ワタシソノウエニ ムシロノ ウエニシーテ

一枚［の］茣蓙が あるでしょう。私その上に 筵の 上に敷いて

ヒトガカエッタラ マタトッテカタズケトク。

人が帰ったら また取って片付けておく。

017B：ソンナ セーカツシタナ。

そんな 生活［を］したね。

018A：エート ホンデモ アノジブンニ タタミヤ シーテオルトコナカッタナ。

ええと それでも あの時分に 畳など 敷いている所［は］なかったね。

019B：ナカッタナ。

なかったね。

020A：ショージノヤブレトルンガ｛笑｝（C：笑）

障子の破れているのが ｛笑｝（C：笑）



021B：タバコツクッテナ。 （C：ハイ）コノニケンニ ニケンノイエオ

煙草［を］作ってね。（C：はい）この二軒に 二軒の家を

ツクットルダロ。 ドコミテモニケンヨ。ドコモタバコツクッテ

作っているでしょう。どこ見ても二軒よ。 どこも煙草［を］作って

ツリヨッタ。 （C：ヘー）ホナケン アルクトコダケガアイトッタ。

［煙草を］吊っていた。（C：へー）そうだから 歩くとこだけが空いていた。

ヒャクショーナ ミンナドッコモ ミナ タバコツクッテ ホノタバコオ

百姓ね みんなどこも 皆 煙草［を］作って その煙草を

クルマデヤ イカンカラ ズット ヤマオクマデイッテ ミナワマデ

車で 行かないから ずっと 山奥まで行って 三縄まで

オーダシテ オーテ サンジカンクライ カカルトコ。オーテ ハコンデ

追い出して 背負って 三時間くらい かかる所。 背負って 運んで

ソーユーセーカツオシヨッタ。ホンデ ソノタバコノ シューニュ－デ

そういう生活をしていた。 それで その煙草の 収入で

イチネンジュー。

一年中［暮らしていた。］

022A：イエノナカガ タバコクサカッタナ。

家の中が タバコ臭かったね。

023B：ナー。 （C：笑）

［そうだ］ねえ。（C：笑）

024A：フタシテアル＊

蓋［を］してある＊

025B：ウンー。コノシタオゼンブ イロリガデキトー ナンデカッタラ ホノ

うん。 この下を全部 囲炉裏が出来ている 何でか［と言っ］たら その

イロリデ ヒオタイテタバコオカーカス ゼンブイロリゼンブ イロリオ

囲炉裏で 火を焚いて煙草を乾かす 全部囲炉裏［で］全部 囲炉裏を

ツカットンヨ。

使っているのよ。

【注釈】

〔1〕タンナゴ…魚のタナゴのことで、〔tannago〕と発音されている。

Ⅲ．地域行事の話について

トラック 39

001C：ジャーデスネ。 ツギノワダイニ チョットウツラセテ イタダキマス。

それではですね。次の話題に 少し移らせて 頂きます。

コノチーキデ ドンナオマツリトカガ ムカシオコナワレテマシタカ？

この地域で どんなお祭りとかが 昔行われていましたか？

オマツリトカッテ ムカシ＊

お祭りとかって 昔＊



002B：ミコシワネ。

神輿はね。

003A：ミコシトカ。

神輿とか。

004B：ソノミコシモ ミナシットーカナ コノムーコカワノ イシウチ イシノウチ＊

その神輿も 皆知っているかな この向こう側の 石内 石ノ内＊

コノヤマオ ヒトツコエタムコーニノ イシノーチテブラクガ。

この山を 一つ越えた向こうに 石内という部落が［ある］。

005C：ハイ。ソコノマツリ＊

はい。そこの祭り＊

006B：イヤ。ソレトイッショニシヨッタ。（D：アー）ソレデ ココエ ホコニミコシオ

いや。それと一緒にしていた。 （D：ああ）それで ここへ そこに神輿を

カイテ〔1〕キヨタ。コレババーノミチヨ。

担いで来ていた。 これ馬場の道だよ。

007D：オーキナミコシオ。（C：エー）

大きな神輿を。 （C：えー）

008B：ウン。アノオーキナミコシオ。（D：エー）ホンデモー ソノ

うん。あの大きな神輿を。 （D：えー）それでもう その

タカイトコロオナー。サケニヨートルケン。トンダリ オチタリシテ

高い所をねえ。 酒に酔っているから。飛んだり 落ちたりして

ホンデココマデ カイテキテ コノオミヤガアルココデ ミコシオ

それでここまで 担いで来て このお宮があるここで 神輿を

＊カエリヨッタンヨ。 コノシタノ ムコニシモ ＊＊トコガアルンヨ。ソノ

＊廻して帰っていたのよ。この下の 向こう西も ＊＊所があるのよ。 その

シモグワ〔2〕ノ ムカイノ マツオユートコロカラ ミコシガキヨッタ。アノ

下側の 向かいの 松尾［と］いう所から 神輿が来ていた。 あの

シタエオリテ カワオワタッテ ヤマコエテ ホイデミコシガキヨッタ。

下へ降りて 川を渡って 山［を］越えて それで神輿が来ていた。

009A：ブラクニヨテ チャウ。

部落によって 違う。

010B：ムカシノ＊

昔の＊

011A：オマツリノヒガナー。ミコシワ。

お祭りの日がねえ。 神輿は。

012D：カワオワタッテッテコトワ ムカシトカヤッタラハシガ＊

川を渡ってという事は 昔とかだったら橋が＊

013B：ウン。ホナキニ ハシオワタッテナ。ハシオワタッテカラ

うん。そうだから 橋を渡ってね。 橋を渡ってから

マタヤマオズットアガッテ。

また山をずっと上がって。



014C：エー コンナアイダノ ミチオワタッテ。

ええ こんな間の 道を渡って。

015B：ソーソー。コレババノミチオナ イマノヨーナドーロワ ゼンゼン

そうそう。これ馬場の道をね 今のような道路は 全然

ナインジャケン。ホレオ ヤマコエタ＊＊＊ コノミチ コノミチ

ないのだから。 それを 山［を］越えた＊＊＊ この道 この道

ニジカンクライカカッタ。

二時間くらいかかった。

016C：マチオアゲテ マツリオ＊

街をあげて 祭りを＊

017D：イロンナヒトガ ソノマツリニ サンカシテタッテコトデスカ？

いろんな人が その祭りに 参加していた［という］ことですか？

018B：ソレデモ ホナケンド オキャクサンガ スゴイキャクガキテ。

それでも そうだけれど お客さんが たくさん客が来て。

ホナケン ＊ゼンブムコーマデ ハズレルヨーニシトンヨ。

そうだから ＊全部向こうまで 外れるようにしているのよ。

オキャクサンガ ゼンブハイッテモ イケルヨ－ニ ノンダリクータリ

お客さんが 全部入っても 大丈夫なように 飲んだり食べたり

チョード ヤマニマッタケ デキルコトヤケンナ。マーソンナニ クルイエ

ちょうど 山に松茸［が］ 出来ることだからね。まあそんなに 来る家

バッカリワナイケドナ。

ばっかり［で］はないけれどね。

【注釈】

〔1〕カイテ…神輿を担ぐときに、カクと表す。

〔2〕シモグワ…下側の意で、合拗音の〔shimogwa〕が確認できた。

Ⅳ．年中行事について

トラック 40

001C：ハイ。ジャー ツギノワダイニ ウツラセテイタダキマス。（B：ハイ）

はい。それでは 次の話題に 移らせて頂きます。 （B：はい）

ネンチューギョージノ ネンチューギョージ ナンデスケドモ

年中行事の 年中行事 なのですけれども

タナバタナド オショーガツナンデスケド。

七夕など お正月なのですけれど。

002A：オショーガツカ オショーガツワ。

お正月か お正月は。

003C：オショーガツナッタラ ゼッタイ コンナコトアッタナッテ。

お正月［に］なったら 絶対 こんなことあったなって。

004B：ウン。ベツニ ヤマオクジャケン タノシーアレワナカッタナ。

うん。別に 山奥だったから 楽しいのはなかったね。



005C：アノー ヤマノホージャナイデスカ。ナンカカイサン ウミノタベモノガ

あのー 山の方ではないですか。 何か海産 海の食べ物が

オショーガツノトキダケ タベラレルトカ。

お正月の時だけ 食べられるとか。

006B：ソーソーソー。ソレワナー コレオヤマオコエテ ズートムコーイッテ

そうそうそう。それはねえ これを山を越えて ずっと向こう［に］行って

イチジカンクライ アルイテイッテ コレバーノミチオ ホンデミナバエイッテ

一時間くらい 歩いて行って これ位の道を それで港場へ行って

コーテ ホーデモドッテキテシヨッタ。 ソレモヤマノウエヤケンナ、シオサバ。

買って それで戻って来て［を］していた。それも山の上だからね、 塩サバ。

（C：アー。）ヒモチスルデ。 （C：アー）イマゴロノヨーニ

（C：ああ。）日持ちするでしょ。（C：あー）今頃のように

タイジャナンジャー シオサバコータ。

鯛だなんだとか 塩サバ［を］買った。

007A：ホンマヤナ。（B：ウン）

本当よね。 （B：うん）

008B：ドーダロー。ホノヤマシロイッキョッタ。ムスコモ。

どうだろう。その山城［に］行っていた。息子も。

009A：アノー。ムコーサキ＊

あのー。向こう先＊

010D：ヒナマツリトカワ ドンナカンジデシタ。

ひな祭りとかは どんな感じでした。

011B：ヒナマツリワ ヤリマシタ。

ひな祭りは しました。

012D：ヤッパリ オヒナサンオダシテ。

やっぱり お雛さんを出して。

013B：ソーソーソー。ヒナマツリトカ ゴガツノセックトカワナ。

そうそうそう。雛祭りとか 五月の節句とかはね。

014D：コイノボリトカワ アゲテマシタ？

鯉のぼりとかは あげていました？

015B：アー モーコノムコーカラ モーズーットココマデ ゼンブアノータットッタナ。

あー もうこの向こうから もうずっとここまで 全部あのー 立っていたね。

016C：コイノボリガ。

鯉のぼりが。

017A：ウン。コイノボリゴジュッボンクライ アッタカナー＊ ハデニヤッテ

うん。鯉のぼり五十本くらい あったかなあ＊ 派手にして

イチンチノンダリ タベタリシテ。

一日飲んだり 食べたりして。

018B：モーヒナデック〔1〕 ウチノアノーマゴグライニ ナッタラ モー＊＊マデ

もう雛節句 私の家のあの孫ぐらいに なったら もう＊＊まで



ウットッタシナー。ワタシラントキヤ。

売っていたしね。 私たちの時は。

019A：カケジクヤ。カケジク。

掛け軸だ。 掛け軸。

020B：ワタシラントキワ オヒナサンワ クレタケド。

私たちの時は お雛さんは ［して］くれたけど。

021A：ゴテンヤーユーノワナカッタ。

御殿なんかというのはなかった。

022B：オキャクヤー。

お客だ。

023A：＊コンマイトキワナー。

＊小さい時はね。

024B：マー ワカランケンドナ。マーデモワカランケド。

まあ わからないけどね。まあでもわからないけれど。

025A：ホレ アノオヒナサンヨ。コレサンガツミッカキタラ カケテ

それ あのお雛さんね。 これ三月三日［が］来たら ［掛け軸を］掛けて

クレヨッタンワ オボエトル。ホンデ オモチツイテ ヒシガタノアレオ

くれていたのは 覚えている。それで 御餅［を］ついて 菱形のあれを

マツッテクレタント アラレーナ。アレワアッタケンド。

祀ってくれたのと あられね。 あれはあったけれど。

026B：シッテカラワナ。オヒナサンカザッタリシタケンド オキャクユーンワ

知ってからはね。お雛さん［を］飾ったりしたけれど お客［と］いうのは

チッサカッタケンナ ワカラナンダケン。 オヒナサンモ ココカラムコカラ

小さかったからね わからなかったから。お雛さんも ここから向こうから

カザットッタナ。

飾っていたね。

027A：オレラノジブンニワナー。イマノダッタラ オヒナサン ゼンゼン

私たちの時分にはねえ。 今のだったら お雛さん 全然

チガウデショ。オレラノトキト ＊ダッタラゼンゼンチガウナ。

違うでしょう。私たちの時と ＊だったら全然違うね。

028B：チーサイノコーテ＊ オカネモロタラ モーエーッテユーテ。

小さいの［を］買って＊ お金［を］もらったら もういいと言って。

（C：笑）

（C：笑）

029D：オヒナサンタカイデスモンネ。ケッコーネ。（A：ウンー）

お雛さん高いですものね。 結構ね。 （A：うんー）

030B：タカイ。ホンマ アタシカガワニモッテイタノ ハチジューマン。

高い。 本当［に］ 私香川に［お雛さんを］持っていたの 八十万。

031A：＊ワタシラト コドモガナ カッタカラナ。ホヤケン ウラメタインヨ。

＊私たちと 子どもがね 買ったからね。そうだから 恨めしいのよ。



オトコノコヤ ナイケン ワカランモン。

男の子だ ないから わからないもの。

032B：ナー。 カガワッチュートコロワナ。ホンマニアノ＊

［そうだ］ねえ。香川という所はね。 本当にあの＊

トコロジャケンナー。マゴンナッタラヤケド ワタシラントキワ アノモー

所だからねえ。 孫になったらだけれど 私たちの時は あのもう

オモイダサンナ。オヒナサンワ アッタヨ。オーキーニネンセーヤサンネンセーモ

思い出さないね。お雛さんは あったよ。大きい二年生や三年生も

アリソーナ ヒナサンワ モットッテ オキャクヤナクテ。

ありそうな お雛さんは 持っていて お客はなくて。

033D：タナバタトカワナニカ。

七夕とかは何か。

034B：タナバタネー。

七夕はねえ。

035D：タナバタワー イマミタイナ。

七夕は 今みたいな。

036B：ササオーキッテ キッテー ウン。ホイデ ニワニヒトバンオイテ。

笹を切って 切って うん。それで 庭に一晩置いて。

037D：オネガイトカ カイテマスカ？

お願いとか 書いていますか？

038B：ソーソーソー。カイテホイテソレオ アサハヤクカツイデ アノシタノ

そうそうそう。書いてそしてそれを 朝早く担いで あの下の

タニマデイッテ。（C：ハイ）ホイテナガシヨッタ。アノシタノタニマデ＊

谷まで行って。 （C：はい）そして流していた。 あの下の谷まで＊

039D：タナバタワモー オナジミタイナ カンジダッタンデスネ

七夕はもう 同じみたいな 感じだったのですね。

040B：ムカシカラオナジヤネ。

昔から同じだね。

【注釈】

〔1〕ヒナデック…雛節句のことで、〔z〕～〔d〕の交替。〔hinadekku〕

Ⅴ．お祭りについて

トラック 41

001C：ジャー ツギノ ワダイニ ウツラセテモライマス。

それでは 次の 話題に 移らせてもらいます。

002D：オマツリノコトデー アノサッキオミコシノ マツリノハナシシテ

お祭りの事で あのさっきお神輿の 祭りの話［を］して

イタダイタンデスケド ホカノドンナオマツリガアリマシタ？イチネンカン

頂いたのですけれど 他のどんなお祭りがありました？ 一年間



コノチーキトクユートカ ナンカアリマスカ？

この地域特有［のもの］とか 何かありますか？

003A：ナカッツァン〔1〕ガアルワナ。（B：ウン）

中津さんがあるね。 （B：うん）

004D：ナカツマツリ。

中津祭り。

005B：ナカツマツリ ドンナデスカ ソレワ？

中津祭り どんな［もの］ですか それは？

006A：ナカツサンッテ タカイ センロッピャク。

中津さん［は］ 高い 千六百。

007B：ヘビノカミサマ。タカイカミサマヤケドナ ズットコッカラミエルンヤケンドナ

蛇の神様。 高い神様だけれどね ずっとここから見えるのだけれどね

タカイヤマ。アルイタラ ドレクライカカル？

高い山。 歩いたら どれぐらいかかる？

008A：アルイタラ サンジカンクライ カカローカ。

歩いたら 三時間ぐらい かかるだろうか。

009B：イマワクルマデ イケルケンドナ。

今は車で 行けるけれどね。

010A：イマワセンケンドナ。アノオドリシタリシテ ヨフカシシヨッタワナ。

今はしないけれどね。あの踊り［を］したりして 夜更かししていたね。

コドモノジブンワ。

子どもの時分は。

011B：ナー ムカシワ ミッカクライデ トマッテ。

［そうだ］ねえ 昔は 三日ぐらいで 泊まって。

イマワ アワオドリヤ シヨーデケンド ムカシワボンオドリデ

今は 阿波踊りなど しているけれど 昔は盆踊りで［歌を歌う］

コンナンオドリシヨッタナ。ホンデ イロイロナ ロクシチナンボヤロ。

こんな踊りしていたね。 それで 色々な ／／／／／／だろ。

012A：ヨソカラ オーゼーキヨッタナ。

他所から たくさん来ていたね。

013B：ウン。サヌキノホーカラ オーゼーキヨッタヤロ。 ホレモ アルイテナ。

うん。讃岐の方から たくさん来ていたでしょ。それも 歩いてね。

デアイカラ。

出合から。

014A：コーチートカナ。（B：ウン）シチガツノ ニジューサンニチヤノー オマツリ。

高知とかね。 （B：うん）七月の 二十三日だね お祭り。

015D：ソレワ ナカツマツリ。

それは 中津祭り。

016A：ニジューイチンチカラ。

二十一日から。



017B：ワカイムスメナ。

若い娘ね。

018A：トシノタッタオトコノヒトワ ハツカゴロカラ＊

年の経った男の人は 二十日頃から＊

コワーテ タベモノオーテ ミバンクライトマッテ。

怖くて 食べ物［を背］負って 三晩くらい泊まって。

019B：ヒトバンジューオドリヨッタナ。ヨーケキヨッタケド。

一晩中踊っていたね。 たくさん来ていたけれど。

020A：アルクケレドモ ヒガエリジャ クルマデ。

歩くけれども 日帰りだ 車で。

021D：ソレモ オボンノジキノ マツリ。

それも お盆の時期の 祭り。

022A：ソーソーソー。ニジューサンニチ シチガツノ。

そうそうそう。二十三日 七月の。

023D：トシアタマノ ヤクヨケノ オマツリナンカ アリマスカ？

年頭の 厄除けの お祭りなんか ありますか？

024A：ナイナー。

ないねえ。

025B：ナカッタナー＊。

なかったねえ＊。

026D：オショーガツトカニ ヤルヤツ。

お正月とかに するの。

027B：オショーガツ ヤクヨケーワ ナイナー。（A：ナイナー）

お正月［に］ 厄除けは ないねえ。（A：ないなー）

028D：ナイデスカ。

ないですか。

029B：ジゾーマツリチューノワアルワナ。アレワアルワナ。

地蔵祭りというのはあるね。 あれはあるね。

030A：アー アレワ＊ ナー ジゾーマツリ。

ああ あれは＊ ［そうだ］ねえ 地蔵祭り。

031B：コジンテキナ。

個人的な。

【注釈】

〔1〕ナカッツァン…地名・徳島県三好市池田町州津中津のことで中津さんと呼んでいる。



Ⅵ．食生活について

トラック 42

001C：ハイ。ジャーツギノワダイニ イカセテイタダキマス。エーットデスネ。

はい。では次の話題に 移らせて頂きます。 ええっとですね。

ショクセーカツニツイテ オキキシタインデスケド ムカシ アサヒルバン

食生活について お聞きしたいのですけれど 昔 朝昼晩

ドノヨーナモノオ ダイタイタベテマシタカ？ アサワー？

どのような物を だいたい食べていましたか？朝はー？

002A：｛笑｝

｛笑｝

003B：アサワー。（C：ハイ。）サツマイモトー。（C：ハイ）

朝はー。 （C：はい。）さつまいもとー。（C：はい）

ワタシワ コドモントキワー サツマイモトー ミソシルワ タイトッタナ。

私は 子どもの時は さつまいもと 味噌汁は 焚いていたね。

004C：ミソシル。

味噌汁。

005B：ホレカラ アノー オムギトー ムギトー ホレト ツケモノタクアントー

それから あのー お麦と 麦と それと 漬物たくあんと

ヒャクショーデ ツクッタモノヤナー ミソモイエデツクリヨッタンヨ。

農家で 作ったものだねえ 味噌も家で作っていたのよ。

タクアントーニモノネー ニツケモン サカナヤユーンナイケン

たくあんと 煮物もねえ 煮付けもの 魚なんていうもの［は］ないから

ニクヤユーンモ。 マー タマニ ニクワ アッタケンド

肉などというものも［ない］。まあ たまに 肉は あったけれど

タベナンダナー。 アサワーアサワー ミソシルトーゴハントー。

食べなかったねえ。朝は 朝は 味噌汁とご飯と。

006C：オヒルワ ドーデスカ？

お昼は どうですか？

007B：オヒルッテナー ソレニナー ジュージニ マタゴハンアルンヨ。

お昼はねえ それにねえ 十時に またご飯［が］あるのよ。

ジュージニアッテ ニジニアッテ ユーハント。

十時にあって 二時にあって 夕飯と。

008D：オヒャクショーサン ソーユーフーニ ナルトキアリマスネ。

［農家の方］ そういう風に なる時［が］ありますね。

009A：アサー アサヒルマデニ ニカイタベテ ヒルカライッカイタベテヨルタベル。

朝 朝昼迄に 二回食べて 昼から一回食べて夜［に］食べる。

010C：ジュージワー ホントニモー ケーショクミタイナモノ？

十時は 本当にもう 軽食みたいなもの？

011B：ウウン。フツーノゴハン フツーノゴハンタベル。 マタ ホイテニジニ

いいえ。普通のご飯 普通のご飯［を］食べる。また そして二時に



フツーノゴハンタベテ ホシテマタ ヨルハチジゴロニ ゴハンタベル。

普通のご飯［を］食べて そしてまた 夜八時頃に ご飯［を］食べる。

012A：ヤマノウサギトカ。

山の兎とか。

013B：イーモノワ ナカッタナ。イーモンワ ナカッタワ。

良い物は 無かったね。良い物は 無かったね。

014A：ホナケン ワザカケテ キジオトリ ヤマドリ ウサギ カワノサカナヤ

そうだから 技［を］かけて キジを捕り 山鳥 兎 川の魚や

＊＊＊ タニデ イケ アマゴダッタリ。

＊＊＊ 谷で 池 アマゴだったり。

015B：ニクヤダッタラ イエデナー カイヨル ニワトリトカヤイテ。

肉なんかだったら 家でねえ 飼っている 鶏とか［を］焼いて。

016A：ツッテモッテキテクレテ タベサイテ クレタンヨ。

釣って持ってきてくれて 食べなさいと くれたのよ。

017B：ニワトリワ ホナケンドヨーサン カイヨッタ。ニジッピキクライ

鶏は そうだけれどたくさん 飼っていた。二十匹くらい

カイヨッタナ。イエオベツニシテナ。

飼っていたね。家を別にしてね。

018A：カイヨッタ。

飼っていた。

019C：バンゴハンワ ドーデシタ ドンナモン タベテマシタカ？

晩御飯は どうでした どんなもの 食べていましたか？

020B：ンー。

んー。

021C：バンゴハンワドンナモン タベテマシタカ？

晩御飯はどんな物［を］ 食べていましたか？

022B：アノー イマ＊

あのー 今＊

023A：イッショヨ。アサヒルト。｛笑｝

一緒だよ。 朝昼と。 ｛笑｝

024C：アサヒルバン オナジヨーニー。

朝昼晩 同じように。

025B：イマゴロダッタラ モーチョット スズシナッタラ オソバモタバコツクッタアト

今頃だったら もう少し 涼しくなったら お蕎麦も煙草［を］作った後

オソバオヨクツクンリヨッタケンナ。イマゴロダッタラモーチョット オソバモ

お蕎麦をよく作っていたからね。 今頃だったらもう少し お蕎麦も

ツクリヨッタケンナ。アト ソーメンッチューノオ。レーゾーコモナインジャケン。

作っていたからね。 後 素麺というのを。 冷蔵庫もないのだから。

026C：アー ソーデスヨネ。

ああ そうですよね。



027B：ナ ホナケン アノソーメンチューノオ コーテキテナ アンナノ＊＊＊？＊

な そうだから あの素麺というのを 買って来てね あんなの＊＊＊？＊

028C：イマッテ ヤッパ ヨルノホーガ ナンカゴーカジャナイデスカ。

今は やっぱり 夜の方が 何だか豪華ではないですか。

029B：ンー。

んー。

030C：ダイタイ アサヨリモーヨルノホーガヤッパリ。

大体 朝よりも夜の方がやっぱり。

031B：ジカンガナ ジカンテキニヤッパリ。

時間がね 時間的にやっぱり。

032C：ハイ。ソーデスヨネ。デモ モーソノトージワ ソンナニ サモナクッテ

はい。そうですよね。でも もうその当時は そんなに 差も無くて［という］

カンジデスカ。

感じですか。

033A：アサイッパイタベル。アサハヤイケン。

朝一杯食べる。 朝［が］早いから。

034C：アサトヒルトヨルトー タベルモノニ ソンナニ サモナカッタデスカ？

朝と昼と夜と 食べる物に そんなに 差も無かったですか？

035B：ウン。

うん。

036A：アサクライ ウチカラタベル。

朝くらい 家から食べる。

037B：ナイナー。ソマツナモンダッタナー。キルモンモ ソマツナ。 ゴハンモ

無いねえ。 粗末な物だったねえ。 着る物も 粗末だった。ご飯も

ソマツナ。ヨーオーキニナッタモンジャ。ホヤケド ジブンデツクッテー

粗末な。 よく大きくなったものだ。 そうだけれど 自分で作って

ツクッタモノオ タベテヤケンナー。ホイデ＊＊＊。

作ったものを 食べてだからねえ。そして＊＊＊。

ナンチャ シュッカタバコダケヨ。

なにも 出荷［は］煙草だけよ。

038C：アー。

ああ。

039B：ナンチャ シュッカチューノ ナンチャ コメツクッテモ ムギツクッテモ

なにも 出荷中の なにも 米［を］作っても 麦［を］作っても

ヤサイツクッテモ シュッカワ ゼンゼンナイケンナ。タバコダケ。

野菜［を］作っても 出荷は 全然無いからね。 煙草だけ。

040C：ジャーデスネー コノチーキデ シタシマレル リョーリトカ デントーテキナ

ではですねえ この地域で 親しまれる 料理とか 伝統的な

ショクブンカトカッテ ナニカアリマスカ？コノチーキデントーノタベモノ。

食文化とかは 何かありますか？ この地域伝統の食べ物。



041B：コノチーキデ タベル タベラレルモノ。

この地域で 食べる 食べられる物。

042C：ナニガ ココイラヘンテ ユーメーデシタカ？

何が ここら辺は 有名でしたか？

043B：ナンダローナ。イマ イマトチガウケン ムカシヤーワ ンー アンマ

何だろうね。 今 今と違うから 昔なんかは んー あんまり

マッタケヤモ デンデン〔1〕 トリヨラナンダケンナ。 ジブンクノヤマガ

松茸も 全然 採っていなかったからね。自分の家の山が

ナンチョーブ〔2〕モアッテモ シラナンダ ハエヨンノ。 ホナケン

何町歩もあっても 知らなかった 生えているの［を］。そうだから

トルヒトワ トリヨルケドナ。 ホナケンナニオータッテモナンデモ

採る人は 採っているけれどね。そうだけれど／／／／なんでも

イマノジキミタイニ ホシカッタライテコーテキテ

今の［時代］みたいに 欲しかったら行って買って来て

タベルヨーナジダイジャ ナカッタケンナ。ジブンガツクッタモノ

食べるような時代では なかったからね。自分が作った物［を］

エプロンナカイレトイテ タベテ ソマツナモンタベタナ。 ココニ

エプロン［の］中［に］入れておいて 食べて 粗末な物［を］食べたな。ここに

ココニイッケン モーイッケンクラガ アッタンヨ。ホナケンド

ここに一軒 もう一軒蔵が あったのよ。そうだけれど

ジドーシャオクタメニ ムスココワシテシモタ。 コワシテシモタ。

自動車［を］置くために 息子［が］壊してしまった。壊してしまった。

クランナカイレトッテー。タベタケドナー。

蔵の中入れていて。 食べたけれどねえ。

044A：ワタシラ コドモノジブンニワ デンキガナカッタ。

私たち［が］ 子どもの時分には 電気が無かった。

045D：アー。

ああ。

046B：《人名 1》クノ オソカッタナーツクノ ココワメージジダイニ ツイタン。

《人名 1》の家の 遅かったなーつくの ここは明治時代に ついたよ。

047C：ヘー。

へえ。

048B：メージジダイニ ツケタケンナ ホナケン。

明治時代に 付けたからね そうだから。

049A：ココラワ ナカッタケンナ。

この辺は 無かったからね。

050B：ウン。

うん。

051A：ワシラノコロ ナカッタデ。ガッコー ソツギョースルマデナカッタ。

私たちの頃 無かったよ。学校 卒業する迄無かった。



052B：ナー。

ねえ。

053A：ワシラナカッタ。カンテラッテヤツ トーユタンク コノクライノ カミノ

私達はなかった。カンテラという物 灯油タンク このくらいの 紙の

コヨリ〔3〕ヨッテ タンクノナカイ ソノコヨリオイレテ ホコイダスンヨ

紙縒り［を］よって タンクの中に その紙縒りを入れて そこに出すのよ

ダイテ スグニヒートボス。

出して すぐに火［を］灯す。

054B：カエル ヤクバ。

帰る 役場［に］。

【注釈】

〔1〕デンデン…〔z〕～〔d〕の交替。〔dendeN〕

〔2〕ナンチョーブ…町歩のことで土地の面積を表す単位のことを示す。

〔3〕コヨリ…紙縒りのことで、紙を細く裂いた物を寄り合わせて紐とした物をいう。

Ⅶ．伝説について（1）

トラック 43

001C：ジャーデスネ。ツギノワダイニチョット ウツラサセテイタダキマス。

ではですね。 次の話題に少し 移らせて頂きます。

エート ムカシノデンセツヤー ミンワニツイテ オキキシタインデスケド

ええと 昔の伝説や 民話について お聞きしたいのですけれど

カッパッテ ココイラッテ キータコトアリマスカ？カッパガイタトカ。

河童は この辺りは 聞いたことありますか？河童がいたとか。

カワニワ カッパガイタトカ。

川には 河童がいたとか。

002B：ヤンナー。

だよねえ。

003C：マズカッパノコト コノチーキデ ナンテイーマスカ？

まず河童のこと［を］この地域で 何と言いますか？

004B：カッパヤユーン イヨートセナンダナー。

河童なんていうもの 言おうとしなかったねえ。

005A：ムカシ カッパワナカッテ ミノワアッタワナ。

昔 合羽は無くて 蓑はあったね。

006B：ンー。チャウチャウ カッパッテ カワニナー。

んー。違う違う 河童って 川にねえ。

007C：ハイ。ソーデス。ソーデス。ソッチデス。

はい。そうです。そうです。そちらです。

008A：アー カワノカ シランソレワ。

ああ 川のか 知らないそれは。



009C：アノ ヨーカイノホーデス。

あの 妖怪の方です。

010B：ンー。ヨーカイノ ソーソーソー。（A：アー）

んー。妖怪の そうそうそう。（A：ああ）

011C：ミタコトトカー ナンカキータコトトカ。

見たこととか 何か聞いたこととか。

012A：ホレワ ヤマシロエイカナ キケンワノ。 （C：アー）

それは 山城へ行かないと 聞けないわね。（C：ああ）

シランナー。 （B：ウン）

知らないねえ。（B：うん）

013C：マー トクニカッパノハナシニツイテワ ココイラヘンデワ アマリ

まあ 特に河童の話については この辺りでは あまり

キカナカッタッテコトデヨロシーデスカ？ジャーデスネ。タヌキワ

聞かなかったということで宜しいですか？ではですね。 狸は

ドーデスカ？タヌキワココイラヘン＊

どうですか？狸はこの辺り＊

014B：タヌキワオル。タヌキワオル。イマデモムカシモオッタ。デモソノ。

狸はいる。 狸はいる。 今でも昔もいた。 でもその。

015C：ヒトオ バカシタリワ スルカンジデスカ。

人を 化かしたりは する感じですか。

016B：タヌキガ バカシタヤ ヨーイヨッタナ。 ワタシラコドモントキ

狸が 化かしたなんて よく言っていたね。私たち子どもの時

バカサレタートカ。（A：ウン）ホンデモー モーカエッテキヨッタノニ。

化かされたとか。 （A：うん）それでも もう帰って来ていたのに。

（C：ハイ）ウン。ヨソノブラクエ イテシモタートカ。 （C：アー）

（C：はい）うん。他所の部落へ 行ってしまったとか。（C：ああ）

ウン。ヨーイヨッタナー。 タヌキワバカシタッテ ヨーイヨッタナー。

うん。よく言っていたねえ。狸は化かしたって よく言っていたねえ。

ホナケド アレウソヤナ。 ｛笑｝

そうだけれど あれ［は］嘘だね。｛笑｝

017C：ソーデスカ。

そうですか。

018B：ニンゲンガ タヌキニバカサレタ。タヌキッチュンワー アノ

人間が 狸に化かされた。 狸というのは あの

アレオカエテー カラダオカエテー。（C：ハイ）

あれを変えて 身体を変えて。 （C：はい）

019B：アノー カツラオ カブッタヨメサンニモ ナッタリトカイヨッタケドウソ。

あの 鬘を 被ったお嫁さんにも ［化けたり］とか言っていたけれど嘘。

020C：タヌキニ ソンナチカラワ。

狸に そんな力は［ない］。



021B：ワタシナー シュジンガ ソイタラケシトイテヨ。 シュジンガナー

私ね 主人が ［話が］逸れたら消しといてね。主人がね

ニジュークノトキニ ナクナッタンヨ。ホイテ ワタシワ ヒャクショーガナー

二十九［歳］の時に 亡くなったのよ。そして 私は 農家がね

オッキカッタキニ チチオヤガー ビルマデヘータイニイテ ナクナッタ。ワタシ

大きかったから 父親が ビルマで兵隊に行って 亡くなった。私

ヨネンセーノトキニ ホンデホノユイゴンニー 《話者 B》ガーワタシ《話者 B》

四年生の時に それでその遺言に 《話者 B》が私［が］《話者 B》

《話者 B》ガー ジューナナンナッタラ ヒャクショーガシヨイケン ヨーシオ

《話者 B》が 十七歳になったら 百姓がしやすいから 養子を

モロテ コノ《話者 B》ケオ ミツナゲッチュー アノー センユーガー アノー

貰って この《話者 B》家を 継いでと言う あの 戦友が あの

ソノユーゴンオユータトユーテ ココイキテクレタンヨ。ビルマカラカエッテキタ

その遺言を言ったと言って ここへ来てくれたのよ。ビルマから帰ってきた

センユーガナ。アノーナンカタベモノオ トリニイットッタラシー。

戦友がね。 あの何か食べ物を 取りに行っていたらしい。

シッタンガワ〔1〕カラ。ホシテトコロガ ヒャクショーヤ ホイテトコロガ

シッタン川から。 そしてところが 百姓や そしてところが

ミツカッテ ウタレテ ホンデイチリ、イチリワカル？ イチリナ。ゾーガ

見つかって 撃たれて そして一里、 一里［は］分かる？一里ね。 臓器が

デトンノニ ハラオカカエテ ホシテアノ モンテキテ ホシテ ユーゴンオ

出ているのに お腹を抱えて そしてあの 戻ってきて そして 遺言を

ユーテ。ワシガイテ ワシトサンニンイテ トッテクケン オマハンラワ

言って。私が行って 私と三人行って 取って来るから お前たちは

シタノヘータイニ ブカニオマハンラワ ヒオタイテ マッチョレト。ホンデ

下の兵隊に 部下にお前たちは 火を焚いて 待っていろと。そして

ワシワ ワシラガイテ トッテクルケンテユーテ イタ。 トコロガウタレテ

私は 私たちが行って 採って来るからと言って 行った。ところが撃たれて

ホンデハラカカエテ ハラノゾーデタナカデ イチリモオリテ ホイテ

そしてお腹［を］抱えて 腹の臓器［が］出たままで 一里も降りて そして

ワタシノホノ ナナニナッタラ チューガッコー ソツギョーヤナ。

私のその ［十］七歳になったら 中学校 卒業よね。

ナナンナッタラ 《話者 B》ケオ ミツナゲト ユワレタケンド ワタシワ

［十］七歳になったら 《話者 B》家を 継げと 言われたけれど 私は

ジューナナデ メッタナコトワデケナンダ。ホナケド アノ ヨーシオ

十七歳で 滅多なことは出来なかった。そうだけれど あの 養子を

モロテ トシガイテカラ ヨーシオモロテ ヨニンモコドモガデキテ

貰って 歳をとってから 養子を貰って 四人も子どもができて

キョーダイモナカッタケンナ。ホンデ コドモ バーサンガ

兄弟もいなかったからね。 そして 子ども［を］ おばあさんが



ツクラナキョーダイガナインヤケン コドモツクレユーテ ヨニン

作らないと兄弟がないのだから 子ども［を］作れ［と］言って 四人

コドモモロテ ホシテシタトコロガ シュジンガジュークデ ナクナッタ。

子ども［を］貰って そしてしたところが 主人が十九歳で 亡くなった。

ホンデナクナッテ ソレカラ アノコノコドモオナ オーキニシタンジャケド

そして亡くなって それから あのこの子どもをね 大きくしたのだけれど

ソノトキニアノー ナニオイヨート オモイヨッタンカナ。ホンデナ

その時にあの 何を言おうと 思っていたのかな。 そしてね

コノヒャクショーオ ミツナイデ イタンヤケドナ ホンデヒャクショーシテ

この農家を 継いで いたのだけれどね それで百姓［を］して

イッキョッテ ソシテモー コレダケヤト ヤッテイケンユーテ

いっていて そしてもう これだけだと やっていけない［と］言って

ショクニイタリ トユーカナ シューショクシタンジャケド ソンナグアイデ

職に行ったり というかね 就職したのだけれど そんな具合で

ヒャクショーシタリシテ ナニオイヨートシヨッタカワッセタ。

百姓したりして 何を言おうとしていたか忘れた。

022C：タヌキノハナシー。

狸の話。

023B：イヤイヤ ホイテ ウン。ホイテナ。（C：ハイ）ホノシュジンノナ

いやいや そして うん。そしてね。（C：はい）その主人のね

ホージオナスルノニ デアイ ヒルシゴトシトイテ。 （C：ハイ）

法事をするのに 出合［で］ 昼仕事［を］しておいて。（C：はい）

024B：ヨナベ〔2〕ニアルイテイテ ホシテ オーテ カエッテキヨッタラ

夜更けに歩いていて そして 背負って 帰って来ていたら

コノムコーノサコ〔3〕ニ。（C：ハイ）

この向こうの迫に。 （C：はい）

025B：アノムカシカラ シロイネコガオッテ ソレガバカスッテイヨッタ。

あの昔から 白い猫がいて それが化かすと言っていた。

ホイデカエッテキテ ソコノムコーノソコマデ カエッテキタラ

それで帰ってきて そこの向こうのそこまで 帰ってきたら

カエッテキタラ、マコト マッシロイノガ オハカガフターツアルンヨ。

帰ってきたら、 本当に 真っ白いものが お墓が二つあるのよ。

ソノアイダニ マッシロイノガ コー パコパコシヨンヨ。

その間に 真っ白いものが こう パコパコしているのよ。

コレガソーヤトオモテ ワタシワソコエアルイテ アガッテミタンヨ

これがそうだと思って 私はそこへ歩いて 上がってみたのよ

ホイタラ オマハン ナイロンノフクロジャガイナ。ソーユーフーナノニナ

そうしたら あなた ナイロンの袋じゃないの。 そういう風なものにね

ムカシワナ バカサレタトイヨッタンジャトオモーテナ ワシ。

昔はね 化かされたと言っていたのだと思ってね 私。



ジュージゼ ジュージニナ イッカイオーテカエッテキタラ ソコニパコパコ

十時よ 十時にね 一回終わって帰ってきたら そこにパコパコ

シヨンヨ。 ア コレオタヌキトユーンジャナトオモテ イテミナイカント

しているのよ。あ これを狸と言うのだわと思って 行ってみなきゃと

オモテ イテミタラ、 バケモンダナトオモテ イテミタラ、 オハカノアイダ

思って 行ってみたら、化けもんだなと思って 行ってみたら、お墓の間

ジャケンナ、ナイロンノフクロヨ。ホナケン コーユーフーナノオ

だからね、 ナイロンの袋よ。 そうだから こういう風なのを

チャントミサダメズニ ムカシノヒトワ ソーユーコトオ ユータンジャナト

ちゃんと見定めずに 昔の人は そう言うことを 言ったのだねと

ソントキニオモイマシタ。ウン。ホナケンヤッパリ ニンゲンワ コー

その時に思いました。 うん。だからやっぱり 人間は こう

ナニオシテモミサダメタリナ、スルノガ ヒツヨージャナートオモタ。

何をしても見定めたりね、するのが 必要だなーと思った。

コドモニキョーイクスルンモ。

子どもに教育するのも。

【注釈】

〔1〕シッタンガワ…シッタン川は、ミャンマーの河川のことである。

〔2〕ヨナベ…夜中のことを指す。

〔3〕サコ…山の尾根と尾根の間。小さい谷のことを指す。

Ⅷ．伝説について（2）
トラック 44

001C：ジャーデスネ、 ツギワデスネ、テングニツイテ オキキシタインデスケド

それではですね、次はですね、 天狗について お聞きしたいのですけれど

テングワコノチーキデワ ナンテイーマスカ。テングワ ＊ テングー＊

天狗はこの地域では 何と言いますか。 天狗は ＊ 天狗＊

002B：ウン。テングトユー テングーッチューノアッタン。

うん。天狗という 天狗というの［が］あったね。

003C：テングコノチーキデ キータコトアル テングノハナシッテアリマスカ？

天狗［は］この地域で 聞いたこと［が］ある 天狗の話はありますか？

004B：テングッテ アンマリナイナー。

天狗は あんまり無いねえ。

005C：コッチ ヤマノホーナンデ カミサマワ テングトカジャナインデスカ。

［出合は］ 山の方なので 神様は 天狗とかではないのですか。

006B：ンー テングー ナイナー。

んー 天狗 無いねえ。

007C：テングハナシワ アンマリキカナカッタ。

天狗［の］話は あまり聞かなかった。



008B：ウン。テングッテユーカ メンワアッタデ。

うん。天狗というか 面はあったね。

009C：アー。ソーデスヨネ。アカイノネ。

ああ。そうですよね。赤い［面］ね。

010B：ナー ウン。

なあ うん。

011C：コノチーキワヤッパリ タヌキノハナシトカガー オーカッタケドー。（B：ウン）

この地域はやっぱり 狸の話とかが 多かったけれど。 （B：うん）

カッパトカー。（B：ウーン）テングノハナシワ アンマリキカナカッタト。

河童とか。 （B：うーん）天狗の話は あまり聞かなかったと。

012B：カッパヤワ アンマキカンナー。

河童とかは あまり聞かないねえ。

013C：テユーコトデ ハイ。サッキノー ヘビノカミサマガイルッテ

ということで はい。さっきの 蛇の神様がいると

オッシャッテマシタケド。

仰っていましたけれど。

014B：ヘビワオルイヨッタナー。 オーキナー。アレワナカッツァンジャ《神社 A》

蛇はいる［と］言っていたねえ。大きいねえ。あれは中津さんだ 《神社 A》

015A：《神社 A》ジャ。

《神社 A》だ。

016B：《神社 A》。

《神社 A》。

017C：《神社 A》ジャワー ヘビノデンセツ。

《神社 A》だわ 蛇の伝説。

018B：ヘビノカミサマ。

蛇の神様。

019C：ヘビノデンセツッテユーノワ アルンデスカ？

蛇の伝説というのは あるのですか？

020B：ヘビワーナンヤイヨッタナー。オッキーンガオッターヤユーテ アノー

蛇は何か言っていたねえ。 大きいのがいたなどと言って あのー

《神社 A》エイクミチニー。

《神社 A》へ行く道に。

021A：《神社 A》ニワナー オルッテイヨッタ。

《神社 A》にはねえ いると言っていた。

022B：ナンヤオーキナノオッタヤユータケド ミタコトナイ。

何か大きいの［が］いたと言っていたけれど 見たこと［が］無い。

023C：オーキーノッテ ドンクライ？

大きいの［とは］ どれくらい？

024A：シンジシヨッタヒトワ ワカル。（C：アー）

神事［を］していた人は わかる。（C：ああ）



ソノオマツリノヒーヤ。イクデショ。 ホシタラアノ サブイ サブイカラ

そのお祭りの日だ。 行くでしょう。そうしたらあの 寒い 寒いから

コノキオキッテ アノタキモミ〔1〕シタライーワッテユーテ

この木を伐って あの焚き火したらいいわと言って

ニモツオロシテ ホナキルカッテユータラ ホノキニ

荷物［を］降ろして それでは伐るかと言ったら その木に

グルリットマイトッタッチュー。ホナコノキワキラレンキニ ホナ

ぐるりっと巻いていたと言う。 それではこの木は伐れないから それでは

モーツギノチガウキオキッタラ ソノトキニワ オラザッタ〔2〕。ホイタソノキワ

もう次の違う木を伐ったら その時は いなかった。 そしてその木は

グルリーット マイトッタッテキノ。 ホイタラ

ぐるりーっと 巻いていた［という］からね。そうしたら

コレワキッタライカンゾッテ オカーサンガ ナカムラ〔3〕ノ。（B：フーン）

これは伐ってはいけないよと お母さんが 中村の。 （B：ふうん）

ナカムラノー 《人名 2》サンクノ。（B：ウン）ジーサンヤ オタユサンノ

中村の 《人名 2》サンクノ。（B：うん）お爺さんが お太夫さんの

カワリシヨッタ ホヤケン。

代わり［を］していた そうだから。

025B：フーン。コッチニワ ナカッタナ。

ふうん。こちらには なかったね。

026A：ホンデ ホーユーテ オマツリニ カグラウッタノ。 （B：フーン）

それで そういって お祭りに 神楽［を］うったの。（B：ふうん）

デ ソレオシタラナ。（B：ウン）ソノキオ タキコンデ タイタラエーワ

で それをしたらね。（B：うん）その木を 焚きこんで 焚いたらいいわ［と］

ナッテ。ユーテ ホナキルカノーッテイタラ

なって。言って それでは伐るかねえと［木の所に］行ったら

キレーニマイトッタッテ ツルワワイツモ イヨッタナ。

綺麗に巻いていたと ／／／はいつも 言っていたね。

027B：オーキーヘビワ アッタケドナ。 ホナケド オーキータッテ。

大きい蛇は あったけれどね。そうだけれど 大きい［と言っ］たって。

028A：ホヤケワタシラーガ ホノ《神社 A》ノー オソナエスルケン オカネ

だから私たちが その《神社 A》の お供え［を］するから お金［を］

オソナエシテキテッテ ワタスデショ。ホイタラ オマグリサン〔4〕

お供えしてきてと 渡すでしょう。そうしたら おまぐりさん［を］

クレルンデスヨ。《神社 A》ッチュー。ホイテホレオ コーユートコニ

くれるのですよ。《神社 A》という。 そうしてそれを こういう所に

マツットッタンデスヨ。ホイタラナ ダレカガナ ワタシノダンナノホーノ

祀っていたのですよ。 そうしたらね 誰かがね 私の旦那の方の

キョーダイガ オーサカヘンデ オガンデモロタンヨ。ホイタンナ

兄弟が 大阪の辺りで 拝んでもらったのよ。そうしたらね



ココノイエニワ ヘビノカミサン マツットルッテ。（B：フーン）

ここの家には 蛇の神様を 祀っているって。（B：ふうん）

ソーユーテ デンワアッタンヨ。 （B：フーン）

そういって 電話［が］あったのよ。（B：ふうん）

ヘビノカミサンマツットランヨーユータンヨ。 イヤ マツットル ウチワ

蛇の神様［は］祀っていないよ［と］言ったのよ。いや 祀っている 家は

ホナ 《神社 A》ジャワッテ 《神社 A》《神社 A》ッツー オフダワ

それでは 《神社 A》だって 《神社 A》《神社 A》という お札は

オトコイオイトルチュータラ ア ホナソレデスッテユートル。

御床居に置いていると言ったら あ ではそれですと言っている。

029B：《神社 A》イッテミヤ。

《神社 A》行ってみてね。

030C：ケッコー トーイデスカ。

結構 遠いですか。

031B：クルマデ イケルヨ。

車で 行けるよ。

032C：ヘー オッキーデスカ？

へえ 大きいですか？

033B：ン。

うん。

034C：オッキーデスカ ジンジャ？

大きいですか 神社？

035B：ウン。ジンジャケッコーオッキーナ。ワタシヤイテヨルトマンリョッタ。

うん。神社［は］結構大きいね。 私は行って夜［は］泊まっていた。

036C：｛笑｝コワクナイデスカ？

｛笑｝怖くないですか？

037B：イヤ。 オーゼーオッタケン。ウン。

いいえ。大勢いたから。 うん。

038A：ミナテマエノアノ オフドーサンエアガッタロノ《神社 A》エイカズニ。

皆手前のあの お不動さんへ上がってね 《神社 A》へ行かずに。

039B：イヤ。ウエエアガッタヨ。

いや。上へ上がったよ。

040A：ヤロ〔5〕シタエ オリナアカンケン。 （B：ウン）

屋敷下へ 降りないと駄目だから。（B：うん）

《神社 A》ト フンドサン〔6〕ト チガウケンナ。ニカイシカイトランワ。

《神社 A》と 不動さんと 違うからね。 二階しか行っていないわ。

《神社 A》ヤ モーワカラン。

《神社 A》なんて もうわからない。

041B：ワシラワ ソノハナシワシラン。

私たちは その話は知らない。



【注釈】

〔1〕タキモミ…たき火のことを指す。

〔2〕オラザッタ…居なかった。

〔3〕ナカムラ…地名のことで、徳島県三好市井川町中村を指す。

〔4〕オマグリサン…〔omaguɾisaN〕お守りのことを指す。

〔5〕ヤロ…建物・屋敷のことを指す。

〔6〕フンドサン…お不動さんのことで〔ɸu~dosaN〕入りわたり鼻音が発音されている。

Ⅸ．昔と今の生活について
トラック 45

001C：ジャーデスネ。ツギノワダイニ エット ムカシトイマノ セーカツオクラベテ

ではですね。 次の話題に えっと 昔と今の 生活を比べて

ベンニナッタトオモウンデスケド トクニベンリニナッタナーッテコトッテ

便［利］になったと思うのですけれど 特に便利になったなあということは

ナンデスカ？

何ですか？

002B：ホラモー コーツーベンリナー。（C：コーツー）

それはもう 交通便利ねえ。 （C：交通）

アノ クルマナー。アルッキョルント クルマデカエッテクルントデワナー。

あの 車ねえ。 歩いているのと 車で帰って来るのとではねえ。

（C：ウン）ウン。モーゼンゼン モー コノウエマデイテモ キンジョエイテモ

（C：うん）うん。もう全然 もう この上まで行っても 近所へ行っても

ココエワ アルクケンド。コノウエモクルマデ。キンジョマデイテモナー。

ここへは 歩くけれども。この上も車で。 近所まで行ってもねえ。

クルマデ イクキニ モーベンリエーナー。ニモツサゲテオーテイクコト

車で 行くから もう便利いいねえ。 荷物［を］持って背負って行くこと

ナイケンナー。

［が］ないからねえ。

003C：ヘー。クルマトカコーツーノミチトカー ソッチデスカネ。ベンリニナッタッテ

へえ。車とか交通の道とか そちらですかね。便利になったと

オモウノワ。

思うのは。

004B：ホラ ミチヤワナー。ベンリニナッタ。

それは 道だねえ。 便利になった。

005C：ムカシッテ ココイラノミチッテ ヤッパリホソー トーゼン サレテ

昔って ここら辺の道は やはりそのー 当然 ［整備］されて

ナイジャナイデスカ。

ないではないですか。

006B：ウン。ホソーモ。

うん。舗装も。



007C：キューダッタリトカ シタンデスカ？

急であったりとか したのですか？

008B：コーヤマオ コーヤマオコエテ ムコエオリコンデ マタヤマオコエテ

こう山を こう山を越えて 向うへ降りて行って また山を越えて

ムコエ オリコンデヤケン コノシタノデアイチュートコロカラ

向こうへ 降りて行ってだから この下の出合という所から

アガッテクンノニ イチジカンハンカカッタ。（C：エー）ウン。

上がって行くのに 一時間半かかった。 （C：ええ）うん。

009C：アソコカライチジカン。

あそこから一時間。

010B：ホレ ウン イチジカン コレババーノミチ コノイマノコンナシタオ

それ うん 一時間 これ馬場の道 この今のこのような下を

トールンデナク ホレカラヨコエムイテウエエ トーッテ コーユーヤマオ

通るので［は］なく それから横へ向いて上へ 通って こういう山を

コーアガッテ コーオリテ コーアガッテ コーオッテ ナー。アンナミチオ

こう上がって こう降りて こう上がって こう降りて ねえ。あんな道を

ヨーホンマニトーッタモンジャトモ モーナーホンマ マー アーユーミチオ

よく本当に通ったものだとも もうねえ本当 まあ ああいう道を

モーニドトトーリタナイナー。ミナ クロソ〔1〕イタコトアルゼ？

もう二度と通りたくないねえ。皆 クロソ行ったこと［は］ある？

（C：ハイ）

（C：はい）

011B：クロート？（C：エ）

クロート？（C：え）

012B：ミタコトナイン？

見たこと［が］ないの？

013C：ハイ。ナイデス。

はい。ないです。

014B：コノヤマノムコカラ ミナクルゾーヨ コレ ヘータンチヨ チョット

この山の向うから 皆来るよー これ 平たん地よ ちょっと

オリコンダラナ。（C：ハイ）

降りてきたらね。（C：はい）

015B：ホノクロゾーヤテ イマワ オマハン ドーロデ ズーット アノ クルマデ

そのクロゾーは 今は あなた 道路で ずーっと あの 車で

ズーット コーイケルン ソレガ オマハン コノウエノ コノムコーノ

ずーっと こう行けるの それが あなた この上の この向うの

コノヤマノ オネオ トーッテ ズーットウエエアガッテ エンソクニイタッテ

この山の 尾根を 通って ずーっと上へ上がって 遠足に行ったって

コレオムコエ アガッテ ホイテムコエ コエヨッタ。イマワモークルマデ

これを向うへ 上がって そして向こうへ 越えていた。今はもう車で



ミナココオ クルトキニ コチニアガルトキ ムコエムイテ マダドーロガ

皆ここを 来る時に こちらに上がる時 向うへ向いて まだ道路が

アッタロ？ アレオ ズーットオクイタラ クロゾーッテトコ

あったでしょう？あれを ずっと奥［へ］行ったら クロゾーと［いう］所［へ］

イケルンヨ。ホレオ タンボオ クロゾーニ ココラヘンノヒト

行けるのよ。それを 田んぼを クロゾーに この辺りの人

ウチニワナカッタケドナ クロゾニワ タンボナカッタ。

家にはなかったけれどね クロゾには 田んぼ［が］なかった。

ココラヘンノヒト ミナクロゾヨ コレオコノ＊＊＊＊ オマハン ウエムイテ

この辺りの人 皆クロゾだよ これをこの＊＊＊＊ あなた 上向いて

ノボッテイテ ホシテマタ イネオツクッタイネオ ワラゴテ ミナ オーテ

上って行って そしてまた 稲を作った稲を 藁ごと 皆 負って

カエッテキヨッタンジャ ナー ムカシノママジャ ホイテヨ アオイアノ

帰って来ていたのだ ねえ 昔のままだ そしてよ 青いあの

カッタママノイネオナ ワラゴトセナカニオーテモッテ ソーセント

刈ったままの稲をね 藁ごと背中に背負って持って そうしないと

クルマガナインヨ。ミチガナインヨ。ナー マタ エーンナッテ。

車がないのよ。 道がないのよ。 ねえ また いい［道に］なって。

ワタシラ コドモントキワ。

私たち 子どもの時は。

016C：コーツーイガイデ ホカニベンリニナッタナーッテ オモウトコロトカワ

交通以外で 他に便利になったなーと 思う所とかは

アリマスカ?

ありますか？

017B：ウーン。ナー ベンリ。

うーん。ねえ 便利。

018C：コレガアルカラ ベンリダナーッテモノトカ。

これがあるから 便利だねーと［いう］物とか。

019B：ナー コレガアルケンッテ クルマガアルケンベンリ。｛笑｝

ねえ これがあるからと［いったら］ 車があるから便利。 ｛笑｝

020B：ナー チョットノ カイモンデモ モーホナ イチジカンハンモカカラン

なあ ちょっとね 買い物でも もうそんな 一時間半もかからない

サンジュップンアッタラ イケダイイクンヤカイナー イケダイイテ

三十分あれば 池田に行くのだからなあ 池田に行って

コーテキテ ナンデモナー タベレルデ。 ホナケン、 ホーヤナー。

買ってきて なんでもねえ 食べられるよ。そうだから、そうだなあ。

021C：シューイチデー セーキョーノカタガキテクレルッテ オッシャッテマシタケド。

週一で 生協の方が来てくれると 仰っていましたけれど。

（B：ウン）セーキョートカ ヤッパアッタホーガ。

（B：うん）生協とか やっぱりあった方が。



022B：セーキョーワ アノー トリヨルケド シタマデデ アイマデヤナー。

生協は あの とっているけれど 下までで 途中までだねえ。

023C：アー。

ああ。

024B：デアイマデオリテー モッテカエッテキヨル ココマデワナー。

出合まで降りて 持って帰って来ている ここまでわねえ。

025C：ジャーデスネ。エーット コノチーキデ エー ナリワイトサレテキタ

ではですね。 ええっと この地域で ええ 生業とされてきた

ショクギョートカ ナニカアリマスカ？コノチーキドクトクノショクギョートカ。

職業とか 何かありますか？ この地域独特の職業とか。

026B：ショクギョー ナイナー。

職業 ないねえ。

027C：サッキ タバコオツクッテッテ。

さっき 煙草を作ってと［言っていましたが］。

028B：ツクッテ ウン。タバコワツクリマシタ。

作って うん。煙草は作りました。

029C：ココイラヘンテ タバコトカケッコー ツクッテマシタ。

この辺りは 煙草とか結構 作っていました。

030B：ウン。ツクリマシタ。ゼンブ。

うん。作りました。 全部。

031C：アー。

ああ。

032B：ゼーインガ ダンダンバタケツクッテ。

全員が 段々畑［を］作って。

033C：タバコノホーガ タカカッタンデスカ。

煙草の方が 高かったのですか。

034B：ソヤナー タバコデ イチネンカンテユーノガ ホンマニビンボーナ

そうだねえ 煙草で 一年間というのが 本当に貧乏な

セーカツセナンダラ イチネンカンテユーノワナ タバコノ

生活［を］しなかったら 一年間というのはね 煙草の

シューニューデワナ。

収入ではね。

035A：オヤワ スミヤイタワナ。 （C：アアー）

親は 炭［を］焼いたわね。（C：ああー）

036B：スミヤキモ シヨッタナ。

炭焼きも していたね。

037A：スミヤイタナ。

炭［を］焼いたね。

038C：スミヤキトカー。

炭焼きとか。



039B：ウン。スミヤキモ シヨッタナ。

うん。炭焼きも していたね。

040A：スミヤキ タバコナ。（B：ウン）

炭焼き 煙草ね。 （B：うん）

ソレデーセーカツシタ。オーキニシテクレタ。（B：ウンー）

それで生活［を］した。［育てて］くれた。 （B：うんー）

041C：ヤッパ ソノフタツガー。ケッコーココイラデー ミンナヤッテタ。 （B：ウン）

やはり その二つが。 結構この辺りで みんなやっていた。（B：うん）

シゴトッテユーカ ソーユーコトダッタ。

仕事というか そういうことだった。

042B：シゴトヤッタナー。ソーソースミヤキヤナー。ホンマ。

仕事だったねえ。 そうそう炭焼きねえ。 本当。

043C：ウンー。マー キガネ。

うん。 まあ 木がね。

044B：ウン。

うん。

045C：コレダケ アリマスモンネ。

これだけ ありますものね。

046B：ソーソ ソーソー ムラノモンワミナ マッタケデモダイブトンリョーシ

そうそ そうそう 村の者は皆 松茸でも大分採っているし

ホナケンド ムカシワソンナノ アンナケマッタケトッテデジュッキロ

そうだけれど 昔はそんなもの あれだけ松茸［を］採っていてで十キロ

トッタッテ ソレオオーテ オマハン イチジカンハンモカカッテ

採っても それを背負って おまえさん 一時間半もかかって

ムリニイテナー。 マタモドシニイチジカンハンカカッテ

無理に行ってねえ。また帰りに一時間半かかって

モドテイカナアカン。 サンジカンカカッテナ。

戻って行かないといけない。三時間かかってね。

047C：ウン。

うん。

048B：ホンナンモー フツーノヒトデワ ヨーセンワイナ。

そんなことも 普通の人では ［とてもではないけれど］できないよね。

049C：ソーデスネ。

そうですね。

050B：ホンデモー ウエデナ ホナケンシヨルヒトナカッタナ。

それでもう 上でね そうだからしている人［は］無かったね。

【注釈】

〔1〕クロソ…地名・徳島県三好市池田町黒沢のことで、地元の人は黒沢のことをクロソ、

クロゾ、クロト等の呼び方をしている。



徳島県三好市池田町大利出合方言の概観

峪口有香子1・岡智美2

１．はじめに

徳島県三好市池田町大利出合は、高知県境と接する県西部の山間部地域であり、JR 阿波

池田駅より約 7km の距離に位置し、周囲を山で囲まれ、昔から祖谷街道の交通の要所とし

て栄えた地域である。

言語的特徴をみると、金沢（1956）は、言語や文化の影響としては祖谷川の上流と下流

を境にして、上流は山分地域の影響を、下流は旧三好郡の影響を受けているという。池田

町大利出合地域は、方言区画上、北方山分に属する（森重幸 1982）。山分は、三好地域、那

賀地域を指し、その三好地域を北方山分に対して、南方山分に属する地域は、那賀地域で

ある。この山分には、高知と同じく古い語法が数多く残っている。これらをふまえつつ、

本稿では昔の思い出話を中心とした談話資料から方言の特徴について報告する。

２．１ 方言語彙の特色について

２．１．１ 名詞

三好市池田町出合での子供の頃の遊びについての会話中、「イシケジ」という、「水切り」

を表す名詞の使用が見られた。「水切り」とは、水面に向かって回転をかけた石を投げて、

水面で石を跳ねさせる遊びであり、石切りとも言われる。「石切り」の「キリ」が「ケジ」

に転じ、「イシケジ」になったと考えられる。子供のころの遊びについての話題中｛Ⅰ-009B、

Ⅰ-010C｝に使用が確認できる。

次に、自分の家のことや、誰かの家を示す表現で、「ジブンク」「《人名》サンク」という

ことばを聞くことができた。上野（1997）によると、「ク」は漢字で「処」と表記され、場

所や家を意味しているというが、基本的に「家」の意味で用いられている。四国方言の特

徴として古くは「オルク（居る処）」「ソコナク（そこの処）」のように名詞化し使用されて

いた（金沢 1976）。

Ⅵ-043B：ジブンクノヤマガ ナンチョーブモアッテモ シラナンダ ハエヨンノ。

Ⅷ-024A：ナカムラノー 《人名 2》サンクノ。

次に、「貧乏」という意味を表す「ムンビ」という表現をきくことができた。会話中では

過去「貧乏だった」ことを、「ムンビだった」と表現している。

Ⅰ-030B：ムンビヤッタナ。ムンビダッタナー

最後に、二人称の人代名詞である「オマハン」を確認することができた。『日本方言大

1 徳島大学大学院総合科学教育部博士後期課程 2 年・日本学術振興会特別研究員 DC1
2 徳島大学総合科学部人間文化学科 4 年



辞典』（1989）には、「オマハン」は四国や近畿を始め、千葉や三重など広い地域で使用さ

れている方言であり、「あなた」という意味を表す「お前さま」から変化したと述べられ

ている。

Ⅶ-021B：ブカニオマハンラワ ヒオタイテマッチョレト。

２．１．２ 副詞

「ヨーケ」は、程度を表し、「たくさん」という意味を表す。西日本では広く見られる方

言であり、会話中にも使用する場面が多くみられた。また、「ヨケ」のように、長音の省略

が確認できた。『阿波方言の語源辞典』（2004）によると、この「ヨーケ」とは「よけい（余

計）」から変化した語である。使用例を以下に記す。

Ⅰ-025A：タンボヤ ヨーケ ツクットッタケド。

Ⅰ-044A：ガッコ アガルマデワ アレヤナー。タベルノガ ヨケナカッタナ。

２．１．３ 動詞

まず、「カク」ということばをみていく。「カク」とは、物を担ぐことを意味し、会話中

には「カイテ」が用いられているのが確認できた。使用例は、

Ⅲ-006B：ソレデ ココエ ホコニミコシオ カイテキヨタ

である。狭義では、二人して棒で荷物を担ぐことという意味であるが、会話中では神輿を

担ぐという意味でのみ使用されている。『方言の読本』（1991）によると、「徳島では、かつ

ぎ棒の有無に関係なく、一人でかつぐ場合はカタゲル、二人の場合はカクのように、かつ

ぐ人数によって語形を区別している」と述べられている。また、『国語大辞典』（1981）に

よると、徳島では「カク」の他に「カタグ」「カツグ」が使用されている。「カタグ」は、

主に四国や近畿で見られ、「カク」と違い、「一人で軽いものを肩で支え持つ（鉄砲を担ぐ）」、

「一人で重いものを支え持つ（俵を持つ）」など、主に一人で持つ場合に使用される。

次に「終わる」という意味を表す「アガル」についてみていく。会話中では、その学校

を終えるという意味から、卒業するという表現で用いられている。

Ⅰ-044A：ガッコ アガルマデワ アレヤナー

最後に「違う」という意味を表す「チャウ」について取り上げる。西日本では広く使用

されていることばである。

Ⅰ-043B：チャウチャウチャウ。ゼンゼンチャウナー

２．１．４ 自称詞

女性の自称詞において「オレ」の使用がみられた。本文中では一人称複数形「オレラ」

として、自分と他人を含めた形が用いられている。使用例は、以下に記す。

Ⅳ-027A：オレラノジブンニワナー。イマノダッタラ オヒナサン ゼンゼン

チガウデショ。オレラノトキト ＊ダッタラゼンゼンチガウナ。



２．２ 方言文法の特色について

ここでは、方言文法に関して出合地域でみられた、特徴的なものを取り上げていく。

２．２．１ 接続助詞

原因・理由を表す接続助詞「～から」についてみていく。

図 1 仙波ほか編（2002）『徳島県言語地図』

図 1 を確認すると、徳島県では徳島市域を中心にひろく「ケン」の使用がひろがってい

るが、「キニ」、「キン」が県西部の山間部にまとまって分布している。「ケン」はこれら諸

形式の中で最も優勢な形式であり、今後は県西部へ分布を拡大させていくものとみられる。

今回の調査では、「キニ」、「ケン」が現れるが、特にケンの使用が目立った。使用例は以

下である。

【キニ】

Ⅲ-013B：ホナキニ ハシオワタッテナ、

Ⅶ-021B：オッキカッタキニ チチオヤガー ビルマデヘイタイニイテ ナクナッタ。

Ⅸ-002B：クルマデ イクキニ モーベンリエーナー。

【ケン】

う

う
う

う
う

う

う
うう

う
う

う
う

う

うう

う

う

う

う

う
う

う

う

う
う

うう う

う

う

う

う

う

う
ううう

うう
う

う
う

う
う

う

う
うう

う う

ううう

う

う

う

う

う

う
う

う

う

う

う
う

う

う

う
う
う

う
う

う

う
う
う

う

ゴ

う

う
うう
う

う
※

う
う

う
う

うう
ウ

う
うう

う
う
う

う

う
う

う

う

う

う

う
Ｙ
う う
う

！

Ｙ
う

う

Ｙ
うう

う ※
Ｙ

う

Ｙ

う
う

う
う

う
う

う
う
うう
う

う

うう
う

う

う
う

うう
う

う

う

う

う
う
ゴう

う う
う

う

う

う

う

う
う

う
う

ウ

ウ

う

う

う

う
う

ム

た
た
う

ム
た

う

う

た

う

た

た

ウ

う

う

たた
ウ

徳島県言語地図

質問

凡例

凡例
う 寒いケン系
ウ 寒いケニ
ム 寒いキン
た 寒いキニ系
Ｙ 寒いサカイ
ゴ 寒いカラ
※ その他
！ 無回答

項目

寒いから

「寒いから窓を閉
めて」という場
合、「から」の部
分をどう言います
か。

Linguistic Atlas of Tokushima



Ⅱ-007A：シゴトノメンカラ ゼンゼンチガウケンナー。

Ⅲ-008B：サケニヨートルケン。

Ⅵ-033A：アサハヤイケン

しかし、伝統的語形の「キニ」も会話中に出てくることから、無意識に使用しているよ

うである。

図 2 仙波ほか編（2002）『徳島県言語地図』

また「～だから」の場合には、徳島市域では「ヤケン」であるが、県西部にいくにつれ、

「ジャケン（ジャキン）」となる傾向がある（図 2 参照）。今回においても、

Ⅲ-015B：ゼンゼン ナインジャケン、

Ⅳ-004B：ヤマオク ジャケン、

Ⅵ-025B：レーゾーコモ ナインジャケン。

などの使用が確認された。しかし、「ジャキン」の使用は聞くことができなかったことか

ら、もはや「ジャキン」は「ジャケン」に変わってしまったのかもしれない。

逆接を表す接続助詞「けれども」は、徳島方言では「ケンド」が一般的であるが、山分

地域では「キンド」という形式の使用が報告されている。当該地域においても「ケンド」

の使用を数多く確認することができたが、「キンド」の使用は確認することができなかった。

談話中では、
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徳島県言語地図

質問

凡例

凡例
あ 静かジャケン
た 静かヤケン
ア 静かダケン
ゆ 静かナケン
い 静かジャキニ
う 静かジャキン
ｖ 静かジャケニ
な 静かヤキニ
つ 静かヤケニ
ち 静かヤカラ
と 静かヤサカイ
ご 静かナキニ

ぐ 静かナケニ
よ 静かナカラ
ざ 静かナキン
げ 静かナサカイ
イ 静かダカラ
※ その他
！ 無回答

項目

静かだから

「ここは静かだか
ら落ち着く」とい
う場合、「静かだ
から」の部分をど
う言いますか。
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Ⅳ-025A：アレワアッタケンド、

Ⅳ-024B：マー ワカランケンドナ、

Ⅴ-011B：イマワ アワオドリヤシヨーデケンド

などの使用例が見られた。

２．２．２ 助動詞

次に断定の助動詞についてみると、徳島県では、「ジャ」が使われる。当該地域において

も、「ジャ」の使用が多いことがわかる（図 3 参照）。使用例として、

Ⅳ-006B：タイジャナンジャー シオサバコータ、

Ⅴ-020A：ヒガエリジャ、

Ⅵ-037B：ヨーオーキニナッタモンジャ

などがある。「ジャ」は推量形式「～だろう」においても、「ジャロー」になると考えられ

るが、談話資料中では、「ジャロー」は現れず、「ダロ（ー）」と「ヤロ（ー）」の使用がみ

られた。

図 3 仙波ほか編（2002）『徳島県言語地図』
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徳島県言語地図

質問

凡例

凡例
あ 雨ダ
う 雨ジャ
げ 雨ジェ
ご 雨ジョ
ま 雨ヤ
つ 雨デ
て 雨デヨ
Ｂ 雨ゾ
※ その他

項目

雨だ

「明日は雨だ」と
いう場合、「雨
だ」の部分をどう
言いますか。
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【ダロ】

Ⅱ-021B：ツクットルダロ、

【ヤロ】

Ⅴ-013B：オーゼイキヨッタヤロ。

なお、推量形式以外にも、過去・完了形式の場合にも、同様のことが言え、「ジャッ

タ」とはならず、「ダッタ」「ヤッタ」という傾向がみられる。

【ダッタ】

Ⅰ-017A：ベツダッタナ

Ⅰ-030B：ムンビダッタナー

Ⅳ-027A：イマノダッタラ

【ヤッタ】

Ⅰ-030B：ムンビヤッタナ

Ⅸ-042B：シゴトヤッタナー

なお、「～ケン」や「～ケンド」が後続する場合、「ジャ」よりもむしろ「ヤ」になりや

すいようである。

【ジャケン】

Ⅲ-015B：ソーソー。コレババノミチオナ イマノヨーナドーロワ ゼンゼン

ナインジャケン。

Ⅳ-004B：ウン。ベツニ ヤマオクジャケン タノシーアレワナカッタナ。

Ⅵ-025B：レーゾーコモ ナインジャケン。

【ヤケン】

Ⅲ-018B：チョード ヤマニマッタケ デキルコトヤケンナ。

Ⅳ-006B：ソレモヤマノ ウエヤケンナ シオサバ。

Ⅴ-007B：タカイカミサマヤケドナ ズットコッカラミエルンヤケンドナ

２．２．３ 文末詞

続いて、文末詞について取り上げる。まず文末詞とは、文表現の末尾に立脚して遊離独

立し、文表現のそこまでの意味作用を発展的に集約するものである（藤原 1990）。

藤原（1986）によると、「徳島県下には、問いの「デ」のおこなわれることが、きわめて

さかんである。」という。「デ」については、上向きのイントネーションで疑問を表す。た

だし、場合によっては疑問ではなく、自分の情報に対する確認の意味が含まれることもあ

る。また、下向きイントネーションで表すことにより、自分の判断や知っていることを聞

き手に告知・伝言するものである。今回の使用例は、

Ⅳ-006B：ヒモチスルデ（↓）

Ⅵ-051A：ワシラノコロ ナカッタデ（↓）

Ⅰ-016B：オトコワオトコデ（↓）



などで、すべて下向きのイントネーションの例を確認することができた。

次に、徳島県下で使用の多い文末表現である、陳思の「ゼ（ジェ）」についてみていく。

この「ゼ（ジェ）」は徳島市内で使われる「ジョ」にあたる。

「デ」と同様、告知・伝言の文末詞として「ゼ」がある。藤原（1985）は、「ゼ」が徳島

県下において広範囲において使用されているとし、さらに祖谷に「ゼン」という「ゼ」の

複合形もみられるという。今回の談話中においても、「ゼ」の使用が認められた。

Ⅶ-025B：ジュージゼ ジュージニナ イッカオーテカエッテキタラ

また、問いの「ゼ」の使用もきくことができた。

Ⅸ-010B：ミナ クロソ イタコトアルゼ（↑）

「デ」は「ゼ」の音声変化によるものではないか。両形式の用法は酷似している。特に

徳島方言では「デ」が頻繁に使用されるのに対し、高知方言では「ゼ」が盛んである。両

方言の境界域にある山分地域においては両方の形式が認められるというわけである。

なお、藤原が指摘している、山分地域での「ゼン」の使用は、確認することができなか

った。さらに文末詞「カイナ」という表現も聞くことができた。「カイナ」は、文末詞「カ

イ」に「ナ」が付いた複合形である。徳島県下にみられる、文末詞「カ」に関しては、金

沢（1959）は「徳島県では北方は「カ」海部は「ケ」山分のずっと奥に一寸「コ」がのこ

っています。」と述べている。つまり、「カ」系の文末詞は県南で使われていることがわか

る。ところが、今回の談話で僅か 1 例だが使用の確認ができた。使用例は、

Ⅸ-020B：サンジュップンアッタラ イケダイイクンヤカイナー

である。

２．２．４ アスペクト

次に、アスペクト表現についてみていく。西日本方言では、進行態を表す「～ヨル」と

結果態を表す「～トル」の対立がみられ、徳島においても、「ヨル」と「トル」の対立をみ

せている。今回の談話から、数多くの使用例が確認でき、継続態は「ヨル」、結果態は「ト

ル」と使い分けをみせている。代表例を分類し、以下に記す。

【ヨル（テンス現在）】

Ⅵ-015B：ニクヤダッタラ イエデナーカイヨル ニワトリトカヤイテ。

Ⅸ-024B：デアイマデオリテー モッテカエッテキヨル ココマデワナー。

【ヨッタ（テンス過去）】

Ⅵ-017B：ニワトリワ ホナケンドヨーサン カイヨッタ。

Ⅰ-023A：タベルモノモ オナカイッパイ タベレヨッタノニナ。

【トル（テンス現在）】

Ⅱ-020A：ショージノヤブレトルンガ｛笑｝

Ⅲ-008B：サケニヨートルケン。

【トッタ（テンス過去）】



Ⅰ-025A：タンボヤ ヨーケ ツクットッタケド。

Ⅱ-021B：ホナケン アルクトコダケガアイトッタ。

【促音＋ヨル】

Ⅸ-002B：アノクルマナー アルッキョルント クルマデカエッテクルントデワナー。

２．２．５ 打消表現

次に、打消形式の過去形では、打消過去表現を「ザッタ3」と使用の確認ができた。

打消過去表現に「ザッタ」を使用するのは、明治期から山分で特徴的なことだった（島

田 1901・金沢 1976・森 1982）。図 4 においても、山分で「ザッタ」を確認することができ

る。今回の会話中から、2 例確認ができた。

Ⅱ-016A：ザブトン ヒトツナカロー ゴザガ ヒトガ キタジブンニシカ シカザ

ッタケンナ

Ⅷ-024A：ソノトキニワ オラザッタ

図 4 仙波ほか編（2002）『徳島県言語地図』

この「ザッタ」は、四国地方では高知県下で広く使用されており、香川県下においても

3 打消の助動詞「ざり」に過去の助動詞「た」のついたもの。近世前期の方言の記述は、『ロ

ドリゲス日本大文典』（1604－08 刊）と『男重宝記』（1693 年刊）である。
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徳島県言語地図

質問

凡例

凡例
ま セナンダ
ぐ セーヘナンダ
ひ セーヘンカッタ
Ｂ シナンダ
イ シェナンダ
あ センカッタ
Ｃ セザッタ
な セーヘンダ
ら センナンダ
※ その他（デキナンダ セーヘン

シナカッタ センヤケダ）

項目

しなかった

「きのうは勉強を
少しもしなかっ
た」という場合に
「しなかった」の
部分をどう言いま
すか。
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よく聞かれるが、徳島県では高知県との県境、山分地域にのみ使われる表現である。

また、その他の打消形式である「ナンダ」は近畿方言で広く使われる表現であり、古く

から徳島県全域でも使われてきた言い方である。この「ナンダ」の存在は、徳島方言が如

何に近畿方言に距離が近いということを明確に表している例といえるだろう。今回談話資

料の中から 7 例確認ができた。代表例を以下に記すことにする。

Ⅰ-035A：コメヤ タベサセテクレナンダ。

Ⅶ-021B：ワタシワジューナナデ メッタナコトワデケナンダ。

Ⅶ-004B：カッパヤユーン イヨートセナンダナー。

以上のように、打消形式では「ザッタ」「ナンダ」は確認することができたが、徳島県で

は近畿周辺部の影響を受けて動詞の打消形式に「ヘン」「ヒン」「ン」などの形式を用いる

こともあるが、今回の会話からは確認することができなかった。つまり山分においては、

近畿周辺部からの影響は受けにくいようである。

図 5 「してはいけない」（仙波ほか編（2007）より引用）

〔項目名 してはいけない〕

質問：子供たちに「もうこれ以上、けんかをしてはいけない」と注意する場合、「しては

いけない」のところをどう言いますか？（注意：「するな・しな」という命令形ではない。）

80

代

▲ ▲

▲

▲

▲ ／ ▲

▲ ／ ×

70

代 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲

▲

※ ※

／ ／ ▲

∥

／

／

※

60

代

▲

―

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

／

▲ ※

〓

▲ ※

／ ▲

／

／

50

代 ／

▲

▲ ▲

▲

▲

／

／

／

／ ／ ※ ／

40

代

▲ ▲

▲ ▲ ▲

▲ ▲

▲

※

▲

／

／

▲

／

〓

▲

／

※

／ ※

30

代

▲

▲

▲

▲ ▲

▲ 〓

／ ／ ※

※

20

代

▲ ▲

▲ ▲ ▲

▲

／

／ ／ ／

／ ／

※

／

▲

／

／

／

▲

※

10

代 ／

／ ／

三

縄

池

田
辻

加

茂

江

口

半

田

貞

光

穴

吹

川

田

山

川

山

瀬
学

川

島

西

麻

植

鴨

島

牛

島

浦

庄

石

井

国

府

蔵

本

佐

古

旧

市

内

池田

町

井

川

町

三加

茂町

半

田

町

貞

光

町

穴

吹

町

山川町
川島

町
鴨島町

石井

町
徳島市

凡 例

／ シタラアカン ▲ シタライカン ※ セラレン × シラレン ― シテワイケナイ

〓 スナ（スルナ）∥シタラザイタガヌケル



２．３ 音声・音韻の特色について

当方言にみられた、音声・音韻の特色についてみていく。徳島県は、体系的にみて音

声・音韻は、京都・大阪のものと変わらなく、母音は 5 母音で中舌母音などは存在しな

い。また連母音は融合することもない。

子音では、カ行合拗音に特徴がみられ、クヮ〔kwa〕、グヮ〔gwa〕などが挙げられる。

かつては、徳島県全体で使用されていたが現在は、高年層のみ使用されている（図 6 参

照）。

今回の談話資料からも、グヮ〔gwa〕の使用が、｛Ⅲ-008B：シモグ〔shimogwa〕｝と、

確認することができた。ただし、使用例が少なかったことから使用が減っているのかもし

れない。

また、今回の談話から、入り渡り鼻音も確認ができた。語中の入り渡り鼻音は、規則

的には認められなかったが、個別語彙的な例として、｛Ⅷ-040A：フンドサン

〔ɸu~dosaN〕｝の確認ができた。





図 6 「火事」（仙波ほか編（2007）より引用）

〔項目名 火事（音韻）〕

質問：家が燃えて火が出ていることを何と言いますか。（火事）
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ガ行鼻音については確認することができなかった。森（1982）によると、うわて・海部

に多く、上郡では少ない。山分と下郡には「ある」とだけ記されている。今回の話者の発

音についてみると、明確な鼻濁音で発音されていることはなかった。

次に、子音の音変化では、〔s〕と〔h〕の交替例が多く確認された。例を挙げると、｛Ⅱ-

013B：ホイテホコデ〔hoitehokode〕Ⅳ-038B：ホイテ〔hoite〕｝である。その他の子音交替

では、〔z〕と〔d〕の交替もみられ、全然のことを｛Ⅵ-043B：デンデン〔dendeN〕｝雛節句

のことを｛Ⅳ-018B：ヒナデック〔hinadekku〕｝と使用されていた。

サ行のセ・ザ行のゼがそれぞれ口蓋化したシェ〔ʃe〕、ジェ〔ʒe〕になる現象は、かつて

徳島県下全般にみられていたが（森 1982 ほか）、今回の調査では認められなかった。すべ

て、セ〔se〕、ゼ〔ze〕であった。

２．４ その他

「良い」は、「エー」「イー」両方の言い方がみられた。使用例を挙げると、

Ⅰ-033A：オクッタモンナ ソノエーモノワ、

Ⅵ-013B：イーモノワ ナカッタナ

である。

また、形容詞連用形がウ音便以外の形になることがあり、「大きい」に相当する言い方と

して、「オーキー」となる。このように語幹末が母音「イ」を含む場合、拗音形をとらずに

「～キー」となる。使用例は、以下である。

Ⅳ-032B：オーキー ニネンセーヤ、

Ⅷ-027B：オーキー ヘビワ アッタケドナ。

３．まとめ

今回は徳島県三好郡池田町出合地域で収録した談話を元に分析をおこなった。方言の特

色については、西日本にみられるものや、徳島県特有のことばも多く確認することができ

た。また方言談話の収録と文字化は、やがて消え去ろうとする伝統方言の記録と保存の観

点から言語学的にきわめて重要な作業であると考える。今後も引き続き、収録音声を文字

化し分析を進めていきたい。
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Ⅰ．子どもの頃によくした遊び
トラック 46

001C：ハイ ソレデワ チョット ハジメサシテイタダキマス。エー マズワデスネ

はい それでは ちょっと 始めさせていただきます。 ええ まずはですね

ソチラノ カミニ カイテアル ソノ（A：ウンウン）コーイッタコトオ

そちらの 紙に 書いてある その（A：うんうん）こういったことを

オハナシシテイタダキタイナトユー テーマニソッテ（A：ウン）チョット

お話していただきたいなという テーマに沿って（A：うん）ちょっと

オフタリデ ソノ カイワトユーカ（A：ウン）ムカシノコトオ チョット コー

お二人で その 会話というか （A：うん）昔のことを ちょっと こう

（A：ウン）オタガイニ オハナシオ（A：ウン）シテイタダクトユーコトニハイ

（A：うん）お互いに お話を （A：うん）していただくということにはい

ナリマス。エート エート ハイ。ソシタラ ハイ。

なります。ええと ええと はい。そうしたら はい。

ソシタラ サイショニ エート オキキシタインデスケドモ コドモノコロニ

そうしたら 最初に ええと お聞きしたいのですけれども子どもの頃に

ヨクヤッタアソビトカッテアリマスカ。ハイ。（A：ウンウンウンウン。ウン）

よくやった遊びとかはありますか。 はい。（A：うんうんうんうん。うん）

002B：アソビ。

遊び。

003A：アソビ。

遊び。

004B：ナニヤリマシタカ。

何［を］やりましたか。

005A：アノナ アノー ウチラ コドモノトキナ ベッタトユーノオ ウッタンヨ。

あのね あのう 私たち 子どもの時［に］ね べったというのを うったのよ。

コドモノトキニ。

子どもの時に。

006B：ベッタ。

べった。

007A：ベッタトユーノ。 （B：ウン）ノ。（B：ウン、ワカル）アノ コドモノトキニ。

べったというの［を］。（B：うん）ね。（B：うん、わかる）あの 子どもの時に。

（B：ウン）ベッタトユーノオ アノ コドモノトキニ ウッタン。（B：ウン）

（B：うん）べったというのを あの 子どもの時に うったの。（B：うん）

ホレカラマタ クギウチ。

それからまた 釘打ち。

008B：クギウチ。

釘打ち。

009A：ノ。（B：ウン）アノ クギウチノ。（B：ウン ＊＊＊）ホレカラ

ね。（B：うん）あの 釘打ちね。 （B：うん ＊＊＊）それから



マルトビトユーノ。マルトビトユーノオ アノー。

丸とびというの。 丸とびというのを あのう。

010B：マルトビ。（A：ウン。）ア。（A：ソーソーソーソー）ジメンマルオカイテ。

丸とび。 （A：うん。）あ。（A：そうそうそうそう）地面［に］丸をかいて。

（A：ウン ウン ウンソージャ）ケンケンパーノ。

（A：うん うん うんそうだ） けんけんぱー［をする］の。

（A：ソーソーソーソーソー、ウン）

（A：そうそうそうそうそう、うん）

011A：ソレオ アノ コドモノトキ。 ホレカラ フネ。フネトユーノ。ココエ

それを あの 子どもの時［に］。それから 船。 船というの。 ここへ

アノー シテ ジライ ア ジライガワ アカーンユーノ コーヘーワ

あのう して 地雷 × 地雷側［は］ いけないというの 公平は

ナニートユー〔1〕。（B：ウーンウーンウーンウーンウーンウーン）

何という。 （B：うーんうーんうーんうーんうーんうーん）

フネオシテ アノ ア ア コドモノトキ ガッコーエ イキヨルトキニ

船をして あの × × 子どもの時 学校へ 行っている時に

（B：ウン）ウン フネトユーノオ シッヨッタ。（B：ウン ホーホーホー）ウン。

（B：うん）うん 船というのを していた。（B：うん ほうほうほう）うん。

012B：アンマリヤッタコトナイナー。 （B：ウン）

あまりやったこと［が］ないなぁ。（B：うん）

013A：ソレト アノ ボール。オーキナ ボールオ アノ カクニ ナニアレ

それと あの ボール。大きな ボールを あの かくに 何あれ

シテオイテ ホイデ ハクセンシテ コッチニ ボールオ ナ ナゲテ アノ

しておいて それで 白線［を］して こちらに ボールを × 投げて あの

ナンジャ ヒトリモ ナンジャ オーゼー オルナカデ ソノ ヒトリガ

何だ 一人も 何だ 大勢 いる中で その 一人が

オッテモ アノ ソレニ アテテ モー シタラ オワリデ

いても あの それ［＝一人］に 当てて もう したら 終わりで

カチニナルンヤ。（B：ウン）ウン。ボール。（B：ウーン）オーキナボールオ。

勝ちになるのだ。（B：うん）うん。ボール。（B：ううん）大きなボールを。

（B：ウン）

（B：うん）

014B：ソレ ナンデ ツクットン。

それ［は］ 何で 作っているの。

015A：ウン？

うん？

016B：ソノ ボール ナンデ ツクットン。

その ボール［は］ 何で 作っているの。

017A：ソレワ アノー ムカシノシカノカワミタイナヤツデ ツクットッタ。（B：ヘー）

それは あのう 昔の鹿の皮みたいなもので 作っていた。（B：へえ）



ウン。ムカシノナ（B：ウン）アノー ゴムジャナシニ フーセンジャナシニ

うん。昔のね （B：うん）あのう ゴムではなくて 風船ではなくて

（B：ウンウン）アノー シカノカワデ コー シヨッタ。（B：ホー）ウンウン

（B：うんうん）あのう 鹿の皮で こう していた。（B：ほう）うんうん

（B：ホー）ウン。

（B：ほう）うん。

018B：タケウマワドー＊＊＊。

竹馬はどう＊＊＊。

019A：ウン タケウマモ ノッタコ、ノッテ コドモノトキニ（B：ウン）シ、シタ

うん 竹馬も 乗った×、乗って 子どもの時に （B：うん）×、した

（B：ウン）タケウマノ。ウン。コドモノトキノ。

（B：うん）竹馬ね。 うん。子供の時ね。

020B：スキーワドー。

スキーはどう。

021A：エ？

え？

022B：スキーワ。

スキーは。

023A：スキーモ ウチワー ワリカシアレセザッタケンド コノー ミナー

スキーも 私の家は わりとあれ［は］しなかったけれど このー 皆

ヤッタノ。スキーモ アノ ヤッタ アノ ジブンクデ アノ

したね。 スキーも あの した あの 自分の家で あの

シテーナ アノ スキー （B：ウン）タケデナ ウン。

してね あの スキー［を］（B：うん）竹でね うん。

024B：タケデ ツクッテナ。（A：ウン ソーソーソーソーソー）

竹で 作ってね。 （A：うん そうそうそうそうそう）

025A：マエオ ソラシテ。（B：ソーソーソーソー）ウンウン ヤッテ。

前を 反らして。（B：そうそうそうそう）うんうん して。

026B：マー ソンナトコカ。

まあ そんなところか。

【注釈】

〔1〕解釈が曖昧。遊びのルールの説明と思われる。

Ⅱ．地域の祭りについて
トラック 47

001B：コノウエ ウエカラサキイコー。

この上 上から先［に］いこう。

002A：エ？

え？



003B：チ、チーキノ マツリワ ドノヨーナモノガ オコナワレテイマスカ。（A：オー）

×、地域の 祭りは どのようなものが 行われていますか。 （A：おう）

オコナワレテイマシタカ。

行われていましたか。

004A：ウン。マツリワ。

うん。祭りは。

005B：＊＊＊オーエダ〔1〕ノマツリナニシヨッタ？

＊＊＊大枝の祭り［は］何［を］していた？

006A：オーエダノマツリユミ。 （B：ア ユミ）ウン。（B：ウン）

大枝の祭り［は］弓［をしていた］。 （B：あ 弓） うん。（B：うん）

オーエダノマツリワ ユミデナ マトモノオ コシラエテ ソレデ

大枝の祭りは 弓でね 的ものを 作って それで

ピシーント （B：ウンウン）ヤリヨッタンヤ。（B：ウンウン）ウン

ピシーンと［弓を射って］（B：うんうん）していたのだ。 （B：うんうん）うん

ユミデ ウン。ユミデー アノー シヨッタケンナ。（B：アーアー）ウンウン。

弓で うん。弓で あのう していたからね。（B：ああああ）うんうん。

（B：ウン）ホレト ソノ テビョーシノ アノ オドリヤリヨッタ。

（B：うん）それと その 手拍子の あの 踊り［を］していた。

（B：ウン）テビョーシノオドリ オンナノヒトガナ（B：ウン）

（B：うん）手拍子の踊り 女の人がね （B：うん）

ウン（B：ウン）ウン（B：ウン ウン）ソノ ウタノ モンクワナ

うん（B：うん）うん（B：うん うん）その 歌の 文句はね

ハナワキリシマー タバーアーコーワーコクーブー トユーウタデナ。

花は霧島 煙草は国分 という歌でね。

007B：コレワ カゴシマケンノ ウタデ ｛笑｝。

これは 鹿児島県の 歌じゃないか｛笑｝。

008A：イヤ ソレジャケド ソノ オーエダノ ガ アノ シヨッタンジャ。

いいや そうだけれど その 大枝の × あの していたのだ。

（B：アーナル） オ＊＊＊、オナゴガノ。（B：ウン）。ホジャキニ

（B：ああなる［ほど］）×＊＊＊、女の子がね。（B：うん）。だから

ソノー ソノウタノ モンクワ ソレヨ。 （B：ウン）ノ。

そのう その歌の 文句は それだよ。（B：うん）ね。

ウン。（B：ウン）ウン。

うん。（B：うん）うん。

【注釈】

〔1〕オーエダ…徳島県三好市東祖谷大枝。



Ⅲ．節句の年中行事について
トラック 48

001B：エー ツギワ コレ セックノ ネンチューギョージ。

ええ 次は これ 節句の 年中行事。

002A：エ？

え？

003B：オセック。

お節句。

004A：オセック？

お節句？

005B：ヒナマツリ。

ひな祭り。

006A：ヒナマツリワ アノー オセックトユーノモ ア クガツト ゴガツニ

ひな祭りは あのう お節句というのも あ 九月と 五月に

アル＊＊＊ナ。

ある＊＊＊ね。

007B：ショ、ショー、ショーガツトカ（A：ウン）ゴガツトカ（A：ウン ウン）ウン。

××、×××、正月とか （A：うん）五月とか （A：うん うん）うん。

008A：ホリャ アノー オセックワー アノ サンガツニモアルケンナ。

それは あのう お節句は あの 三月にもあるからね。

009B：ヒナマツリ。

ひな祭り。

010A：ウン ソーソー オンナノヒトノナ。（B：ウン）オトコノヒトワ ゴガツヤ。

うん そうそう 女の人のね。 （B：うん）男の人は 五月だ。

（B：ウン）コイノボリ。

（B：うん） 鯉のぼり。

011B：コイノボリ。（A：ウンウン）ウン（A：ウン）ウン。

鯉のぼり。 （A：うんうん）うん（A：うん）うん。

012B：ボンワ ナニシテ？

盆は 何［を］している？

013A：エ？

え？

014B：ボンワ ドンナコト シヨッタ。 オボンワ。

盆は どんなこと［を］ していた［の］。 お盆は。

015A：オボンワ マー ソノー イロイロ シテー ソノ コノ ヒガシイヤデモ

お盆は まあ そのう 色々 して その この 東祖谷でも

アノボン アワオドリノナンジャモシヨッタケンナ。ウン デ（B：ウン）ウチラ

あの盆 阿波踊りの何かもしていたからね。 うん で（B：うん）私たち

ウチラノ コドモノトキニワ ソリャシヨランカッタケンド アノ ムカシノ

私たちの 子どもの時には それはしていなかったけれど あの 昔の



ソゲンノヤツワ ナンジャワ アノー コノ コノマチデモ アワオドリ

そのようなものは 何というか あのう この この町でも 阿波踊り［を］

シヨッタケンノ。ウン オボンニワ。ウンホンジャー コノ タナバタトユーノワ

していたからね。うん お盆には。 うんそれじゃあ この 七夕というのは

ウチラモ コドモノトキ シヨッタンヤ。（B：ウン） シチガツナノカノナ

私たちも 子どもの時 していたのだよ。（B：うん）七月七日のね

（B：ウン）キューノシチガツナノカノ（B：ウン）アノ タナバタトユー

（B：うん）旧の七月七日の （B：うん）あの 七夕という

（B：ウン）ウン ソレワモー ウチラコドモノトキニ ヤ、ヤ、ヤッテ オ

（B：うん）うん それはもう 私たち［が］子どもの時に ×、×、して ×

オリマシタ＊＊＊ナー。ウン。

いました＊＊＊なあ。 うん。

016B：タケキッテキテ （A：ソーソーソーソーソー）タンザクオ ツクッテ

竹［を］切って来て（A：そうそうそうそうそう）短冊を 作って

（A：ウンウン）ツルスッチューヤツナ。（A：ウン）ウン。

（A：うんうん）吊るすというやつだね。（A：うん）うん。

017A：ソレオ アノ カワエ モッテキテナガシタンヨ。（B：アーアー）カタイデキテ

それを あの 川へ 持ってきて流したのよ。 （B：ああああ）担いできて

（B：ウン）ウン（B：ウン）。

（B：うん）うん（B：うん）。

018B：エート ＊＊＊。

ええと ＊＊＊。

019A：ワ ドノヨーニシマシタカ。コノー アノ ソレカラ タナバタワヤ エーケンド

は どのようにしましたか。この あの それから 七夕は いいけれど

オショーガツナドワ アンタシテ ウチランクワ カドマツッチューノワ

お正月などは あなた［は］して 私たちの家は 門松というものは

ウチンクノワ イ、イ、アノ。

私の家のものは ×、×、あの。

020B：マツカザリナ。

松飾りね。

021A：イヤ ソレガ セザッタンヨ。

いや それが しなかったのよ。

022B：ア セザッタン。

あ しなかったの。

023A：ウン イヤ シタケンド チガウキニ。ヘーケトワ アノ ナンヤト

うん いいや したけれど 違うから。 平家とは あの 何かと

ゲンジトチャウキニ（B：アー、ナルホド）ウチワ ヒノキジャキニ。

源氏と違うから （B：ああ、なるほど）私の家は 檜だから。

（B：ウンウンウン ウン）ウチワ アノ ヒノキジャケンナ。（B：ウン）

（B：うんうんうん うん）私の家は あの 檜だからね。 （B：うん）



ウン。（B：ウン）ホナケンド モー フツーワ カドマツトイッテ マツオナ

うん。（B：うん）だけれど もう 普通は 門松と言って 松をね

（B：ウン）アノー シタトオモウケンド ウチランクワ アノー ヒノキ。

（B：うん）あのう したと思うけれど 私たちの家は あのう 檜。

（B：ウン）ヒノキノエダオナ アノー ナンジャワ カドエ カッテ

（B：うん）檜の枝をね あのう 何だよ 角へ かって

ホカラ シンデンノ ウエモ コー オシメヒデシテ（B：ウン）ソレデ

それから 神殿の 上も こう お示しでして （B：うん）それで

アノ ジューゴニチ キューノジューゴニチニワ アー ソレオ タイテ

あの 十五日 旧の十五日には ああ それを 炊いて

オカユオ アノー（B：ウン）タイテ（B：ウン）ホシテ ナンジャ ソノ アノ

お粥を あのう（B：うん）炊いて（B：うん）そして 何だ その あの

ゴハンモ ムカシワ イロリッテユーノアッタ ソノ ツマエモ ハシデ

ご飯も 昔は 囲炉裏というもの［が］あった その 端へも 箸で

ナンジャシ ハシラニモ ア ソノ オカユオ シテ（B：ウン）ソーユーフーニ

何だ× 柱にも あ その お粥を して（B：うん）そういう風に

ウチラノ コドモノ トキワ シタトオモウンデスケド。（B：ウン）ウン

私たちの 子どもの 時は したと思うのですけれど。（B：うん）うん

（B：ウン ウン）ショーガツワノ。ウン。（B：ウン ウン）

（B：うん うん）正月はね。 うん。（B：うん うん）

024B：エ ヒノキワ。

え 檜は。

025A：エ？

え？

026B：アレカイ ヘーケカイ ゲンジカイ。

あれかい 平家かい 源氏かい。

027A：ウチワ ヘーケ。

私の家は 平家。

028B：ア ヘーケ。

あ 平家。

029A：ウン。（B：アー）ヘーケガ モー ヒガシイヤデモ アサ〔1〕ヤケド

うん。（B：ああ）平家が もう 東祖谷でも 阿佐だけれど

ヒノキジャキン。（B：ウン ソーソーソーソー ウン）アノー ノ アサノ

檜だから。 （B：うん そうそうそうそう うん）あのう ね 阿佐の

ヤシキワ ヘーケジャケン。（B：ウンウンウン）ソノ ヘーケト ゲンジト

屋敷は 平家だから。 （B：うんうんうん）その 平家と 源氏と

ワカレトルケンナ。 （B：ウン）ウン（B：ウン）ホナケン ソノ カドマツ

分かれているからね。（B：うん）うん（B：うん）だから その 門松

ショーガツノ カドマツモ ソノトージ イマモ カドマツヤッテ ヒドーノ〔2〕

正月の 門松も その当時 今も 門松だって ひどく



シヨランケンド ムカシ ウチラノ コドモノ トキニワ ソーシヨッタ。

していないけれど 昔 私たちの 子どもの 時には そうしていた。

（B：ウン）ウン（B：ウン ナルホド）ウン。（B：ウン）ホジャキニ

（B：うん）うん（B：うん なるほど）うん。（B：うん）それだから

ヘーケトユーノワ ナンジャワノ ダイタイガ ソノ アノ アーサーガ

平家というものは 何というか 大体が その あの 阿佐が

ヘーケニナルケンノ。（B：ソー）ノ。

平家になるからね。 （B：そう）ね。

030B：アサケガノ。

阿佐家がね。

031A：ウン アサケノ。（B：ウン ウン）ウン（B：ウン）ホナキニ ヒガシイヤニ

うん 阿佐家ね。（B：うん うん）うん（B：うん）だから 東祖谷に

セーガ キタ〔3〕ト アサトユーノガ アルガ（B：ウン）キターワ

姓が 喜多と 阿佐と言うのが あるが（B：うん）喜多は

ドイ〔4〕カワジャキニ （B：ウン ウン）キタトユーノワ ドイ（B：ウン）ガ

土居側だから （B：うん うん）喜多と言うのは 土居（B：うん）が

キタデ、ヤシキチューノワ アサデ（B：ウン）アサトユークノ セーガ

喜多で、屋敷と言うのは 阿佐で（B：うん）阿佐と言う家の 姓を

モットルヒワ ナニヨ＊＊＊ノ ウン（B：ウン）ソレト キ アノ

持っている人は 何よ＊＊＊ね うん（B：うん）それと × あの

キタトユーノワ ヒガシイヤデモ キタトユーセーモットルヒトワ

喜多と言うのは 東祖谷でも 喜多と言う姓［を］持っている人は

ドイジャキニ。（B：ウン）ドイガタジャ。（B：ウン）ウン キタトユーノワノ

土居だから。 （B：うん）土居方だ。 （B：うん）うん 喜多と言うのはね

ウン。

うん。

032B：アサトカ キタトカ ドイトカ カクブラクニアッタワナ（A：ウン）イマモ

阿佐とか 喜多とか 土居とか 各部落にあったね （A：うん）今も

アルントチャウ？

あるのではない？

033A：イマモアルアル。（B：ウン）イマモ ア マー ヒトオランケンド

今もあるある。 （B：うん）今も あ まあ 人［は］いないけれど

ナンジャワ カシオ〔5〕デモ アノ キタトユーノ ンー アノー

何と言うか 樫尾でも あの 喜多と言うの んー あのう

ソーコニキタトユーノ＊＊＊（B：アルアル）ノ（B：アルアル）ウン（B：ウン）

そこに喜多と言うの ＊＊＊（B：あるある）ね（B：あるある）うん（B：うん）

ホレカラアノ ドコニデモ キタトユーセーガ ドイガタニナルンヨ。（B：ウン）

それからあの どこにでも 喜多と言う姓が 土居方になるのよ。 （B：うん）

ノ。（B：ウン）ホナキニ ソノ ソノー ムカシノ ナンヤラガ アー

ね。（B：うん）それだから その そのう 昔の 何やらが ああ



ウチデモ ソノ ナンダ マタ ドイガ キタジャ（B：ウン）ウン ドイ

私の家でも その 何だ また 土居が 喜多だ （B：うん）うん 土居

（B：ウン）トユーフーニ キタガアノ マー ＊＊＊トセートアルケンナ。

（B：うん）と言う風に 喜多があの まあ ＊＊＊と姓とあるからね。

（B：アルアル）ウン フターツ ウン。（B：ウン）

（B：あるある）うん 二つ うん。（B：うん）

034B：オガワ〔6〕ノドイワアサヨ。（A：オ ホージャヨ）ウン（A：ウン）

小川の土居は阿佐だよ。 （A：お そうだよ） うん（A：うん）

オガワノドイワアサ。

小川の土居は阿佐。

035A：ア、アサダロ。

×、阿佐だろ。

036B：ニーヤ〔7〕モ ドイワアサヤ。（A：ソーソーソーソー）ウン。

新居屋も 土居は阿佐だ。（A：そうそうそうそう）うん。

037A：ニーヤモノ。（B：ウン）ウン。

新居屋もね。（B：うん）うん。

038B：カシオモ。

樫尾も。

039A：アサノ（B：アサ＊）トクサンギョー（B：ウン）ノ。

阿佐の（B：阿佐＊）特産業 （B：うん）ね。

040B：ソレモ（A：アレモ）ド、ドイ。

それも（A：あれも）×、土居。

041A：ド、ドイジャケンドアサヨノ。（B：ウン）ナンノドイッチューヤツヨノ。ノ。

×、土居だけれど阿佐だよね。（B：うん）何の土居というやつだよね。 ね。

（A：ウン ウンウン）カシオ。（B：ソーソーソーソー ウン）

（A：うん うんうん）樫尾。 （B：そうそうそうそう うん）

042B：キタモアル。（A：ソージャ）オガワニモキタガアル。（A：ウン）ウン。

喜多もある。（A：そうだ） 小川にも喜多がある。 （A：うん）うん。

043A：ソレヨ。 キタッテユーノワ＊＊＊アノー オガワニ

そうだよ。喜多というのは＊＊＊あのう 小川に

《人名》サンテイウノオッタデー。 （B：オルオル）ノ。

《人名》さんという人［が］いたじゃない。（B：いるいる）ね。

（B：ウン オッタオッタ）ウン ソレモキタヨノ。（B：ウン）ン？

（B：うん いたいた） うん それも喜多だね。（B：うん）ん？

044B：ウン。（A：ウン）

うん。（A：うん）

【注釈】

〔1〕アサ…阿佐家。武家屋敷のこと。

〔2〕ヒドーノ…聞き取り・解釈が曖昧。

〔3〕キタ…喜多家。武家屋敷のこと。

〔4〕ドイ…土居体制。



〔5〕カシオ…徳島県三好市東祖谷樫尾。

〔6〕オガワ…徳島県三好市東祖谷小川。

〔7〕ニーヤ…徳島県三好市東祖谷新居屋。

Ⅳ．食生活について
トラック 49

001C：ハイ ソシタラ ソノ シタノ ショクセーカツニツイテワドーデスカ。

はい そうしたら その 下の 食生活についてはどうですか。

002B：ショクセーカツ。（C：＊＊＊）ムカシナ ナニタベヨッタ？

食生活。 （C：＊＊＊）昔［は］ね 何［を］食べていた［の］？

003A：モー ホリャモー ムカシワ モー ヒエヤノ。（B：ヒエ｛笑｝）ヒエト

もう それはもう 昔は もう 稗だね。 （B：稗 ｛笑｝）稗と

ムギメシヤノ。

麦飯だね。

004B：ヒエト ムギメシカ。

稗と 麦飯か。

005A：ウン ヒエトムギ。｛A：机をたたく音｝（B：ウン）ウンソノ ヒエト アノー ア、

うん 稗と麦。 ｛A：机をたたく音｝（B：うん）うんその 稗と あのー ×、

オムギト ア、ガ、アノ イッショヨニシテナ ホノー タンボノ アルヒトワ

お麦と ×、×、あの 一緒にしてね そのう 田んぼの ある人は

コメモ マゼルケンド イマミタイニ コメバッカリ タベンケン

米も 混ぜるけれど 今みたいに 米ばかり 食べないから

ナカッタンジャ ウン（B：ウン ウン）ホンデ ヒエニ ホレカラ ムギト ノ

無かったのだ うん（B：うん うん）それで 稗に それから 麦と ね

ホレト コメモ ソリャマ タンボ アルヒトモアリャ ナイヒモ

それと 米も それはまあ 田んぼ［が］ ある人もいれば 無い人も

アルケンナ。ウン。

あるからね。うん。

006B：ホッカラタベ アノ ソバ（A：オー、ソバ）ジャガイモ ジャガイモ。

それから×× あの 蕎麦（A：おう、蕎麦）ジャガイモ ジャガイモ。

007A：エ？

え？

008B：ムカシカラ ジャガイモッチョッタヤ？

昔から ジャガイモと言っていたか？

009A：オー ジャガイモジャ。

おう ジャガイモだ。

010B：アレ ホドイモッテユワナンダ。

あれ ホドイモと言わなかったか。

011A：ン ソーソー ホンドイモトユー、（B：笑）モユーヨ ジャガイモ（B：アレ）

ん そうそう ホンドイモと言う、（B：笑）も言うよ ジャガイモ（B：あれ）



ホンドイモユーノ。

ホンドイモ［と］いうね。

012B：イヤベンカ？

祖谷弁か？

013A：ウン ウン ソレコソイエワ ゴーシモジャワ。（B：ゴーシモ）ウン。

うん うん それこそ家は ゴーシモだよ。 （B：ゴーシモ）うん。

（B：アルアル ＊＊＊）ノ（B：ウン）ウン ＊＊＊ワ ゴーシモジャワ。

（B：あるある ＊＊＊）ね（B：うん）うん ＊＊＊は ゴーシモだね。

（B：ウン）ノ。（B：ウン）

（B：うん）ね。（B：うん）

014B：アノ サツマイモッテイツゴロカラ。

あの サツマイモはいつごろから［言っていたかな］。

015A：サツマイモッチューノワ マイモユーノ？

サツマイモというものは マイモというもの？

016B：エ？

え？

017A：マイモジャナイカイ。サツマイモッチューノワ リューキモカ。

マイモではないかい。サツマイモというのは リューキイモか。

018B：イマ リューキモヤ。

今［は］ リューキイモだ。

019A：オー リューキモヨノ。

おう リューキイモだね。

020B：リューキモッテ アレ リューキューイモカ。

リューキイモは あれ リュウキュウイモか。

021A：オー リューキューイモトユーノ。オリャ（B：リューキュートアレト）ウン

おう リュウキュウイモと言うね。おりゃ（B：琉球とあれと） うん

ソーソーソーソー。

そうそうそうそう。

022B：オキナワカ。（A：ウンウン）アッチカラキタンカ。

沖縄か。 （A：うんうん）あちらから来たのか。

023A：ウンウン ソーヨソーヨ。リューキュー、ノナニカラキタンジャヨ ウン。

うんうん そうよそうよ。琉球、の何から来たのだよ うん。

024B：サツマイモワ ナマエノトーリ（A：ウーウン）カゴシマジャ。（A：ウン）ウン。

サツマイモは 名前の通り （A：うーうん）鹿児島だ。 （A：うん）うん。

（A：笑）ホレカラ ナニ ショーガツワオゾーニ。

（A：笑）それから 何 正月はお雑煮。

025A：ウン ソー オゾーニナ。

うん そう お雑煮ね。

026B：ソレコソ アノー（A：ウン ソレワモー ナンジャイ）サトイモタイテ。

それこそ あのう（A：うん それはもう 何だい） 里芋［を］炊いて。



027A：エー サトイモタイテ ホレカラ マイモヒトツクワエイレテ トーフオ

ええ 里芋［を］炊いて それから マイモ［を］一つ加えいれて 豆腐を

ジューモンジニシテ（B：ウン）ウン。シテーアノ オゾーニ。（B：ソーソーソー）

十文字にして （B：うん）うん。してあの お雑煮。（B：そうそうそう）

ホシタラ ソレセンヒトワ ソバゴメヨ。（B：ウン）オゾーニトユーノワ

そうしたら それ［を］しない人は蕎麦米だよ。（B：うん）お雑煮と言うものは

（B：ウンウン）ウン。ホレト マーコノ イヤノ、ホーワ ホレデエーケド

（B：うんうん）うん。それと まあこの 祖谷の、方は それで良いけれど

トカイワー マー モチデ オゾーニオ シヨッタトユー＊＊＊ ナー ウン。

都会は まあ 餅で お雑煮を していたという＊＊＊ ねえ うん。

（B：ウン ウン ウン）

（B：うん うん うん）

028C：ナンカ キョードリョーリトカワ アリマス。

何か 郷土料理とかは あります。

029A：エ？

え？

030C：キョードリョーリトカワ アリマスカ。 デントーテキナ ＊＊＊。

郷土料理とかは ありますか。 伝統的な ＊＊＊。

031B：キョードリョーリッテユート ヤッパリソバ ソバジャナ（A：ウン）ウン

郷土料理と言うと やっぱり蕎麦 蕎麦だね （A：うん）うん

イマダニツズイトルノワ ソバデスワ。（A：ウン）イヤソバ。（A：ウン）

未だに続いているのは 蕎麦ですね。（A：うん）祖谷蕎麦。（A：うん）

032A：ソバモ。

蕎麦も。

033B：ソレ ソレト ジャガイモノ ソレ デコマワシッテヨー（A：ウ、ウン）

×× それと ジャガイモの それ でこまわしとよく （A：×、うん）

ユージャナイ。ウン。

言うじゃない。うん。

034A：デンガクヨノ。

田楽だよね。

035B：デンガク。（A：ウン）デンガクチューンカナ。（A：ウン）

田楽。 （A：うん）田楽と言うのかな。 （A：うん）

036A：ミソデノ。（A：ウン）シテ。トーフモ シテ デンガク ＊＊＊ イマモ

味噌でね。（A：うん）して。豆腐も して 田楽 ＊＊＊ 今も

カズラベヘンデ ナンジャノ ナニ ヤットルデ アノ（B：ウン）デンガク ノ

かずら橋辺りで 何というか 何 しているよ あの（B：うん）田楽 ね

（B：ヤットルヨ）ウン。（B：ンー）

（B：しているよ）うん。（B：んー）

037B：ナンセ アノー エイヨーノ スクナイ タベモンダッタンデスヨ。ウン。

何せ あのう 栄養の 少ない 食べ物だったのですよ。 うん。



ンデ ワレワレミタイナ チーサイノシカ デキナンダ。 カラダモ。｛笑｝

それで 我々みたいな 小さい人しか 出来なかった。 体も。 ｛笑｝

Ⅴ．昔の伝説・言い伝え
トラック 50

001C：ハイ ソーシマシタラ マタ シタニイキマシテ ソノ ムカシノ マー

はい そうしましたら また 下に行きまして その 昔の まあ

デンセツトユーカイーツタエトイーマスカ ソーイッタモノトカッテネ。

伝説というか 言い伝えと言いますか そういったものとかってね。

アリマスカ。タトエバ カッパノデンセツデアルトカー タヌキガデテキテ

ありますか。例えば 河童の伝説であるとか 狸が出てきて

バカサレタトユーヨーナ。｛笑｝

化かされたというような。｛笑｝

002B：カッパッテオッタカイ。

河童はいたかい。

003A：エ？

え？

004B：カッパッテオッタカイ。

河童はいたかい。

005A：カッパ？

河童？

006B：ヒガシイヤデキカンナー。

東祖谷で聞かないなあ。

007A：ナンジャ（B：カッパ）カッパ。（B：ウン）カッパチューノワー。

何だ （B：河童） 河童。 （B：うん）河童というのは。

008B：アマリキカンナ。 （A：ウン）

あまり聞かないね。（A：うん）

009A：カッパトユーノワ シランノー。

河童というのは 知らないねえ。

010B：テングモキカン。

天狗も聞かない。

011A：エ？

え？

012B：テングモキカンナ？（A：ウン）

天狗も聞かないね？（A：うん）

013A：テングチューノワ＊＊＊ワカランワ。シランワ。

天狗というのは＊＊＊分からないね。知らないね。

014B：ウン。テングガオッタトカユー ハナシワ（A：ウーン）キカンナー。 （A：ウン）

うん。天狗がいたとかいう 話は （A：ううん）聞かないなあ。（A：うん）



タヌキワ オッタワ。

狸は いたね。

015A：エ？

え？

016B：イ、イマモオル。

×、今もいる。

017A：オー イマモオル。（B：＊＊＊）タヌキトユーント ムジナトユーノ。

おう 今もいる。 （B：＊＊＊）狸というのと 貉というの。

018B：アー ムジナ。

ああ 貉。

019A：ノ？（B：ウン ソーソーソーソー）タヌキムジナノ。（B：ウン）ホカラ

ね？（B：うん そうそうそうそう）狸［と］貉ね。 （B：うん）それから

キツネモオルデ イマワ。

狐もいるよ 今は。

020B：キツネモオル。（A：ウン ウン）

狐もいる。 （A：うん うん）

021A：タヌキノ。（B：ウン）ホカラ ウサギモオルシノ。（B：ウン）ウン ヤマノ、

狸ね。 （B：うん）それから 兎もいるしね。 （B：うん）うん 山の、

ノ。ウン。イマワ ＊＊＊ シシカラノ ヨーケオルケド コドモノトキカラ

ね。うん。今は ＊＊＊ 猪からね たくさんいるけれど 子どもの時から

オルヤツワー モーソノ ナニヨノ ウチラノ コドモノトキカラ オルノワ

いるやつは もうその 何だよ 私たちの 子どもの時から いるのは

タヌキニ ナンジャラ ソノ ナンジャラ ハクビシントカノ。 ウン（B：ウン）

狸に 何やら その 何やら ハクビシンとかね。 うん（B：うん）

グライジャケド イマワ モー アンタ モー シカカラ シシカラ ノー

位だけれど 今は もう あなた もう 鹿から 猪から ねえ

ナニモカモ モー ゴッチャ〔1〕 アツマッテキトルケンナー イマワナ ンー

何もかも もう 色々 集まってきているからねえ 今はね んー

マ コノヘンデモ オルデ サルヤロシ ノ ウン ムカシノ

ま この辺りでも いるよ 猿だろうし ね うん 昔の

ウチ＊＊＊コドモノ ムカシデワ オラザッタ サルヤ＊＊＊

私＊＊＊子どもの 昔では いなかった 猿なんか＊＊＊

ドーブツエンエイッテ ミヨーコソ オラザッタンジャ ウン。

動物園へ行って 見ている／ いなかったのだ うん。

【注釈】

〔1〕ゴッチャ…聞き取り・解釈が曖昧。



Ⅵ．語り継がれている話（1）
トラック 51

001C：ア ソシタラ アノー ドーブツイガイニ。

あ そうしたら あのう 動物以外に。

002A：エ？

え？

003C：ドーブツイガイニモー ナニカ コー コノ＊＊＊ コノアタリデ ソノ

動物以外にも 何か こう この＊＊＊ この辺りで その

カタリツガレテイル オハナシトカー（A：ウン）タトエバ ムカシ

語り継がれている お話とか （A：うん）例えば 昔

コーユーヒトガイタトカ（A：ウン）ソーイッタオハナシッテ ナニカ

こういう人がいたとか （A：うん）そういったお話は 何か

ゴゾンジデスカ？

ご存知ですか？

004A：ウン ソリャー マー アノ マー ソノ ナニヨ ウシカイヨッタノ。

うん それは まあ あの まあ その 何だよ 牛［を］飼っていたね。

ウシオー ナ ウン コドモ、コドモノ オ、＊＊＊ニ ウチラモ

牛を ね うん 子ども、子どもの ×、＊＊＊に 私たちも

コータコトアル コドモノトキワ ウシチ ウシオ

［牛を］飼ったこと［が］ある 子どもの時は ××× 牛を

ウマワー、ノ アレヤケ デテコナカッタケン ウシオ コーテ。ウンソレデ

馬は ね あれだから 出てこなかったから 牛を 飼って。うんそれで

シューニューオ アゲヨッタ。ンー ウシオ ウシデナ。ウン。

収入を 上げていた。んー 牛を 牛でね。 うん。

005B：コレ シューセンマエナンジャケンドナ。（A：ウン）

これ［は］ 終戦前なのだけれどね。 （A：うん）

コノヒガシイヤッチュームラニ ウシガヤクロッピャクトーグライ カクイエデ

この東祖谷という村に 牛が約六百頭位 各家で

（A：ウン）アノ カッテタコトガ アル＊＊＊。アノー シューセンゴ ソレ

（A：うん）あの 飼っていたことが ある＊＊＊。あのう 終戦後 それ

アノ シンチューグン アメリカヘーガ ヤッテクルト（A：ウン）ホタラ

あの 進駐軍 アメリカ兵が やって来ると（A：うん）そうしたら

ソノ ウシオ ゼンブ（A：ウン）ボッシューセラレルダローチューコトデ

その 牛を 全部 （A：うん）没収されるだろうということで

（A：ウンウンウンウン）アノ ワレワレデ ミズカラ ＊＊＊テ（A：ウン）

（A：うんうんうんうん）あの 我々で 自ら ＊＊＊て（A：うん）

ムイテクータトカ、ユーハナシワ ズットアルケドネ。 イマワ ウシモ

剥いて食べたとか、いう話は ずっとあるけれどね。今は 牛も

ホトンドオランノトチガウカナ。

殆どいないのではないかな。



006A：オラン。（B：ウン）ウン。ウン ウシワ＊＊ウマワ カイヨラーカッタケンノー

いない。（B：うん）うん。うん 牛は＊＊馬は 飼っていなかったからねえ

ウン。

うん。

007B：ソーソー（A：ウン ウン）ウマワ メッタニオランヨーニナッタ。（A：ウン）

そうそう（A：うん うん）馬は 滅多にいなくなった。 （A：うん）

008C：ヤッパリ ソノ ウシッテユーノワー。

やっぱり その 牛というのは。

009A：エ？

え？

010C：ウシッテユーノワ ソノ ノーギョートカニ ツカワレタンデス。

牛というのは その 農業とかに 使われたのです。

011B：ソーソーソーソー（A：ウン）アノ タンボオ タガヤストカ（A：ウン）ウン

そうそうそうそう（A：うん）あの 田んぼを 耕すとか （A：うん）うん

ソレカラ アノー。

それから あのう。

012A：ソレオ アノー ハタケオ アノー ウシデ ナニ、オイ、オコシヨッタンヨ。

それを あのう 畑を あのう 牛で 何、 おい、興していたのだよ。

ウシグワッツーノオ コシラエナイケンナ ウン。

牛鍬というものを 作らないといけないからね。うん。

013B：ソレカラ アノ コウシオ カッテキテ イチネンソダテテ オーキニシテ

それから あの 子牛を 買って来て 一年［間］育てて 大きくして

（A：ウン）ウッテ（A：ウン）ソシテ ソノ ウリアゲ、カラ マタ ツギノ

（A：うん）売って（A：うん）そして その 売上、から また 次の

コウシオ カッテ（A：ウン）ソノ アマッタオカネデ セーカツオ

子牛を 買って（A：うん）その 余ったお金で 生活を

シテイキヨッタトカ。（A：ウン）

していっていたとか。（A：うん）

014A：ソレカラ アノ ソノー ナ アノー ウチラコドモノトキ

それから あの そのう ね あのう 私たち［が］子どもの時

ミツマタチューノシヨッタンジャ。（B：ウン）ミツマタ。ミツマタトユータラ

三椏というの［を］していたんだ。（B：うん）三椏。 三椏と言ったら

アレナンチューンジャ ナマエガ アシ＊＊＊。

あれ［は］何と言うのだ 名前が あし＊＊＊。

015B：ジ、ジンチョー。

×、沈丁。

016A：ジンチョー ウン（B：ウン）ソレオシテ シューニューオ アゲヨッテ

沈丁 うん（B：うん）それをして 収入を 上げていて

ウシノカワンシ〔1〕ワ ヤマエ ヤマオキッテ ヤイテ ソシテ アノ ウエテ

牛を飼わない人は 山へ 山を切って 焼いて そして あの 植えて



ジンチョートユーノ ジンチョートカ ミツマタッテユーンジャロアレ。

沈丁というの 沈丁とか 三椏と言うのでしょうあれ［のことを］。

｛笑｝（B：ウン）ノ。

｛笑｝（B：うん）ね。

017B：ジンチョートユー。（A：ウン）

沈丁と言う。 （A：うん）

018A：ミツマタ。ミツマタ ソレデ シューニュー シテナ。ホシテ アノ ナニ

三椏。 三椏 それで 収入［を］ してね。そして あの 何

ホシテ ドカタトユーノワ ウチラコドモノトキワ ナカッタケンナ

そして 土方というのは 私たち［が］子どもの時は 無かったからね

ドカタトカユー、ユーノワナ。ウン モー アノ コドモノトキニワ モー

土方とかいう、いうのはね。 うん もう あの 子どもの時には もう

ドカタヤカトユー＊＊＊〔2〕ワ オラナンダ モーソーユーモノツクッテナ

土方とかいう＊＊＊は いなかった もうそういうもの［を］作ってね

アノー シューニューヨ。 ウン ウン。

あのう 収入［にしていたよ］。うん うん。

019B：オカネモーケガ（A：ウン）スクナカッタケンナ。ウン ソーユーヨーナンデ

お金儲けが （A：うん）少なかったからね。 うん そういうようなもので

セーカツシヨッタ。 ＊タベモノワソマツナシ。（A：ウン）ウン。（A：笑）

生活［を］していた。＊食べ物はそまつだし。 （A：うん）うん。（A：笑）

ソリャーアノー モチロンオカネモスクナイシ キルモノモ（A：ウン）

それはあのう 勿論お金も少ないし 着るものも（A：うん）

シナモン、シナブソクデモアッタシ。（A：ウン）ウン。

品物、 品不足でもあったし。 （A：うん）うん。

【注釈】

〔1〕聞き取り・解釈が曖昧。

〔2〕音声が不明瞭。「土方とかいう人は」の意味であると思われる。
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Ⅰ．語り継がれている話（2）

トラック 52

001C：ジャータトエバソノームカシノセーカツトクラベテ ソノムカシコーダッタケド

じゃあたとえばその昔の生活とくらべて その昔こうだったけれど

イマコーダトカ ソーユーナンカコー チガイトカッテアリマスカ？コー

今こうだとか そういう何かこう 違いとかはありますか？ こう

オフタリデコー カイワオサレルヨーナカタチデオネガイシテイーデスカ？

お二人でこう 会話をされるような形で［お話を］お願いしていいですか？

002B：アノ ムカシカラベンリニナッタノワビョーインガ デキタトキ＊。（A：ウン）

あの 昔から便利になったのは病院が できた時＊。 （A：うん）

003B：ムカシワコー カツイデイッキョッタ。 （A：ウン。ソーソーソー）

昔はこう ［病人を］担いで行っていた。（A：うん。そうそうそう）

イケダ〔1〕ノホーマデ。（A：ウン）イマワモー ドーロガキチントデキタ

池田の方まで。 （A：うん）今はもう 道路がきちんとできた［から］

（A：ソーソーソー）ネ？クルマデ サットイケル。（A：ウンウン。）

（A：そうそうそう）ね？車で さっと行ける。（A：うんうん。）

マ ソノテンガ ベンリニナッタト オモイマス（A：ウン）モードクターヘリモ

ま その点が 便利になったと 思います （A：うん）もうドクターヘリも

オリテクルシナ。 ホカラ タベモンモユタカニナッタ（A：ウン）ミナサン

降りてくるからね。それから 食べ物もゆたかになった （A：うん）皆さん

ネンキンモ モラッテルンデ （A：ウン）マーホントニコマッタヒトッテ

年金も もらっているので（A：うん）まあ本当に困った人と

ユーノワアンガイトスクナイトユー ジョータイニナッテキテマス ソラ。

いうのは案外と少ないという 状態になってきています それは。

004A：＊シラベテ アノー トクシマノモリノアノ ＊キタデヨ モリ。

＊調べて あの 徳島の森のあの ＊来たよ 森。

005C：アーソーデスネ シンリンノホーワ マタチガウガクセーガ

ああそうですね 森林の方は また違う学生が

006A：アーソラナ ブラクノ オミヤトカナ（C：ハイ）アノオドートカ（C：アー）

ああそれはね 部落の お宮とかね （C：はい）あのお堂とか （C：ああ）

ユーノ シラベテナムカシノ（C：ウン）ウン

いうの［を］ 調べてね昔の （C：うん）うん

ソレオシラベニキタワヨ。（C：ウン）ウン。

それを調べにきたよ。 （C：うん）うん。

007C：ヤッパリコノ ＊ジンコーガヘッテルバショニ（A：ウン）ドーヤッタラヒトガ

やっぱりこの ＊人口が減っている場所に （A：うん）どうしたら人が

アツマルカトカ ソーユーケンキューワ シテマスネ。

集まる［の］かとか そういう研究は していますね。

008A：ブンカ＊ハクブツカントカユーノ。モリトカ＊ソレモダイガクセージョ。

文化＊博物館とかいうね。 森とか＊それも大学生だよ。



009C：ソーデスカ。（A：ウン）

そうですか。（A：うん）

Ⅱ．幼少期の生活について

トラック 53

001C：ソレジャーモーヒトツオキキシテイーデスカ？アノネ コドモノコロノ コンナ

それじゃあもうひとつお聞きしていいですか？あのね 子供の頃の こんな

オモイデガアルトカナンカコーユータイケンオシタトカソーイッタオハナシッテ

思い出があるとか何かこういう体験をしたとかそういったお話は

アリマスカ？（A：ウーン）ナンカコートクベツトユーカ（A：ウン）＊

ありますか？（A：うーん）何かこう特別というか （A：うん）＊

ヒガシイヤ＊ダカラトユーカ コドモノコロニ ソノ オウチノテツダイデ

東祖谷＊だからというか こどもの頃に その お家の手伝いで

アッタリトカ（A：ウン）ソーイッタコー マオベンキョーシテタコトトカ

あったりとか（A：うん）そういったこう まあ勉強していたこととか

ソーイッタチョットオハナシガ（A：ウンウン）ゴザイマスカ？マ コドモノ

そういったちょっとお話が （A：うんうん）ございますか？ま 子供の

コロノオハナシデ ハイ ダイジョーブデス。（A：ウン）

頃のお話で はい 大丈夫です。 （A：うん）

002B：ワタシワアノー サッキカイタ＊ ショーワクネンウマレナンデスヨ

わたしはあの さっき書いた［ように］＊ 昭和九年生まれなのですよ

（C：ハイハイ）デシューセンニナッタノガ ジッサイクライ＊コドモノコロ

（C：はいはい）で終戦になったのが 十才くらい＊子供の頃

トテモビンボーノドンゾコヤッタデスヨ。ミナサンガソーダッタトオモイマス。

とても貧乏のどん底だったのですよ。 皆さんがそうだったと思います。

デモガッコーエワアマリイカナンダデス ワタシタチジシンモ ウン。デモー

でも学校へはあまり行かなかったです 私たち自身も うん。でもう

イエノテツダイ バッカリサセラレタッチューカンジデ。チョードワタシガ

家の手伝い ばっかりさせられたという感じで。 ちょうど私が

ジッサイノコロニ チチオヤガ ソレン ショーシューレイジョーモラッテ

十才の頃に 父親が ソ連［への］召集令状［を］貰って

ンデマンシューノホーエツレテイカレテ ソンデアッチデナクナッタンデスヨ。

それで満州の方へ連れていかれて それであっちで亡くなったのですよ。

モーニジューネンニ ショーワニジューネンニ ナクナッタンヤケドナ。

もう二十年に 昭和二十年に 亡くなったのだけれどね。

003A：ホラ シナジヘンワショーワジューニネンヤキンナ ウン ショーワジュー＊

それは 支那事変は昭和十二年だからね うん 昭和十＊

ジューニネンニネンニ シナジヘンガシテナ（C：ソー）ソレワズーット

十二年に二年に 支那事変が起きてね（C：そう）それはずーっと



アノシテショーワジューハチネン ダイトーアセンソーニ

＊＊して昭和一八年［に］ 大東亜戦争に

ナッテシモタンヨ。 ホデ ニジューネンニコーフクシテナ ホナケン

なってしまったのだよ。それで 二十年に降伏してね だから

デンキ ツイトランカッタデ。ニジューニネン＊ アノオーニシ〔2〕

電気［が］ ついてなかったよ。 二十二年＊［に］ あの大西

ニソレカラ（B：ウン）モットイ〔3〕ワダ〔4〕ツルギ〔5〕サノワ〔6〕

にそれから（B：うん）元井和田つる佐野は

ニジューニネンニデンキツイタンヨ。デンキガナ。ソレマデワ ウチラヘンワ

二十二年に電気が付いたのだよ。 電気がね。 それまでは うちの辺りは

ツイトッタケンドナ ツイトランノヨ、 ウン。

［電気が］付いていたけれどね ［そこは］ついていないのだよ、うん。

004C：ソレマデワ オウチデドーユーアカリトカオ トモサレテタン＊。

それまでは お家でどういう明かりとかを 灯されていたの＊。

005A：ソレワモータイマツヨ。

それはもうたいまつだよ。

006C：タイマツ。

たいまつ。

007A：ウン。タイマツトカセキューデ コートボシトンオ コシラエテナ。

うん。たいまつとか石油で こう灯しているのを 用意してね。

ホテスルカ＊ アノコエタマツオナ アノワッテ ＊カラニ ソシテアノ

それで＊ あの良く育った松をね あの割って ＊／／／ そうしてあの

トボシトル ソノトキニワ＊ローソクノナカッタケンノ ホカラ

灯している その時には＊ろうそくは無かったからね それから

カイチューデンチモナイシノ モーソノ ソーユー コエタヤツノマツオナ

懐中電灯も無いしね もうその そういう 良く育ったやつの松をね

アノナカミノ＊アカイノデ ソレデアカリオシテ トーダイオコシラエテ

あの中身の＊赤いもので それで明かりを作って 灯台を作って

ソコデタイテナニシトッタンヨ。 ウン。ホイテランプトユーヤツアッテナ

そこで［火を］焚いていたのだよ。うん。そしてランプというもの［が］あってね

セキタンイレテ ランプトユーヤツ＊ウン。

石炭［を］入れて［作る］ ランプというやつ＊うん。

セキタンジャ、ホレノ。ウン。セキタントイエバ イマワ＊トーユジャケンドナ。

石炭だよ、 それの。うん。石炭と言えば 今は ＊灯油だけどね。

ムカシワ セキタント イヨッタ。 ウチラノコロニワ。ウン。

昔は 石炭と 言っていた。私たちの頃には。 うん。

008B：アノジダイゲキニコンナフーニ クンデヒーモヤッショルジャナイデスカ

あの時代劇にこんな風に ［木を］組んで火［を］燃やしているではないですか

アーユーカンジノチーサイノヘヤノナカニツクッテマツノネッコノナ アレオ

ああいう感じの小さいもの［を］部屋の中に作って松の根っこのね あれを



009A：ソーユーンデアカリオトッテナ（B：ウン）バンワ ウン。ホレデアノ＊ナンジ

そういうので明かりをとってね（B：うん）晩は うん。それであの＊何だ

ソレソーユーヤツノ＊カラマツデトッテ オヤ＊ワコドモオガッコ

それそういうやつの＊／／松で［火を］とって 親は＊は子供を学校にと

ヤラナイカンキ リョーリツクイヨッタ リョーリオソノ

行かせないといけないから 料理［を］作っていた 料理をその

ソノヤツデアカリデノ リョーリオツクッテ。リョーリ。ウン。

その［火］で明かりでね 料理を作って。 料理。 うん。

010B：クツモナカッタシナ。ソレトアノー ショーワジューネンゴロニワ カナリ

靴も無かったしね。 それとあの 昭和十年頃には かなり

アッタラシー ソレカラモースベテノモノ ゼンブ センソーニツギコンデ

あったらしい それからもうすべての物［を］ 全部 戦争につぎ込んで

シマッタ（A：ウン）ンデモーワレワレナンカモークツヤワ サーシューセンゴ

しまった（A：うん）それでもう我々なんかもう靴などは さあ終戦後

ニネンクライシテカラ（A：ウン）ヤケンナ。 ソレマデワ。

二年くらい経ってから（A：うん）［手に入った］からね。それまでは。

ワラゾーリ（A：ウン）ウン。モージッサイノトキカラ ジブンデツクッテ＊。

わらぞうり（A：うん）うん。もう十才の時から 自分で作って＊。

Ⅲ．昔の建築物について

トラック 54

001B：アノ《話者 A》＊ノガッコージョ。アレ ナンネンゴロニタッタノ。

あの《話者 A》＊の学校だよ。 あれ［は］ 何年頃に建ったの。

002A：ホラー ウチデ モー

それは ［自分が生まれた頃より］ もう

003B：モットモットフルイ？

もっともっと昔？

004A：フルイ ホリャ（B：アー）ホラーモーナンジャ コノドーロ＊タイショージャ

古い それは（B：ああ）それはもう何だ この道路＊大正［に出来た］

ケンノ（B：ウン）ノ？ドーロガ ソレヨリ マダ＊ ジャキニ ＊ノ

からね（B：うん）ね？道路が それより［も］ まだ［昔］だから ＊ね

ガッコーガ キョネンデ ヒャクネンジャキニ。＊アッコガ

学校が［できて］ 去年で 百年だから ＊あそこが

005B：ウンウンソーソー ソレイゼンノハナシ

うんうんそうそう それ以前の話

006A：ウン ソレガアノー ナンヤ ヨンジューヨンネンデ ナンジャワメージジャキニ

うん それがあの 何だ 四十四年で 何だ明治だから

007B：ソーソーソー

そうそうそう



008A：ノ？ソレガ ヒャクネンジャキニ キョネンデ（B：ウン）ソレガマダフルイン

ね？それが 百年だから 去年で （B：うん）それがまだ古いの

ジャキニ ＊＊＊ノワ （B：ウン）ソノガッコーガ（B：ウン）

だからね？＊＊＊ものわ（B：うん）その学校が （B：うん）

009B：モチロン ヤクバモ ＊＊＊ニアッタヨノ

もちろん 役場も ＊＊＊にあったのよ

010A：＊ヤクバモアルヨ ケーサツモアルヨ（B：アー）オー ホデ ＊ミナ

＊役場もあるよ 警察もあるよ （B：ああ）おお それで ＊みんな

アッタンジャキニ

あったのだから

011B：＊＊＊ニ？

＊＊＊に？

012A：＊＊＊ノ（＊は地名のようだが聞き取れない）＊＊＊チューシンジャケンミナ

＊＊＊の ＊＊＊中心だからみんな

センバイショガアルノ タバコノ（B：アーソーソー）

専売所があるね たばこの（B：ああそうそう）

013B：センバイショアトガイマモ（A：ソーソーソーソー）ノコットル（A：ウン）

専売所［の］跡が今も （A：そうそうそう） 残っている（A：うん）

014A：オラマー＊ヒガシノチューオーデ＊ ドッチモ＊ナンジャワノ。＊ホナキニ

それはまあ＊東［祖谷］の中央で＊ どちらも＊なんだね。 ＊だから

ヒガシイヤワドッチカテユータラ イマワ＊ノ＊ アレカラカミガヒガシイヤヤ

東祖谷はどちらかというと 今は＊の＊ あれから上が東祖谷だ

ケンナ。（B：ウンソーソーソー）ノ。アレカラ。アレカラシテオマエ ズーット

からね。（B：うんそうそうそう）ね。あれから。あれからしてお前 ずーっと

ヒガシイヤワアンタトクシマケンノナンイヤ メンセキノヒロイノワ ドッチカ

東祖谷はあんた徳島県の何位だ 面積の広さは どちらか

ユータラ ココニコクリンガアル ニシイヤナインジャキニ。 （B：ウン）

といったら ここに国林がある 西祖谷［には］ないのだから。（B：うん）

ニシイヤワナ。ホノコクリンガ アルキニナ ヒガシイヤワメンセキガヒロイ

西祖谷はね。 その国林が あるからね 東祖谷は面積が広い

ニンゲンワオランケンド オー ホリャアノオマエナンジャキニ カモ〔7〕ノ

人間はいないけれど おお それはあのお前何だ ［三］加茂の

ワセマデイトルヨ オーカタミブシノホーエナ ウン ヒガシイヤワ ウン

わせまで行っているよ 大方みぶしの方へね うん 東祖谷は うん

ホリャーノー イケダノ ミヨシシガ ヒガシイヤ ＊＊＊デカガワノ＊＊＊ヨ

それはねえ 池田の 三好市が 東祖谷 ＊＊＊で香川の ＊＊＊よ

メンセキガ ミヨシグンワ アノ ミヨシシガ ウン。

面積が 三好郡は あの 三好市が うん。



Ⅳ．当時の人口について

トラック 55

001A：ソノコロ（A：ウン？）アノ ヒガシイヤニジンコーナンニンクライオッタン

その頃 （A：うん？）あの 東祖谷に人口［は］何人くらいいたの

（A：エ？）ワカル？ヒャクネンマエニ。

（A：え？）わかる？百年前に。

002A：エ？ヒャクネンマエカ（B：ウン）ソレワー ナンジャノー

え？百年前か （B：うん）それは 何だねえ

003B：ナンボクライオッタノ サンゼンニンクライオッタカ（A：エ？）サンゼンニン

いくらくらい居たの 三千人くらい居たか （A：え？）三千人

クライイオッタダローカ。

くらい居たのだろうか。

004A：サンゼンニン？（B：ウン）ソレワ ソーワ オルマイ。

三千人？ （B：うん）それは そこまでは 居ないだろう。

005B：アソーカ（A：ウン）イヤオッタントチガウ。

あそうか（A：うん）いや居たのじゃないか。

006A：イヤーヒガシイヤ＊サンゼンニンワ ホタ ヒガシイヤセンコト

いやあ東祖谷＊三千人は［いない］ そうしたら ［昔］東祖谷千戸と

イヨッタケンノ ヒガシイヤガ（B：ウン）センコトイヨッタンジャキニノ？

言っていたからね 東祖谷が （B：うん）千戸と言っていたのだからね？

007B：ア ソレワモットアトジャワ。

あ それはもっとあとだよ。

008A：アトヤケンドノ ＊ソラソノマエワワシャ＊ ヨケーオーナットル（B：ウン）

あとだけれどね ＊それはその前は私は＊ 余計多くなっている（B：うん）

ノ？（B：ウン）ソリャーノ キョートノドコヤカラ アノーキタンジャキニ

ね？（B：うん）それはね 京都のどこかしこから あの来たのだから

アノソノコー＊カラ コノヘンエ＊ キタンジャキニ ホナケンアレガソノ＊

あのそのこう＊から この辺へ＊ 来たのだから だからあれがその＊

＊ジョ（B：ウン）ソレワキョートカラキトルンジャキニ。（B：アーアー）ノ？

＊だよ（B：うん）それは京都から来ているのだから。 （B：ああああ）ね？

＊＊＊（B：ウン）ソレガゴネン＊サンネン＊＊＊コシテノ ホテ オグラ

＊＊＊（B：うん）それが五年＊三年＊＊＊越してね それで 小倉

ッチューセーガヨケアルンジョ。

という姓がたくさんあるのだよ。

009B：ケッコーオーイナ。（A：ウン）

結構多いね。 （A：うん）

010A：オグラッチューセーガノ。キジモヒータリ＊ジャキン。

小倉という姓がね。 雉も挽いたり＊だから。

011B：ソージャ キジジャ。

そうだ 雉だ。



012A：アーダレヤラガ ヨー セツメーシヨッタワ アノー ＊ヤシキガデキタトキニ

ああ誰かが よく 説明していたよ あの ＊屋敷ができた時に

アノダレヤアノ オチアイ〔8〕ノ《人名》サンチューヒトシットルカ？

あの誰だあの 落合の《人名》さんという人知っているかい？

013B：ユーランノダロ？（A：ン？）ユーランノダロ（A：オオ）アー

ゆうらんのだろ？（A：ん？）ゆうらんのだろ（A：おお）あー

014A：ソレガノ セツメーシヨッタワ（B：アー）ソノノ キョートノドコヤラカラ

それがね 説明していたよ （B：ああ）そのね 京都のどこかから

キタンノノ （B：ウン）ブケヤシキデ（B：ウン）ソレサキニ ウツットル

来た［人の］（B：うん）武家屋敷で （B：うん）それ先に 映っている

（B：ウン）ビデオ トットルキニ。 （B：ウン）

（B：うん）ビデオ［に］ 撮っているから。（B：うん）

015B：コノジンコーノハナシデ ＊エーットショーワニジューサンネンカヨネンゴロニ

この人口の話で ＊えーっと昭和二十三年か四年頃に

コクセーチョーサシタコトアル （A：エ？）コクセーチョーサッチュノ

国勢調査［を］したこと［が］ある（A：え？）国勢調査というの

（A：ウン）ショーワニジューサンネンカ ソコラニシタコトアルンヨ

（A：うん）昭和二十三年か その辺りにしたことがあるのだよ

ワシシタトキニナ ハッセンハッピャクニンオッタ。

私がしたときにね 八千八百人いた。

016A：ハッセンハッピャクニンツカ？

八千八百人だって？

017B：ウン コノヒガシイヤニオッタン（A：ウン）デ ゲンザイ ドーナッタカト

うん この東祖谷に居たのだよ （A：うん）で 現在［は］ どうなったかと

ユートイマセンゴヒャクシカオラン（A：ウン）ホイデヒャクネンマエニサンゼン

言うと今千五百［人］しかいない （A：うん）それで百年前に三千［人］

モオッタカナト。

もいたかなと。

018A：ホヤケド マー ソレワ＊シランノ。

そうだけど まあ それは＊知らないね。

019B：ナンカニアルケンドナ （A：ウン）ミタラワカルデ。

何かに［書いて］あるけどね（A：うん）見ると分かるね。

020A：ワシ ウチラ＊ニ ソンクライイテタノニ ナンジャワ マーソリャ

私 自分達［の時代］＊に そのくらい居たのに 何だか まあそれは

マーソノクライ＊ウチラノブラクニ＊コーデントッタラ ヒャクサンジュー

まあそのくらい＊自分たちの部落に＊香典［を］取ったら 百三十

カラホンデ＊ノ （B：ウン）ソンクライ＊ノ ソレ ヨソカラモッテ

くらいそれで＊の（B：うん）そのくらい＊の それ［は］ 他の所から持って

キトルキニ＊モニゲトルケンドノ ワカランケンドノ ウン。

きているから＊もう逃げているけれどね わからないけれどね うん。



021B：ソレワジンコーガオーイトキキータン（A：ウン）

それは人口が多いときに聞いたの （A：うん）

022A：ホイタラウチラノ＊ ムカシノコトオユータラ カヤブキヨ イエ

そうしたら自分たちの＊ 昔の事を言ったら 茅ぶきだよ 家［が］

（B：ウン）ノ？

（B：うん）ね？

023B：カヤブキヤ。ホトンド カヤブキ。

茅ぶきだよ。ほとんど［が］ 茅ぶき。

024A：ホトンド シテイマワ トタン カヤブキノウエートタンオ アノ ツケトル

ほとんど そして今は トタン 茅ぶきの上［に］トタンを あの つけている

ケンド カヤブキジャケンナ カヤヨ カヤブキデナ ウン サンジューネン

けれど 茅ぶきだからね 茅だよ 茅ぶきでね うん 三十年

ヨンジューネンシタラ アノ マタフッカエル（B：ウン）

四十年経ったら あの また葺き替える（B：うん）

カヤビキトユー。ホタラムカシワアンタ オームギカラ コメデモナンデモ

茅引きと言う。 そうしたら昔はあなた 大麦から 米でも何でも

スイシャッチュノアッテナ クルマノスイシャチュノアッテナ スイシャエ

水車というのがあってね 車の水車というのがあってね 水車に

モッテイテ ホテミズノチカラデナ スイシャマワシテ ホイテ アノコー

持って行って それで水の力でね 水車［を］回して それで あのこう

キネガ＊アッテ コトコト ソレデツイテナ アノ ショッタンジャ（B：ウン）

杵が＊あって ことこと それで突いてね あの していたのだよ（B：うん）

ミズノチカラデソノ ＊スイシャ コシラエテ ウン。

水の力でその ＊水車［で］ 作って うん。

025B：イワユルセーマイオヤイヨッタ（A：ウン？）セーマイオヤリヨッタ（A：オー）

いわゆる精米をしていた （A：うん？）精米をしていた （A：おー）

026A：ホラソバデモナンデモ ソコデ ハタイテナニ チョッタンヨ （B：ウン）

それは蕎麦でも何でも そこで はたいて何 していたのだよ（B：うん）

Ⅴ．妖怪について

トラック 56

001A：コノテングッタラ シランゾヨ。

この天狗だったら 知らないよ。

002C：テングワアンマ キカナイデスヨネ（A：エ？）テングワアマリトクシマデワ

天狗はあまり 聞かないですよね（A：え？）天狗はあまり徳島では

003B：ウン コノチーキデワ アマリイワナンダ。

うん この地域では あまり言わなかった。

004A：テングチューノワ。

天狗というのは。



005C：ナンカ ミヨシノホーデ ナンカ コナキジジーノヨーカイガイル＊

何か 三好［市］の方で 何か 子泣きじじいの妖怪がいる＊

006A：アレジャ テング＊

あれだ 天狗＊

007B：ヤマシロチョー（C：ヤマシロチョー）ウン。

山城町 （C：山城町） うん。

008C：コノヘンワ ソーユーナンカ ヨーカイミタイナノワ。

この辺りは そういう何か 妖怪みたいなのは。

009B：ヨーカイミタイナンコノヘンデワナカッタナー（C：ソーデスヨネ）マ

妖怪みたいなのはこの辺りではなかったねえ （C：そうですよね）ま

タヌキニバカサレタトカユーハナシワ チョイチョイ キッキョッタケド。

たぬきに化かされたとかいう話は たびたび 聞いていたけど。

（A：ソーソーソー）アレワホンマニ バカサレタ？

（A：そうそうそう）あれは本当に 化かされた？

010A：イヤソレワ ウチラコドモノトキニ ナンジャワ アノヨーアノ コノ

いやそれは 自分たち［が］子供の時に 何だ あのよくあの この

ハヤシヘンカラコレ ズーット ヒガツイテイッキョッタ アーコレ

林の辺りからこれ［を］ ずーっと 火が付いて行っていた ああこれ

アクルヒキイタラ ダレゾケガニンカ シンダカナユータケンドヨー＊

あくる日［に］聞いたら 誰か怪我人が 死んだかな［と思った］けれど＊

タヌキジャナ。

たぬきだね。

011B：ダロートユー。

［たぬき］だろうという。

012A：ソーソーソーソー ノ？ソレ＊ノコトデーナ ワカラン ホナケンドソレ＊

そうそうそうそう ね？それ＊のことでね わからない だけどそれ＊

ジジツヤケン ソリャソリャ アカリガ ズーットヒボヒーテアレションノ

事実だから それはそれは 明かりが ずーっと紐［のように伸びているのを］

ソレ メデミトルン＊ノ？（B：ウン）

それ［を］ 目で見ている＊ね？（B：うん）

Ⅵ．仕事について

トラック 57

001C：ハイ ソシタラマー サイゴニモーヒトツダケ イーデスカ？（A：ハイ）

はい そうしたらまあ 最期にもう一つだけ いいですか？（A：はい）

エトネ マー ココラデワ ソノー マー ノーギョートカデ（A：ウン）

えっとね まあ この辺りでは その まあ 農業とかで （A：うん）

セーケーオタテテラッシャルカタガ オーカッタトオモウンデスケド

生計を立てていらっしゃる方が 多かったと思うのですけれど



ナンカコー トクシュナ オシゴトトユーカ

何かこう 特殊な お仕事というか

タトエバコー ソノ オーボケ〔9〕コボケ〔10〕ノカワニカンスル

例えばこう その 大歩危小歩危の川に関する

ナンカオシゴトトカ ナンカコーアノヒトガ コンナシゴトオシテイタナートカ

何かお仕事とか 何かこうあの人が こんな仕事をしていたなあとか

（A：ウン）ナンカコー ムカシワ ムカシアッタシゴゴトカ（A：ウン）

（A：うん）なんかこう 昔は 昔あった仕事とか （A：うん）

イマワナイケレドモ ムカシワ コーユーコトデ コー タテテイタ

今は無いけれども 昔は こういう事で こう ［生計を］立てていた

ミタイナ ソーユー オハナシワ オキカセ＊デスカ。

というような そういう お話は お聞かせ＊［頂けますか］。

002B：アノー ゴゾンジノヨーニ コノヤマンナカデショ。

あの ご存じのように この山の中でしょ。

ンダ アノー ハタケナンカモ ケーシャガキツイデショ。

そしたら あのー 畑なんかも 傾斜がきついでしょ。

＊ツチガシタエシタエ＊オチテクルンデスヨ。ソレオカッ＊マイトシノヨーニ

＊土が下へ下へ＊落ちてくるのですよ。 それを××＊毎年のように

カキアゲテワ ツクルンデスヨ。 イツマデ

掻き上げては ［畑を］作るのですよ。いつまで

スルンカナーッチューカンジダッタケドモ ウン。モーイマワホトンド

するのかなあという感じだったけれども うん。もう今はほとんど

センカッタケドネ （A：ウン）

しなくなったけれどね（A：うん）

003C：ソレジャー マーコノヘンデ チョット コノカミニツイテワモー オワリデ

それでは まあこの辺りで ちょっと この紙についてはもう 終わりで

ハイ オワラシテイタダキマス。（A：アリガトーゴザイマシタ）

はい 終わらせていただきます。（A：ありがとうございました）

【注釈】

〔1〕：イケダ 徳島県三好市池田町。

〔2〕：オーニシ 徳島県三好市東祖谷大西。

〔3〕：モットイ 徳島県三好市東祖谷元井。

〔4〕：ワダ 徳島県三好市東祖谷和田。

〔5〕：ツルギ 徳島県美馬郡つるぎ町。

〔6〕：サノ 徳島県三好市東祖谷佐野。

〔7〕：カモ 旧徳島県三好郡三加茂町（現三好郡東みよし町加茂）。

〔8〕：オチアイ 徳島県伊予猪東祖谷落合。

〔9〕：オーボケ 吉野川中流域に位置する渓谷。

〔10〕：コボケ 同上。



徳島県三好市東祖谷方言の概観

丸橋俊彦1・橋本悠2

１．はじめに

本稿では徳島県三好市東祖谷にて得られた談話資料中から、その語彙・文法・音韻の特

色について報告する。話者 2 名はいずれも東祖谷出身の男性であり、話者 B は外住歴が無

く、話者 A は 50 年以上前に 3 年間大阪で生活していた経歴があるということをここに断

わっておく。

２．１ 方言語彙の特色について

２．１．１ 名詞

名詞は、「ウチンク」と、このほか作物の「馬鈴薯」を表す方言として「ホドイモ」「ゴ

ーシモ」、「薩摩芋」を表す方言として「マイモ」「リューキモ」「リューキューイモ」が見

られた。

「ウチンク」は高田（1985）によると「私の家」という意味であり、「内の家」が語源で

あるという。また、同文献には「ウチン」は「私の……。私の物。」という意味であり、「…

…（ン）ク」は「……（の）家庭。」という意味であると記されている。この「ウチン」と

「……（ン）ク」を合わせて「ウチンク」という言葉ができたと考えられる。徳島県では

「ウチュンク・ワインク・ワシンク・ワタシンク」とも言う。また、金沢ほか（1997）で

は「ク」は漢字で「処」と表され、場所や家という意味があるとされている。

近石（1982）によると「……く（……のうち、家）」という方言は、四国 4 県の方言の語

彙集（『香川県方言辞典』（1976）、『土佐の方言』（1935・1976、国書刊行会復刊）、『伊豫松

山方言集』（1938・1975、国書刊行会復刊）、『阿波言葉の辞典』（1960））に共通する語であ

る。また、佐藤（2004）によると「ウチンク」は「私のいえ」という意味である。その他、

徳島県では「オランク・コチンク・ワシンク」同県海部郡では「オタク・オテク」、同県美

馬郡（現在の美馬市を含む）では「オラク・ワンク」、同県那賀郡（現在の阿南市の一部を

含む）では「ワーンク・ワタイク」同県南部では「オランクジョ」、香川県では「オランク」

高知県では「オランク・ワシンク」同県香美郡（現在の香南市・香美市）では「ワンク」

が使用されていることも記されている。

談話資料中には、「ウチンク」の他に「ウチランク」「ジブンク」の使用も見られた。次

にその使用例を示す。

（1）Ⅰ-25A：スキーモ アノ ヤッタ アノ ジブンクデ アノ シテーナ

1 徳島大学総合科学部人間文化学科 4 年
2 徳島大学総合科学部人間文化学科 3 年



（1）Ⅲ-019A：ウチランクワ カドマツッチューノワ ウチンクノワ

（1）Ⅲ-023A：ウチランクワ アノー ヒノキ

このように、「ウチンク」は「ウチランク」「ジブンク」等に言い換えられることもある。

いずれも「……の家」という意味を表す場合に使用される。武田（1978）では、東祖谷山

村（現在の三好市）では「わが家」を表す方言について「ウチンク」と「ワンク」が記述

されている。細川（1975）に収話されている、東祖谷に住む人が語った昔話には「ウチン

ク」ではなく「ワンク（我んく）」が多く使用されている。このことから、今回の調査で得

られた「ウチンク」だけではなく、「ワンク」も東祖谷で使用されていると考えられる。

「ホドイモ」「ゴーシモ」は「馬鈴薯（ジャガ芋）」という意味である。談話資料中では、

次のような使用例が見られた。

（1）Ⅳ-010B：アレ ホドイモッテユワナンダ

（1）Ⅳ-011A：ン ソーソー ホンドイモトユー、モユーヨ ジャガイモ ホンドイ

モユーノ

（1）Ⅳ-013A：ウン ウン ソレコソイエワ ゴーシモジャワ

金沢（1972）によると「ホドイモ」は「馬鈴薯」のことであり、主な使用地域は三好・

美馬・山分である。三好・美馬・山分とは、同文献の方言区域（図 1）において示されてい

る地域である。

また「ゴーシイモ」は「江州芋・

馬鈴薯」のことであり、「ゴーシュイ

モ・ゴーシュウ・フドイモ・ゴショ

イモ・ゴシュイモ・ゴショイモ・ニ

ドイモ・コーシュウイモ」といった

名称もある。「コーシュウイモ」は漢

字で「甲州芋」と表される。『日本国

語大辞典 第二版』（2002）（以下、

『日国』と表記）によると、「こうし

ゅういも（甲州芋）」は「植物「ジャガ

いも（―芋）」の異名」である。また、徳島県の一部地域において「こうしいも」が「ジャ

ガイモ」を指すという記述もある。高田（1985）では「ホドイモ」の語源は「塊芋」であ

り、県西部（北方｛徳島市の国府・不動・応神・川内地区以北｝の内の美馬郡・三好郡｛現

在の三好市を含む｝方面）において「馬鈴薯」の意味で使用されると述べている。『日国』

（2001）の「ほどいも（塊芋）」の項目においても、徳島県の美馬郡・三好郡、愛媛県の一

部、岩手県の一部において「ジャガイモ」を表す方言であることが分かる。また、徳島県

三好郡では「ホトイモ」、同県阿波郡（現在は阿波市に含まれる）・美馬郡では「フドイモ」

と言うことも記されている。

『お国ことばを知る 方言の地図帳』（2002）（以下、『方言の地図帳』と表記）によると、

図 1 「方言区域図」金沢（1972）より引用



「ジャガ芋」についての言語地図を見ると徳島県では「ジャガイモ・ホドイモ・ニドイモ」

が使用されている。地図の中で東祖谷に当たる地点では「ホドイモ」の使用が認められる。

また、「ゴーシューイモ」については地図上には示されていないが、解説中に徳島県で「ゴ

ーシューイモ」が使用されていると述べている。これらのことから、談話資料中に見られ

た「ゴーシモ」は「ゴーシューイモ」が変化した形であると考えられる。武田（1978）に

は、東祖谷山村では「馬鈴薯」という意味で「ゴオシモ」や「ホドイモ」を使用するとい

う記述がある。また、今回の調査では得られなかったが、東祖谷山村において「ニドイモ」

が使用されることも同文献に記されている。参考文献中には見られなかった「ホンドイモ」

については、「ホドイモ」が変化した名称ではないかと思われる。

「リューキモ」「リューキューイモ」は「甘藷（かんしょ）」という意味である。談話資

料中では、次のような使用例が見られた。

（1）Ⅳ-017A：マイモジャナイカイ。サツマイモッチューノワ リューキモカ

（1）Ⅳ-018B：イマ リューキモヤ

（1）Ⅳ-020B：リューキモッテ アレ リューキューイモカ

このほか｛（1）Ⅳ-019A（1）Ⅳ-021A｝においても同様の使用が見られた。

芝原（2004）には、「甘藷類をサツマ芋と統一したのは近代のこと」であり、「阿波では

江戸期から昭和の中期頃まで、芋の総称は琉球芋（リュウキモ）であった」と述べられて

いる。武田（1978）において、東祖谷山村では「リュウキュウイモ」や「リューキイモ」

について「甘藷・サツマイモ」のことであるという記述が見られる。一方、徳島市・小松

島市の方言を中心に収録した高田（1985）には「リューキーモ」について、一般に普及し

ておらず、また殆ど絶えてしまった方言であると述べられている。このことから、徳島県

方言区画（図 1）において、山分に含まれる東祖谷と、下郡とうわてに含まれる徳島市・小

松島市では使用頻度に差があることが分かる。

『方言の地図帳』（2002）によると、徳島県では「サツマイモ・リューキューイモ・リュ

ーキイモ・イモ」が使用されている。高知県では主に「カライモ」の使用が認められる。

近石（1982）によると先に取り上げた「……く（……のうち、家）」と同じく「リューキュ

ーイモ」も四国 4 県の方言の語彙集に共通している。佐藤（2004）によると、「サツマイモ」

について、徳島県では「キューシューイモ」、同県美馬郡では「ヒューガイモ・リューキモ・

リューキューイモ」、同県三好郡では「リューキューイモ」、愛媛県では「キューシューイ

モ・リューキューイモ」、香川県では「リューキューイモ」が使用されている。これらのこ

とから、「リューキューイモ」は四国 4 県において使用されているが、高知県では「リュー

キューイモ」より「カライモ」の方が多く使用されている可能性がある。『方言の地図帳』

（2002）では、「渡来作物の名称には、その出身地・経由地を示すものが多い。」と述べら

れている。つまり、それぞれの土地にどこから甘藷が伝わったのかによって様々な地名と

関わる名称が付けられているのである。

仙波ほか編（2002）に立項されている「さつまいも」の言語地図を見ると、東祖谷では



「リイキモ・リイキイモ・リューキイモ」といった回答が見られる。この調査は 1999 年 8

月～2000 年 12 月にかけて実施されたものである為、約 15 年前と現在では「甘藷」につい

て使用されている方言はあまり変化が見られないということである。

「マイモ」は金沢（1972）によると里芋という意味である。『日国』（2001）によると「ま

いも（真芋）」は方言として「①さといも（里芋）②さつまいも（薩摩芋）③ながいも（長

芋）④つくねいも（捏芋）⑤やまのいも（山芋）」という意味がある。「里芋」という意味

で使用される地域の 1 つに徳島県が、「捏芋」という意味で使用される地域の 1 つに徳島

県の一部が挙げられている。

談話資料中では、次のような使用例が見られた。

（1）Ⅳ-015A：サツマイモッチューノワ マイモユーノ

（1）Ⅳ-017A：マイモジャナイカイ。サツマイモッチューノワ リューキモカ

（1）Ⅳ-027A：エー サトイモタイテ ホレカラ マイモヒトツクワエイレテ

このことから、マイモは談話資料中においては「里芋」ではなく「サツマイモ（甘藷）」

という意味で使用されている可能性が考えられる。

談話資料中に見られた使用例のように、「マイモ」を「サツマイモ」という意味で使用さ

れた理由として、「マイモ」が「サツマイモ」の意味で使用される地域の中に、香川県や岡

山県邑久郡（現在の瀬戸内市）、島根県美濃郡（現在は益田市に含まれる）・益田市といっ

た中四国の一部が含まれていることが考えられる（『日国』2001）。武田（1978）では、東

祖谷では「サトイモ」のことを「トーイモ」と言うことが記されている。しかし、今回の

調査ではそのような方言は得られなかった。

２．１．２ 副詞

副詞は、「ヨーケ」「ヨケ」が見られた。「ヨーケ」「ヨケ」は高田（1985）によると「余

計」が語源であると考えられている。また、同文献では「ヨーケ」には「沢山」という意

味と、「より多く」と比較して言う意味があるとされている。比較して言う意味については

「ヨケ」とも言うことが記されている。「ヨーケ」の語源と考えられている「よけい（余計）」

は、『日国』（2002）によると「①物の余ること。一定数量より多くあること。②他の物、

他の場合などに比べて程度がさらに上であるさま。③必要の度を越えて、無益であること。

無用であること。不必要であること。」という意味がある。「ヨーケ」は一般的に①の意味

で使用されていると考えられるが、比較して言う意味がある理由としては、②の意味があ

るからではないかと思われる。細川（1975）では、「沢山」という意味で「ヨーケ」を使用

している場合が多く、東祖谷では「沢山」という意味で「ヨーケ」を使用することが一般

的であったと考えられる。

談話資料中では、次のような使用例が見られた。

（1）Ⅴ -012A：イマワ ＊＊＊ シシカラノ ヨーケオルケド コドモノトキカラ

オルヤツワー モーソノ ナニヨノ



（2）Ⅳ-008A：オグラッチューセーガヨケアルンジョ

今回の調査で得られた「ヨーケ」「ヨケ」はどちらも「沢山」の意味として訳し、「ヨケ」

については「ヨーケ」の引き音が脱落したものであると解釈した。高田（1985）において、

「沢山」という意味での「ヨーケ」は「ヨーケコト・ヨーケナコト・ヨーコット」等とも

言うと述べられている。

２．１．３ 動詞

動詞は、「カタグ」が見られた。「カタグ」は「担ぐ」という意味である。高田（1985）

によると「担ぐ」以外に「誑かす（たぶらかす）」という意味もあるが、今回の調査で得ら

れた「カタグ」は前者の意味で使用されている。次に談話資料中に見られた使用例を示す。

（1）Ⅲ-017A：ソレオ アノ カワエ モッテキテ ナガシタンヨ。カタイデキテ

芝原（2004）には、「カタグ・カタギ・カク」について、「古来から阿波では肩でかつぐ

仕事を「担ぎ（かたぎ）仕事」といった」と述べられている。『日国』（2001）によると、

「カタグ」ということばが使用されたのは 1835 年であるため、この頃から徳島でも「カタ

グ」が使用されていた可能性がある。また、芝原（2004）には「二人で担く（かく）」とも

言い、「昭和後期頃までカクとかカタグが主流だった。」という記述もある。

『方言の地図帳』（2002）では、「担ぐ」について 1 人でてんびん棒を担ぐ場合と、1 人

で材木を担ぐ場合の 2 種類の言語地図が示されている。談話資料中に見られるのは 1 人で

材木を担ぐ場合の「担ぐ」である。この「担ぐ」の言語地図を見ると、徳島県には主に「カ

タグ」が分布している。その他の四国 3 県でも、主に「カタグ」と「カツグ」が使用され

ている。しかし、1 人でてんびん棒を担ぐ場合は、徳島県では主に「カタグ」が使用されて

いるが、愛媛県と高知県では主に「ニナウ」の使用が認められる。同文献の解説中には、

高知県では材木を担ぐ場合は「カタグ」、てんびん棒を担ぐ場合は「ニナウ」、2 人で担ぐ

場合は「カク」を使い、「三つの意味を区別した語形を用いている」と述べている。そして、

香川県と徳島県では、かつぎ棒の有無ではなく、担ぐ人数によって、1 人で担ぐ場合は「カ

タゲル」、2 人の場合は「カク」というように区別している。金沢（1972）においても「カ

ク」について「2 人して棒で荷物をかつぐこと」とあることから、人数によって語形が異

なると分かる。また、近石（1982）によると、「カク」は四国以外にも中国西部や九州北部

にもいくらか用いられている。今回の調査では、短冊を吊るした竹を担ぐという意味の「カ

タグ」しか得られなかったが、2 人で担ぐ場合には「カク」が使われた可能性も考えられ

る。

２．１．４ 自称詞

自称詞は、「ワシ・ウチ」が見られた。「ワシ」は高田（1985）によると主に男性が使用

する言葉であり、徳島市蔵本～県北部では子供も使用するという。談話資料中では、次の

ような使用例が見られた。



（2）Ⅳ-008A：アトヤケンドノ ＊ソラソノマエワワシャ＊ヨケーオーナットル

（2）Ⅳ-015B：ワシシタトキニナ ハッセンハッピャクニンオッタ

（2）Ⅳ-020A：ワシ ウチラ ＊ニ ソンクライイテタノニ ナンジャワ

また、談話資料中において主に「ウチラ」という語形で「ウチ」を使用していた。「私」

という意味で「ウチ」を使用していたのは次の使用例のみであった。

（2）Ⅲ-002A：ホラー ウチデモー

次に「ウチラ」について、談話資料中で見られた使用例を示す。

（1）Ⅰ-005A：アノー ウチラ コドモノトキナ ベッタトユーノオ ウッタンヨ

（1）Ⅲ-015A：ウチラ ウチラノ コドモノトキニワ ソリャシヨランカッタケンド

（1）Ⅲ-023A：ソーユーフーニ ウチラノ コドモノ トキワ シタトオモウンデス

ケド。

このほか｛（1）Ⅲ-029A（1）Ⅴ-021A（2）Ⅱ-007A｝においても同様の使用が見られた。

高田（1985）によると「ウチ」には「①私。私の家庭。②私。（主に女性が使用する）③我々。」

という意味がある。今回の調査で得られた「ウチラ」は「私」という意味の「ウチ」と複

数であることを表す「ラ（等）」が組み合わさり「私たち」という意味を表すと解釈した。

また、①の「私の家庭」という意味での「ウチ」も使用されていた。次に談話資料中に

見られた使用例を示す。

（1）Ⅰ-025A：スキーモ ウチワー ワリカシアレセザッタケンド コノー ミナー

ヤッタノ

（1）Ⅲ-023A：ゲンジトチャウキニ ウチワ ヒノキジャキニ

（1）Ⅲ-027A：ウチワ ヘーケ

このほか｛（1）Ⅲ-033A｝においても同様の使用が見られた。

このように、「ウチ」の使用回数は少なく、一人称としては主に「ワシ」を使用している。

今回、話者 2 名は共に男性であった為、主に男性が使用する「ワシ」の使用が多く見られ

た。このことから「ウチ」は女性、「ワシ」は男性が使用するという認識が強いことが考え

られる。しかし、複数形の場合は「ワシラ」ではなく「ウチラ」を使用しており、談話中

からは一人称複数の場合の性別による使い分けを指摘することはできなかった。

２．２ 方言文法の特色について

２．２．１ 助動詞

助動詞は、打消の助動詞「ン」、断定の助動詞「ジャ」「ヤ」の使用が見られた。また打

消推量の助動詞「マイ」などの使用もわずかに見られた。

打消の助動詞「ン」の用例には、以下の例が挙げられる。

（1）Ⅴ-009A：カッパトユーノワ シランノー。

（1）Ⅴ-010B：テングモキカン。

このほか｛（1）Ⅴ-012B（1）Ⅴ-013A｝においても同様の使用が見られた。『方言文法全



国地図』第 2 集（1991）における動詞の否定形に関する調査によると、西日本の広域に渡

って発話の末尾に「ン」を付けることで否定の意を表していることが分かる。

次に、断定の助動詞「ジャ」「ヤ」についてだが、徳島県内においては県西南部では「ジ

ャ」の使用が、県南部の海部郡では「ヤ」の使用が多く見られる（上野 1997）。本調査にお

ける用例は次の通りである。

（1）Ⅱ-008A：イヤ ソレジャケド ソノ オーエダノ ガ アノ ショッタンジャ

（1）Ⅲ-036B：ニーヤモ ドイワアサヤ。ウン。

（2）Ⅲ-004A：ガッコーガ キョネンデヒャクネンジャキニ。

このほか｛（1）Ⅲ-023A（1）Ⅲ-031A（2）Ⅳ-010A｝においても同様の使用が見られた。

『四国方言』（2011）には本調査で見られた「ジャ」「ヤ」に加え「ダ」の用例も挙げてい

るが、いずれの使用例も本調査と異なる部分は見られなかった。「ジャケド」「ジャキニ」

のように、後に接続助詞が付随し、そこで言い切りの形となるのが、主な使用例である。

最後に打消推量の助動詞「マイ」だが、用例は次の 1 例のみである。

（2）Ⅳ-004A：サンゼンニン？ソレワ ソーワ オルマイ。

善理・篠木（1997）によると、「マイ」は打消推量の他に否定的意志の意を持つとしてお

り、用例として「ニドト イクマイ。」を挙げている。本調査では話者 A が話者 B の発話

を否定しているため、打消推量と判断した。

２．２．２ 接続助詞

接続助詞は逆接を表す「ケンド」「ケド」、原因・理由を表す「キニ」「キン」「ケニ」「ケ

ン」が見られた。

まず逆接を表す接続助詞「ケンド」「ケド」だが、『徳島県言語地図』（2002）における調

査では「ケンド」「ケド」の使用が徳島県下全域において見られた。岸江ほか編（2008）に

よると、調査地域を東祖谷に限った調査では「ケンド」「ケド」共に拮抗しており、わずか

だが「キンド」という回答も見られた。これは原因・理由の接続助詞「キニ」「キン」の影

響を受けたと考えられる。本調査では、談話中に「キンド」の使用は見られなかった。以

下は本調査における「ケンド」「ケド」の使用例である。

（1）Ⅰ-025A：スキーモ ウチワー ワリカシアレ セザッタケンド

（1）Ⅲ-023A：ウン イヤ シタケンド チガウキニ。ヘーケトワ アノ ナンヤト

（1）Ⅲ-023A：ウチラノ コドモノ トキワ シタトオモウンデスケド

このほか｛（1）Ⅱ-008A（1）Ⅴ-021A（2）Ⅳ-019B｝においても同様の使用が見られた。

次に、原因・理由を表す接続助詞「キニ」「キン」「ケニ」「ケン」についてだが、岸江ほ

か編（2008）によると、接続助詞の「から」と接続詞の「（だ）から」についてはどちらも

「キニ」を使用する回答者が多く、「キン」の使用はごくわずかに留まった。本調査におい

ては、話者 A の側が使用する場面が目立った。また話者 A は談話中で「キニ」「キン」「ケ

ニ」「ケン」の四種全てを使用しているが、四種とも用途は相手への語りかけで共通してい



る。本調査では口語を分析対象に置いていることもあり、自身の主張を相手へ伝えるため

に「ジャキン」「ジャケン」と、断定の助動詞と共に使用されている場合が多かった。また

語りかけられた相手がほとんどの場合であいづちを返す様子も見られた。

（1）Ⅲ-029A：ヒノキジャキン。アノー アサノ ヤシキワ ヘーケジャケン。ソノ

ヘーケト ゲンジト

このほか｛（2）Ⅲ-014A（2）Ⅳ-010A｝においても同様の使用が見られた。

２．２．３ 副助詞

副助詞は程度・例示の意を表す「クライ」の使用が見られた。

（2）Ⅳ-001B：ソノコロアノ ヒガシイヤニ ジンコーナンニンクライオッタン

（2）Ⅳ-003B：ナンボクライオッタノ サンゼンニンクライオッタカ サンゼンニン

クライオッタダローカ

（2）Ⅳ-020A：ワシウチラ＊ニ ソンクライイテタノニ

徳島県内では程度・例示の副助詞はこの他に、「バー」「ビャー」などがあり、主に県南

部において使用される（上野 1997）。

また岸江ほか編（2008）では、「小遣いを百円くらい使った」と言う場合の「百円くらい」

（程度）を調査している。結果は「グライ」が 26 例中 15 例であり、「クライ」は 1 例に留

まった。今回は調査規模が異なるため、本調査から「クライ」の使用が増加していると結

論づけることはできない。今後の当該地域における調査で明らかにしたい。

２．２．４ 格助詞

格助詞は連用修飾語を作る「オ」の省略が談話全体に散見された。また、発話の意図が

相手に伝わらなかったと話者が判断し、再度言い直す場合に、格助詞を省略せずに用いて

いる場面も見られた。

（1）Ⅲ-012B：ボンワ ナニシテ？

（1）Ⅲ-014B：ボンワ ドンナコトショッタ。オボンワ。

格助詞の有無については、単に省略しているだけなのか、それとも意図的に「無助詞」

としているのか、判断することが難しい。ちなみに先行研究である『徳島県南部ふるさと

ことば』（2014）の作成にあたり、徳島県南部での談話調査を行った際にも、格助詞を省略

し会話を行っている場面が多く見られた。上野（1997）においても、格助詞の省略がなさ

れることが多い、との言及が見られるため、会話の場面においては省略されることの方が

多いと思われる。同書内の用例は以下の通りである｛「サカナコータ」（魚を買った）「キー

キッタ」（木を切った）｝。

２．２．５ 文末詞

文末詞は主に念押しと同意の意を表す「ノ」「ナ」、問いかけの意を表す「デ（ー）」が見



られた。

まず相手への念押しと同意の「ノ」「ナ」の使用である。

（1）Ⅰ-021A：タケウマノ。ウン。コドモノトキノ。

（1）Ⅰ-025A：ジブンクデ アノ シテーナ アノ スキー タケデナ ウン。

（1）Ⅰ-026B：タケデ ツクッテナ。

このほか｛（1）Ⅱ-006A（1）Ⅴ-014B（2）Ⅳ-006A｝などにおいても同様の使用が確認で

きた。本調査で見られたのは、その大半が相手の発話に対する同意と、自分の発話の念押

しとなっていた。『改訂阿波言葉の辞典』（1976）には、その他に「一分節一分節の間につ

けて一種の語調をととのえ相手との間の親近性をたもつもの」の使用法があるとしている

が、本調査では語調を整える際に、「アノ」「エー」などのフィラーを用いていた。

問いかけの「デ（ー）」については、以下のような使用が確認された。

（1）Ⅲ-043A：《人名 1》サンテイウノオッタデー。

『四国方言』（2011）では「デ（ー）」の用法として、平叙法と疑問法を挙げている。ま

た、「いずれも、話者の率直な判断をそのまま、相手にもちかけていくという態度である。」

と述べており、二つの用法を判別する根拠に発話の強さ、または音調を挙げている。本調

査で得られた音声の上では、話者 A は「デー」の語尾を上げて発音しているため、相手へ

の問いかけの意を表していると判断できる。

２．２．６ アスペクト・テンス

アスペクト・テンスについてだが、まずアスペクトについては西日本諸方言におけるア

スペクト分類に習い、進行態の「ヨル系」、完了態の「トル系」の二つに大別された。談話

資料から確認することができたのは、過去の習慣を表す「ショッタ」「トッタ」の 2 例であ

る。用例は順に、主体動作動詞「スル」「タベル」

（1）Ⅰ-013A：ウン フネトユーノオ ショッタ。ウン。

（1）Ⅳ-002B：ショクセーカツ。ムカシナ ナニタベヨッタ？

主体動作客体変化動詞「ツクル」

（1）Ⅰ-019A：ソレワ アノー ムカシノ シカノカワミタイナヤツデ ツクットッ

タ。

このほか｛（1）Ⅲ-014B（1）Ⅳ-008B（1）Ⅵ-019B｝などにおいても同様の使用が見られ

た。談話の内容が主に過去の生活習慣に関するものであるため、「～していた」という発話

が多くなったものと思われる。

テンスについては、過去の助動詞「タ」が見られた。強意の文末詞を伴う場合に撥音が

現れるという点において、運用の仕方は共通語と一致している。本調査では以下の用例が

見られた。

（1）Ⅰ-005A：アノー ウチラ コドモノトキニナ ベッタトユーノオ ウッタンヨ。

（1）Ⅰ-007A：ベッタトユーノオ アノ コドモノトキニ ウッタン。



（2）Ⅱ-002B：ビンボーノ ドンゾコヤッタデスヨ。ミナサンガソーダッタトオモイ

マス。

このほか｛（2）Ⅰ-003B（2）Ⅱ-002B｝などにおいても同様の使用が見られた。特筆すべ

き点は見られなかった。

２．３ 音声・音韻の特色について

２．３．１ サ行ハ行音交替

サ行音のハ行音への交替は、指示代名詞「ソレ」「ソレノ」「ソレデ」などにおいて確認

できた。以下はその用例である。

（1）Ⅰ-007A：アノ コドモノトキニ ウッタン。ホレカラマタ クギウチ。

（2）Ⅱ-007A：ウン。セキタンジャホレノ ウンセキタントイエバ イマワ＊トーユ

ジャケンドナ

（2）Ⅳ-017B：ホイデヒャクネンマエニサンゼンモオッタカナト。

このほか｛（2）Ⅳ-008A（2）Ⅳ-018A（2）Ⅳ-020A｝などにおいても同様の使用が見られ

た。サ行音からハ行音への交替は、徳島県における方言の際立った特徴の一つである。

２．３．２ マ行バ行音交替

マ行音のバ行音への交替も、本調査において確認できた。

（2）Ⅰ-007A：コエタマツオナ アノワッテ ＊カラニソシテアノトボシトル

マ行音からバ行音への交替は、例として｛「ケムリ（煙）」が「ケブリ」、「サムイ（寒い）」

が「サブイ」｝、などが挙げられる。『徳島県南部ふるさとことば』（2014）では、「セバーナ

ッテ（狭くなって）」（「マ」が「バ」に交替し、長音化したのに加え、形容詞の未然形活用

語尾「く」が省略されている）が挙げられている。「トモス（灯す）」から「トボス」への

変化は例に沿った自然な変化をしているが、「トボス」を記録した先行研究・調査は見つけ

ることができなかった。

２．３．３ 促音・拗音

促音・拗音については以下の使用が見られた。

（1）Ⅳ-031B：キョードリョーリッテユート ヤッパリソバ ソバジャナ

（1）Ⅳ-003A：モー ホリャモー ムカシワ モー ヒエヤノ。

（2）Ⅰ-008A：ブンカ＊ハクブツカントカ ユーノ。モリトカ＊ソレモダイガクセー

ジョ。

このほか｛（1）Ⅲ-016B（1）Ⅲ-023A（2）Ⅳ-008A｝などにおいても同様の使用が見られ

た。上野（1997）によると、「特殊音（撥音、促音、引き音など）は、多くの場合それぞれ

1 拍分の長さを持ち、独立性が高い。」となっており、録音した音声にもこの特徴は見受け

られた。



３．まとめ

談話資料中には、話者自身の生活に根ざした語彙が数多く見られた。特に食品の呼び名

において豊富な活用が確認できた。調査から得られた結果を発展させ、当該地域にとどま

らず広域に渡り比較分析することができたのは、非常に有意義であった。文法項目につい

ては、東祖谷における特徴が得られなかったことが悔やまれる。今後とも東祖谷を始めと

した県西部山間地域の方言調査を行い、方言の動態を記録していきたい。
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Ⅰ．昔の遊び

トラック 58

001C：エート マズデスネ、アノ コドモジダイノアノ アソビトユー

えーと まずですね、あの 子ども時代のあの 遊びという

コトデ アノドイッタ ムカシチッチャイコロ ドンナアソビオ

ことで あのどういった 昔小さい頃 どんな遊びを

コドモ サレテ イタカトユー コトオ オキキシタインデスケレドモ。

子ども されて いたのかという ことを お聞きしたいのですけれども。

002A：ソレワ イマモー《話者 B》サントナ ソコデ ハナシシヨッタンジャケド、

それは 今も 《話者 B》さんとね そこで 話［を］していたのだけれど、

トニカク アノ イエノ ナカデワ オランカッタワ。

とにかく あの 家の 中では 居なかったね。

ソトデ アソンダンジャケド アソンダ シュルイワネー チート

外で 遊んでいたのだけれど 遊んだ 種類はねえ 少し

コーガクネン ナッタラ＊オショーガツノ シーズンニ ハリメンテ

高学年［に］ なったら＊お正月の シーズンに はりめんと

ユーテネ アノ メッタ メンコ（C：ア ハイハイ）カラ イシケリジャ

いってね あの めった めんこ（C：あ はいはい）から 石けりだ

ドンドコジャ、マ オトコノコワチャンバラミタイナ コトー シテ

どんどこだ、 ま 男の子はちゃんばらみたいな ことを して

トニカク イエノナカジャナイ ソトデアソンダワー。

とにかく 家の中じゃない 外で遊んだわ。

ソーユー キオクシカ ナイネ ヤッパリ。アトモー トニカク

そういう 記憶しか ないね やっぱり。あともう とにかく

ワルサバッカリ シヨッタ モンジャ。アノホジャキニ ドンナ

悪さばかり していた ものだ。 あのそうだから どんな

アソビダッタノテ ユワレタラ マ イシケリオシタリナー

遊びだったのと 言われたら まあ 石けりをしたりねえ

オニゴッコシタリ マ タケモッテ チャンバラゴッコ シタリッテ

鬼ごっこ［を］したり ま 竹［を］持って ちゃんばらごっこ したりって

ユーノシカ インショーニナイワ ウーン。

いうのしか 印象にないわ うーん。

003C：ジョセーモ オトコノコト マジッタリトカ デスカ

女性も 男の子と 交じったりとか ですか。

004B：モー イッショニアソンダデスネ。ゴムトビモ シタリ ビーダマ

もう 一緒に遊んだですね。 ゴム跳びも したり ビー玉

005A：オンナノコモオトコノコトアソンダラ モーオトコノアソビニナルケンナー。

女の子も男の子と遊んだら もう男の遊びになるからねえ。

006B：イッショニアソンダモンナー。オジャミヤモ シタモン。

一緒に遊んだものねえ。 おじゃみ〔1〕なんかも したもの。



007A：デコマイ トキニヤオンナノコダッテ（B：ウン）ソノサ ダンジョノ

で小さい 時には女の子だって （B：うん）その差 男女の

サーガナイケンナ、アノ。（B：ナイナイ）ナー。（B：ウン）コマイトキ

差がないからね、 あの。（B：ないない）なあ。（B：うん）小さいとき

ユーテモ ショーガッコーノトキワネ。（B：ウン）

［と］言っても 小学校の時はね。 （B：うん）

008B：カワ チカカッタケン カワエオヨギニモイッタシ｛笑｝。

川［が］ 近かったから 川へ泳ぎにも行ったし ｛笑｝。

009A：マー シゴネンセーニナッタラモー チートマワリャーナ タケニボール

まあ 四、五年生になったらもう ちょっとまわったらね 竹にボール［を］

サゲテナ チカクノ オミヤエイテ ソノ×

下げてね 近くの お宮へ 行って その×

ヤキュー ヤキューチュカ ソフトオネ。

野球 野球というか ソフト［ボール］をね。

モーナツワネ、アサ ラジオタイソーガコー ガッコーデ スピーカーデ

もう夏はね、 朝 ラジオ体操がこう 学校で スピーカーで

カケテ クレルヤロ。 エネッチケーノ。トーミヤエアツマルンジャケドウチワ

かけて くれるでしょ。NHK の。 遠宮へ集まるのだけれどうちは

ハタバコ アワタバコ ツクリヨッタンジャケンド モー ラジオタイソーニ

葉たばこ 阿波たばこ 作っていたのだけれど もう ラジオ体操に

イッタラ イエー カエラン（B：笑）オーゼーアツマットルケンナ。

行ったら 家に 帰らない（B：笑）大勢集まっているからね。

ソコデ アソンダラ オヤガタバコ シヨルキ イソガシーモンジャキハヨ

そこで 遊んだら 親がたばこ しているから 忙しいものだから早く

モンテコイッテ アノ ヨビニ クルンヨ ハヨモドランカ ドーシヨルンゾ

帰って来いと あの 呼びに 来るのよ 早く戻らないか 何しているのだ

セワシーノニ（B：ウンウン）トユーテ。

忙しいのに （B：うんうん）と言って。

デイマゴロ チョードラジオタイソーニ イッタラモー ヨバレルマデ

で今頃 丁度ラジオ体操に 行ったらもう 呼ばれるまで

カエランデアソンデ ナニシヨルカッテ ユータラ ダイタイソノ

帰らないで遊んで 何しているかと 言ったら 大体その

バットト ボールダッタ。（B：ウーン）タケノ タケノ

バットと ボールだった。（B：うーん）竹の 竹の

バットニネ（B：ウーン）ボールガ ナンキューカ アッタン

バットにね（B：うーん）ボールが 何球か あったの

（B：ウーン）カナ アレ。モー イマゴロ トニカク トーキビオ

（B：うーん）かな あれ。もう 今頃 とにかく とうもろこしを

ヤイテ クーテハシッテナ ラジオタイソーニ イタラ ジュージゴロマデワ

焼いて 食べて走ってね ラジオ体操に 行ったら 十時頃までは



ソノ トニカクアソンデカエランカッタ イエー。ゴロクジューニン

その とにかく遊んで帰らなかった 家へ。 五、六十人

アツマリヨッタモン ワタシ ザイショデモネ。マ ソノトージヤト

集まっていたもの 私［の］ 在所でもね ま その当時だと

アンマ オボエテ ナイネ、ヤッパリ。トニカクアノ

あんまり 覚えて ないね、やっぱり。とにかくあの

イマノコワ マ ジテンシャニノルワ、スグニ。モー サンサイニナッタラ

今の子は ま 自転車に乗るわ、 すぐに。もう 三才になったら

（B：ウンウン）アノホジョシャリン ナクテモネ。

（B：うんうん）あの補助車輪［が］ 無くてもね。

ソレショーラン トキワ ナニシヨルカッタラ （B：ウン）イエデモー

それしていない ときは 何しているかといったら（B：うん）家でもう

ゲームバッカリスルワ。ソーユーゲームナンカボクラントキワ ムロン

ゲームばっかりするわ。そういうゲームなんか僕らの時は もちろん

ソーユーケーザイメンモネ、ソーユー アレジャナカッタキニ、ムロン

そういう経済面もね、 そういう あれではなかったから、もちろん

キカイモナカッタ。テレビモ ズーットサンジューネンダイ

機械もなかった。 テレビも ずっと三十年代

ヨンジューネンダイニナッテ ハイッタンカナ サンジューネンダイノ

四十年代になって はいったのかな 三十年代の

アトカラハイッタケンナ、イエノナカデ アソンダキオクワ ナイスワ。

後から入ったからね、 家の中で 遊んだ記憶は 無いですね。

010C：イマ ジテンシャ イワレマシタケド、ムカシワモー ハシリマワッテタッテ

今 自転車 言われましたけど、昔は もう 走り回っていたって

カンジデスカ、ジテンシャジャナク

感じですか、 自転車ではなく

011A：ウン。モー ジテンシャガ ガッコーニアッタンカナ イチダイグライ

うん。もう 自転車が 学校にあったのかな 一台くらい

ショーガッコーニワ トニカク アノシャドーガ ナカッタケンネ。

小学校には とにかく あの車道が 無かったからね。

ウチワモー ショーワヨンジューネンノ アノー カソダンタイニ

うちはもう 昭和四十年の あの 過疎団体に

シテーサレテカラ コナイダマデ ガッペースルマデ

指定されてから この間まで 合併するまで

ミチバッカリ センネンシテルケンシャドーオ。マ オカゲデネ、

道ばっかり 専念しているから車道を。 ま おかげでね、

キュージューシチハチパーセント ゼンブクルマガ ニワサキマデ

九十七、八パーセント 全部［の］車が 庭先まで

イクヨーニワ ナッタンデスケド。 ソンナンデ トニカク マ タケボクシャ

行くようには なったのですけれど。そんなので とにかく ま たけぼくしゃ



モッテ ハシリマワッタヨーナ キオクワアルガ アノオトコノコワネ。

持って 走り回ったような 記憶はあるが あの男の子はね。

アト ヤッパリ アノイマゴロノ コーワ ソコニ カキガウレトッテモ

あと やっぱり あの今頃の 子は そこに 柿が熟れていても

トランケド、 ワレワレワ モー アオイウメカラ ナニカラトッテネ

取らないけど、我々は もう 青い梅から 何から取ってね

クワイチゴトカネ、ホンデ ナマデタベタ。アノ ムシッテネ。

くわいちごとかね、それで 生で食べた。 あの むしってね。

イマゴロノコワ ソーユーノワオランワ。ソコニモー ナリ

今頃の子は そういうのはいないわ。そこにもう ××

タヨンドッタテ ヒトッツモ ミムキモセンネ。 アノ

たくさんなっていたとしても ひとつも 見向きもしないね。あの

モーソンダケシャカイ ショクセーカツモ カワッタンカモワカランケド。

もうそれだけ社会 食生活も 変わったのかもわからないけれど。

【注釈】

〔1〕お手玉。

Ⅱ．昔の食生活

トラック 59

001C：イマ ショクセーカツノ ハナシサレマシタケド、 エーットソノトージノ

今 食生活の 話［を］されましたけれど、えーっとその当時の

ショクシューカン、アサゴハントカ ヒルゴハントカ。

食習慣、 朝ごはんとか 昼ごはんとか。

002A：サーイマモ イマモ ハナシタンジャケンドナ、

さあ今も 今も 話したのだけれどね、

イチバンジャニバンジャッチューノ タベヨッタンジャ（B：ソーソー）

一番茶二番茶というの［を］ 食べていたのだ （B：そうそう）

ヒャクショーヤワ。（B：ヨンカイタベタ。｛笑｝）フツー ジューニジデショー。

農家なんかは。 （B：四回食べた。 ｛笑｝）普通 十二時でしょう。

アノー チューショクッチューノ マーダイタイジュージト ニジニナ。

あのー 昼食というの［は］ まあだいたい十時と 二時にね。

イチバンジャッチューノガ ジュージジャデ ヒルワナインヨ。

一番茶というのが 十時だから 昼はないのよ。

ンデ ニバンジャッチューノガナ、ニジゴロニタベテ、ホンデ バンメシト。

そして 二番茶というのがね、 二時頃に食べて、 そして 晩飯と。

ヤケニ イチニチヨンカイタベル。コノ ヒャクショーヤワネ（B：ハイ）

だから 一日四回食べる。 この 百姓なんかはね （B：はい）

ボクラワ ショーワ ショーワジャナイ ショーガッコー

僕らは 昭和 昭和ではない 小学校



ニサンネンセー グライマデワソレ ヤリヨッタゼヨ。

二、三年生 くらいまではそれ［を］ やっていたよ。

003B：オコメノ ゴハンジャナイカラ オイモサンオサキニ

お米の ご飯ではないから 芋を先に

（A：ソレニ ロードースルケンナ）ヤイテ、オイモサンオ タベテ

（A：それに 労働するからね） 焼いて、芋を 食べて

オナカオ ダイタイマデワ フクラシテナ、ハラオコシテ。

お腹を 大体までは 膨らませてね、お腹［を］いっぱいにして。

（A：ソーソー）｛笑｝ウン。アトゴハンワスコシデ。ダケンハラモチガ

（A：そうそう）｛笑｝うん。あとご飯は少しで。 だから腹持ちが

センノヨネ。 ホナケン ヨンカイタベル。

しないのだよね。そうだから 四回食べる。

004A：ムギジャケーナ。ムギニイモジャケ。ジャケニヤッパリ

麦だからな。 麦に芋だから。 だからやっぱり

ヨンカイタベンカッタラ（B：ナー）ジューロードーッチューカネ

四回食べなかったら （B：ねえ）重労働というかね

（B：ナー）ノーサギョーニ タエレンカッタモンジャ アレ。

（B：ねえ）農作業に 耐えられなかったものだよ あれ。

ンデ、 アサハヤイケン ナツナンカ トクニネ。

そして、朝［が］早いから 夏なんか 特にね。

モージュージニ ロクジカンクライ ハタライトルキニ。

もう十時に［は］ 六時間くらい 働いているから。

005B：ナー。ヨー アケテ（A：ナー）ヒガクレルマデヤケン。

ねえ。夜［が］ 明けて（A：なあ）日が暮れるまでだから。

006A：ホンデ ヤッパリ イチバンジャ ニバンジャッチューノワメズラシート

そして やっぱり 一番茶 二番茶というのは珍しいと

オモウワ（B：ナー）タブン。（B：ムカシワナー）ビックリスル

思うよ （B：ねえ）たぶん。（B：昔はねえ） びっくりする

ヨナー（B：ヨンカイタベタ）ヒルメシ ニカイ

よなあ（B：四回食べた） 昼ごはん［を］ 二回

クーンジャキニ。マ ソレグライジャナ。ユイーツ。ソレト イマヨ

食べるのだから。ま それぐらいだね。 唯一。 それと 今は

ムギジャケンナ。ワタシワ ココエ ヨンジューヨネンニ キタンジャケド

麦だからね。 私は ここに 四十四年に 来たのだけれど

ココエ キューショクシタノニ オベントーダケ コメジャケンナ。

ここへ 求職したのに お弁当だけ 米だからね。

イエジャ ムギジャケー。ソーユー セーカツ シテイキトルケン

家では 麦だから。 そういう 生活［を］ して生きているから

マーハラモ ヘッタモンダロノー、アノーノーサギョー ソノー

まあお腹も すいたものだろうね、あのー農作業 そのー



キューシャメンデ スルカラ。ゾットスル イマ カンガエタラ。

急斜面で［作業を］ するから。ぞっとする 今 考えたら。

007C：オベントーガ オコメナンデスカ？

お弁当が お米なのですか？

008A：ソー ベントーダケ。モーナー、ハハガ ムギトコメト

そう 弁当だけ。 もうねえ、母が 麦と米と［を］

イッペンニ タクンジャケンド

一緒に たくのだけれど

009B：ツトメルケン オベントーワ シロイゴハンオ イレテクレタンヨナ。

勤めるから お弁当は 白いご飯を 入れてくれたのよね。

（A：ヤクバイクケンナ） ホカノヒトワ イエデワモー ムギゴハン。

（A：役場［に］行くからね）他の人は 家ではもう 麦ご飯。

010A：ムギ。ダカラスゴイ セーカツナンジャナー。（B：ナー）ナー ウン。マー

麦。 だからすごい 生活なのだなあ。 （B：ねえ）ねえ うん。まあ

ニシイヤ ゼンイキ ソーカッテ イッタラ ソーデモナイ、

西祖谷 全域［が］ そうかと いったら そうでもない、

ヤッパリ ケーザイノ エー シューラクワネ、アノー

やっぱり 経済の いい 集落はね、 あのー

ハヤクカラ オコメニ ナッタトコモアルケド、 ボクラントコワ

早くから お米に なったところもあるけれど、僕らのところは

ヤッパリ ホンマノ ゴタンビャクショーデヨー、アノ

やっぱり 本当の 五反百姓でね、 あの

ソンナカッタキニー。 （B：ハタケデムギ ツクリヨッタケンダロ）

そんな感じだったから。（B：畑で麦［を］ 作っていたからでしょ）

ムギワサー モー ゴタン ミナムギツクッタンジャケー。

麦はね もう 五反［百姓］ みんな麦［を］作ったのだから。

（B：ナー ムギツクリヨッタケン） ソレオタベテ

（B：ねえ 麦［を］作っていたから）それを食べて

シモータンジャケンナー。（B：ムギオ タベヨッタケン）

しまったのだからねえ。 （B：麦を 食べていたから）

アライ セーカツジャ ゾットスルワ。（B：コメカワンデヨカッタ）

荒い 生活だ ぞっとするよ。（B：米［を］買わなくてよかった）

イマ コシヒカリジャ ナカッタラ イランゲニ ユーンジャケー

今 コシヒカリじゃ なかったら いらないって 言うのだから

ナ。ナニオ オッシャルッテ ユータワシ。 モー ケンコーニ

ね。何を おっしゃると 言った私［は］。もう 健康に

エーキニ ムギイレローカッテ （B：ソーソーソーソーソーソーソー｛笑｝）

良いから 麦入れようかと （B：そうそうそうそうそうそうそう｛笑｝）

カナイガユーキニ、コナイダコナイダマデ タッタ

家内が言うから、 この間この間まで たった



コナイダマデ ムギ イレテフトットンジャッテ ワシ

この間まで 麦［を］ 入れて太っているのだと 私［は］

ユーンヨナー。 タマッタモンジャナイ。

言っているのよねえ。たまったものではない。

011C：オカズテキナモノワ。

おかず的なものは。

012A：オカズッタッテ モー、ナー、イマゴロダッタラ キューリガ

おかずといったって もう、ね、 今頃だったら きゅうりが

ナー ドッサリ。ムカシカラソヤケド、キューリ、ナス、

ねえ どっさり。昔からそうだけど、 きゅうり、なす、

ナスワ トニカク アキナスビヨメニクワスナ、ソンナ

なすは とにかく 秋なす［は］嫁に食わすな、そんな

ハナシジャナイネン。ナスガ ナシニ ナルマデモー

話じゃないのだよ。 なすが なしに なるまでもう

ナスバッカリダカラ。モー ナツダッタラ トーキビトナ

なすばっかりだから。もう 夏だったら とうもろこしとね

トーキビ キューリ ナス モーイマ バンバン ナリヨルケド。

とうもろこし きゅうり なす もう今 どんどん なっているけれど。

アト ボーフラッチューンヤケド、カボチャノコト。

あと ぼうふらと言うのだけれど、かぼちゃのこと。

013B：ウメボシニ コンコニ。コンコ、タクワン。（C：ハイハイ）

梅干に 沢庵に。 沢庵、 沢庵。 （C：はいはい）

014A：ワンクデ ツクッタヤツ ナ。（C：アー）ハー スゴイ

自分の家で 作ったやつ ね。（C：ああ）はあ すごい

セーカツバ シテキタモンジャ ワー。

生活ばかり してきたものだ よ。

ゾットスル イマ カンガエタラー。

ぞっとする 今 考えたら。

015C：ヤッパ ヤサイワ モー オツケモノガ オーイデスカ。

やっぱり 野菜は もう お漬物が 多いですか。

016A：ウン。モー トニカク ジカショーヒッテ ユーテ ムギ ゴタン

うん。もう とにかく 自家消費と 言って 麦 五反

ツクッタノ ゼンブワンクデ タベテシモーテ、トニカク

作ったの［を］ 全部自分の家で 食べてしまって、とにかく

ジカショーヒバッカリジャケン ノ。ジブンデ タベテシマウ イモモ

自家消費ばかりだから ね。自分で 食べてしまう 芋も

ナニモ。ジャケニ モー チョット シタラ ボン スギタラ タバコ

何も。 だから もう ちょっと したら 盆［が］ 過ぎたら たばこ

トリアガッタートエ ソバ マイテ ナ、イヤソバ。モー ホンナン

収穫した後に そば［を］ まいて ね、祖谷そば。もう そんなの



バッカシダッタケン ネ。ソレ ゼンブ ジブントコデ

ばかりだったから ね。それ［を］ 全部 自分［の］ところで

シマイショーッタケンネ。シマイッチューカ

終いまでしていたからね。終いというか

ジカショーヒブン ジコボーエーブンオ ツクリョッタモンダロ

自家消費分 自己防衛分を 作っていたものだろう

ネー ヤッパリ。

ね やっぱり。

017C：ジャ モー アノ コチラノ アノー チーキデ シタシマレル アノー

では もう あの こちらの あのー 地域で 親しまれる あのー

オリョーリ デントーリョーリトカユーノワ ヤッパ イヤソバニ

お料理 伝統料理とかいうのは やっぱり 祖谷そばに

ナルンデス カネ。

なるのです かね。

018A：トーフト ソバワ モー コマイ トキカラ アノ ボセキッテ

豆腐と そばは もう 小さい ときから あのう ぼせきと

ユーテ ショーガツマエキタラナー、ヤナベニ トーフ モー

いって お正月前きたらねえ、 家鍋に 豆腐［を］ もう

イシウスデ ナ、ダイズオ マー ナンカ コーシテ

石臼で ね、大豆を まあ なんか こうして

シャモジデ イレテ ナ、ヨーサン ヒカサレタ ワ。モー

しゃもじで 入れて ね、たくさん ひかされた よ。もう

ゼンブ ワンクデ ツクリョッタケン ナー。ソバモ ソーデ。

全部 自分の家で 作っていたから ね。 そばも そうだよ。

（B：トーフ コンニャク）マー チーキセーッテ

（B：豆腐 こんにゃく）まあ 地域性と

ユータラ（B：コンニャクヤモ シヨッタデ ナ。オショーガツニワナ。）

いったら（B：こんにゃく屋も していたよ ね。お正月にはね。）

コンニャク ウン コンニャク ソバ トーフ。（B：イッパイ ツクッテ。）

こんにゃく うん こんにゃく そば 豆腐。 （B：たくさん 作って。）

マー チーキノ ソーイッタ トッキョ スレバ ソンナモンダロネ。

まあ 地域の そういった 特記を すれば そんなものだろうね。

Ⅲ．地域の行事

トラック 60

001C：ジャー アノー コンド アノー チーキノ アノー コチラノ

では あのー 今度 あのー 地域の あのー こちらの

ギョージニ ツイテ チョットオキキシタインデスケレドモ、

行事に ついて ちょっとお聞きしたいのですけれども、



アノー オマツリトカッテ ドーイッタ モノガ アリマスカ。

あのー お祭りとかは どういった ものが ありますか。

002A：ウチワ モー デー ソーナンジャケドナ、（C：ハイ）

うちは もう ねえ そうなのだけれどね、（C：はい）

キンネン モー ヤクシャガ ネ。マー アノー トーザイデ

近年 もう 役者が ね。まあ あの 東西で

ロクニン ロクニンノ イゴ モモテッテ ユミオ ユーン

六人 六人の 射手 百々手と［いって］ 弓を 射るの

ジャケドネ。

だけれどね。

003C：イチガツ グライニ ヤル ヤツデス カネ。

一月 ぐらいに やる やつです かね。

004A：ウチワ モー シガツノー（C：シガツデスカ）フツカニー

うちは もう 四月の （C：四月ですか） 二日に

ウジガミサンデ、ミッカガソンシャノ オーミョーゴシュジンジャッチューノ

氏神さんで、 三日が村社の おおみょうごしゅじんというの［が］

アルンジャケド、ソコデアルンジャケドネ、ウチ ウジガミサンノンガ

あるのだけれど、そこであるのだけれどね、うち 氏神さんのが

モー コーレイカト ネ ショーシカッテユーカ ソー ワカイシガ オラン。

もう 高齢化と ね 少子化というか そう 若者が いない。

モー サンニン サンニン ダッタラ ヤローネッテ ユーンデ

もう 三人 三人 だったら やろうねと いうから

コトシガ サンニン サンニン ナン。ホンマワ ネ、ロクニン

今年が 三人 三人 でね。本当は ね、六人

ロクニン ユー トコロモ リョーホー サンニン トーザイニ

六人 いる ところも 両方 三人 東西に

ワカレテ スルンジャケド、サンニン アツマッタラツズケヨー ネーッテ

分かれて するのだけど、 三人 集まったら続けよう ねって

ショール ヤツガ ナンネン ツズクカ ワカラン。 コマルノガ

している ものが 何年 続くか わからない。困るのが

ソレ。ソーユー ヤクシャガオラン ワエー。（C：アア）

それ。そういう 役者がいない よね。 （C：ああ）

ダカラ ロクニン ダッタラ ニホン イル ゴオネ

だから 六人 だったら 二本 射る 弓をね

ハンブンジャカラ ヨンホン トバシテ センヤサイ ユーンジャケド。

半分だから 四本 飛ばして 千八祭［と］ いうのだけれど。

ソーユー フーニニナイテッチューカ コーケーシャガ オランキニ

そういう 風に担い手というか 後継者が いないから

コマットルワ。ミナサンニ キテモロタラ エーンジャケドナ。

困っているよ。皆さんに 来てもらったら いいのだけれどね。



イヤ マコト ソーユー チーキッテ アロー。 ワカイシヤトーテ

いや 本当に そういう 地域が あるでしょ。若い人［を］雇って

キテ ヨー ソノーナンチューン タイケンガタッチューンカエ。

きて ね そのー何というのかな 体験型というのかな。

（B：ウンウン）アー ユー ノモセンカッタラ オマツリ

（B：うんうん）ああ いう のもしなかったら お祭り［が］

デキンヨーニ ナル。ホントニ ワカモン ブソクジャワー。

出来ないように なる。本当に 若者 不足だな。

ソレガ コマル ワ。モー フターリ フタリニ ナッタラ（B：ソーカー）

それが 困る わ。もう 二人 二人に なったら（B：そうか）

イッペン ヤスモーネッテ ナッタンヨ。 （B：ソレワ デキン

一回 休もうねと なったのだよ。（B：それは 出来ない［ように］

ナルナ。）モー ムリジャケン ナー。ナントカコー ツズケテ

なるね。）もう 無理だから ねえ。何とかこう 続けて

イキタイケンネ、アノー ソーユー マー デントーギョージットユーカ

いきたいからね、あのー そういう まあ 伝統行事というか

オマツリ ナンジャケド、イマ ブンシチョー？モモテ？

お祭り なんだけど、 今 ／／／／？ 百百手？

（B：ソー ウン）ホレ アカン。イチバンノ キキカンアルワ。

（B：そう うん）それが だめだ。一番の 危機感があるわ。

イツマデ サー デキルンダラッチュー カンジデ。

いつまで さあ 出来るのだろうかという 感じで。

005B：オヤコ オル ヒトワ オヤコデ デレル。

親子で いる 人は 親子で 出られる。

006A：イヤ オヤコッテ ワシーントコヤ。（B：《人名》サンダトカ）

いや 親子って 私のところだ。 （B：《人名》さんだとか）

イッペン ナンカ ウチ オモヘヤデナ。（B：ウン）

一回 何か うち おもへやでね。（B：うん）

ヒガシカタオ カタイタコト アルネン、ロクニン。

東方を 担いだこと［が］ あるのよ、六人。

（B：アーソーカ）ヒライシ ニケンデ（B：エー エー エー エー）

（B：ああそうか）平石 二軒で （B：ええ ええ ええ ええ）

ソーユーノモ センカッタラ ナー。

そういうのも やらなかったら ねえ。

007B：ナー。オヤコデ デタリトカ。

ねえ。親子で 出たりとか。

008C：オミコシトカ ダンジリトカ ソーイッタ モノワ ナインデスカ。

御神輿とか だんじりとか そういった ものは ないのですか。

009A：オー、ワタシン チーキノ ナイケド、 コッコノ イッチューニ

おお、私の 地域には ないけれど、ここの 一宇に



アルン。（B：イッチュー）イッチュート アルセカナ。

あるの。（B：一宇に） 一宇と 有瀬かな。

（B：シゲーセンモ アル。）シゲーセン カナ。シゲスエガ

（B：重末にも ある。） 重末 かな。重末が

オミコシデ、（B：サンカショワ アルネ）ココワ

御神輿で、 （B：三箇所は あるね）ここは

ダンジリト ミコシト。

だんじりと 御神輿と。

010A：ヤッパ ソノ ソーユッテ ミコシナンカ デルノワ アキガ

やっぱり その そういう 御神輿なんか 出るのは 秋が

オーインデスヨ。イワユル ホーネンノネ。

多いのですよ。 いわゆる 豊年のね。

（B：アキジャノ）オン アキマツリ。ハルワ ヤッパリモモテモ

（B：秋ですね） ああ 秋祭り。 春は やっぱり百百手も

オオイワ、コノ ニシイヤデワネ。モモテデ ソノ

多いね、 この 西祖谷ではね。 百百手で その

ユミガネ。（B：ウン）

弓がね。 （B：うん）

011C：ヤッパ イチネンノ ヤクオ ハラウッテユーヨーナ カンジ。

やっぱり 一年の 厄を 祓うというような 感じ［ですか］。

012A：ソー アノ アクマタイサンジャ。（B：ナー）ウン。

そう あの 悪魔退散だ。 （B：ねえ）うん。

013C：アノ、ショーガツトカニ ナンカ トクベツナ、ショーガツトカ

あの、正月とかに 何か 特別な、 正月とか

マー アトー タナバタトカ ソーイッタ アノー

まあ あとー 七夕とか そういった あのー

キセツノ フシメト イーマスカ ソーイッタ ジキニ トクベツナ

季節の 節目と 言いますか そういった 時期に 特別な

コトワ ヤッタリシマスカ。

ことは やったりしますか。

014A：アノ タナバタン トキニワ ホンマ タナバタナガシニ

あの 七夕の ときは 本当［は］ 七夕流しに

イキヨッタンジャケドナー、サイキン タナバタモ

行っていたのだけれどねえ、最近 七夕も

ゼンゼンセンシ、 ナスビジャ トーキビ、トーキビ トーモロコシ

全然 しないし、なすや とうきび、とうきび とうもろこし

ネ トカオ ナンテユーノ （B：タナオ ツクッテネ）

ね とかを 何というの［かな］ （B：棚を 作ってね）

タナー ツクッテナー、（B：バショーノ ハオ シーテ）

棚［を］ 作ってねえ、 （B：芭蕉の 葉を 敷いて）



ソー ソー ソー ソー。オマツリ シヨッタ。アレ

そう そう そう そう。お祭り していた。あれ

（B：ンデ） アレ オリヒメサント （B：タナバタオ ササノハノ）

（B：そして）あれ 織姫様と （B：七夕を 笹の葉の）

オマツリ シヨッタン カナ（B：タナバタワ ミンナノ

お祭り［を］ していたの かな（B：七夕は 皆の

ウシロニ タテテナ）ヒコボシサンニ。

後ろに 立ててね）彦星様に。

（B：ムイカノ バンニ シタン ヨナ。）ソー ソー。

（B：六日の 晩に したの よね。）そう そう。

（B：コノ ゴロワ ナノカデ ソンナカンジ）（C：ソーデスネ。）

（B：この 頃は 七日で そんな感じに）（C：そうですね。）

（B：ワタシラワ キューノ ムイカニ）イマ センヨーニ

（B：私たちは 旧の 六日に） 今［は］ しないように

ナッタ。ボクラ コドモン トキワナー ソンナン

なった。僕ら［が］ 子どもの ときはねえ そういうの［を］

シタンジャケド。

したのだけれど。

015B：キューノ ムイカニ チャント キューリカラ ナスビカラ

旧の 六日に ちゃんと 胡瓜から 茄子から

（C：オソナエオ）ハタケデ トレル モン モー オソナエシテ、

（C：お供えを） 畑で 採れる もの［を］ もう お供えして、

（A：アレ アノー オリヒメサンニ オソナエ

（A：あれ あの 織姫様に お供え

シヨッタモン ナ。ウンウン。）オガンダモンナ、

していたもの ね。うんうん。）拝んだものね、

コーシテ｛笑｝。ホンデ、アクル アサワ タナバタ ナガシニイッタ。

こうして｛笑｝。そして、明くる 朝は 七夕 流しに行った。

ホシテ （A：ソー キセツカンガ ナクナッタワ。）オヨイデ モンテ

そうして（A：そう 季節感が なくなったよ。） 泳いで 帰って

コンデ オコラレテ。（A：キセツカンガ ナクナッタ、イマ。）

来ないで 怒られて。 （A：季節感が なくなった、今。）

016C：タナバタ ナガシッテ ユーノワ ソノー タナバ ササノ

七夕 流しって いうのは そのー ××× 笹の

ハオ カワニ ナガシテ

葉を 川に 流して

017B：オンオンオンオンオン。（A：ソーソーソーソーソーオン）カワエ モッテ

うんうんうんうんうん。（A：そうそうそうそうそううん）川へ 持って

イッテ ナガシテ。（A：ソレモ アサモー）ホデ オヨギタイケン

行って 流して。 （A：それも 朝も） そして 泳ぎたいから



（A：シラジラタアケタラ ソレ イクンヤ ナガシニ。）

（A：しらじらと明けたら それ 行くのだ 流しに。）

オヨイデ カエッテ クルンガ オソーテ オコラレタナ。ヘノコ

泳いで 帰って くるのが 遅くなって 怒られたな。 へのこ

トラレル。（A：ウン ウン ウン）オヨイダラ イカン。 カッパノ

取られる。（A：うん うん うん）泳いでは いけない。河童の

コトジャナ。（A：ウン）｛笑｝

ことだな。 （A：うん）｛笑｝

018C：カッパオ ナンテ ユーンデスカ

河童を 何と 言うのですか。

019B：ヘノコ。ヘノコ トラレル。イヤ、 シラン。

へのこ。へのこ［を］ 取られる。［河童のことかどうかは］いや、知らない。

020A：エンコボーヨ エンコボー。マー アノー、

えんこぼーよ えんこぼー。まあ あのー、

021B：ナンチュータ。

何と言った。

022A：イヤ、ヘノコ トラレルッチュータ。

いや、へのこ［を］ 取られると言っていた。

023B：ヘノコ トラレルトワ ユータ ヨナ。（A：ウン ウン）

へのこ［を］ 取られるとは 言っていた よね。（A：うん うん）

ホナケン オヨガレン。 オヨガントモンテコイトワユワレタケド

だから 泳いではいけない。泳がずに帰って来いとは言われていたけれど

024C：ヘノコ トラレルッテ ユッテ オコラレルンデスカ。

へのこ［を］ 取られると 言って 怒られるのですか

ソレワ アノ、アノー イノチオトラレルトカ ユー。

それは あの、あのー 命を取られるとか いう［ことですか］。

025B：ウンウンウン。

うんうんうん。

026A：ソラ モー オドスンヤ。（B：ウン）オヤガ オドスンヤ。

それは もう 脅すのだ。 （B：うん）親が 脅すのだ。

モー ミズアソビ シヨッタラ。ヒョットシタラ ジコ

もう 水遊び［を］していたら。ひょっとしたら 事故［が］

オコッタラ タイヘンナンデ（C：アー ハイ）ソーヤッテ オドスンヤ。

起こったら 大変だから （C：ああ はい）そうやって 脅すのだ。

027B：アサ ハヨージャケン モンテ コイテナ。

朝 早くだから 帰って 来いとね。

（A：カエリガ タイヘンナ コト ナル）ヒルジャナイケンナー。

（A：帰りが 大変な こと［に］ なる）昼ではないからねえ。

（A：アブナイシ ソンナ）ヒルカラナラ オヨギニイッキョタンジャケド

（A：危ないし そんな）昼からなら 泳ぎに行っていたのだけれど



アサ ハヤク ゴハン タベン ウチヤケン。

朝 早く ご飯［を］ 食べていない ときだったから。

Ⅳ．昔と今の生活の変化

トラック 61

001A：マズネ、イワユル ショーワヨンジューネンノ、ヨンジューイチネンカ

まずね、いわゆる 昭和四十年の、 四十一年か

ヨンジューニネンニ カソチーキノ シテーダンタイニ ナッテカラ

四十二年に 過疎地域の 指定団体に なってから

ナニオ シタカッテ ユータラ、ソレマデ ソノー セナカデモッテ

何を したかと 言ったら、それまで そのー 背中を使って

ニチジョーセーカツブッシオ オーボケノ エキナリ、マ ココダッタラ

日常生活物資を 大歩危の 駅なり、 ま ここだったら

ゼントクッテユー ショーテンガイガ アルンジャケド、マトマッタ

善徳という 商店街が あるのだけれど、まとまった

ソーユーシューラクガネ、ソッカラ セナカデ トニカク

そういう集落がね、 そこから 背中で とにかく

ニチジョーセーカツブッヒオセオッテ シヨッタノーネ、

日常生活物資を背負って していたのをね、

イマ ナニ カワッタッテ ユータラ、サッキ ユータヨーニ

今 何 変わったと 言ったら、さっき 言ったように

キュージューシチ、ハチパーセントマデ カクカテーノ ニワマデ

九十七、八パーセントまで 各家庭の 庭まで

ジドーシャガ イクッテ ユー ブンカ、モー アノ ブンカノ

自動車が 行くと いう 文化、 もう あの 文化の

コンゲンッチューノワワシ ドーロト オモッタンジャケドネ、

根源というのは私［は］ 道路と 思ったのだけれどね、

コノ ヤマオ トニカク ワレワレ ボクコーコーン トキワ

この 山を とにかく 我々 僕高校の ときは

イエカラ オーボケノ エキマデ ロッキロアルノ アルイテ

家から 大歩危の 駅まで 六キロ［メートル］あるの［を］ 歩いて

カヨータケン ネ。フユナンカワ モー オーボケノ エキ オリタラ

通ったから ね。冬なんかは もー 大歩危の 駅［に］ 降りたら

マックラ、アサトニカク イエ ロクジニデテ

真っ暗、 朝とにかく 家［を］ 六時に出て

ヒチジジューニフンノ ノボリニ ノルンジャケンド、

七時十二分の 上りに 乗るのだけれど、

イエカラ アルイタモン。ソーユー セーカツ ショータノガ ナニ

家から 歩いたもの。 そういう 生活 していたのが 何［が］



カワッタカッテ ユータラ、シャドーガ イエマデ キテ、ボクココ

変わったかと 言ったら、車道が 家まで 来て、僕［は］ここ［に］

ツトメテタンジャケド テーネンゴロニワ イエカラ ブルンブルンブルン

勤めていたのですけれど 定年頃には 家から ぶるんぶるんぶるん

タダイマッテ イエルカナッテ ユーノガ、ショーワゴジューサンネン

ただいまと 言えるかなと いうのが、昭和五十三年

ゴロニ イチオーシャドーラシキ モノガ イエニ デキタキニネ。

頃に 一応車道らしき ものが 家に 出来たからね。

トニカク ソノ カワリヨーガスゴイデスワ。ホンデ モー

とにかく その 変わりようがすごいですわ。それで もう

ガッペー ジューハチネンニ モー ヤムナク シタンデスケド、

合併［を］ ［平成］十八年に もう やむなく したのですけれど、

ソレマデニ ダイタイノ ゴカテーニ ジョーヨーシャガ イクヨーニ マデ

それまでに 大体の ご家庭に 乗用車が 行くように まで

デキタノガネ、ムカシトノ チガイ。ショーワヨンジューサンネン

できたのがね、昔との 違い。 昭和四十三年

ゴロジャケンネ。ボクガ イマ コーコーッチューノワ。

頃だからね。 僕が 今［言った］ 高校というのは。

コノ ニジューネンカン サンジューネンカンノカワリヨーワスゴイ。

この 二十年間 三十年間の変わりようはすごい。

ナニガ カワッタカ ユータラ ミチガ デキタコト

何が 変わったか［と］ いったら 道ができたこと

シャドーガ。ソレガネ、ホソーマデシテ ニワマデ イケルヨーニ ナッタラ

車道が。 それがね、舗装までして 庭まで 行けるように なったら

ニサンネンシタラ ソノマ コーレーコーレー ドッキョノ コーレーナンカ

二、三年したら そのまぁ 高齢高齢 独居の 高齢なんか

モノスゴオーインジャケド、 ムスコン トコガ デテイタリシテネ。

ものすご［く］多いのだけれど、息子の ところが 出て行ったりしてね。

ホソーシテ アゲトルノニ ソノ イエマデ ミチガ イットルノニ ヒトガ

舗装して あげているのに その 家まで 道が いっているのに 人が

スメナイ ジョータイッチューカネ、コーレーカデネ。ソレガ

住めない 状態というかね、 高齢化でね。 それが

イマ ギャクニセッカク ミチオ ヌイテ コレカラ ラクニ

今 逆にせっかく 道を ぬいて これから 楽に

ナルノニヨー、コーレーカデ イエデヒトリ

なるのによ、 高齢化で 家で一人［だけで］

オレナイトカネ、 ムスコノ トコ イクトカデ アキヤッテユー

いられないとかね、息子の ところ［へ］ 行くなどで 空き家という

シャーナインジャケドネ。ンー モー ガッペーシタンデ

仕方ないのだけれどね。 んー もう 合併したので



トニカク ヒヘーオシテ シモタ コノ ニシイヤワネ。

とにかく 疲弊をして しまった この 西祖谷はね。

ソーデノーテモ ジンコガ ガッページセンロッピャクハチジュー

そうでなくても 人口が 合併時千六百八十

カナー ソノグライダッタンデスヨ。モーセンニヒャククライヤロ

かなあ そのぐらいだったのですよ。もう千二百［人］くらいだろう

ジンコーガ。トニカク トクシマケンカデ トップイキヨッタモンネ、

人口が。 とにかく 徳島県下で トップだったものね、

アノ ガッペーマエノ コーレーカリツッチューノガ。

あの 合併前の 高齢化率というのが。

ロクジューゴサイイジョージンコーガネ、ヨンジューナンパーセントヤカラ

六十五歳以上人口がね、 四十何パーセントだから

ネ ウチャー。ゼンコクデモ トップレベル イキヨッタケンネ。アノ、

ね うちは。 全国でも トップレベル いっていたからね。あの、

コーレイカリツワネ。ムカシト ホントカワッタノワ ナニカッテ

高齢化率はね。 昔と ほんと変わったのは 何かと

キカレタラソノカンキョー。セナカデ ニモツオ ハコビヨッタ

聞かれたらその環境。 背中で 荷物を 運んでいた

ノガ ケートラデ。ソレカラネー、ソノ

のが 軽トラで。 それからねえ、その

ユーガイチョージューッテユー シカトカ サルトカ イノシシノガ

有害鳥獣という 鹿とか 猿とか 猪のが

モ サトオリテキテ モノガ ツクレンヨーッチュコトガネ。

もう 里［へ］下りてきて ものが 作れないということがね。

ムカシワネ、サッキ ユータジュージト ニジニ マー

昔はね、 さっき 言った十時と 二時に まあ

メシクイヨッタ トキニワ ヤママデ カイコンシテネ、

ご飯［を］食べていた ときには 山まで 開墾してね、

ヤマノ ウエデ イモ ツクッタリショッタン。ハッピャクカラ

山の 上で 芋［を］ 作ったりしていたの。 八百から

キューヒャク ヒョーコーソノ ヤマデ ショーッテモ サルモ

九百 標高［が］その 山で していても 猿も

コニャ イノシシモ コンカッタ。ヤマデ ホッタ

来ないし 猪も 来なかった。山で 掘った

イモオ イエマデ オーテキテ ニンゲンガ タベヨッタンヤケド、

芋を 家まで 持ってきて 人間が 食べていたのだけれど、

イマ イエノ スグチカクガ モー ネットデ オーワンカッタラ

今［は］ 家の すぐ近くが もう ネットで 覆わなかったら

ソノー ツクレナイッテユーカンキョー。モー シカ、サル、

そのー 作れないという環境です。 もう 鹿、 猿、



イノシシ、モー マイッタ ヨ。モー ドノカテーモ

猪、 もう まいった よ。もう どの家庭も

ツクル シュー ネット カケンカッタラ コバカラ シャーンテ

作る 周囲［に］ ネット［を］ かけなかったら そこから しゃーんて

クワレテシマウ。サー モー トリゴナス トーキビヤ カジ

食われてしまう。さあ もう ／／／／／ とうもろこしや ／／

モー サー イテミタラ モー ナイ、ゼンブ クイアラサレタ

もう さあ 行ってみたら もう ない、全部 食い荒らされた

サルニ。ソンナンガ モー ムカシト カワッテル。 モー

猿に。 そんなのが もう 昔と 変わっている。もう

イエノ ニワサキマデ サルガ キヨル。ソートー ダケン

家の 庭先まで 猿が 来る。 相当 だから

ムズカシナッタネ。オレガ イチバン カワッタン

難しくなったね。 俺が 一番 変わったの［は］

アノ ムカシトチガウ ムカシッテ ネ ナニガ

あの 昔と違う 昔とは ね 何が

カワッタローンテ ソーユー トコロジャナ ヤッパリ。

変わっただろうかと［いうと］ そういう ところですね やはり。

ソレト イマ コーレーカデ ドノ カテーモ モー ヒトリ

それと 今 高齢化で どの 家庭も もう 一人

オルホーガ マダ エーホー。アト ジューネンシタラ

いる方が まだ いい方。 あと 十年したら

オソラク ウチラノ ザイショモ ハブングライ ナシンナルワ。

おそらく うちらの 在所も 半分くらい いなくなるわ。

ショーメツシューラクヤ。ソノ ゲンカイシューラク トーリスギテネ。

消滅集落や。 その 限界集落 通りすぎてね。

モートニカク オトシヨリ、コーレーカノ。

もうとにかく お年寄り、 高齢化の［問題がある］。

コナイダモ アノ ジチカイデ クサカリスルンジャケド ドーロノ。

この間も あの 自治会で 草刈［を］するのだけれど 道路の。

ハチジッサイコエタ カテーバッカリノ。ソレモ ダイタイ

八十歳超えた 家庭ばっかりでね。それも 大体

オンナノヒトガ ノコットンヨ、 オバーチャンガ。ソンナンバッカリ

女の人が 残っているのよ、おばあちゃんが。そんなのばかり

ヤッタ。アト ジューネンシタラ ハブニナルワ。

だった。あと 十年したら 半分になるわ。

トニカク。アノイエガナ、コスーガ。モー ムカシト チゴ

とにかく。あの家がね、 戸数が。 もう 昔と 違［って］

ムカシッテネ コドモラ ボクラン トキワ ヨーク オッタケナ、

昔はね 子ども達 僕達の ときは たくさん いたからね、



コドモガ。ボク ゴニンキョーダイジャケド、イマ

子どもが。僕［は］ 五人兄弟だけれど、 今

ワシ ショーガッコーチューノガ ジューサンニン

私 小学校というのが 十三人

オルンジャケド、ボクン トコ オモヘヤチューテ ヒライシ

いるのだけれど、僕の とこ［は］ おもへやといって 平石〔1〕

ニケン ナランダンジャケンド、ニケンデ ジューイチニン

二軒 並んでいるけれど、 二軒で 十一人

イキヨッタケンナ。イマノ アワジシマ ゼンコーセート

行っていたからね。今の 淡路島［の］ 全校生徒［と同じ数が］

ニケンデ トヨ。モー ソンダケ イマ ネー ショーシカチューカ

二軒で ／よ。もう それだけ 今 ねー 少子化というか

モー コドモー オランモンナ、ソレ。

もう 子ども［が］ いないものね、それ［は］。

002B：ダイタイ ＊

大体 ＊

003A：ミナ イヤニ ハイッテキテモロタラ エエワ。オヨメサンニ キテヤ。

皆［に］ 祖谷に 入ってきてもらったら いいわ。お嫁さんに 来てよ。

004B：ヨニン ヨニングライ ガッコー イキヨッタ。

四人 四人くらい 学校［へ］ 行っていた。

005A：キテ ヤッテ ワカイシガ オランワ。ワカイシガ。

来て よって［言っても］ 若い人が いないよ。若い人が。

モー コノヘンワ アレヤモン ナ。ショーメツシューラクデ。

もう この辺りは あれだから ね。消滅集落だ。

ショーメツセンナ モテヘンモン コレワ。ホニャケン サッキ

消滅しないと もたないもん これは。だから さっき

ユータ チーキノソーユー ギョージ オマツリジャ

言った 地域のそういう 行事 お祭りだ

ナンジャッチューノワ デキンヨーンナル。 ヒトガオランヨーン

何だとかというのは できないようになる。人がいないように

ナッテネ。モー シャカイキノーワ マッタクデキンヨー ナルワ。

なってね。もう 社会機能は 全くできないように なるわ。

【注釈】

〔1〕徳島県三好市池田町大利平石。



徳島県三好市西祖谷方言の自由談話における方言語彙について

清水一偉1

１．名詞

１．１ 人・動物

「エンコボー」の使用例

Ⅲ-020A：エンコボーヨ エンコボー。

えんこぼーよ えんこぼー。

「エンコボー」は「河童」のことを指す。河童のことを「えんこう」と呼ぶ地域は西

日本でいくつか見られ、徳島県三好郡や高知県で使用される。

「ワカイシュー」・「ワカイシ」の使用例

Ⅳ-005A：キテヤッテ ワカイシューガ オランワ

来てやって 若者が 居ないわ

Ⅲ-004A：ワカイシヤトーテ キテ ヨー

若い人［を］雇って きて ね

「ワカイシュー」「ワカイシ」は「若者、若い人」という意味で使われる。

１．２ 食事

「イチバンチャ」・「ニバンチャ」の使用例

Ⅱ-002A：イチバンジャニバンジャッチューノ タベヨッタンジャ

一番茶二番茶というの［を］ 食べていたのだ

話者が小学校低学年頃までこの地域の農家では 1 日に 4 食食べていた。このうち 10

時頃とる食事を「イチバンチャ」、14 時頃とる食事を「ニバンチャ」という。

１．３ 生活場所

「ザイショ」の使用例

Ⅰ-009A：ワタシ ザイショデモネ。

私［の］ 在所でもね。

Ⅳ-001A：ウチラノ ザイショモ ハブンクライ ナシンナルワ

うちらの 在所も 半分くらい いなくなるわ

「ザイショ」は、「自分たちの住んでいる場所、集落」の意味で使われている。

「ワンク」の使用例

Ⅱ-014A：ワンクデ ツクッタヤツ ナ

自分の家で 作ったもの ね

Ⅱ-016A：ゼンブ ワンクデ タベテシモーテ

全部 自分の家で 食べてしまって

1 高知大学教育学部 3 年



「ワンク」は「自分の家」のことを指す。徳島県那賀郡、高知県香美市での使用例が

ある。

１．４ 作物

「トーキビ」の使用例

Ⅱ-012A：トーキビ キューリ ナス モーイマ バンバン ナリヨルケド。

とうもろこし きゅうり なす もう今 どんどん なっているけれど。

「トーキビ」とは、「とうもろこし」のことを指す。

「ボーフラ」の使用例

Ⅱ-012A：ボーフラッチューンヤケド、カボチャノコト

ぼうふらと言うのだけれど、かぼちゃのこと

「ボーフラ」とは、「カボチャ」のことを指す。

１．５ 身体

「ヘノコ」の使用例

Ⅲ-023B：ヘノコ トラレルトワ ユータ ヨナ。

へのこ［を］ 取られるとは 言っていた よね。

「ヘノコ」は男性の陰部を指す。

２．動詞

「ハラ オコス」の使用例

Ⅱ-003B：オナカオ ダイタイマデワ フクラシテナ、ハラオコシテ。

お腹を 大体までは 膨らませてね、お腹［を］いっぱいにして。

「ハラ オコス」は「お腹をいっぱいにする」という意味で使われる。

３．形容詞

「コマイ」の使用例

Ⅰ-007A：コマイ トキニヤオンナノコダッテ ソノサ

小さい 時には女の子だって その差

Ⅱ-018A：トーフト ソバワ モー コマイ トキカラ

豆腐と そばは もう 小さい ときから

「コマイ」は「小さい」という意味で使われる。

「セワシー」の使用例

Ⅰ-009A：ハヨモドランカ ドーシヨルンゾ セワシーノニ

早く戻らないか 何しているのだ 忙しいのに

「セワシー」は「忙しい」「しなければならないことがあり暇がない」という意味で使

われる。



４．副詞

「チート」の使用例

Ⅰ-009A：チートマワリャーナ タケニボール サゲテナ

ちょっとまわったらね 竹にボール［を］ 下げてね

「チート」は「少し」という意味で使われる。

「マコト」の使用例

Ⅲ-004A：イヤ マコト ソーユー チーキッテ アロー。

いや 本当に そういう 地域が あるでしょ。

「マコト」は、「本当に」という意味で使われる。

５．接続助詞

「ジャケ（ン）ド」の使用例

Ⅱ-002A：イマモ ハナシタンジャケンド ナ

今も 話したのだけれど ね

「ジャケド」は「～だけれど」の意味で使われる。



徳島県三好市西祖谷方言の自由談話における方言文法について

杉本名都美 1

１．『ジャ』『ヤ』の使用例及び、使用回数と特徴の比較

１．１ 断定の助動詞

「ジャ」の使用例

Ⅰ -002A：トニカク ワルサバッカリ シヨッタ モンジャ

とにかく 悪さばかり していた ものだ

Ⅲ -004A：ホントニ ワカモン ブソクジャワー。

本当に 若者 不足だな。

Ⅳ -001A：ナニガ カワッタローンテ ソーユー トコロジャナ

何が 変わっただろうかと［いうと］ そういう ところだな

「ヤ」の使用例

Ⅲ -006A：イヤ オヤコッテ ワシーントコヤ

いや 親子って 私のところだ

Ⅲ -026A：ジコ オコッタラ タイヘンナンデ ソーヤッテ オドスンヤ。

事故［が］ 起こったら 大変だから そうやって 脅すのだ。

Ⅳ -001A：ショーメツシューラクヤ。ソノ ゲンカイシューラク

消滅集落だ。 その 限界集落

会話中における断定表現では、「ジャ（ー）」が 16 回、「ヤ」が 5 回（内、 3 回は

「オドスンヤ」のかたち）使用されていた。また、「ジャ」は後ろに「ナ（ー）」や

「ワ（ー）」などの文末詞を伴うものが多いのに対し、「ヤ」は文末詞を伴うものは

なく、長音化もみられなかった。

『昭和日本語の方言 四国三要地方言対照記述』（藤原 1974）の「徳島県平谷方言」

には、「通常、終止用としては、“ジャ”が広くおこなわれている。」とあり、当調査

地域においても同様のことが言えると考える。

１．２ 逆接の「ケド」「ケンド」に続く

「ジャ」の使用例

Ⅲ -014A：タナバタン トキニワ ホンマ タナバタナガシニ イキヨッタン

ジャケドナー、サイキン タナバタモ ゼンゼンセンシ

七夕の時には 本当は 七夕流しに 行っていたのだけどねえ、最

近 七夕も全然やらないし

Ⅰ -009A：ウチワ ハタバコ アワタバコ ツクリヨッタンジャケンド モー

ラジオタイソーニ イッタラ イエー カエラン

うちは 葉たばこ 阿波たばこ 作っていたのだけれど もう

ラジオ体操に 行ったら 家に 帰らない

1 高知大学教育学部 3 年



「ヤ」の使用例

Ⅳ -001A：イモオ イエマデ オーテキテ ニンゲンガ タベヨッタンヤケド、

イマ イエノ スグチカクガ モー ネットデ オーワンカッタラ

ソノー ツクレナイッテユーカンキョー。

芋を 家まで 背負ってきて 人間が 食べていたのだけれど 今

［は］ 家の すぐ近くが もう ネットで 覆わなかったら そ

のー 作れないという 環境です。

Ⅱ -012A：ムカシカラ ソヤケド キューリ、ナス、

昔から そうだけれど きゅうり、なす、

「ジャ」は、後ろに「ケド」を伴うものが 23 回（内女性 1 回）、「ケンド」を伴

うものが 4 回の計 27 回使用されていた。それに対して、「ヤ」は 3 回使用されてい

た。全て後ろには「ケド」を伴っており、「ケンド」が続くかたちはみられなかっ

た。

「ジャ」と「ヤ」の使いわけをみていったとき、「～シヨッタン」という過去の動

作に続くかたちや、現在のことを表す文章が「ジャ」「ヤ」どちらにもみられるため、

時制による使い分けはないと考える。しかし、「ジャ」は、全ての文で「～ン ジャ

ケド（ケンド）」のように前に“ン”が置かれているのに対して、「ヤ」は、例文「ム

カシカラ ソヤケド・・・」のように前に “ン ”を置かない使用もみられた。

Ⅲ -002A：ウチワ モー デー ソーナンジャケドナ、

うちは もう ねえ そうなのだけれどね、

Ⅱ -012A：ムカシカラ ソヤケド キューリ、ナス、

昔からそうだけど、 きゅうり、なす、

また、当調査において文頭に「だから」がくる文（～。だから～。）はみられな

かったため、文頭・文中の使い分けは確認できない。

１．３ 順接「キ」「キニ」「ケ(ー)」「ケニ」「ケン」「カラ」に続く

「ジャ」の使用例

Ⅰ -009A：イソガシーモンジャキハヨ モンテコイッテ アノ ヨビニ クルン

ヨ

忙しいものだから早く 戻って来いと あの 呼びに 来るのよ

Ⅱ -006A：ビックリスル ヨナー ヒルメシ ニカイ クーンジャキニ

びっくりする よなあ 昼飯 二回 食べるのだから

Ⅱ -006A：オベントーダケ コメジャケンナ。イエジャ ムギジャケー

お弁当だけ 米だからね。 家では 麦だから

Ⅱ -016A：ジャケニ モー チョット シタラ ボン スギタラ

だから もう ちょっと したら 盆［が］ 過ぎたら

「ヤ」の使用例

Ⅱ -002A：ニバンジャッチューノガナ、ニジゴロニタベテ、ホンデ バンメシト。

ヤケニ イチニチヨンカイタベル。

二番茶というのがね、二時頃に食べて、そして 晩飯と。だから 一

日四回食べる。



Ⅱ -005B：ヨー アケテ ヒガクレルマデヤケン

夜［が］ 明けて 日が暮れるまでだから

「ジャ」は 17 回（「キ」 1 回、「キニ」 2 回、「ケ（ー）」 5 回、「ケニ」 2 回、「ケ

ン」 6 回、「カラ」 1 回）使用されていた。「ヤ」は 4 回（「ケ二」1 回、「ケン」 2 回

（女性）、「カラ」 1 回）使用されていた。

「ジャ」「ヤ」ともに、文頭・文中・文末での使用がみられるため、文章中の位

置での使い分けはないと考える。また、当調査では「ジャ」「ヤ」以外に、「ダカ

ラ」「ダケン」や徳島方言の「ホナケン」（女性）「ホニャケン」（男性）の使用もみ

られた。（「ホジャケン」「ホヤケン」の使用はなし。）「ダケン」「ホナケン」「ホジ

ャケン」は文頭のみに用いられると考える。

２．「ダ」「ヤ」「ジャ」の用法

当調査では「ダッタ」「ダッタラ」「ダロ」、また「ヤッタ」「ヤロ」の表現はみら

れたが、「ジャッタ」「ジャッタラ」「ジャロー」「ジャロ」などの表現はみられなか

った。「ジャ」は、「四国方言」（上野 2011）にも「連用形・未然形は、先のダに比

べて不活発で・・・」とあるように、終止形おいては優勢だが、連用形・未然形で

は「ダ」が優勢であるといえる。

ここで、今回みられた「ダ」「ヤ」「ジャ」の用法をまとめると以下のようにな

る。（数字は使用回数を表す。）

単独

（断定）

だろう だった だから だけど

ダ 2 4 1

ヤ 5 1 1 4 3

ジャ 16 17 23

３．まとめ

「ジャ」は特定の用法において非常に使用回数が多いことから、その土地に古く

から根付いており最も一般的に用いられていることが読み取れる。

一方で「ヤ」は、使用回数は少ないものの様々な用法において使われており、「ジ

ャ」よりも用法の幅が広く比較的自由な使用が可能であることがわかる。『四国方言』

（上野 2011）にも、「ヤは、用法の広さにおいて、先に見たジャとほぼ重なり合う関

係にあり、終止形の長音化例は欠くものの、接続助詞の種類においてはジャを上回

る。」とある。しかし、同じ用法における「ジャ」と「ヤ」の使い分けについての決

定的な決まりはないと考える。
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徳島県三好市西祖谷の文末詞・間投助詞について

福田大希1

１．使用回数の比較

文末詞、間投助詞は主に「ナ」「ネ」「ワ」「ヨ」「ゼヨ」「ヨナ」が確認された。

使用回数で比較すると、27 分間の談話中に「ナ」が 67 回（男：52 回 女：15 回）、「ネ」

が 70 回（男：63 回 女：7 回）、「ワ」が 25 回（男：25 回）、「ヨ」が 11 回（男：11 回）、

「ゼヨ」が 1 回（男：1 回）、「ヨナ」が 5 回（男：2 回 女：3 回）、「ヨネ」が 1 回（女：

1 回）出現した。「ワ」と「ヨ」と「ゼヨ」は男性話者のみに出現した。この地域の男性の

文末詞と考えられる。

２．機能

２．１ 「ワ」の機能

「ワ」は主に女性が用いる文末表現であり、主張を表すとされる。しかし、今回は男性

話者の場合にその働きが確認される。また、過去の出来事を想起した時や軽い断定をする

際などにも用いられていた。

文末詞「ワ」の使用例

Ⅱ-010A：アライ セーカツジャ ゾットスルワ。

荒い 生活だ ぞっとするよ。

Ⅰ-002A：シャモジデ イレテ ナ、ヨーサン ヒカサレタ ワ。

しゃもじで 入れて ね、たくさん ひかされた よ。

Ⅰ-002A：イエノ ナカデワ オランカッタワ。

家の 中では 居なかったね。

Ⅰ-009A：ゲーム バッカリ スルワ。

ゲーム ばっかり するわ。

２．２ 「ナ」の機能

「ナ」は今回の談話では男性話者、女性話者共に相手の返答や同意を求める働きが多く

確認される。主に終助詞として用いられているため、文末に多く登場する。

文末詞「ナ」の使用例

Ⅲ-004A：ミナサンニ キテモロタラ エーンジャケドナ。

皆さんに 来てもらったら いいのだけれどね。

Ⅰ-006B：イッショニアソンダモンナー。

一緒に遊んだものねえ。

Ⅲ-015B：アレ アノー オリヒメサンニ オソナエ シヨッタモン ナ。

あれ あの 織姫さんに お供え していたもの ね。

1 高知大学教育学部 3 年



２．３ 「ヨ」「ゼヨ」の機能

「ヨ」「ゼヨ」は聞き手の注意をうながし、自分の発話内容を言い聞かせるという話し

手の態度を表すとされる。「ヨ」は共通語では相手に注意を指し示す際に用いられるが、

西祖谷地域では、共通語より自由に使っている場面が見られる。

文末詞「ヨ」の使用例

Ⅱ-010A：ホンマノ ゴタンビャクショーデヨー、アノ ソンナカッタキニー。

本当の 五反百姓でね、 あの そんな感じだったから。

Ⅲ-010A：ミコシナンカ デルノワ アキガ オーインデスヨ。

御神輿なんか 出るのは 秋が 多いのですよ。

Ⅳ-001A：オンナノヒトガ ノコットンヨ、 オバーチャンガ。

女の人が 残っているのよ、おばあちゃんが。

２．４ 「ヨナ」「ヨネ」の機能

「ヨ」と「ナ」が連続する「ヨナ」は 5 回使用されている。これは共通語の「ヨネ」や

「ネ」が「ヨナ」に変化したと考えられる。また、「ヨ」と「ネ」が連続する「ヨネ」は 1

回使用されている。

文末詞「ヨナ」「ヨネ」の使用例

Ⅱ-006A：ビックリスル ヨナー。

びっくりする よなあ。

Ⅱ-009B：シロイゴハンオ イレテクレタンヨナ。

白いご飯を 入れてくれたのよね。

Ⅲ-023B：ヘノコ トラレルトワ ユータ ヨナ。

へのこ［を］ 取られるとは 言っていた よね。

Ⅱ-003B：ハラモチガ センノヨネ。

腹持ちが しないのだよね。

２．５ 「ネ」の機能

「ネ」は自分の考えや気持ちを主張する働きが確認される。また、間投助詞として多

く登場し、文節の切れ目について調子を調える働きも確認される。

文末詞・間投助詞「ネ」の使用例

Ⅰ-011A：アオイウメカラ ナニカラトッテネ クワイチゴトカネ＊

青い梅から 何から取ってね くわいちごとか ね＊

Ⅳ-001A：ヒトガ スメナイ ジョータイッチューカネ、コーレーカデネ。

人が 住めない 状態というかね、 高齢化でね。

Ⅱ-003B：ダケンハラモチガ センノヨネ。

だから腹持ちが しないのだよね。



３．まとめ

「ワ」機能・・・付属語としての働き。今回の西祖谷地域では男性話者のみに出現したた

め、共通語とは働きが異なっている。

「ナ」機能・・・主に終助詞として登場し、基本的に文末に用いられる。

「ヨ」機能・・・共通語より自由に使用されている。聞き手の注意をうながしながら、自

分の発話内容を言い聞かせる働きがある。

「ヨナ」「ヨネ」機能・・・「ナ」「ネ」の機能が近いためこの形がみられる。自分の発言に

念を押す働きがみられる。

「ネ」機能・・・終助詞、間投助詞として多く登場する。「ナ」「ネ」はどちらも相手に返

答を求める働きがあり、機能が似ている。



徳島県三好市西祖谷方言の自由談話における音声的特色について

植田泰郎1

１．語音上での音節交替

『ケレド＞ケンド』の使用例

Ⅱ-002A：サー イマモ ハナシタンジャケンドナ

さあ 今も 話したのだけれどね

Ⅳ-001A：オモヘヤチューテ ヒライシ ニケン ナランダンジャケンド

オモヘヤといって 平石 二軒 並んでいるのだけれど

Ⅳ-001A：ヒチジジューニフンノ ノボリニ ノルンジャケンド

七時十二分の 上りに 乗るのだけれど

『ソレデ＞ホンデ』の使用例

Ⅱ-002A：ニバンジャッチューノガナ、ニジゴロニタベテ、ホンデ

二番茶というのがね、 二時頃に食べて、 それで

Ⅲ-015B：ホンデ、アクル アサワ タナバタ ナガシニイッタ。

そして、明くる 朝は 七夕 流しに行った。

Ⅰ-011A：クワイチゴトカネ、 ホンデ ナマデタベタ。

くわいちごとかね、それで 生で食べた。

『ソレダケ＞ソンダケ』の使用例

Ⅰ-011A：ソンダケシャカイ ショクセーカツモ カワッタンカモワカランケド

それだけ社会 食生活も 変わったのかも分からないけど

Ⅳ-001A：モー ソンダケ イマ ネー ショーシカチューカ

もう それだけ 今 ねえ 少子化というか

「レ＞ン」の変化は 11 回あり、そのうち「ケレド＞ケンド」の変化は 3 回、「ソレデ＞

ホンデ」の変化が 6 回見られ、「ソレダケ＞ソンダケ」の変化は 2 回見られた。『昭和日本

語の方言 第 2 巻 四国 三要地方言 対昭記述』（藤原 1974）にも、「ケンド」はよく行

われていると書かれており、また、「それだけ」を「ホンダケ」といったような、「ホン」

もよく聞かれるとあり、当該調査地域においても同様のことが言えると考えられる。

２．語音上での音節添加 促音添加

Ⅲ-027B：ヒルカラナラ オヨギニイッキョタンジャケド

昼からなら 泳ぎに行っていたのだけれど

この 1 回だけが見られた。『昭和日本語の方言 第 2 巻 四国 三要地方言 対昭記述』

（藤原 1974）でも、「行きヨル」での「イッキョル」が見られたようである。しかし、今回

の調査では、「聞きヨッタ」の「キッキョッタ」や「作りヨル」の「ツクッリョル」などは

見られなかった。

1 高知大学教育学部 3 年



３．語音上での音節添加 「ン」添加

『昭和日本語の方言 第 2 巻 四国 三要地方言 対昭記述』（藤原 1974）では、男性

のおとなの会話に、文末の訴えことばの「ンダ」がよく見られると書かれていたが、今回

の当該地域の調査では、そのような「ン」の添加は見られなかった。

４．連音節の融合

Ⅰ-009A：ソレショーラン トキワ ナニ シヨルカッタラ

それをしていない ときは 何を しているかといったら

Ⅱ-002A：イチバンジャ ニバジャッチューノ タベヨッタンジャ

一番茶二番茶というの［を］ 食べていたのだ

Ⅱ-004A：ヤッパリ ヨンカイタベンカッタラ ジューロードーッチューカネ

やっぱり 四回食べなかったら 重労働というかね

Ⅳ-005A：ソーユー ギョージ オマツリジャ ナンジャッチューノワ

そういう 行事 お祭りだ 何だとかというのは

「ショーラン」（sijoraɴ→ʃooraɴ）が見られ、また「チュー」（tojuu→tʃuu）という融合が

全部で 18 回と数多く見られた。これらは、『昭和日本語の方言 第 2 巻 四国 三要地方

言 対昭記述』（藤原 1974）には書かれておらず、個人の癖によるものとも考えられる。

５．語音上でのナ行音音節での母音省略

『モノ』＞『モン』の使用例

Ⅱ-004A：ノーサギョーニ タエレンカッタモンジャ

農作業に 耐えられなかったものだよ

Ⅱ-014A：ハー スゴイ セーカツバ シテキタモンジャ ワー。ゾットスル

はあ すごい 生活ばかり してきたものだ よ。 ぞっとする

「山の中」＞「ヤマンナカ」 助詞の母音省略

Ⅱ-010A：ボクラントコワ ヤッパリ ホンマノ ゴタンビャクショーデヨー

僕らのところは やっぱり 本当の 五反百姓でね

Ⅳ-001A：ボクコーコーン トキワ イエカラ オーボケノ エキマデ

僕高校の ときは 家から 大歩危の 駅まで

「集まるのだけれど」「あるのぞ」＞「・・・ンジャケド」「・・・ンゾ」

Ⅰ-009A：エネッチケーノ。トーミヤエアツマルンジャケドウチワ

NHK の。 遠宮へ集まるのだけれどうちは

Ⅰ-009A：ヨビニ クルンヨ ハヨモドランカ ドーシヨルンゾ

呼びに 来るのよ 早く戻らないか 何しているのだ

「もの」＞「モン」の変化は 16 回見られた。また、助詞「の」＞「ン」の変化は 8 回見

られた。その他にも多くの「ン」が見られたが、話し言葉で撥音便化したものや、否定の

形でのものなどである。これらは『昭和日本語の方言 第 2 巻 四国 三要地方言 対昭

記述』（藤原 1974）に出てくるように、ありふれたことであり、この地域特有のものでは

ないと考えられる。



６．まとめ

今回の当該地域では、『昭和日本語の方言 第 2 巻 四国 三要地方言 対昭記述』（藤

原 1974）に示されていた「語音上での音節交替」、「促音添加」などの事例に当てはまるも

のは多くあった。しかし、「語音上での音節添加 ン添加」だけは見られなかった。

参考文献

藤原与一（1974）「四国三要地方言対照記述－高知県浦の内方言・徳島県平谷方言・香川県

滝の宮村方言」『昭和日本語の方言第二巻 四国三要地方言対照記述』三弥井書店



傾斜地農業



徳島県山間部における傾斜地農業に関する調査

小山龍太朗1

塩川奈々美2

１．はじめに

徳島県西部の剣山系山間地域に位置する集落では、従来、斜度 25 度以上の極急傾斜地にお

いて傾斜地農業が営まれてきた。このような急傾斜地においておこなわれる農業は重力や風雨

によって土壌流亡が引き起こされやすい環境にあることから、地球上の乾燥地や寒冷地になら

ぶ農耕限界地のひとつであるとされる。通常、急傾斜地において営まれる農業は棚田や段畑と

いった水平の農地を築くことによってその斜度に対応されるが、当該地域における傾斜地農業

は 23～35 度もの斜度を残した畑を利用してきている。農法や農具、作物を工夫することで急

傾斜地における土壌流亡の課題を克服し、持続的な農耕をおこなってきたのである。

このような特徴的な農業が営まれていることを受けて、徳島県剣山系の北面中山間地域に分

布する集落における傾斜地農業体系について聞き取り調査を実施した。本稿では「農具」「作

物」「農法」に関する各地点での調査結果についての報告をおこなう。

本調査では当該地域に住み、傾斜地農業に従事されてきた老年層の方々を対象に聞き取り調

査をおこなった。以下、表 1 に本調査にご協力頂いた方々の情報をまとめる。

表 1 傾斜地農業調査協力者一覧

傾斜地農業に関する調査の協力者については、その両親・祖父母世代のご職業についても問

い合わせをおこなった3。表 1 に示される通り、両親・祖父母の世代より農業が続けられてきた

ことがわかる。徳島県西部は「阿波葉」や「阿波の刻みたばこ」などたばこ産業で有名であっ

た時代があり、祖父母の世代でたばこが栽培されている。木頭村 B からは「父親が農業と別に

林業を始めたため、幼いころは手伝いにいったこともある。」という話も得られ、当該地域の農

業は国政や時勢にあわせて変化してきたものであることがわかる。

1 徳島大学総合科学部人間文化学科 3 年
2 徳島大学大学院総合科学教育部博士前期課程 1 年
3 木沢村については、調査協力者情報を得ていないため、問い合わせていない。

地 域 性 別 生 年 職 業 父親の職業 母親の職業 祖父母 作物

一宇村 女性 昭和15年 農業 農業 農業 農業
たばこ、こんにゃく
みつまた、麦

東祖谷山村 男性 昭和3年 農業 農業 農業 -

木頭村A 女性 昭和11年 農業 役場 農業 農業 -

木頭村B 女性 昭和15年 農業
農業
（小麦・大麦）

農業
農業

（小麦・玉蜀黍）
そば米
麹・味噌、蕎麦の麺

木沢村 男性 不明 不明 - - - -



なお、木頭村の 2 名を除き各地域において 1 名ずつからしか調査結果を得ておらず、その調

査協力者の少なさや偏りから、決して本調査結果によりみられる回答が当該地域における傾斜

地農業の特徴の全てを表しているということはできない。あくまでも一例であるという点に留

意されたい。

２．調査報告

以下では調査に対する回答結果を質問項目ごとにまとめ、概観する。

２．１ 傾斜地での農業や焼畑のやりかた

質問文は「コエグロを入れる傾斜地での農業や焼畑のやりかたについて何か知っていたらお

教えください。」とした。コエグロとは秋口に刈り取ったカヤ草を円柱状に積み上げて乾燥さ

せ、春の農耕で用いる堆肥のことを指す。東祖谷ではコエグロについて「カヤを黒にして堆肥

にする」と説明した。コエグロはカヤグロとも呼ばれることから、黒くなったカヤをコエ（肥）

にすることからコエグロの名称となったのであろうか。

調査結果から、全ての調査地点においてコエグロを用いた耕作がおこなわれていたことがわ

かった。コエグロは木頭村 B と東祖谷山村でカヤ、木沢村ではグロと呼ばれていた。どの地域

でもコエグロで通じていたが、その地域特有の名称が見受けられた。グロはコエグロの省略形

であると簡単に推測されるが、カヤは形式がまったく異なる。コエグロを指してカヤとするの

は、前述した通りコエグロがカヤによって作られることに由来するものだろう。ここにおいて

カヤの役割は、持続的な施肥効果、雑草防止、保水力、保温力、ミミズ・小虫・微生物などの

養成、生物多様性の保全など、実に多岐にわたり、その実利に則した面を採ってカヤという名

称を用いたと考えられる。

ホームページ『阿波世界農業遺産』において林博章の提言するコエグロには「「コエグロ」の

完成作品を見れば、「ソラ世界4」の人々の美意識が感じられ、芸術作品であることが理解でき

る。人々は競って芸術性を高めた。「コエグロ」は、日本原風景となる「ソラ世界」の技術を結

集した芸術作品（ジャパン・コエグロ・アート）［Japan Koeguro Clative5 Art］なのである。」と

いうように芸術面での評価がなされているが、本調査ではそのような意識を持ってコエグロを

していたという回答がなかったことからも、実利重視であったことが考えられる。

また、焼畑に関しては得られた回答が少なく、話者本人が焼畑をしたという話は確認できな

かった。一宇村では戦時中に話者の父親が焼畑をしていたといい、木沢村では「先祖代々続け

てきたが、ここ数十年やっていない」といい、伝統農法の保存の観点から焼畑をやりたい人が

いることに触れ「木さえ切ってくれたら実演も可能だが、切った木を売りに出す術も知らず、

現在生活を営むものとして採算をとることは難しい」という意見もあった。当該地域において

焼畑は盛んにおこなわれてきた農法であったようだが、現在その様子をみることは難しい。以

下に佐々木（1972）より、相馬正胤によって実施された昭和 38 年（1963 年）に焼畑の経営規

4 日本に前例がない傾斜地集落と独特な農村景観が歴史的に形成されてきた世界を指す。
5 「Clative」は「Creative」のスペルミスだと考えられる。



模についてのアンケート調査の結果を引用する。

表 2 四国山地における焼畑経営規模・地区別集落数［相馬正胤 1963 による］6

表 3 旧東祖谷山村における経営耕地面積の推移7

表 2 と、表 3 から、本調査の話者が 20 代から 30 代の頃にはすでに焼畑の経営規模に占める

割合は小さかったことがわかる。しかし、1963 年時点で祖谷に焼畑をする集落が 65 集落8ある

ということから、極端に少ないということではないということに留意したい。

２．２ 農具について

質問文は「「農具」に関する質問です。使ったことのある農具や知っている農具があれば教え

てください。」とした。以下に各農具についての設問の回答をまとめるが、農具によっては使用

場面が多岐にわたるものもあることがわかった。また、コエグロと同様に同じような道具に対

して地域特有の名称が複数あることがわかる。

基本的に当該地域における伝統的な農具の内、鍬（くわ）については同様の形状のもので刃

の数によって道具の名前が異なるようである（写真①）。刃の本数に言及した東祖谷の話者に

よれば、フタツゴは刃が 2 本、カラカギは刃が 3 本、サラエは刃が 7 本であるという。トオグ

ワという農具もあるそうだが、これに関する刃の本数はきかれなかった。また、木沢村話者も

刃の大きさや幅の広さによって名前が異なるといい、刃幅が 10cm 程度の狭いものをハセバや

ヤマグワ、広い刃幅のもので畔付け専用のものがカタビラであるという。このほかにもヒトヅ

6 1 反＝0.099174ha
7 耕地面積の単位は ha。
8 表 2 の合計数から「なし」を引くと焼畑経営集落数となる。

地域

祖谷 24 (25%) 27 (27%) 11 (11%) 2 (2%) 1 (1%) 32 (33%) 97 (100%)

宇摩 9 (21) 8 (19) 8 (19) 2 (5) 1 (2) 15 (35) 43 (100)
石鎚 3 (11) 14 (53) 2 (8) 2 (8) 1 (4) 4 (15) 26 (100)
本川 7 (24) 13 (54) 6 (21) 1 (3) 1 (3) 1 (3) 29 (100)

仁淀 34 (16) 83 (38) 43 (20) 25 (12) 16 (7) 15 (7) 216 (100)
津野 32 (29) 51 (46) 10 (9) 5 (5) 0 (0) 13 (12) 111 (100)

総計 109 (21) 196 (38) 80 (15) 37 (7) 20 (4) 80 (15) 522 (100)

計

本表は相馬正胤が四国山地の農業集落522に対し、各集落の平均農家焼畑経営規模をア
ンケート調査した結果を地区別に整理した表から、地区ごとの集計のみを抽出したもの。
（ ）内は地区ごとに各階層に属する集落数の割合を示す。

～1反 1～3反 3～5反 5～10反 10反～ なし

計 田 畑 樹園地

1960 893 427 55 353 19
1965 842 407 54 301 52
2005 161 19 1 17 0

経営耕地面積計
総農家数

農業センサス調査結果による。2005年は「農林業経営体調査市区
町村集計結果検討表」による。



メやテグワ、ツルハシといった農具の名称があがった。鍬以外にも、唐箕（トウミ）やカヤを

運ぶ際に使用するメカゴやオイダイ（写真②）についても話をうかがうことができた。

２．２．１ 鍬（すき）

質問文は「土を斜面の上にあげる鍬（すき）の一種です。こちらではどのように言いますか。」

とした9。通常「鋤
すき

」は足元の土に差すようにして土を掘り起こす道具を指し、「鍬
くわ

」は頭の上

に振り上げるようにして身体から離れた所に先端を突き刺して手前の方に引くようにして土

を掘り起こす道具を指す。しかし、本調査票では「鋤」を牛馬に引かせることで土を掘り起こ

す道具とし、「鍬」は人間の手によって土を掘り起こす道具としている。これらは、しばしば混

同して用いられる。

東祖谷山村ではサラエという回答が出ており、これは調査票の一宇村の例と合致する。しか

し、一宇村ではサラエという名称について「わからない」とのことだった。また、木沢村では

調査時に伝えたムツゴという例を「使わない」との回答は得られたが、これは設問の用途で使

う道具がないという意味だった。木頭村 A ではクワという回答が得られた。前述したとおり、

「鋤」と「鍬」に関して、違いが明瞭でないことが調査中の会話でも感じることが出来た。木

頭村 A では鋤に関しての回答にクワが出てきたことがその顕著な例ではないだろうか。

２．２．２ ジャガイモの植え付け等に使う鍬（すき）

質問文は「ジャガイモの植え付け等に使う先端のとがった鍬（すき）の一種はどうでしょう

か。」とした。例としてササバを提示している。

木沢村では例と同様のササバグワという回答が得られ、このほかイモウエやテグワを挙げた。

知識としてヒトリビキを指すものと思われる「ウシグワを人が引くやつ」があることを取り上

げたが、これについて木沢村では「使わない」と述べている。木頭村 B ではカラカギとの回答

だった。一宇村ではヒトリビキを用いて畝を作り、ササバで土寄せをするという作業の流れが

回答として得られた。一宇村の話者はこのヒトリビキについて「ヒトリビキは大きいもので、

後ろへ後ろへと引いて使う。」と説明し、ササバは「小さいもので、木の柄があって、先がとん

がったもの。前へ前へと土を掘る。」と区別している。木頭村 A では前項の「鍬」と同じ呼び

方をするという回答があり、区別が曖昧であるように見受けられる。

２．２．３ カヤを細かく切断する裁断機

質問文は「カヤを細かく切断する裁断機を、こちらではどう言いますか。」とした10。木頭村

A と木頭村 B、木沢村では「コミキリ」との回答であり、こちらの例示と大きく違わなかった。

9 「鋤」は「すき」とも「くわ」とも読むことができ、混同されやすい。本文中ではルビのとお

りとし、話者の回答に関しては「」でカナ表記とする。一宇村では「サラエ」、木沢村・西祖谷山

村では「ムツゴ」という例を質問時に伝えている。
10 「オシギリ」「コミキリ」「クサキリ」という例を質問時に伝えている。



東祖谷山村では「カイバ」という回答が得られ、一宇村話者は「昔はカイバキリといったが

現在はクサキリ」であると述べた。また、木沢村は「コミキリ」のほかに機械（コンバイン）

の導入にも触れた。農業の近代化・機械化によってこれらの道具も多様であったものが一様化

し、使われなくなっていくのかもしれない。しかし、木沢村は「少量を裁断する際は非常に便

利である」として、「コミキリ」を現在も使用している11。高齢化による身体的負担が増えるこ

とにより機械の導入が進められる中、その一方で伝統農具を適材適所活用しているようである。

２．２．４ 人力で引く鋤（すき）

質問文は「人力で引く鋤（すき）12は、こちらではどのような鋤がありますか。呼び方など

を教えてください。」とした13。

東祖谷山村ではサラエ、木頭村 A ではスキグワという回答が得られた。これらは既に質問し

た農具の呼び方と重複するものであり、使い分けが曖昧であることがわかる。同様に、「機械を

導入しているのでわからない」という回答や、「見たことはあるが詳細はわからない」といった

回答が残りを占めた。その一方で、一宇村では２．２．２の設問14においてヒトリビキを用い

るとしている。また木沢村の話者からはウシングワという牛が引く鋤を取り上げ、ヒトリビキ

については「人が引く用のウシングワ」といった説明がなされた。話者はヒトリビキについて

木沢村内では「使っている人をみたことがある」程度の道具であり、木沢村内にみるのは珍し

く、祖谷地方で使う道具であるという印象があるという。

２．３ 作物について

質問文は「「作物」に関する質問です。この地で採れる作物や知っているものがあれば教えて

ください。」とした15。表 4 は各地点での話者の回答から作成したものである。木頭村 A と木頭

村 B によると米農家は数件しかないとのことである。また、談話中においても痩せた土地での

農業として、アワ、キビなどが例示されていた。木沢村では「ほうき草を作る」とのお話も得

られた。これは家庭や農業で使用する箒を作るために使用する植物だという。

設問のとおり、「この地で採れる作物」という質問に対する回答であり、農産物として出荷し

ている、または出荷していた換金作物以外にも、家庭菜園など小規模で家庭向けに栽培されて

いたものも含まれている。また木頭村 B によると、表 4 のような作物の例が得られたものの現

在ではほとんどがユズ畑に変わったとのことだった。このように、設問中に具体的な時期の指

定がなかったため、全ての地点の回答において、現在採れる作物の状況と大きく異なっている

可能性がある点に留意されたい。

11 鍛冶屋がいなくなったことで、コミキリの生産者がいないという。
12 調査票より引用。２．２．１と同様。
13 ヒトリビキという例を質問時に伝えている。
14 芋を植え付けるときに使うものとして述べられたが、ヒトリビキであると判断した。
15 ジャガイモ、シコクビエ、タカキビという例を質問時に伝えている。



表 4 各地域で採れる作物16

２．４ 農法について

質問文は「「農法」に関する質問です。この地の農法について知っていることがあれば教えて

ください。」とした。２．２と同様に、得られた回答にはばらつきが見受けられる。一方で、あ

る項目においては、各地点における差異が極端に小さいという例もみられた。

２．４．１ 農法に関する動作等の呼称

質問文は「カヤを積み上げたもの17、土を上げる動作18、コエを蒔くことや動作について知っ

ていることがあれば教えてください。」とした。

まずは、「カヤを積み上げたもの」について概観する。これは２．１の設問と重複する内容で

もある。木頭村 A ではコエグロを作るスケジュールについての回答が得られた。それによる

と、9 月に刈った草を束にしたものを立てて乾かし、それらを春先（3 月頃）に土壌に敷いた

り、土中に埋めたりすることで草肥として使用しているということであった。

次に「土を上げる動作」について概観するが、前述のとおり土中にカヤを埋めることを木頭

村 A ではウメウチと言う。さらに、木頭村 B では土を上げる動作としてウメウチがおこなわ

れているという。両方とも「カヤを埋める」「地表を埋める」という点では同じだが、明らかに

違う動作を指し示していると考えられる。それ以外の話者からは動作に対する呼称に関する話

を確認することはできなかったが、木頭村 B と木沢村では機械で土を上げるという回答が得ら

れた。コエを蒔くことについては、後述する「施肥」にて概観する。

２．４．２ 播種について

質問文は「播種について知っていることがあれば教えてください。」とした。木頭村 A にお

いて「溝に種を蒔く」、木沢村では「手蒔きである」という回答が得られた。東祖谷では「時期

16 『日本国語大辞典 第二版』より、方言で答えられた植物名を共通和名で表記している。
17 コエグロ、グロという例を質問時に伝えている。
18 「サカグワを入れる」という例を質問時に伝えている。

イネ アワ キビ シコクビエ モロコシ ソバ トウモロコシ ユズ

一宇村 ○ ○ ○ ○ ○
東祖谷山村 ○

木頭村 ○ ○
那賀町 ○ ○ ○
木沢村 ○ ○ ○

ナスビ ピーマン キュウリ ダイコン タマネギ ゴーヤ シシトウ

一宇村
東祖谷山村 ○ ○ ○

木頭村 ○ ○ ○
那賀町 ○ ○ ○
木沢村

アズキ ダイズ ハクサイ ナスビ ジャガイモ サツマイモ サトイモ

一宇村 ○ ○ ○ ○
東祖谷山村 ○ ○ ○

木頭村 ○ ○
那賀町 ○ ○ ○
木沢村 ○ ○ ○



によって蒔く種が異なる。」とし、また白菜やナスといった作物については種から育てること

をせず「苗を買ってきて植えている」という。

２．４．３ 除草について

質問文は「除草について知っていることがあれば教えてください。」である。

回答に地域差は見られず、全体的に除草剤を使うことや草刈機を使うとのことだった。当然、

狭い範囲では手作業である。東祖谷の話者は「除草剤は使う。ただし食物を育てる場合は、種

のときだけにしか使わず、芽が出て以降は使用しない。」という。

２．４．４ 施肥について知っていることがあれば教えてください。

質問文は「施肥について知っていることがあれば教えてください。」とした。

木沢村と木頭村 B では化学肥料の使用と鶏糞を肥料として使うという回答を得た。また木頭

村 A でも鶏糞を使用するという回答があった。コエグロ（カヤ）を肥料として使うという回答

は東祖谷山村と木頭村 B で見受けられた。

またコエグロとは異なるが木沢村でも「腐葉土を使用する」という回答がある。これらは化

学肥料や動物性の肥料である鶏糞や牛糞とは異なり、周囲の植物を発酵させたものである。

その地で栽培している作物への適性や土地との相性もあるという点から一概に地域と施肥

の関係を見出すことは難しいが、伝統的な農法においては周囲の環境にある豊富な資源を有効

活用していたのではなかろうか。

２．４．５ 収穫について

質問文は「収穫について知っていることがあれば教えてください。」とした。

一宇村からはイモ類を収穫することをホイコムと言うこと、ソバは「唐竿で叩いて脱穀する」

という回答が得られた。一宇村ではジャガイモやサツマイモの収穫に関する説明がなされた。

ジャガイモは大きさによって、家庭用と換金作物用とに選別する。一方、サツマイモについて

は、収穫した芋を洗って、切り、それらに穴をあけて湯に通して収穫をおこなうという。

２．４．６ 土地の種類について

質問文は「土地の種類について、ヒノジ（南斜面）・カゲジ（北斜面）について知っているこ

とがあれば教えてください。」とした。

各話者の談話から、それぞれの地で南斜面をヒノジ、北斜面をカゲジと称することがわかっ

た。当然のことながら、南側の斜面は日当たりがよく、作物の栽培に適している。一宇村は斜

面の日当たりに合わせた作物を植えるとして、「サツマイモはヒノジに、ジイモ（サトイモ）や

コエは日陰に植える」とのことである。



２．４．７ 採草地について

質問文は「採草地について知っていることがあれば教えてください。」である19。

木頭村 A と木沢村で最近はスギを植えてなくなったという話があった。木沢村話者によると

「かやぶき屋根の時代は共有地（カヤバ）が存在したが、今現在はなくなった。（そのため）こ

の頃はカヤ集めがとても大変」だという。またシタギというカヤを刈る専用の野が存在し、穂

が出てから刈り取り、一年中堆肥として使える場所であったそうである。

また、東祖谷山村ではコエグロに使うカヤはどこにでも生えるために採草地という区切りは

なかったという回答が得られた。木頭村 B では反対に、共有地ではなく個人の区画があったと

いう回答が「陣地」という言葉で表現されていた。

国の方針によって戦後急激に人工林を拡大させたため、当該地域においても国の政策に合わ

せて畑にスギを植える農家が多くあった。また、木沢村話者によると化学肥料や耕運機の開発

と普及によって、牛を用いた伝統農法は次第におこなわれなくなり、牛を飼育する農家が減っ

たため、カヤバの必要性が縮小していったという。

２．４．８ 焼畑について

質問文は「焼畑について知っていることがあれば教えてください。」とした20。

２．１での概観のとおり、現在焼畑をしている地域はなかった。明確にいつからおこなわれ

なくなったかということについては、木頭村 A では戦後からという回答が得られた。また、木

頭村 A では焼畑に使用していた土地にはスギを植えたということである。その理由として、戦

中・戦後の木材需要に対しての政策があり、民有地にスギを植えると補助金が得られるという

政策が後押しし、前述のとおり採草地・焼畑に使用された土地でスギが植えられたようである。

３．おわりに

回答が得られた地域・話者数ともに決して多いとは言えず、統計的な分析をすることは叶わ

なかった。しかし、統計分析では見落としてしまうような事柄の背景などを取り上げることが

出来たのではないかと思う。本報告は前述のとおり、徳島県剣山系における傾斜地農業体系に

ついての聞き取り調査よりおこなっているが、本書の方言談話資料とともに見ていただくこと

で相互の内容のフォローになりえるものと考える。
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調査地風景

写真① 伝統的な農具

刃の幅や形、本数により名称が異なる。

写真② オイカゴ

カヤを運ぶ際に背負う。



編集後記

日本中で少子高齢化社会が叫ばれる中、農山村での過疎化・限界集落化が顕著となって

きたわけだが、日本創成会議・人口減少問題検討分科会の推計によると、「消滅可能性」の

ある自治体は全国 896 自治体であるそうだ。そうした中、そこに確かに存在し生活してい

た人々の記憶や記録というものも消滅の危機に瀕している。

今回調査対象地域となった徳島県西部もまた、過疎化・限界集落化が進み、そこでの暮

らしや方言、文化を伝えることの出来る人たちは年々減少している。それを受け、本年度

のこの FS 調査（フィールドステーション調査）を実施するに至った。

FS 調査、特に方言を含む談話資料収集においては、昨年度の経験が大いに生かされた。

年齢の大きくかけ離れた初対面の話者とのコミュニケーションのコツや調査の段取り、関

係各所との連絡など全て先輩が残してくれ、我々に授けてくださったものだ。さらに、徳

島大学岸江信介教授、内藤直樹准教授、高知大学の岩城裕之准教授をはじめとする先生方、

大学院生の諸先輩方からは惜しみないご助言、ご助力を今年も賜った。この場を借りて、

厚く御礼申し上げる。

また、FS 調査にあたり、調査対象地域の方々から多大なるご支援、ご協力を賜ったとい

うことを忘れることはできない。我々が地域に赴いた際、心温かく調査の手助けや言葉や

文化に関する手ほどきをしてくださったことに対する感謝の思いは筆舌に尽くし難いが、

心より感謝申し上げる。また、調査対象地域における教育委員会の担当者の皆様、調査地

点となった各公民館、施設の職員の皆様には、貴重な時間を割いて頂き、大変お世話にな

った。

最後に、この報告書を作成するにあたりお世話になった全ての皆様にお礼を申し上げ、

これを編集後記とさせていただく。

（小山龍太朗 記）
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「地域の持続的発展に資する機動型臨地教育／研究拠点の形成」研究成果報告書 

徳島県西部ふるさとことば 

－方言談話資料を中心に－ 
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