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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 

 
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、日本語学研究室の学生ととも

に阿南市から海陽町までの各集落を訪れ、各地の地元の方々と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った。今回は調査地各地までの距離が近いということもあり、ほ

ぼ日帰りの調査が何日も続いたわけであるが、遠方の地でのフィールドワークを今後計画

し、本格的な FS 調査を展開する良い経験となった。 

今回の調査では、各地の話者の方々に徳島県南部を襲った過去の津波の被害状況をはじ

めとして津波にまつわる言い伝えや伝説などを話題の中心とした方言談話を収録し、これ

を文字化するという計画を立てた。この企画には主に 2 つの目的があった。 

一つは、今世紀末までには必ず起きるとされる南海大地震は東日本大震災に匹敵するほ

どの規模であると言われており、地元の人々が子供時代に実際に体験した地震や津波の記

憶を思い出してもらい、文字化しておくことは意義深いことであるからである。本年度、総

合科学部の地域調査演習 D（担当：高橋晋一教授）では美波町木岐における津波防災とまち

づくりに関する調査を実施、その成果を「災害とともに生きる」というテーマで学生 15 名

と共に美波町木岐で報告会を開催したが、ともに「機動型臨地教育（フィールドステーショ

ン）」の成果として位置づけることができよう。 

もう一つは、徳島県南部の方言の談話についての文字化の重要性である。すでに徳島県南

部の方言に関しては国立国語研究所編（2003）『ふるさとことば集成 第 16 巻 香川・徳

島』および小野米一編（2001）『徳島県阿南市における談話生活』、同（1999）『徳島県日和

佐町の生活語』など、すでに談話資料が公刊されているが、当報告書の特色は阿南市から海

陽町に至る各地での談話収録と文字化を行ったという点に尽きる。阿南市
あ な ん し

では辰巳
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といった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 26 年 3 月 2 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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調査概要 

調査にあたっての準備と経過 

本報告書は、平成 25 年度徳島大学総合科学部地域創生学科専門科目「日本言語演習Ⅰ」

の受講生と日本語学研究室に所属する学生（TA、院生、及び留学生）が 2013 年 10 月から

2012 年 12 月にかけて実施した徳島県南部における方言談話の収録調査の記録である。 

各地域の教育委員会、公民館、老人会などに照会し、地元の歴史に詳しく、かつそれぞれ

の土地生え抜きの方をご紹介いただいた。なお、生年は原則として昭和 18 年以前とした。 

上記の授業では、本報告書の作成に向けて徳島県南部方言の語彙・文法・待遇表現に関す

る知識を深めることから始め、談話資料の文字化および分析へと作業を進めた。今回の調査

の目的はあくまでも方言談話の分析だが、その話題を各地とも地震や津波の経験談とした。

そうすることにより、県南各地で過去の地震や津波に関する貴重な話を収録し、文字化する

ことができた。 

受講生各々が担当する地域を決めた後、各自が担当地域の談話資料を作成し、各地方言の

特色について執筆することを目指した。 

 

調査目的 

調査対象地域である徳島県南部は、1946 年 12 月 21 日に発生した昭和南海地震と、それ

に伴って発生した津波により、海岸地域において多くの死傷者を出し、家屋の倒壊や船舶の

喪失など甚大な被害を受けた。また時代を遡ると、江戸時代後期に安政の大地震などによる

津波の被害も大きく、徳島県内には過去の南海地震に関する各地の被害の様子を知ること

ができる古文書が数多く残されている。各地域では当時の最高潮位を示す石碑が建てられ

ていたり当時の被害を詳細に覚えている人のインタビューを資料として残していたりと、

災害の記憶を未来に伝える活動がなされている。津波に関しては南海地震のほか、1960 年

に起きたチリ地震による津波被害の話を聞くこともできた。 

2011 年の東日本大震災時には、この地域一帯に大津波警報が出されていながらもそれを

受けて実際に避難した住民の割合はとても低かったようである。 

近々発生するとされている南海トラフによる大地震でも甚大なる被害が出ることが予想

されている。震災が来る前に過去の記憶を辿ってもらい、談話テキストとしてその記憶を書

き残すことが重要なのではないかと考え、本調査を実施するに至った。本取り組みでは、以

下の 3 つの柱を目標として据えることにした。 

 

１．地域の持続的発展に資する機動型臨地教育の実践。 

２．徳島県南における昭和南海地震の震災体験に関する談話録音を実施して、それを収録し、

震災の体験の記録保存や継承を行う。 

３．徳島県南の談話からみられる方言基礎資料を作成する。 

 



調査地点 

対象とした地域は徳島県南部の内、阿南市と海部郡の計 12 地点である。詳細な地点名

をまとめたものが図 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。

 
図１ 「調査地点図」 



調査日程及び調査者 

調査を行った期間、及び、調査者は以下の通りである。 

 

調査員所属：徳島大学 

調査員：（ 教 員 ）岸江信介 

（ Ｄ ３ ）清水勇吉 

（ Ｄ １ ）峪口有香子 

（ Ｍ ２ ）林琳 

（ Ｍ １ ）王適 

（ 研 究 生 ）張靖、張雷、馬浩博 

（交換留学生）ビル・ハマーストランド 

（ Ｂ ４ ）小笠原都子、久保博雅、齊藤雅、澤周作 

塩川奈々美、藤田千晶、森岡裕介 

（ Ｂ ３ ）岡智美、小山龍太朗、先谷香保、高木美和、福島優也 

（社会人ボランティア）川上秀人、田村貞夫 

（元徳島大学学生）２名 

（香川県話言葉研究会会長）島田治 

 
調査方法 

調査場所として公民館等の施設を借り、話者数名に集まってもらい、自然談話を中心に IC

レコーダーとビデオカメラで録音・録画をしながら調査を行った。談話の主な話題は昭和南

海地震やチリ地震の際に体験した津波被害に関する内容である。 

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抑えられ、共通語や敬語ばか

日開野町 話者宅 2002年1月12日

見能林町 見能林公民館 2013年8月2日
橘町 橘町住民センター 2013年10月31日
椿泊町 話者宅 2013年10月5日
椿町 椿公民館 2013年10月5日
阿部 阿部公民館 2013年11月4日

西ノ字 由岐公民館 2013年10月24日
日和佐 日和佐公民館 2013年10月24日
木岐　 話者宅 2002年1月（日付不明）
浅川 阿波海南文化村いきいき館 2013年10月19日
宍喰 宍喰ドリーム館 2013年10月20日

海部郡牟岐町 川長新光寺 海の総合文化センター 2013年10月6日

収録年月日

表1　調査地点情報

阿南市

海部郡美波町

海部郡海陽町

地点名 談話収録地



りを用いた談話になることが予想されたため、基本的に話者同士で談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。 

 
話者情報 

談話収録を行った各地の話者の総計は 41 名である。 

 

 
 

M 大正15年09月 無回答 無回答

F 昭和03年10月 無回答 無回答

M 昭和06年09月 なし 農業

F - なし -

F - なし -

F - なし -

F - なし -

F 昭和06年10月 なし 無回答

M 昭和14年02月 なし 建設業

M 昭和15年04月 なし 教員

F 無回答 無回答 無回答

F 無回答 無回答 無回答

F 昭和15年02月 なし 無回答

F 昭和07年12月 なし 市役所職員

F 昭和08年02月 なし 公民館職員

M 昭和11年12月 広島6年 教員

M 昭和11年12月 なし 海運業

M 昭和12年01月 なし 製菓業

F 昭和05年06月 なし 無回答

F 昭和12年04月 なし 家事

M 昭和11年01月 なし 農業

M 昭和14年03月 旧満州6年 農業・公民館長

M 昭和04年02月 香川11年 無回答

性別 生年月 職業外住歴

椿町

中林町

福井町

津乃峰町

大潟町

生育地

見能林町

阿南市

辰巳町

大原町

橘町

椿泊町



 
談話収録のための質問事項 

昭和 21 年に徳島県で起きた南海大地震のお話についてお聞きします。 

1．地震が起きる前に身の回りで何か変わったできことはありましたか。（動物がいなくなった。異常気

象。井戸の水が枯渇した等） 

2．震災直後、身の回りでどんなことが起こりましたか。 

3．震災後、人々の生活はどのような様子でしたか。（食料はどうだったか。火や水はどうだったか等） 

4．震災後、何か自然（海、魚、川、山、動物など）に関して変化や現象はありましたか。（魚が減少し

た。海で大きな光をみた。震災前には見たこともない動物が増えた。） 

5．地震に関する言い伝えなどはありますか。 

6．震災に関して、身の回りで地震の教訓を活かした取り組みなどはありますか。 

7．大地震のときの、なにか言い伝えなどありますか。 

M 昭和13年08月 京都5年 団体職員

M 大正14年07月 長崎・中国（年不明） 公務員

F 昭和11年07月 なし 公務員

F 昭和11年04月 なし 海女

F 昭和08年05月 なし 海女

F 昭和04年12月 なし 主婦

M 昭和09年02月 大阪2年 会社員

M 昭和12年01月 なし 教育公務員

M 昭和11年07月 なし 漁連

F 昭和08年01月 なし 無回答

M 無回答 無回答 無回答

F 無回答 無回答 高校生

F 昭和20年09月 なし 会社員

F 昭和14年10月 なし 公務員

M 昭和15年04月 旧満州約5年 無回答

M 昭和18年12月 なし 無回答

中之島 M 昭和10年10月 愛媛2年・香川1年 公務員

宮の本 M 昭和15年08月 大阪6年 無回答

宍喰

木岐

海部郡

浅川

生育地 性別 生年月 外住歴 職業

美波町

海陽町

牟岐町

阿部

西の地

日和佐



談話収録風景 

 
 

 



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〕 

 

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 



 

徳島県阿南市 



阿南市の概観 

阿南市は徳島県の東部の中央海岸線に位置している。昭和 29 年から 33 年にかけて 12 か町村

による合併、編入が行われ、昭和 33 年 5 月 1 日、富岡町と橘町の合併により阿南市が発足した。

現在の市域は平成 18 年 3 月に、那賀川町、羽ノ浦町が編入したことにより形成された。城下町で

あった富岡町周辺には中心市街地があり、阿波 3 港のひとつとして栄えてきた橘港を擁する橘町

には、副都心的市街地がそれぞれ形成されている。東は紀伊水道、南は太平洋に臨み、北は小松

島市、勝浦町に接し、西は四国山系の東端に連なる山地と沖積平野からなっている。徳島県で最

も長い河川である那賀川は四国地方整備局 2006 年河川水質調査で「最も良好な水質」であった

ことから、清流四国一にも選ばれている。 
平成 24 年 3 月 31 日時点の住民基本台帳によると人口は、男 37,249 人、女 39,918 人の計

77,167 人であり、世帯数は 29,632 となっている。面積は平成 24 年版阿南市統計書より 279．54
平方キロメートルとなっている。昭和 39 年には新産業都市徳島地区の指定を受けており、恵まれ

た立地を活かし県南部の中心都市として発展を続けている。 

 

阿南市の自然 

阿南市の面積の 6 割は山地であるが、山地にも石門公園のようにロッククライミングのゲレン

デとして利用されている場所もあり、地理的特徴がアウトドアやスポーツに活かされている。 

阿南市を流れる那賀川や桑野川の下流域には広大な那賀平野が広がっており、県下有数の穀倉

地帯となっている。また那賀川には平成 17 年にアゴヒゲアザラシが現れ「ナカちゃん」の愛称で

親しまれていたこともあったほか、那賀川中流域には「午尾の滝」という落差 30 メートルの美し

い滝がある。 
阿南市の天候については、太平洋側に位置していることから高温多雨となっており、中でも河

川流域は特に雨が多い。那賀川流域はさることながら、桑野川流域でも集中的に雨が降ることが

あり、過去には堤防の危険水位に迫る洪水を記録している。また、強い勢力を持つ台風の経路と

なってきた歴史もある。 

 

阿南市の産業 

阿南市には青色 LED で有名な日亜化学工業株式会社があり、現在では白色 LED などを商品化

し情報メディアの更なる飛躍を目指している。また、「光のまち阿南」を全国に PR するために光

のまちステーションプラザでは LED の展示がされていたり、「恋人の聖地」として認定されてい

る牛岐城趾公園には LED によるイルミネーションが輝いていたりする。阿南工業高等専門学校

もあり、技術者の輩出も多く、このほかにも製紙業が盛んである。 

漁業の面では、鱧が日本有数の漁獲高を誇っており、鱧や阿南市で獲れた食材で作られた「あ

なん丼」が名物である。ほかにも伊勢エビやアワビが収穫されることが有名で、阿南市の民宿で

は新鮮な海鮮を使った料理が好評である。 

観光の面では、橘町には四国最東端に位置する蒲生田岬があり、室戸阿南海岸国定公園を代表

する岬となっている。天気の良い日には大鳴門橋、淡路島そして和歌山県を望むことができる。

ほかにも科学と触れ合うことができる阿南市科学センターなど、観光スポットが多くある。 

 

阿南市の災害被害 

阿南市の中でも、橘湾沿岸部での津波被害が甚大であった。「昭和 21 年 南海大地震調査報告」

（1948）によると、当該地域における被害状況は、全建築物数 1,290 戸中 1,165 戸が被災したと



されており、津波による流失や破損（全壊・半壊含む）は 299 戸、浸水被害は 933 戸と報告され

ている。船舶への被害も全船舶数 125 隻のうち、半数以上の 82 隻が流失または損壊したという

報告がなされている。 
また同報告書では椿町の被害についても報告されており、津波による建築物への被害は、流失・

全壊が 14 戸、半壊は 61 戸で、浸水被害は 266 戸とある。また、椿泊町が受けた被害は椿町に比

べ「大した被害はない」とされており、受けた被害に大きな差が現れたのは、椿泊町が港口付近

に位置しているのに対し、椿町が港首に位置していることが要因とされている。 
 
 

 
徳島県阿南市位置図 

 

参考文献・参考 URL 

阿波学会（1966）『総合学術調査報告 阿南』徳島県立図書館 
阿南市 http://www.city.anan.tokushima.jp/ （2014.2.9 アクセス） 
阿南市観光協会 きらり・あなん http://www.anan-kankou.jp/ （2014.2.9 アクセス） 
海上保安庁海洋情報部（1948）「昭和 21 年  南海大地震調査報告」『水路要報  増刊号』

http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN5/siryouko/suiro-youhou/sum%20_tokushima.pdf
（2014.3.3 アクセス） 

那賀川・桑野川 ─ 国土交通省 四国地方整備局 那賀川河川事務所 
  http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/rivers/index.html （2014.2.9 アクセス） 
日亜化学工業株式会社 http://www.nichia.co.jp/jp/about_nichia/index.html  

（2014.2.9 アクセス） 
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徳島県阿南市辰巳町方言談話資料 

 
元徳島大学学生* 

 
【収録地点】 
徳島県阿南市日開野町宮原 話者宅 
 
【収録日】 
2002（平成 14）年 1月 12日 
 
【話題】 
Ⅰ．子どもの頃の遊びについて 
Ⅱ．子どもの頃の食べ物について 
※音声データ無し。 

 
【話者】 
Ａ 男 性  1926（大正 15）年生まれ  （収録時 76歳） 
Ｂ 女 性  1928（昭和 3）年生まれ  （収録時 74歳） 
 
【調査者】 
Ｃ 男 性  1983（昭和 58）年生まれ  （収録時 19歳） 
 

                                            
*本談話資料は、徳島大学の共通教育の授業「日本語学―日本語の音声―」の一環として、当時の受講生が方言談話の収録、

文字化をおこなったものである。それを元に徳島大学大学院（総合科学教育部）博士後期課程3年日本学術振興会特別研

究員（DC2）清水勇吉が体裁を整えた。 



Ⅰ．子どもの頃の遊びについて 
 
 
1A：コドモノ コーロワナー。 
   子供の  頃はなあ。 
 

2C：ウン。 
   うん。 
 

3A：メンカシ、メンカヤシ ユーン。 
   メンカシ、メンカヤシ ［と］いうもの。 
 

4C：ン、 メンカヤシ？ （A：メンカヤシ） 
   ん、 メンカヤシ？ （A：メンカヤシ） 
 

5A：テ、 コンナ アノー カミデナー ツクッタナー（C：ウン）ムカシノ サムライノ エー 
   って、こんな あのー 紙でね   作ったね  （C：うん）昔の   侍の    絵 
 

   トカナー（C：ウンウン）ホンナン      カイタール ヤツオ ホイデナ 
   とかね （C：うんうん）そういうもの［を］ 描いてある ものを そうしてね 
 

   チャーッテ〔1〕 ヤッタラナー（C：ウン）ホイタラ  アノー ホレガ カヤッタラ 
   チャーって    したらね  （C：うん）そうしたら あのー それが ひっくり返ったら 
 

   カチ。メ メンコ    カヤッタ    ヤツ    モラエルンヨ。 
   勝ち。× メンコ［の］ ひっくり返った もの［を］ もらえるんだよ。 
 

6C：ア、 メンコ？ 
   あ、 メンコ？ 
 

7B：メンコデ   （A：メンコ） ナイ。（A：メンコデナイ）   カミデ ツクッタン。 
   メンコで［は］（A：メンコ） ない。（A：メンコで［は］ない）紙で  作ったもの。 
 

8A：カミデ ツクッタ メンカヤシ チューン。  メンカヤシ。（C：フーン） 
   紙で  作った  メンカヤシ っていうもの。メンカヤシ。（C：ふーん） 
 

9B：マルーイ、（A：ホレオ）コンナ マルーイナ。  （C：フンフン） 
   丸い、  （A：それを）こんな 丸い［もの］ね。（C：フンフン） 
 

10A：カミデ ツクッタ ヤツ。 
   紙で  作った  もの。 
 

11B：ホイテ エー カイテ アルン。 
そして 絵が 描いて あるの。 

 

12A：アンナン     ヨーケ  モッテキトッタンジャケンド、モー オマエラガ デキタトキ 
   あんなもの［を］ たくさん 持って来ていたのだけれど、 もう お前達が  生まれたとき 
 

   イランヨーニ  ナッテ ミナ ホッテシモータン。（C：フーン）ホイタラ、 （C：ウン） 
   いらないように なって 全て 捨ててしまった。 （C：ふーん）そうしたら、（C：うん） 
 

   コマ ギ ベーゴマ ッチュウンカイ、ナンチュウン（C：ウン）カイナ。カネバエ。 
   コマ × ベーゴマ っていうのか、 なんていうの（C：ウン）かな。 カネバエ。 
 

   ジーチャンヤ コドモノ ジブンワナ、（C：ウン）カネバエ カネバエ イヨッタン。 
   じいちゃんが 子供の  時分はね、 （C：ウン）カネバエ カネバエ ［と］言っていた。 
 

13C：カネバエ？（A：カネ カネ） 
   カネバエ？（A：カネ、カネ） 



14A：イモノデ ツクッタールナ。（C：ウン）バエヤテ     ホレオナ アノー＊ ホンナ 
   鋳物で  作っているね。 （C：ウン）バエと［言って］ それをね あのー＊ そんな 
 

   バケツノ ウエーナ シート    ヨーナン    チョット（C：アーアー）シーテナ 
   バケツの 上にね  シート［の］ ようなもの［を］ちょっと（C：あーあー）敷いてね 
 

   ホテ  コヤッテ  ヒョコヒョコッテ マーシテナ。（C：ウン）ホレ、カネノ 
   そして こうやって ヒョコヒョコって 回してね。 （C：うん）それ、金属の 
 

   ナンジャケンナ（C：ウン）コー ヨッテキテ カッチーン カッチーンテ  アタルンジョ。 
   なんだから  （C：うん）こう 寄ってきて カッチーン、カッチーンって 当たるのだよ。 
 

  （C：ウンウン）ホテ  ホレガ カチーンテ  アタッテ ホノ イレモンカラ、イレモン 
  （C：うんうん）そして それが カチーンって 当たって その 入れ物から、 入れ物 
 

   タッテ    ボンカラ ナニー× ソトニ トビデタラナ（C：ウン）ホレオ バエ、 
   と言ったって 盆から  なにー× 外に  飛び出たらね（C：うん）それを バエ、 
 

   モラエルン     バエト イヨッタン。  ｛笑｝ 
   もらえるもの［を］ バエと 言っていたんだ。｛笑｝ 
 

15C：ンー＊ ベーゴマ？ 
   んー＊ ベーゴマ？ 
 

16A：ベーゴマ ッチューンデ    ナインジョ。 
   ベーゴマ っていうので［は］ ないのだよ。 
 

17C：ッテユーンデモ ナイン？ 
   っていうのでも ないの？ 
 

18A：ジーチャンヤ コドモノ ジブンワ カネバエ カネバエ イヨッタンヨ。     ウン。 
   じいちゃんが 子供の  時分は  カネバエ カネバエ ［と］言っていたのだよ。うん。 
 

19B：カネデ デキトッタンナー。 
   金属で できていたのだよねえ。 
 

20A：イモノヨ。 
   鋳物だよ。 
 

21B：カネジャワ。 
   金属だわ。 
 

22A：イモノデ。（C：ウン） 
   鋳物で。 （C：うん） 
 

23B：チーント  ソトニ トビデルンナー。 
   チーンって 外に  飛び出るのだよね。 
 

24C：ホカニワ？（A：アン？）ホカニ。 
   他には？ （A：あん？）他に。 
 

25A：ホカニワ オマエガ ナンゾデ イエダー。｛笑｝（C：ウーン）ホレカラ アノー＊ 
   他には  お前が  何かで  言えば。 ｛笑｝（C：ウーン）それから あのー＊ 
 

   ジーチャンヤ ショー   ジブンワ トッカン トッカン ユーテナ。   センソーゴッコ 
   じいちゃんが やっていた 時分は  トッカン トッカン ［と］言ってね。戦争ごっこ 
 

   ミタイナン    トッカンヤテ   ホタラ   オマエ タンボノ ナカカラ タンボ 
   みたいなの［を］ トッカンと言って そうしたら お前  たんぼの 中から  たんぼ 
 



   ア＊ アイトートコ ダッタラナ。（C：ウン）タンボノ ナカ  ハシリマーッテ ホテ 
   あ＊ 空いている所 だったらね。（C：うん）たんぼの 中［を］走り回って   そして 
 

   ホヤッテ ナニ＊ コドモノジブン  アソンダリショッタン。ホテ  ムコテノ テキジン 
   そうして なに＊ 子供の時分［に］ 遊んだりしていたんだ。そして 向こうの 敵陣［の］ 
 

   ナカイ チャーッテ ハイッタラ ホイタラ  カチ ヨーナンナンダッタン。 
   中に  チャーって 入ったら  そうしたら 勝ち みたいなのだったんだ。 
 

26C：ンー エッ ドン イヤ イマイチ ヨーワカランノヤケド、 エッ タン タンボンナカデ。 
   んー えっ ×× いや いまいち よくわからないのだけど、えっ ×× たんぼの中で。 
 

27A：＊＊＊ ドーロ ダッタラ セバイデー。（C：ウン） 
   ＊＊＊ 道路  だったら 狭いだろう。（C：うん） 
 

28C：イヤ ンナケン、タトエバナ タンボンナカデ ジンチトカ カイテ ホコニ ハシッテイクン？ 
   いや だから、 例えばね  たんぼの中で  陣地とか  描いて そこに 走って行くの？ 
 

29A：オルンヨ、 ホコニ ヒトリ＊ ヒトリ フタリ ジンチ、ホンドオ マモットンガ 
   いるんだよ、そこに 一人＊  一人  二人  陣地、 本土を  守っているのが 
 

   （C：ウンウン） ホイタラ  ホカノワ モー＊ ナニー＊ ホーダッタノー？ 
   （C：うんうん） そうしたら 他のは  もう＊ なにー＊ そうだったな？ 
 

30B：ホレワ シタコト    ナイケン シラン。 
   それは したこと［が］ ないから 知らない。 
 

31A：ホテ  アノー＊ オー＊ オヤエテ  ホテー＊ ナニシテ＊ ホテー＊ ホンナカエ 
   そして あのー＊ おー＊ 追いかけて ほてー＊ なにして＊ ほてー＊ その中に 
 

   ジンチナカエ  トビコンデイタラ  カチヨ。 （C：ウーン）デアッタダート 
   陣地［の］中に 飛び込んでいったら 勝ちだよ。（C：うーん）だっただろうと 
 

  オモウンジョ。｛笑｝モー オマエ ゴジューネンモ ロクジューネンモ ナンノニ 
   思うんだよ。 ｛笑｝もう お前  五十年も    六十年も     なるのに 
 

   ワセテモトルワ。 
   忘れてしまっているよ。 
 

32C：ホンデモ イマイチ チョット ワカリニクインヤケド。（B：＊＊＊） 
   それでも いまいち ちょっと 分かりにくいんだけど。（B：＊＊＊） 
 

33A：ホラ  オマエラ   シタコト   ナイケン。 
   それは お前達［は］ したこと［が］ないから。 
 

34C：ウン。バーチャンノ ホーワ？ ナンカ （B：バーチャン） コドモンコロ＊ 
   うん。ばあちゃんの 方は？  なにか （B：ばあちゃん） 子供の頃＊ 
 

35B：バーチャンワ カンケリヤユーテ  ショッタナア。（A：カンケリモ ショッタヨ） 
   ばあちゃんは 缶けりなんか言って していたねえ。（A：缶けりも  していたよ） 
 

   カン。（A：カン） 
   缶。 （A：缶） 
 

36C：カンケリカ。 
   缶けりか。 
 

37A：カン  コヤーテ  オイトイテナ（C：ウン）ホテ  ミナ  カクレトンヨ。  （C：ウン） 
   缶［を］こうやって 置いておいて（C：うん）そして みんな 隠れているんだよ。（C：うん） 
 



   ホテ  カンノ バンガ オルンヨ。 （C：ウン）ホテ  ホレガ チト   コチ 
   そして 缶の  番が  いるんだよ。（C：うん）そして それが ちょっと こっち［に］ 
 

   コー＊ サガシニ キトー  ジブンニ カサカサー     ハシッテッテ カンガ 
   こう＊ 探しに  来ている ときに  カサカサー［って］ 走っていって 缶を 
 

   クワーンテ  ケルンヨ。 （C：ウン）ホタ    ケッタラ ホノ バンショー  
   クワーンって 蹴るんだよ。（C：うん）そうしたら 蹴ったら その 番［を］している 
 

   モンガナ（C：ウン）ホレオ マタ カン モッテキテ ホコイ オクンヨ。 （C：ウン） 
   人がね （C：ウン）それを また 缶を 持ってきて そこに 置くんだよ。（C：うん） 
 

   ホテ  マ マタ アノ＊ サガシニイクデー？（C：ウン）ホタ    スイタトコ 
   そして × また あの＊ 探しに行くだろう？（C：うん）そうしたら 空いたところ［を］ 
 

   マタ カーンテ  ホテ  ダレソレ ダレソレ ナニー＊ ケラント アシオ カンオ 
   また カーンって そして 誰それ  誰それ  なにー＊ 蹴らずに 足を  缶を 
 

   ｛手を叩く音｝チャーット アシデ チャーント｛手を叩く音｝コー フミツケトッテナ 
   ｛手を叩く音｝チャーって 足で  ちゃんと ｛手を叩く音｝こう 踏みつけておいてね 
 

   （C：ウン）ダレソレーッテ ナマエ   イワレタラ ホレガ モー アカンノヨ。 
   （C：ウン）誰それって   名前［を］ 言われたら それが もう ダメなんだよ。 
 

   （C：ウン）ホイツワ アカンノヨ。 
   （C：うん）そいつは ダメなんだよ。 
 

38C：ホレワ マー サイキンデモ ショーヒト    オルシナー。イヤ サイキンワ オラン 
   それは まあ 最近でも   している人［は］ いるしねえ。いや、最近は   いない 
 

   カモシレンケド。  ウン＊ ルールワ シットーケド。 
   かもしれないけれど。うん＊ ルールは 知っているけれど。 
 

39A：ホンナ アソビ   ショッタヨ。 
   そんな 遊び［を］ していたよ。 
 

40C：ウン。 ホカニ。 
   うん。 他に［は何かある？］ 
 

41A：バーチャン＊ 
   ばあちゃん＊ 
 

42B：イヤー＊ ホ ホカニッテ ユータッテ（A：オマエラホンナ）ドッチボールヤ 
   いやー＊ × 他にと   言ったって（A：おまえ達そんな）ドッジボールなんか 
 

   ショッタダロ。 
   していただろう。 
 

43A：ホンナンワ  ヒロイトコデ  ナカッタラ デケンデー。  （B：＊＊＊） 
   そういうのは 広い所で［は］ なかったら できないだろう。（B：＊＊＊） 
 

44B：アノ＊ コーミンカンノ コーデーデヨ。ショッタデー。 ナ？  ボール    モッテ。 
   あの＊ 公民館の    校庭でだよ。 していただろう。なあ？ ボール［を］ 持って。 
 

   ホテ、 
   そして、 
 

45A：モーチョット オッキョイ コエデ イワナンダラ オマハンワ（B：＊＊＊）コエガ。 
   もう少し   大きい   声で  言わないと  おまえは （B：＊＊＊）声が。 
 



46B：ゴムトビヤ   ユーテナ アノ＊ コンナ ワ（A：ナワトビジョ）ゴムトビ。 
   ゴムトビなんて 言ってね あの＊ こんな 輪（A：縄跳びだよ） ゴム飛び。 
 

47A：ウンウンウン ヒッパットッテ  ホテ  チャーット。 
   うんうんうん 引っ張っておいて そして チャーッと。 
 

48B：ホンナンオ  イッパイ コー ツナギアワセテナ。アノ＊（C：ウンウン）ワゴムオナ。 
   そういうのを いっぱい こう つなぎ合わせてね。あの＊（C：うんうん）輪ゴムをね。 
 

   ホテ  ホンナン     シタリ ショッタケンドナ。 （C：ウン） 
   そして そういうの［を］ したり していたんだけどね。（C：うん） 
 

49A：オマエラ コンナ オジャミヤ   ショッタンダロ？ 
   おまえ達 こんな オジャミなんか していたんだろう？ 
 

50B：ショッタデー。  カクレンボモ シテ アレ＊ ショッタデー。 
   していたじゃない。かくれんぼも して あれ＊ していたじゃない。 
 

51A：カクレンボヤ   イマデモ ショルワノー。 
   かくれんぼなんか 今でも  しているよね。 
 

52C：ウン。カクレンボワナー。 
   うん。かくれんぼはね。 
 

53B：ンナケド ムカシモ ショッタデー。  ナー。（A：ウン）（C：ウーン） 
   だけれど 昔も   していたじゃない。ねえ。（A：うん）（C：うーん） 
 

54C：サッキ オジャメカ ナンカ ユーテナカッタ？  
   さっき オジャメか なにか 言ってなかった？ 
 

55A：バーチャンニ キケダー。 
   ばあちゃんに 聞きなよ。 
 

56B：オジャミテ  アノ＊ 
   オジャミって あの＊ 
 

57C：オジャミ？ オジャメ？ ドッチ？ 
   オジャミ？ オジャメ？ どっち？ 
 

58B：オジャミジャ。（C：ミ？）ミージャ。ウン。 
   オジャミだ。 （C：ミ？）ミだ。  うん。 
 

59 A：コンナ ナニー＊ アノー＊ 
   こんな なにー＊ あのー＊ 
 

60B：ヌノデ ヌーテ。 
   布で  縫って。 
 

61A：ヌノデ ヌーテ ナ ナカエ アノー＊ 
   布で  縫って × 中に  あのー＊ 
 

62B：マメサンヨ、イレテナ。 
   豆だよ、  入れてね。 
 

63A：ナンヤ イレテ ホテ。 
   なにか 入れて そして。 
 

64B：イマデモ ウイヨーワ。 
   今でも  売っているわ。 
 



65A：＊ナンヤ  ホンナコト    ユーテ ナンヤ ショルワ。 ジーチャン ホンナン 
   ＊なんだか そんなこと［を］ 言って なにか しているよ。じいちゃん そういうの 
 

  シタコトナイ＊ 
  したことない＊ 
 

66B：イマデモ（C：ヨーワカラン。 エ？）ウイヨーヨ。 
   今でも （C：よくわからない。え？）売っているよ。 
 

67C：エ？ ンー＊ ンナケン ボールノ ヨーナン     ツクルン？ 
   え？ んー＊ だから  ボールの ようなもの［を］ 作るの？ 
 

68B：チャ チャウワ。 コノグライノナ マルイナ（C：ウン） ホ ホレオ ノ コナ  ヌノデ 
   ×× 違うよ。  このぐらいのね 丸いね （C：うん）× それを × こんな 布で 
 

   ヌーンヨ。  ヌーテナ（C：ウン）ホンナカ アノ＊ メ マメサン＊  イレテ（C：ウン） 
   縫うんだよ。 縫ってね（C：うん）そのなか あの＊ × 豆さん［を］ 入れて（C：うん） 
 

   ナー？ ヒタラ   フクラムデー。（C：ウン）ホテ  ホレオ コヤッテ  コヤッテ 
   な？  そうしたら 膨らむだろう。（C：うん）そして それを こうやって こうやって 
 

   シテ シタリ ミッツデ シタリシテカラナ（C：ウンウン）ホテ   アソブン。 
   して したり 三つで  したりしてね  （C：ウンウン）そうして 遊ぶんだよ。 
 

69A：コヤッテ  コヤッテ  コヤッテ。 （B：オイトト）バーチャン＊ ジョーズナン。 
   こうやって こうやって こうやって。（B：／／／／）ばあちゃん＊ 上手なんだよ。 
 

   （B：オイトト） 
   （B：／／／／） 
 

70C：オテダマ？ ミタイナモン？ 
   お手玉？  みたいな物？ 
 

71B：ホージャナ。（C：ウーン）オイトツ オトシテ オサライ〔2〕 ヤユーテ ショッタダロ。 
   そうだな。 （C：うーん）／／／／ ／／／／ ／／／／   と言って していただろう。 
 

72C：テユーカナー、オテダマト ベーゴマト メンコッテユー カンジガ スルンヤケドー、 
   というかね、 お手玉と  ベーゴマと メンコという  感じが  するのだけど、 
 

   （B：ホレ    ミナ チャウ。）ナマエ ゼンブチャウン？  
   （B：それ［は］ 全て 違う。） 名前  全て違うの？ 
 

   （B：ホレ    ミナ チャウ。） 
   （B：それ［は］ 全て 違う。） 
 

73A：ムカシノ、イマダッタラ ベーゴマジャ ナンジャ イヨンダーケンドノー。   ムカシワ 
   昔の、  今だったら  ベーゴマだ  なんだ  言っているのだろうけどなあ。昔は 
 

   ジーチャンヤ    ショッタ ジブンワ（C：＊）カネバエ カネバエ イヨッタン。 
   じいちゃんなんかが していた 時分は （C：＊）カネバエ カネバエ 言っていたんだ。 
 

74C：イヤ、イマデモ ベーゴマワ オラント オモウケドナ。ウン。（A：＊）ボクカラ ミタラ 
   いや、今でも  ベーゴマは いないと 思うけどね。 うん。（A：＊）僕から  見たら 
 

   オンナジヨーニ ミ キコエルンヤケド、ンーナン    キッキョッタラ。チャウモンナン？ 
   同じように   × 聞こえるんだけど、そんなの［を］ 聞いていたら。 違う物なの？ 
 

75A：ジツブツガ アッタラ ワカルケンド  ジツブー｛笑｝ガ ナイケン ワカランワ。 
   実物が   あったら わかるんだけど 実物  ｛笑｝が 無いから わからないよ。 
 



76C：ウーン＊ ジツブツッタッテナー。（B：ナイワ。）ナイシナー。 
   うーん＊ 実物と言ってもなあ。 （B：無いよ。）無いしなあ。 
 

77A：オイテアッタンジャケンドネー イツノマニヤラ ナイヨーナッテモタン。 ゴミニ 
   置いてあったのだけど     いつの間にか  無くなってしまったんだ。ゴミに 
 

   ダシテモタンヤ   シランケンド。 
   出してしまったのか 知らないけど。 
 

78C：ツカ コッ コッチノ ジツブツダケ アッタッテナー。ウン＊ ベーゴマノ 
   ×× ×× こっちの 実物だけ   あったってねえ。うん＊ ベーゴマの 
 

   ホーノ ジツブツモ ナカッタラ ヒカク デキンヤン。 （A：ホラ  ホージャ。） 
   方の  実物も   無かったら 比較  できないだろ。（A：それは そうだ。） 
 

   ウーン＊ ヤッパリ キッキョッタラ オンナジニ キコエルンヨ。 ドーシテモ。 
   うーん＊ やっぱり 聞いていたら  同じに   聞こえるんだよ。どうしても。 
 

   （B：アノー＊ スルコトワ ヨー ニトー  ダロー。） 
   （B：あのー＊ することは よく 似ている だろう。） 
 

79A：ヨー ニトー。 ホテ  ホノ ベーゴマッチューンワ ドナイスン。 
   よく 似ている。そして その ベーゴマというのは  どうするの。 
 

80C：イヤー＊ オンナジ。 
   いやー＊ 同じ。 
 

81A：ボンミタイナ ナカデ コヤッテ  カッチン カッチン ハッチャウンダロ？（C：ウン。） 
   盆みたいな  中で  こうやって カッチン カッチン ぶつけるのだろう？（C：うん。） 
 

   ホナ   イッショジョ。 
   それなら 同じだよ。 
 

82C：イヤ ケド  サッキ ジーチャン    チャウッテ イワンカッタッケ。 
   いや けれど さっき じいちゃん［は］ 違うと   言わなかったっけ。 
 

83A：チャウッチュータカー？ 
   違うって言ったか？ 
 

84C：ウン。ユータト オモウヨ。 
   うん。言ったと 思うよ。 
 

85A：ジーチャンヤノ   ジブンワ ナマエガ ヨビナガ チゴトッタデー。  イマダッタラ 
   じいちゃんなんかの 時分は  名前が  呼び名が 違っていたじゃない。今だったら 
 

   ゲ ベーゴマッチューヤ シランケンド ジーチャンヤノ  ジブンワ カネバエ 
   × ベーゴマと言うか  知らないけど じいちゃんとかの 時分は  カネバエ 
 

   カネバエ イヨッタケンナ。 
   カネバエ 言っていたからな。 
 
【注釈】 

〔1〕チャーッテ…ここではメンコを地面にたたきつける仕草を指す。 
〔2〕オイトツ オトシテ オサライ…お手玉をするときの唄か。 
  



Ⅱ．子どもの頃の食べ物について 

 
 
1C：フーン ウーン＊ ジャ マ  ツギワ コドモン トキノ タベモノデ。 
   ふーん うーん＊ では まあ 次は  子供の  時の  食べ物［の話］で。 
 

2A：タベモノヤ  ユータ＊ （C：タベモノデ。）モー オマエ ロクジューネンモ 
   食べ物なんて 言ったって（C：食べ物で。） もう お前  六十年も 
 

   シチジューネンモ タットンニ＊   ジーチャン    タベモンヤ  ユータラ モー 
   七十年も     経っているのに＊ じいちゃん［の］ 食べ物なんて 言ったら もう 
 

   オマエ オツケナカ ナンゾデナカッタラ ツケモント（B：ホテナー  アレデー） 
   お前  お漬け菜か 何かでなかったら  漬け物と （B：そしてなあ あれだろう） 
 

   ゴハント ミソシルト。 
   ご飯と  みそ汁と。 
 

3B：アノ＊ シュー ナー センジチューダッタケン タベルモン ナー（A：ナカッタデー。） 
   あの＊ ××× なあ 戦時中だったから    食べる物  なあ（A：無かったじゃないか。） 
 

   ナカッタデー。   （C：ウン） 
   無かったじゃないか。（C：ウン） 
 

4A：モー オマエ イワシヤカシ オマ コーテクレテカラ ホレガ オマエ 
   もう お前  鰯なんか   お前 買ってくれたら  それが おまえ 
 

   ジョーヒンナオカズダ＊ 
   上品なおかずだった。 
 

5B：ミセガ ナカッ アノ＊ ナイトキガ アッタケンナ。（C：フーン）アノ＊  
   店が  ××× あの＊ 無いときが あったからな。（C：ふーん）あの＊  
 

   センジチューデアッタ ミセヤヤカシ イッケンモ ＊ショーイエ ウルモンガ ナイケン＊ 
   戦時中だったら    店なんて   一軒も   ＊している家 売る物が  無いから＊ 
 

6A：タツミ〔1〕デ オマエラ    タツミヤユーター  シランダロケンド  オマエ 
   辰巳で     お前たち［は］ 辰巳と言ったって  知らないだろうけど お前 
 

   イマノ アノコーギョーダンチニ ナットートコ、アシコヤダッタラ オマエ《店名》 
   今の  あの工業団地に     なっている所、あそこだったら  お前 《店名》 
 

   イ《店名》イッケンシカ ミ ミセ＊（B：イヤ、）ミセ   ナカッタン 
   ×《店名》一軒しか   × 店＊ （B：いや、）店［は］ 無かったんだ。 
 

7B：アノー＊ シューセンゴダッタ  ミセ   イッコモ ナカッタン。 ウルモンガ 
   あのー＊ 終戦後だった［から］ 店［が］ 一つも  無かったの。 売る物が 
 

   ナカッタン。（A：ミ《店名》モナ？）アルカイナ。ミセ   イッコモ ナカッタン。ホナケン 
   無かったの。（A：×《店名》もか？）ないだろう。店［が］ 一つも  無かったの。だから 
 

   ヒャクショー シトーモン （A：ホナケンド サケヤ ショーチュー ノンミョッタ＊ロ？） 
   百姓     している者 （A：だけど   酒や  焼酎［を］  飲んでいただろう？） 
 

   シランケド （A：タバコヤラ＊）マ ホンナモンワ ドヤ  シランケド 
   知らないけど（A：煙草とか＊） × そんなものは どうか 知らないけれど 
 

   タベルモンヤダッタラ  ナイデー。 ナ？ ンダー   アレデー＊ アノー＊ 
   食べる物なんかだったら 無いだろう。な？ そうしたら あれだよ＊ あのー＊ 



 

   ヒャクショー シトーモンワ タベルモン   アルケンド ヒノーカノ ヒトヤ アゼノー 
   百姓［を］  している者は 食べる物［が］ あるけれど 日農家の  人や  畦の 
 

   ナッ？ タベレルヨーナ  クサツンデキテ   タベタッテ イヨッタワナ  ホラ。 
   な？  食べられるような 草［を］摘んできて 食べたって 言っていたよな それは。 
 

   （C：ウーン）ウン。ホノ＊（A：リューキーモノ） 
   （C：うーん）うん。その＊（A：リューキューイモの） 
 

8A：ズキ〔2〕ネー。クキネー。（B：イモ）（C：ウン）リューキーモノ 
   ズキなあ。   茎なあ。 （B：芋） （C：うん）リューキューイモの 
 

   リューキーモッタテ      サツマイモヨ。 （C：ウンウン）サツマイモノ ズキ 
   リューキューイモと言ったって サツマイモだよ。（C：うんうん）サツマイモの ズキ 
 

   ズキッチューンカ アノ クキ クキ（C：ハンハン）アレヤカシ＊ キッテ ホテ  タイテ 
   ズキって言うのか あの 茎  茎 （C：はんはん）あれなんか＊ 切って そして 炊いて 
 

   タベタリ ショッタン。（B：ナー）（C：ウン）タベモンガ ナカッタデー。 
   食べたり していた。 （B：なあ）（C：うん）食べ物が  無かっただろう。 
 

9B：ンデナー ウチヤダッタラ    ヒャクショーシトッタケン ナンジャ タベルモン 
   それでね 私の家なんかだったら 百姓［を］していたから  何も   食べる物 
 

   ナンジャ コマレヘナンダケンドナ。｛鼻をすする音｝（C：ウンウン）オコメモ アルシ 
   何も   困らなかったけどね。  ｛鼻をすする音｝（C：うんうん）お米も  あるし 
 

   ハタケモアルシ＊（A：＊アルシナー）ナンジャ フジユー   ナカッタケンド ヒ 
   畑もあるし   （A：＊あるしなあ）何も   不自由［は］ 無かったけれど × 
 

   アノー＊ ホナモン ナーンジャ スクッタラン ヒトデアッタラ ホナイユーテ 
   あのー＊ そんな物 何も    作っていない 人だったら   そんな［ことを］言っても 
 

   タベレルモンワ モー ミチノ クサデモ ツンデ タベナンダラ  カイニークッタッテ 
   食べられる物は もう 道の  草でも  摘んで 食べなかったら 買いに行くと言ったって 
 

   アノー＊ ナカッタ＊デ シャーナイデーナー。（C：ミセモ ナイシ）ンー＊（C：フンフン） 
   あのー＊ 無かった＊  仕方ないでしょうね。（C：店も  無いし）んー＊（C：ふんふん） 
 

   ンデ  ミセノ ヒトモ ミセ   シモテ  ミナ  シゴトニ デヨッタナー。｛咳｝ 
   それで 店の  人も  店［を］ しまって みんな 仕事に  出ていたなあ。｛咳｝ 
 

   （C：フーン）イマ イマトダッタラ  ウソーヨーナ ハナシヤワナー。（C：ウン）ンデ 
   （C：ふーん）×× 今と［比べ］たら 嘘のような  話だよね。   （C：うん）それで 
 

   ムカシダッタラ アレデー＊ オトーフヤ  ウリニキタ ウリニキタ  コヤッテ 
   昔だったら   あれでー＊ お豆腐なんか ××××× 売りに来たら こうやって 
 

   ナニカ モッテイテ  ホテ  ホコニ イレテクレテナ（C：ウン）ホテ   スルケン 
   何か  持って行って そして そこに 入れてくれてね（C：うん）そうして するから 
 

   ゴミヤ   デケヘナンダワナー。（A：ウン）ナンデアッタッテ ジブンクカラ ナー  
   ゴミなんか できなかったよな。 （A：うん）何であっても   自分の家から 菜［を］ 
 

   イレルモン   モッテイテ コーテキヨッタケンナ。ウリニクル＊｛鼻をすする音｝＊＊＊ 
   入れる物［を］ 持っていって買ってきていたからな。売りに来る＊｛鼻をすする音｝＊＊＊ 
 

10C：ホーユー フーナンワ タマニ モ テレビデ ミカケタリ スルケドナー。 
   そういう 風なのは  たまに × テレビで 見かけたり するけどねえ。 
 



11B：ウン ミーンナ ホンナン   ダッタン。ナイロンノ フクロヤ ユーモンガ ナイデー。 
   うん みんな  そういうもの だったの。ナイロンの 袋なんて いうものが 無いじゃない。 
 

   （C：ウン） ナー ナー  イレモンガ ナイデー。  （C：ウン）ナケン イレモン 
   （C：うん） ×× そんな 入れ物が  無いじゃない。（C：うん）だから ×××× 
 

   イレモン   モッテ ホテ  イレテモーテ  ＊＊＊ ナー。 
   入れ物［を］ 持って そして 入れてもらって ＊＊＊ なあ。 
 

12A：コンニャクヤダッタラ   ワラ＊（B：ワラ）ワラデ ククッテ サゲテ モンテキタン。 
   こんにゃくなんかだったら 藁＊ （B：藁） 藁で  括って  提げて 帰ってきたのだ。 
 

13C：ワラ？ 
   藁？ 
 

14B：（A：ワ＊）ワラ。ウン。 ワラ（A：イエノワラヨ。）オイタ オイタールワ ミセニ。オイ 
   （A：わ＊）藁。 うん。 藁 （A：家の藁だよ。） ××× 置いてあるわ 店に。 ×× 
 

   ホタ    コー コ オコンニャクン トコイ チュット ツキサシテナ（C：ウンウン） 
   そうしたら こう × お蒟蒻の    所に  チュッと 突き刺して （C：うんうん） 
 

   ホテ  ホレオ サゲテ。 
   そして それを 提げて。 
 

15C：エッ トーフ   イレルント オンナジ ウツワ  ツカッタリ センノン？ 
   えっ 豆腐［を］ 入れる物と 同じ   器［を］ 使ったり  しないの？ 
 

16B：イヤ、オコンニャクワ アナイテ、 
   いや、お蒟蒻は    あんな風にして、 
 

17A：コンニャクワ サー ワライ トーシテ ククッテ（B：オチーヘンモン。） 
   こんにゃくは ／／ 藁に  通して  括って （B：落ちないもの。） 
 

18C：イヤー、トーフ   イレル オサラー  アルンダッタラ ホレニ イレテ、 
   いやー、豆腐［を］ 入れる お皿［が］ あるんだったら それに 入れて、 
 

19A：オサラー    ホンナンワ ミナ  モッテイッキョッタ。  
   お皿［なんか］ そんな物は みんな 持って行っていた。 
 

20C：モッテ モンテモ イケルト  オモウンヤケド。 
   持って 帰っても 大丈夫だと 思うのだけれど。 
 

21B：ジブンクノ イレモン モッテイッキョッタケン。 
   自分の家の 入れ物を 持って行っていたから。 
 

22C：イヤ、ナケン ホレ    トーフ   イレル トキダロー？（B：ウン）コンニャクヤッテ 
   いや、だから それ［は］ 豆腐［を］ 入れる 時だろう？ （B：うん）蒟蒻だって 
 

   オンナジヨーニ イレタラ（A：＊）ワラデ ククッテ モッテコンデモ  イーヤン。 
   同じように   入れたら（A：＊）藁で  括って  持って来なくても いいじゃないか。 
 

23A：イレモン   モッテイカンナンデー。 
   入れ物［を］ 持って行かなくちゃダメじゃないか。 
 

24C：イヤ、（B：オト＊）ワラデ ククッタラ ツリサゲテ モッテカエレルンデ＊ 
   いや、（B：／／／）藁で  括ったら  吊り下げて 持って帰れるのでは＊ 
 

   （A：サー ホーヨ） （B：オトー＊） ジャ イレモン   イランノチャウン。 
   （A：ああ そうだよ）（B：／／／／） では 入れ物［は］ 要らないのではないの。 
 



25B：オトーフワ アノー＊ ホンナモン    ワラ＊ 
   お豆腐は  あのー＊ そんなもの［を］ 藁＊ 
 

26A：トーフワ＊ ワラデ ツキサシタママ ク クレテモタラ   オマ オッテマウデー。 
   豆腐は＊  藁で  突き刺したまま × くれてしまったら お前 落ちてしまうじゃないか。 
 

   トーフヤカイ。 
   豆腐なんか。 
 

27C：イヤ ナケン トーフデナシニー エト＊  タトエバナ、トーフダッタラ イレモン 
   いや だから 豆腐ではなくて  えっと＊ 例えば、  豆腐だったら  入れ物［を］ 
 

   モッテッテ  ナカニ イレテモラッテ モッテカエルンダロ？ コンニャクヤッテ 
   持って行って 中に  入れてもらって 持って帰るんだろう？ 蒟蒻だって 
 

   イレモン   モッテッテ  ナカニ イレテモラッテ モッテカエッタラ 
   入れ物［を］ 持って行って 中に  入れてもらって 持って帰ったら 
 

28A：＊ホラ  ホージャケド＊ 
   ＊それは そうだけど＊ 
 

29C：ワラニ ササンデ   エーンチャウン？ 
   藁に  刺さなくても いいのではないの？ 
 

30A：ホラ  ササンデ   エーダロケンド、ホナケド ホノトキワ ホヤッテ  ショッタン。 
   それは 刺さなくても いいだろうけど、だけど  その時は  そうやって していたんだ。 
 

31B：オトーフワ オトーフデ オトーフバッカリ ツクイヨー ヒトガ オトーフト アゲナ、 
   お豆腐は  お豆腐で  お豆腐ばかり   作っている 人が  お豆腐と  油揚げね、 
 

   （C：ウン）アレダケ モッテ ウリニ キヨッタケンナ。（C：ウン）ホタ    イエマデ 
   （C：うん）あれだけ 持って 売りに 来ていたからね。（C：うん）そうしたら 家まで 
 

   キテクレルケン ホナケン ホレ＊ イレモン   モッテイテ  シタラ   ホコ 
   来てくれるから だから  ほれ＊ 入れ物［を］ 持って行って そうしたら そこ［に］ 
 

   イレテクレヨッタケンナ。（C：ウン）ホナケンド オコンニャクヤダッタラ ウリニ 
   入れてくれていたからね。（C：うん）だけど   お蒟蒻なんかだったら  売りに 
 

   ケーヘンデー、 ミセニ カイニイクデー。  （C：ウン）ハー＊ ホナ   オコンニャク 
   来ないじゃない、店に  買いに行くじゃない。（C：うん）はー＊ それでは お蒟蒻［を］ 
 

   コーテカエロカート オモタラ ホタ    オコンニャク クレルデー チュータラ 
   買って帰ろうかって 思ったら そうしたら お蒟蒻［を］ くれますか と言ったら 
 

   ヘーイ チューテ ホノ ワラオ コー オイタールワ、キレーニシテナ。（C：ウンウン） 
   ヘーイ と言って その 藁を  こう 置いてあるわ、きれいにしてね。（C：うんうん） 
 

   テ   チュット ツキサシテ ククッテナー ホテ  ＊サゲテモンテ＊ 
   そして チュッと 突き刺して 括ってねー  そして ＊提げて帰って＊ 
 

32C：ナケン コンニャク カイニイクンニ ホノ オワントカオ モッテッテヤナー、ミセマデ。 
   だから 蒟蒻［を］ 買いに行くのに その お椀とかを  持って行ってだね、店まで。 
 

33B：モッテ＊ ホンナン    モッテイケヘン アレ ドナイシテ モッテモンテ 
   持って＊ そんな物［を］ 持って行かない あれ どうやって 持って帰って 
 

   キョッタンダロカナー。 （A：ワラデ ツキサシテ）チャウ オコンニャクデナイ ホカノ 
   きていたんだろうかなあ。（A：藁で  突き刺して）違う  お蒟蒻ではない   他の 
 



   モン   ワセテモタ＊ 
   物［を］ 忘れてしまった＊ 
 

34C：ワセテマウモンケ  ヤッパリ。 
   忘れてしまうものか やっぱり。 
 

35B：ワセテ モー ホンナ エットニナル＊ 
   忘れて もう そんな 長いことになる＊ 
 
36A：シューセン ナッテカラ ナ ナンネン  ナル＊ 
   終戦［に］ なってから × 何年［に］ なる＊ 
 

37C：イヤ ホラ  ホーヤケドサー。｛笑｝ 
   いや それは そうだけどさあ。｛笑｝ 
 

38B：ロク＊ ロクジューネン チコー ナルデーナー。   シューセンナッテナー。 
   ろく＊ 六十年     近く  なるじゃないねえ。 終戦［に］なってねえ。 
 

39A：ジーチャンヤ   オマ コモ コドモノ ジブンニ オマエ ヒャクショー 
   じいちゃんなんか お前 ×× 子供の  時分に  お前  百姓［が」 
 

   イソガシーカンノジキダッタラ イソガシ ジブン   ナッタラ ナニー＊ アサワ 
   忙しい時期だったら      忙しい  時分［に］ なったら なにー＊ 朝は 
 

   ミナー ナー オナゴノ オヤガ アノー＊ ゴハン   タイタリ ナンジャカイ 
   みんな なあ 女の   親が  あのー＊ ご飯［を］ 炊いたり 何やら 
 

   スルケンド（C：ウン）アノー＊ ヒルメシヤ シヘン タベヨッタ アノー＊ 
   するけれど（C：うん）あのー＊ 昼飯なんか 四回  食べていた あのー＊ 
 

   ジーチャン    コドモノ ジブンニ。 
   じいちゃん［が］ 子供の  時分に。 
 

40C：エッ アサ ヒル ヒル バン？ 
   えっ 朝  昼  昼  晩？ 
 

41A：アサ ジュージ（B：ジュージゴロト＊）ホレカラ（B：ニジゴロト）ニジト イヤー サンジ 
   朝  十時  （B：十時頃と＊）   それから（B：二時頃と） 二時と いやー 三時 
 

   ジューニジト ホレト サンジ（B：ニジゴロジャワ）ニジダッタカ？ サンジ トニカク 
   十二時と   それと 三時 （B：二時頃だよ）  二時だったか？ 三時  とにかく 
 

   シヘン＊ 
   四回＊ 
 

42C：ヒルニー ヨンカイ？ 
   昼に   四回？ 
 

43B：アサ ア アサー  タベテナ（A：ヒル＊ アサ ヒル バン）アサハン チューテナ 
   ×× × 朝［に］ 食べてね（A：昼＊  朝  昼  晩） 朝飯   と言ってね 
 

   （C：ウン）ホテ  ジュージゴロ タベヨッタン。（C：ウン）ホター   ヒ ホンデ 
   （C：うん）そして 十時頃    食べていたの。（C：うん）そうしたら × そして 
 

   ヒル   タベーヘン。ホタ    オチャズケッチューテ ア＊ ニジゴロニ 
   昼［は］ 食べない。 そうしたら お茶漬けと言って   あ＊ 二時頃に 
 

   タベヨッタン。ナ。ンテ  バント シヘン。（C：ウーン）アサ アサモ ハヤイシ 
   食べていたの。な。それで 晩と  四回。 （C：うーん）×× 朝も  早いし 
 



   スルケンナ バンモ オソイシ スルケン シヘン タベ＊ 
   するからね 晩も  遅いし  するから 四回  食べ＊ 
 

44A：ンーケン ジーチャンヤ   シゴトニ イッカケタ ジブンダッタラ シヘン タベテ 
   だから  じいちゃんなんか 仕事に  行きかけた 時分だったら  四回  食べて 
 

   ホタラ   ナニー＊ ホタラ   ヒルノ ヤスミガ スクナカッタ ヒルゴハン 
   そうしたら なにー＊ そうしたら 昼の  休みが  少なかった  昼ご飯 
 

   シゴトニイッキョッタ ジブンワ モー サンベン ダッタンカ ダッタンカイネー。 
   仕事に行っていた   時分は  もう 三回   だったのか だったのかなあ。 
 

   ドンナンダッタンダー。 トニカク ヒルメシヤカシ イマダッタラ イチジカン 
   どんなのだったんだろう。とにかく 昼飯なんか   今だったら  一時間 
 

   ヤスムダロー ヒルゴハンニ ヒルヤスミッテ。（C：ウン）イチジカン ヤスムダロー。 
   休むだろう  昼ご飯に   昼休みって。  （C：うん）一時間   休むだろう。 
 

45C：ウン ホングライ ヤスム。 
   うん そのぐらい 休む。 
 

46A：ジーチャンヤ   シゴトニ キタン      ヨンジューゴフン。 
   じいちゃんなんか 仕事に  行っていたときは 四十五分。 
 

47C：ヨンジューゴフンケ。（A：ウン）ヤ  ホンデモ イッショク クウグライノ ジカンワ 
   四十五分か。    （A：ウン）いや それでも 一食    食うぐらいの 時間は 
 

   アルト オモウン＊ 
   あると 思うん＊ 
 

48A：アー＊ アルケンドサー＊ ホラ＊ ジカンイッパイヨ ヨンジューゴフン（C：ウン） 
   あー＊ あるけれどさー＊ ほら＊ 時間いっぱいだよ 四十五分    （C：うん） 
 

   ホテ  モー ゴハン   タベタラ モー＊ ジーチャンヤダッタラ   モー＊ トチニ 
   そして もう ご飯［を］ 食べたら もう＊ じいちゃんなんかだったら もう＊ 土地に 
 

   セーザイショガ アッタケン ホコイタデー       モー＊ チューガク 
   製材所が    あったから そこ［に］行ったじゃない もう＊ 中学［を］ 
 

   ソツギョーシテ スグニ イタデー   （C：ウンウン）ジューシー ジューゴーノグライノ 
   卒業して    すぐに 行ったじゃない（C：うんうん）十四    十五のぐらいの 
 

   トシダッタンカイネー アレノー チューガク ソツギョーシタラ ジューゴーグライカ 
   歳だったのかなあ   あれなあ 中学［を］ 卒業したら    十五ぐらいか 
 

   チュー＊（B：＊ヤナー） ニネンジャケン。 
   ちゅー＊（B：そうだなあ）二年だから。 
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１．はじめに 

本談話資料は、徳島大学の共通教育の授業「日本語学―日本語の音声―」の一環として、当時の受講

生が方言談話の収録、文字化をおこなったものである。よって、他の地震・津波被害に関する話題を中

心とした談話資料とは、内容が若干異なることを断っておく。話者は調査者およびその祖父母で、当地

方言による談話が収録されている。 
ここでは上の談話資料を元に、特徴的な語彙・文法・音声について取り上げ、記述していく。なお、

当該地域について、従来の方言区画†の内の「うわて」に属するものとして扱う。 
 
２．調査報告 

以下では、阿南市日開野町方言の語彙および文法に着目した分析を項目ごとにまとめ、その結果を見

ていくことにする。 

２．１方言語彙 

２．１．１ 動詞 「ホール」 

動詞「放る（ほうる）」は、「投げる」などが一般的な意味である。しかし方言形式としてみると、そ

れ以外にも様々な意味を持つ。談話資料中には、話題Ⅰの 12Aに「イランヨーニ ナッテ ミナ ホッ

テシモータン。」として確認され、ここでは「捨てる」の意で用いられている。『日本方言大辞典』（1989）
には「ほーる」で立項され、この形式のまま使用している地域として挙げられているのは、東国、大阪

府泉北郡、徳島県、香川県のみである。『日本言語地図』第 2集第 62図を確認すると、四国内に限定し

ても愛媛県、高知県では「ステル」やその音訛形「フテル」が優勢で、「捨てる」の意で「ホール」を用

いるのはごく限られた範囲のようだと思われる。 
２．１．２ 動詞 「ハッチャウ」 

話題Ⅰの 81Aの「ボンミタイナ ナカデ コヤッテ カッチン カッチン ハッチャウンダロ？」に

みられた「ハッチャウ」は、『日本方言大辞典』（1989）に「かっちゃう」で立項されており、第一義は

「衝突する。」となっている。これの使用地域に挙がっているのは、鹿児島県沖永良部島の「かっちょあ

う」以外に、兵庫県、淡路島、徳島県と、非常に狭い地域に限定されている。同書では【搗合】の字が

当てられており、「カチアウ」から「カッチャウ」となり、k音とh音の交替により「ハッチャウ」が生

じたものと思われる。 
 

 

 

                                            
† たとえば上野編（1997）では“上郡・下郡・うわて・海部・山分”に、森（1982）では“上郡・下郡・うわて・灘・山

分”と、それぞれ呼び分けている。両区画は“海部”と“灘”という呼称の違いはあるものの、区画としては大きく違い

が無いものとして扱う。また、本文中では引用部を、両文献の記述によって、“海部”と“灘”を使い分けることに注意さ

れたい。 



２．２方言文法 

２．２．１ 推量表現 ダロ（ー） 

一般的に断定の助動詞にはダ・ジャ・ヤの三種がある。それらに推量の助動詞「ろう」が後接して推

量形を成すのであるが、『徳島県のことば』（1997）には県下全域に関して「多くの場合、「イクダロ（行

くだろう）」などと～ダロ（ー）を用いる。」としている。 
話題Ⅰの「ドッチボールヤ ショッタダロ」（42B）や、「オジャミヤ ショッタンダロ？」（49A）な

どのように、「用言＋ダロ（ー）」の例は談話中に散見される。なお、「体言＋ダロ（ー）」の例は話題Ⅱ

の 22Cに「トーフ イレル トキダロー？」と一件しか確認できなかったが、これは『徳島県言語地図』

（2003）の「雨だろう」という推量の助動詞の項目で、県下全域において「雨ダロー系」が優勢だった

という結果と一致している。 
２．２．２ 副助詞 「ヤ・ヤカイ・ヤカシ」 

徳島県下においては「～など、～なんか」という意味を持つ、「体言＋ヤ／ヤカイ／ヤカシ」が盛んに

おこなわれている。『徳島県言語地図』（2003）には、これらの音訛形も含めて県全体に広く分布してい

ることが認められる。話者 A は、たとえば話題Ⅱの中で「ヒルメシヤ シヘン タベヨッタ」（39A）、
「オッテマウデー。トーフヤカイ。」（26A）、「イワシヤカシ オマ コーテクレテカラ」（4A）など、

いずれの形式の使用も確認できた。 
２．２．３ 文末助詞 ジョ 

徳島県方言において特徴的な文末助詞の一つとして、ジョがある。一般的に徳島県のジョは女性が用

いるものであるが、上野編（1997）は阿南市の含まれるうわて方言の特色の一つに文末助詞を挙げ、「ジ

ョは男性も使う。」としている。実際に談話中でも、話題Ⅰの 14A に「カッチーンテ アタルンジョ。」

という男性の発話が確認された。話者Aは談話資料中に頻繁にジョを用い、日常的な文末助詞として機

能していることがうかがえる。 
 
２．３ 音声的特徴 

２．３．１ 形容詞の拗音化「大きい」 

森（1997）にうわて・灘両方言に共通する拗音の音変化の例として、形容詞「大きい」に「オーキョ

イ」と「オッキョイ」の読みが当てられている。これはの特徴とされるものである。『徳島県言語地図』

（2003）にも「大きい」の項で、県南部に「オーキョイ」「オッキョイ」の両形式が広く分布している

ことが確認される。実際の談話資料にも、一件のみであるが話題Ⅰの 45Aの「モーチョット オッキョ

イ コエデ イワナンダラ」でみられた。 
２．３．２ 母音の音変化「返る」 

動詞「返す」を「カヤス」とするのは、徳島県方言の音変化の特徴の一つである。森（1997）にはエ

段音の変化（[ae]→[aja]）の例として、「返す（カヤス）」「帰す（カヤス）」「ひっくり返る（カヤル）」

が挙げられている。話題Ⅰの 5Aにも「ホレガ カヤッタラ カチ」として実際の発話が確認できる。 
 

３．まとめ 

以上では、過去に収録された阿南市辰巳町のことばを中心とした談話資料中にみられる諸方言形式に

ついて、語彙、文法、音声に分け、簡単にまとめていった。 
可能な限り徳島県方言、特にうわての方言を採用した。徳島県およびその周辺に分布する動詞「ホー

ル」や「ハッチャウ」など、特徴的な形式を拾うことができたことは幸いであった。また、うわて方言



の特色の一つである、男性も使用する文末助詞「ジョ」なども確認でき、非常に有用な談話資料であっ

たと言える。 
本談話資料に関して、談話の収録および文字化は当時の学生がおこなったものであることを改めて述

べておきたい。調査にご協力いただいた話者、また談話資料を作成し、貴重な資料を残してくれた当時

の学生に、ここに記して謝辞を述べる。 
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徳島大学大学院総合科学教育部博士後期課程 1 年 

日本学術振興会特別研究員（DC1） 
峪口 有香子 

 

【収録地点】 
徳島県阿南市見能林町念仏免 4-1 見能林公民館 
 
【収録日】 
2013（平成 25）年 8 月 2 日 
 
【話題】 
Ⅰ．話者が経験した津波の被害１    ［00:10:49～00:28:37］ 
Ⅱ．昔の生活の話１      ［00:32:12～00:37:45］ 
Ⅲ．昔の生活の話２      ［00:40:00～00:43:42］ 
Ⅳ．話者が経験した津波の被害２    ［00:57:24～01:09:00］ 
 
【話者】 
A 男 性  1931（昭和 6） 年生まれ  （収録時 83 歳） 
B 女 性  1931（昭和 6） 年生まれ  （収録時 83 歳） 
C 男 性  1939（昭和 14）年生まれ  （収録時 75 歳） 
D 女 性  1940（昭和 15）年生まれ  （収録時 74 歳） 
E 男 性  1940（昭和 15）年生まれ  （収録時 74 歳） 
 
【調査者】 
F 男 性  1953（昭和 28）年生まれ  （収録時 60 歳） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅰ．話者が経験した津波の被害１ 
［00:10:49～00:28:37］ 

 
1F：ソノ ココラデ    スコシ オイテイタダイテ＊＊＊。〔1〕 

その ここら［辺］で  少し   おいていただいて＊＊＊。 
 

アノ ツナミ ツナミノハナシ ツナミノ ハナシオデスカネ。 
あの 津波  津波の話    津波の  話をですかね。 

 

ソノ ジシンノ ハナシオ チョット オウカガイシタインデス。 
その 地震の  話を   少し   お伺いしたいのです。 

 

ソノ ソノ アノ トクシマケンワ、ショーワジューキューネント  
その その あの 徳島県は、   昭和十九年と 

 

ニジューイチネンニデスネ。ニカイ アノ ソノ ツナミガ 
  二十一年にですね。    二回  あの その 津波が 

 

キトルンデスネ。 ニジューイチネンノ ツナミ＊＊＊。 
来ているのですね。二十一年の     津波＊＊＊。 

 

2C：ナン ナンカイジャナ。 
南  南海［地震］だね。 

 

3F：ナンナンカイデスカ。ジュークネンワ、トーナンカイデスカネ。 
南南海ですか。    十九年は、   東南海ですかね。 

 

コレ センソーチューノ ハナシナンデスカ。ソンナオーキク オーキクワ 
これ 戦争中の     話なのですか。  そんな大きく  大きくは  

    

ナカッタンデスカ？ジュークネン ニジューイチネント ユーフーニ＊＊＊。 
なかったのですか？十九年    二十一年と     いうふうに＊＊＊。 

 

4B：ホンデモ オーガタ〔2〕タリワ ミナ アノ ハマカラ コッチエ ナカエヒク 
それでも 大潟あたりは     皆  あの 浜から  こっちへ 中へひく 

 

トコダッタカラ  ナガサレテキタヨ。ワタシヤサトワナ、チョット ザガ 
ところだったから 流されてきたよ。 私の里はね、    少し   ［地面］が 

 

ウメタテチデ タカカッタカラナ。ホンデ ザワ    ツカラナカッタケンド 
埋め立て地で 高かったから。  それで ［地面］は 浸からなかったけれども 

 

アトワミナ＊＊＊。 
  後は皆＊＊＊。 
 

5C：ジシンワ ホラ ココラワ＊＊＊ジャナ ホラ  アンマリ  
地震は   そら この辺は＊＊＊だな   それは あまり   

 

ゴッツインワ ナカッタナ。 
大きいのは  なかったね。 

 

6A：イヤ＊＊＊  ゴッツカッタンジャ。 
いや＊＊＊   すごかったのだ。 

 

7C：イヤイヤ ホラアノ キタデ ツナミワ。キタデケドナ アノ タチバナ〔3〕カラ 
いやいや そらあの 来たよ 津波は。  来たけれどね あの 橘から     

 

オクノホーヤナ。 
奥のほうだね。 



8A：イヤ  ツナミワナ ＊ワイラ ココヤケンナ＊＊＊。 
いいえ 津波はね   ＊私ら  ここだからね＊＊＊。 

 

9B：オーガタカッテナ ナガシマ〔4〕ガアッタダロ。 
大潟だってね   長島があっただろう。 

 

アレデ チョット サエギッタヨーナ。 
  あれで  少し    遮ったような［ものだ］。 
 

10F：ソノ ソーユー ヒガイシャガ デタッテコトワ  ナカッタンデスカ。 
その  そういう 被害者が   出たということは なかったのですか。 

 

11A：マー マー ホノ ツカルクライ クライヤッタケドナ オーガタヘンワ。 
まあ まあ その 浸かるくらい だったけれどね      大潟の［辺り］は。 

 

12D：タチバナワネ アノ ヒラヤノ テンジョーマデ キタンデスヨ。 
   橘はね    あの 平屋の  天井まで    来たのですよ。 

  

   タチバナチョーワ ヒドカッタンデスヨ。 
橘町は      酷かったのですよ。 

 

ソレト ミンナ アノヤマニ ヌケタンデスヨ。ヤマガ チカイデショ。 
それと みんな あの山に  抜けたのですよ。山が  近いでしょう。 

 

ミナ ヤマニ ヌケテ ヒトガ シンダッテ チューノワ＊＊＊。アノ オフネワ 
皆  山に   ぬけて 人が  死んだって いうのは＊＊＊。 あの お船は 

 

   ミナ マチスギマデ      ヨーケ  ナガレテキマシタヨネ。 
皆  町［を過ぎた辺り］まで たくさん 流れて来ましたよね。 

 

13F：アッチノ カイヨーチョー〔5〕トユーカ シシクイ〔6〕アタリデスワネ。 
あっちの  海陽町というか        宍喰      あたりですわね。 

 

14D：アッチワ スゴイデスヨネ。フクイ〔7〕ノ＊＊＊。 
あっちは すごいですよね。 福井の＊＊＊。 

 

15F：アー ソーデスヨネ。 
   ああ そうですよね。 
 

16E：＊ワタシ、ツノミネチョー〔8〕ナンヤケド エー タチバナノ マー  
＊私、    津乃峰町なのだけれど         ええ 橘の    まあ  

 

テマエトユーカ トクシマヨリノトコロデ、タチバナノ オク ナンヨネ。 
手前というか  徳島寄りのところで、    橘の    奥  なのよね。 

 

ホナケン  タチバナノ ホーガ ヨーケ  ナクナッタ。 
そうだから 橘の    方が  たくさん 亡くなった。 

 

ワタシガ スンドー  トコロワ ヒョウコー ナンボヤ ワカラ 
私が   住んでいる 所は   標高    いくらか ××× 

 

シランノヤケド、 アノー、マダ ゴ、ロクサイノコロヤケン オボエトンワ   
知らんのだけれど、あのう、まだ 五、六歳の頃だから    覚えていることは 
 

ユカシタシンスイ＊ シンスイ ユカシタ マデキタ。 
床下浸水＊     浸水   床下   まできた［ということだ］。 

 

スグ マエノ オリテ ダラダラト オリテイットートコロワ ユカウエ。 
すぐ 前の  降りて だらだらと 降りていった所は    床上［浸水だった］。 

 



トモダチノ イエワ ユカウエマデ キタト。ホンデ ウシロニ コー ヤマガ 
友達の   家は  床上まで   来たと。それで 後ろに  こう 山が 

 

アッテ ヤマニ ニゲタンヤト。ウン ホナケン  ジシンデ ユッタンワ 
あって 山に  逃げたのだと。うん そうだから 地震で  揺れたことは 

 

オボエテナイ。ネトッタンヤロネ。 マ、ゴ、ロクサイ、シ、ゴサイノ 
覚えていない。寝ていたのだろうね。ま、五、六歳、  四、五歳の 

 

トキヤカラネ。ニジューイチネンノ トーナンカイネ。ホンデ ヤマノウエニ 
時だからね。 二十一年の     東南海ね。   それで 山の上に 

 

ミナデ ニゲテ シバラク シヨッタラ、《企業名》 トユー セッカイヤサンガ 
皆で  逃げて しばらく していたら、《企業名》 という 石灰屋さんが 

 

カジニナッタ＊ ウン アノ セッカイガ ナンカガ ミズニ ツカッタケン 
火事になった＊ うん あの 石灰か   何かが  水に  浸かったから 

 

ネツ ネツオ ハッシテ カジニ ナッタンダロトオモウ。 
××  熱を  発して  火事に なったのだろうと思う。 

 

17D：ア ホレワ ヘザキデショ ツノミネノ。 
    あ それは 舳崎でしょ  津乃峰のね。 

 

18F：ミズガ キテ カジニナルトユー＊ 
   水が  来て 火事になるという＊ 
 

19A：アノ ナニデナ セッカイジャ。アレ カタマットルノガ ガート キタラ 
あの  何かな  石灰だ。   あれ 固まっているのが ガーと 来たら 

 

ヒニナル トキガアル。 
火になる 時がある。 

 

20E：ホナユーテ    アノ ホノタメニ キタンヤナ＊ カジニナッタンヤナトユー 
   そのように言って あの その為に  来たのだな＊ 火事になったのだなという 
 

ノチノチニ キータハナシデ アノー マダ ホンノ チーサイトキヤケン モー 
後々に   聞いた話で   あのう まだ ほんの 小さな時だから   もう 

 

センメーニ オボエトンノワ ユカシタマデ キテ ヤマニニゲタトユーダケデス。 
   鮮明に   覚えているのは 床下まで   来て 山に 逃げたというだけです。 
 

21B：ワタシガ イマダニ オボエトンノワナ イドノ ミズガ カラニ ナッタゾー  
私が   未だに  覚えているのはね 井戸の 水が  からに なったぞ  

 

ッテユーテナ ツナミガ クルゾッテ＊ 
と言ってね  津波が  来るぞって＊ 

 

22C：＊アノ チリ チリジシンノ トキヤッタラ アノ オ オ オ オッタン。 
   ＊あの ××  チリ地震の  時だったら  あの ×  ×  × おったの。 

 

アソコニオッタン？ 
   あそこにおったの？ 
 

23E：＊オリマシタ。  
＊おりました。 

 

24C：ヤナ。 
   そうか。 
 



25E：イマノ イエノトコロニ。 
   今の  家のところに。 
 

26F：チリジシンノトキワ、ダイブ ツナミワ キタンデスカ。 
チリ地震の時は、  だいぶ  津波は  来たのですか。 

 

27C：ツナミワ ホラ  ゴツカッタ。 
津波は    それは 大きかった。 

 

28D：ホラー モー タチバナチョーナンカワ スゴカッタンデスヨ。 
ほらあ  もう 橘町なんかは      すごかったのですよ。 

 

29A：＊ウンー アレ タチバナ＊ 
＊うんー  あれ 橘＊ 

 

30C：ホラー ツナミワ アノ イッソー ゴツカッタ＊＊＊。 
それは 津波は  あの  一層   大きかった＊＊＊。 

 

31F：トーホクノ ホーモ ダイブ ヒガイガ  ウケタ アレデスヨネ。チリノ＊ 
東北の   ほうも だいぶ 被害［を］ 受けた あれですよね。チリの＊ 

 

32B：＊ワタシラナ サトエ チョット コー アノ＊＊＊。 
＊私達はね   里へ  少し   こう あの＊＊＊。 

 

33E：サトッテ ドコデスカ？ 
   里って  どこですか？ 

 

34D：オーガタ？オーガタ？ 
   大潟？  大潟？ 

 

35B：＊サトエ イコート シヨッタンヨ。ホッテ ズート  マー ナニノホー。 
＊ 里へ  行こうと していたのよ。そして ずうっと まあ なにのほう。 

 

イマデユータラ アソコ ナンチューンデ ハタケ ナットーケンド  
今で言ったら  あそこ 何ていうのか  畑に  なっているけれど 

 

《人名 1》ノ ナニノハタケ ホコマデ イッタンヨ。イッタケンド、 
《人名 1》の 何の畑    そこまで 行ったのよ。行ったけれども、 

  

モノスゴイ イッキョイデ コークルンヨ。イヤー コレデ イッキョッタラ 
ものすごい 勢いで    こう来るのよ。いやあ これで 行っていったら  

 

ナンド カエッテ ホノ ヒーテ イクトキノ ゴッツイ。 イヤー 
なんか 帰って  その 引いて いくときの すごいこと。いやあ 

 

コレ  イカン  モー ヤメタ ユーテ スット ジブンノ イエニ モドッタ。 
これは いけない もう やめたと言って すっと 自分の  家に  戻った。  

 

36F：アー ソレワ チリノ＊ 
ああ それは チリの＊ 

 

37B：ゴッツイ クロイシオガ グオーと＊＊＊。 
とても   黒い潮が   グオーと＊＊＊。 

 

38C：ホンナラ チリジシンノ トキワナ ワシワ＊ イナカニ オッタダロ。 
それなら チリ地震の  時はね   私は＊  田舎に  いただろう。 

 

スグニ アノー カイガンニ デタンヨ。ホタラ   アノ シオガ ヒクンガ  
すぐに あのう 海岸に   出たのよ。そうしたら あの 潮が  引くのが 

 



ゴツインダッテ アノ ヘサキノナ ヘサキノナレ シタガ ミエタケンナ。 
すごく見えて  あの 舳先のね  舳先のあれ  下が  見えたからね。 

 

39C：ウン ヒータンガ カイスイガ モー ヒーテモテナ＊    ウンウン＊ 
うん  引いたのが 海水が   もう 引いてしまって＊   うんうん＊ 

 

40D：アー ネー ヒクンガ スゴイモンネ。 
   ああ ねえ  引くのが すごいものね。 
 

41B：ヒクンノワ アシガ スクワレル。イヤー コレワ イッキョッタラ  
引くのは  足が  すくわれる。いやあ これは 行っていたら   

 

イカント      イカナンダ。 ホンデ ソノジブンワ、イエガ 
いけない［と思い］ 行かなかった。それで その時分は、 家が 

 

ヒクカッタカラ ツカッタケドナ。 ウン。ゴッツカッタデ。ジシン＊ 
低かったから  浸かったけれどね。うん。すごかったよ。  地震＊ 

 

42E：マー チリダッタラ ＊＊＊ジシンガ ナイノデ＊ 
まあ チリだったら ＊＊＊地震が  ないので＊ 

 

43F：ヨホーモ ナンニモ ナインデショー。ソノ ツナミガ クルトユー＊ 
予報も  何にも  ないのでしょう。その 津波が  来るという＊ 

 

（D：ジェンジェン ナカッタンデスヨ）ケーケンガ ナイ。ケーケンガ  
（D：全然     なかったのですよ）経験が   ない。経験［は］ 

 

アッタンデショーケド、 ソーユーコトワ ナニモナイ＊（D：ネーガイコクデネー） 
あったのでしょうけれど、そういうことは 何もない＊（D：ねえ 外国でねえ） 

 

イマワ アリマスケドネ。 
今は  ありますけれどね。 

 

44B：ハジメテダロナ。ホラ＊ 
はじめてだろね。それは＊（16：40） 

 

45A：へザキデ 《企業名 2》トユー セーザイガ  アッタデ   （E：アリマシタ） 
   舳崎で  《企業名 2》と言う 製材［屋］が あっただろう （E：ありました） 
 

アッコデ ザイモクガ ミンナ ナガレテモテナ へザキノホーエ ナニ  
   あそこで 材木が   みんな 流れてしまって 舳崎の方へ   なに  

 

テズナニ キテクレッテ ナニ テズナニ ホデ  ホッタラ＊ 
手綱に  来てくれって なに 手綱に  それで そうしたら＊ 

 

フタリガ コンナ   オーキナ ザイモクオ ナニ モトノ セーザイマデ 
二人が  このような 大きな  材木を   なに 元の  製材まで 

 

モッテイッタ＊＊＊。 
持って行った＊＊＊。 

 

46D：チリノ ツナミワ タチバナチョーモ ヒドカッタンデスヨ チョード＊。 
チリの 津波は  橘町も       酷かったのですよ  ちょうど＊。 

 

47F：ダイブ ミズワ キタンデスカ？ 
   だいぶ 水は  来たのですか？ 
 

48D：アー キマシタヨ。モー ヒラヤナンカ モー テンジョー チカクマデ キテ。 
   ああ 来ましたよ。もう 平屋なんか  もう 天井    近くまで  来て。 

 



49F：ソースルト ヤッパソノ＊ヒナン スルッテコトワ  デキタンデスカ？ 
そうすると  やはりその＊避難  するということは 出来たのですか？ 

 

ヒナン スルトユー＊＊＊。 
避難  するという＊＊＊。 

 

50D：ソレワ ジカン   アリマシタモン。ハイ。チョット＊＊＊。 
   それは 時間［が］ ありましたもの。はい。少し＊＊＊。 

 

51F：ソースルト ミズガ ヒクッヨーナ コトガ アッタリ ソノ マー チョット 
そうすると  水が  引くような  ことが あったり その まあ 少し 

 

オカシートユーコトデ コレワ ニゲナアカン    ッテユーコトニ  
おかしいということで これは 逃げないといけない ということに 

 

ナッタンデスカ？ 
なったのですか？ 

 

52D：モー ヒクンガ スゴカッタンデスヨ。ウミノ。（B：ソレワ ゴッツイ）ゴッツイ。 
   もう 引くのが すごかったのですよ。 海の。（B：それは すごい） すごい。 

 

ヒーテイタンデスヨ。 
引いていったのですよ。 

 

53F：コレワ モー ツナミヤッテユーコトデスネ。 
これは もう 津波だということですね。 

 

54B：＊ココヨリ フルイ シューラクガ ガーッテ＊＊＊魚も＊。 
   ＊ここより 古い  集落が    ガーって＊＊＊魚も＊。 

 

55E：タチバナノ ソコガ ミナ ミエタト＊＊＊。 
   橘の    底が  皆   見えたと＊＊＊。 
 

56F：サカナモ ニゲオクレルヨーナ。＊＊＊ソンナハヤイ。 
   魚も   逃げ遅れるような。  ＊＊＊そんな速い。（17：49） 

 

ナンデヤロート モンデスネ。 コレワ ツナミニ マチガイナイト ミナ  
なんでだろうと 思うのですね。これは 津波に  間違いないと  皆 

 

ワカッタワケデ＊。 
わかったわけで＊。 

 

57D：＊リョーシサンワ モー ワカリマシタネ。＊リョーシサンワ＊。 
＊ 漁師さんは   もう わかりましたね。＊漁師さんは＊。 

 

イキナリヤモンネ＊。 
いきなりだものね＊。 

 

58B：クロイ クロイ ナンテタッテ  マックロナ シオガ ピアーット＊。 
   黒い  黒い  何といったって 真っ黒な  潮が  ピアーっと＊。 

 

59F：ソレ ナンメータートカ ソノ ソーユーノワ  ワカッタンデスカ。 
それ 何メートルとか  その そういうことは わかったのですか。 

 

   ジューメータークライトカ ゴメータークライトカ＊ 
十メートルくらいとか   五メートルくらいとか＊ 

 

60B：ソンナンワ  ワカランケンド＊  ワタシノ チョード アシワ ツブシ   
そんなことは わからないけれど＊ 私の   ちょうど 足は  くるぶし  

 



グライ グガーット＊＊＊ ゴッツイン。 
ぐらい  グガーっと＊＊＊ すごいの。 

 

61F：ミズニ ツカッタンデスカ？＊ 
水に  浸かったのですか？＊ 

 

62D：ワタシノ イエワ カイガンブチデスカラ モー ハヤカッタデスネ。 
私の   家は  海岸の端ですから   もう 早かったですね。 

 

63B：＊モー ヤバイト オモッテ＊ 
   ＊もう やばいと 思って＊ 
 

64F：ヤマニ ニゲタンデスカ？ 
山に  逃げたのですか？ 

 

65D：ニゲマシタヨ。＊＊＊ニゲニゲト イワレテモ ミニイッタンデスヨ。 
逃げましたよ。＊＊＊逃げ逃げと 言われても  見に行ったのですよ。 

 

66F：＊トーホクノホーデモ ニジューナンメートルノ ツナミガ＊ナンベーノホーデ 
    ＊東北の方でも    二十何メートルの     津波が＊南米の方で 

 

オキタッテユッテネ。アレモ アレモ チリノ アレヤッタ。コンドノ 
起きたといってね。 あれも あれも チリの あれだった。今度の 

 

トーホクノホーデモ ミズガ チーサナ ツナミガ キテマスヨネ。 
東北の方でも    水が  小さな  津波が  来ていますよね。 

 

67D：チッチャーイノガ＊＊＊。 
小さいのが＊＊＊。 

 

68B：チャプチャプスルヨーナ。ヤケンド。 
チャプチャプするような。だけれど。 

 

69F：ナニモ サエギルモノガ ナイノデネ＊ ドンドン ソノ エンポーハナレタ＊。 
何も  遮るものが   ないのでね＊  どんどん その 遠方［に］離れた＊。 

 

70B：ナンデ アンナ トーイトコロカラ ナー チリカラ＊ 徳島県の＊＊＊。 
何で  あんな  遠い所から    なあ チリから＊ 徳島県の＊＊＊。 

 

71E：ホンナラナ アノ 《話者 A》ガ イーヨッタナ。アノザイモクオ  
それなら  あの 《話者 A》が  言っていたね。あの材木を  

 

セーリシタッテ イーヨッタヤロ。ワタシヤワ イエノ ニカイカラ アノキオ 
整理したと   言っていただろ。私なんかは 家の  二階から  あの木を 

 

ミタンヨ。ホレワ アノ イマノ コクドー ゴジューゴゴウ タチバナエ 
見たのよ。それは あの 今の  国道   五十五号    橘へ 

 

イクトコロ マ ヘザキッテユー＊ アスコノ コクドー コエテキヨッタナ、 
行く所   × 舳崎という＊   あそこの 国道   超えてきていたね、 

 

ザイモクガ。ウン、マルタガネ。ホンナン    ミヨッタケド 
材木が。  うん、丸太がね。 そんなの［を］ 見ていたけれど 

 

イエニワ アンマリ エイキョー ナカッタミタイ。 
家には  あまり  影響［が］ なかったみたい。 

 

コッカラ チョクセンデ ナンボ ニヒャクメートルクライ＊ 
ここから 直線で    いくら 二百メートルくらい＊ 

 



72A：ソノトキヤッタ コクドー アノドーロダッタラ ドノクライ キタンジャ？ 
その時だった   国道   あの道路だったら  どれくらい きたのだ？ 

 

73E：イヤ アノ ドーロオ ヤット コエルクライ。 
いや あの  道路を  やっと 超えるくらい。 

 

74A：コエルグライケ？ 
超えるぐらいか？ 

 

75E：イマモ オナジ タカサト オモウケド＊ アノドーロ。 
今も  同じ  高さと  思うけれど＊ あの道路。 

 

76A：ナ アノ ドーロナ。 
な あの 道路ね。 

 

77D：マー ツノミネ ナンカワ ワリト、ツナミナンテ チョロリトクルクライデショ。 
まあ 津乃峰  なんかは わりと、津波なんて  ちょろりと来るくらいでしょう。 

 

78E：マエニ シマガ アルンガ エンデスネ。 
   前に  島が  あるのが 良いのですね。 

 

79F：ナガシマネ ナガシマガナー＊ ナニガ ナガシマガアルケン。 
長島ね   長島がねえ＊   何が  長島があるから。 

 

80D：エエンデショーネ。オーガタヤ タチバナワ スゴイモンネ。  
   良いのでしょうね。大潟や   橘は    すごいものね。 

 

81F：ハー チョクセツ？ 
はあ 直接？ 

 

82D：ハイ チョクセツ。 
   はい 直接。 
 

83F：ソーユー ソノムカシノ ソノー ナンカ ソーユー マダ モットマエニ ソノ 
 そういう その昔の   そのう  なにか そういう まだ もっと前に  その 

 

エドジダイノ オワリノ アンセーカナンカニモ オーキナノガ 
江戸時代の終わりの   安政かなにかにも   大きな［津波］が 

 

キトルンデスワネ。アレワ ナンカイジシンヤト オモウンデスケド タブン 
来ているのですね。あれは 南海地震だと    思うのですけれど 多分 

 

   ショーワヨリ モーヒトツマエニ キタ＊ オーサカアタリマデ ヒガイガ 
昭和より   もう一つ前に   来た＊ 大阪あたりまで   被害が 

 

オヨンダ＊アーユー オーキーノガ   コー ナンビャクネンニ イッカイワ 
及んだ＊ ああいう 大きい［津波］が こう 何百年に     一回は 

 

クルヨーナンデスネ＊。 
来るようなのですね＊。 

 

84A：ホンデ＊ ヒガイヤッテ＊ ココラワ   タカイケンナ＊ ホンデ アッコノ  
それで＊  被害だって＊  ここの辺りは 高いからね＊  それで あそこの 

 

ヘザキヤワ  ヒクインダロナ アレ。 
舳崎なんかは 低いのだろうね あれ。 

 

85E：アノ アタリワ ヒクインデス。 
   あの 辺りは  低いのです。 

 



86A：ジガ ヒクイダト オモウンジャ。 
地が 低いのだと 思うのだ。 

 

87B：アノ フクイニナ イッショーガモリッテ アルダロ。バスノ ナニッテ。 
あの 福井にな  一生が森と      あるだろ。バスの なにって。 

 

   アレヤ   ホコマデ イッショー コー ソー＊ ウエニ ノコルッテ  
あれなんか そこまで 一生    こう そう＊ 上に  残ると   

 

キタンヤロ ドーセ ワタシワ ホー ジブンデ カイシャク シトルヨ。 
きたのだろ どうせ 私は   そう 自分で  解釈    しているよ。 

 

ホーデナカッタラ イッショーガモリナンテ イエヘンノヤケンナ。 
そうでなかったら 一生が森などと     言えないのだからね。 

 

88A：イッショーガモリワ タカイデ アレ＊＊＊。 
一生が森は     高いよ  あれ＊＊＊。 

 

89D：タチバナワ コー ワンノナカニ ハイッテルデショ＊ ダカラ モー ツナミガ 
   橘は    こう 湾の中に   入っているでしょ＊ だから もう 津波が 

 

キタラ＊＊＊ナカナカ＊＊＊。 
来たら＊＊＊なかなか＊＊＊。 

 

90F：ソノ アレデスネ。イリクンダトコワ コワイデスネ＊＊＊。 
その あれですね。入り組んだ所は、  怖いですね＊＊＊。 

 

イリクンダトコワ オシアゲル＊＊＊。 
入り組んだとこは 押し上げる＊＊＊。 

 

91D：ウン。アガルワナ。ソレデ ナカナカ ヒーテイキニクイシ＊ 
うん。上がるよね。それで なかなか 引いていきにくいし＊（21：50） 

 

92A：アレ ムカシノ アノ 《人名 2》ノ シチョーハンナ。 
あれ 昔の   あの 《人名 2》の 市長さんね。 

 

アッコニ エイガダニッテユーテ エイガキタッテユーテ ワレ ホンナン 
あそこに エイが谷といって   エイが来たと言って  私  そんなこと［を］ 

 

キタコトガ＊  コドモノトキニ＊＊＊。 
聞いたことが＊ 子どもの時に＊＊＊。 

 

93F：ア ソノ アー。 
あ その ああ。 

 

94A：エイガ      ユーテナ。ナンノ＊。 
エイが［きたと］ 言ってね。なんの＊。 

 

95D：オサカナノ エイ？ 
お魚の   エイ？（21：59） 

 

96A：ウン。 ナンノ ツナガリカ シランノヤケド   ホレデ エイッテ アダナ 
うん。 何の  繋がりか  知らないのだけれど それで エイって あだ名［を］ 

 

トットンジャユーテナ。 
つけたのだと言ってね。 

 

97E：ホラ  ツナミガ キタアトッテ ノッコトーナ、カニトカ サカナガ。 
それは 津波が  来た後って   残っているね、蟹とか  魚が。 

 



コー ピチャピチャシヨル  ミズノナカデ トカナ。 
こう ピチャピチャしている 水の中で   とかね。 

 

98D：オッキー フネガ アガッテ クルンデスモンネ、マチナカエ。 
大きい   船が  上がって 来るのですものね、街中へ。 

 

99F：アノ ネー トーホクノ＊＊＊。 
あの  ねえ 東北の＊＊＊。 

 

100D：アレト イッショデシタワヨ、タチバナモ。 
あれと  一緒でしたわよ、  橘も。 

 

101F：ア アンナンデスカ。 
あ あんなものですか。 

 

102D：ハイ。 
    はい。 
 

103A：アノ ナニモ＊＊＊ナニモ ツナミモ ヨーケ  アガッタラシーデ サカナガ。 
あの なにも＊＊＊何も  津波も   たくさん あがったらしいよ 魚が。 

 

104D：ア サカナガ。 
あ 魚が。 

 

105F：キューゲキニ コー＊ ガート クル＊＊＊。 
急激に    こう＊ ガーと 来る＊＊＊。 

 

106D：クルンデショーネ。 
来るのでしょうね。 

 

107D：ツバキ〔9〕、フクイモネ。 
椿、        福井もね。  

 

108E：フクイノホーガ マタ スゴインカネ。 
福井の方が   また すごいのかね。 

 

109D：フクイノホーガ マタ スゴインデショーネ。 
福井の方が   また すごいのでしょうね。 

 

110E：イチバンオクヤカラ。 
一番奥だから。 

 

111D：ウン 
    うん。 
 

112A：ワイ オボエトルンワナ アノ ナンカイジシンノトキナ、ワイワ トーキョー 
私が 覚えているのはね あの 南海地震の時ね、     私は  東京［へ］ 

 

イットッタ。ソンデ キップ   カエタンガ、トクシマシノ エキマデシカ 
行っていた。それで 切符［を］ 買えたのが、徳島市の   駅までしか 

 

カエナンダ。 アナンマデワ カエナンダ。 ホンデ マタ トクシマデ チョード  
買えなかった。阿南までは  買なかった。それで また 徳島で   ちょうど  

 

トナリアワセノ ヒトガナ ドコインネン＊＊       アナンジャユーテ 
隣合わせの   人がね  どこ［に］帰るの［と言って］  阿南って言ったら 

 

ソンデ ナニシテアゲルッテ アノ ウチトマランカッテ＊。 
それで 何してあげるって  あの 家泊まらないかって＊。 



ガッコーノセンセーヤッタン。センセーガ ホンナンユッテ   トナリアワセニ 
学校の先生だったの。    先生が   そんなことを言って 隣合わせに 
 
ユートッテ。ホンデ ソコニ トマッタン。トマッタラ ホンノ ソノバンニ 
言っていて。それで そこに 泊まったの。泊まったら それの その晩に 

 

オージシンガ キタン＊ツナミガ キヨルユーテナ、   イズミノ ミズガ 
大地震が   来たの＊津波が  来ていると言ってね、泉の    水が 

 

ナクナルテ ユーケンナ チョット ミテユーテ＊    シマイニ ホコノ 
無くなると 言うから  少し   見て［と］言って＊ 最後に  そこの 

 

ナンゾ ガッコーノ ガッコーニ トマッタケンナ＊モンガッコーノ ホッタラ 
何ぞ  学校の   学校に   泊まったからな＊門学校の    そうしたら 

 

アノ ナンヤラ ツレテキタンジャガナ＊ビザンニナ ツレテッタンヤケンドナ。 
あの 何やら  連れてきたのだが＊  眉山にね  連れて行ったのだけれどね。 

 

＊ ミンナ シェンシェー、シェンシェーッテユーテクレテ。 
＊ 皆ね  先生、    先生と言ってくれて。 

 

ホコデ トマッタ バッカシニナ。 
そこで 泊まった ばっかりにね。 

 

113F：ソースルト ソレハ ソノ ヨシンミタイナンガ キタッテユーコトデスカ？ 
そうすると それは その 余震みたいなものが 来たということですか？ 

 

イッカイキテ マタ ヨシンデスカ？ 
一回きて   また 余震ですか？ 

 

114A：ヨシンデーワ ナイトオモッタケドナ＊＊＊。 
余震では   ないと思ったけれどね＊＊＊。 

 

115F：チョード タマタマ ソノ トーキョーカラ カエッテキタ オリニ＊ ソノ＊。 
ちょうど たまたま その  東京から    帰ってきた  折に＊  その＊。 

 

116A：ユッタンヤ。 
揺れたのよ。 

 

117F：アー ユッタ＊。 
ああ 揺れた＊。 

 

118A：ソノバンニ ユッタケンナ。ホンデ ホコデ ガッコーニ トマトッテ。 
その晩に  揺れたからね。それで そこで 学校に   泊まっていて。 

 

ホンデ ガッコーガ トマラシテクレテナ。ガッコーノ センセーダッタンヤ。 
それで 学校が   泊まらせてくれてね。学校の   先生だったのだ。 

 

ウチニ トマッテイケヤーッテ。＊＊＊ビザンツレテ   イッタンジャ 
家に  泊まっていけーと。  ＊＊＊眉山［に］連れて 行ったのだ。 

 

119B：アノー ニュージーランドニ   ジシンガ ユッタダロ。 
あのう ニュージーランド［で］  地震が  来ただろう。 

 

ホイテ アノ ワタシモ シゴトニ イッキョッタ ジブン コノ ナンキンワ 
そして あの 私も   仕事に  行っていた  時分  この 南瓜は 

 

ドコカラ キヨーゾッテ ホーユーテ コレワ コノニホンノ マシタノ 
どこから 来ているって そう言って これは この日本の  真下の 

 



ニュージーランドカラ キヨーッテ ホレオ キートッタンヨ。 ホイテ ホコデ 
ニュージーランドから 来ていて  これを 聞いていたのだよ。そして そこで 

 

アノ ジシンガ ユッテ。ヨーケ  ナンニン ヨーケ  シンダデ。 
あの 地震が  揺れて。たくさん 何人   たくさん 死んだよ。 

 

アー フット シゴトニ イッキョッタ ジブンニ アー コレ ニホンノ 
ああ ふっと 仕事に  行っていた  時分に  ああ これ 日本の 

 

マシタヤケン ツギ ニホンモ コレ    カンレンシテ＊＊＊ オモタラ 
真下だから  次  日本も  これ［に］ 関連して＊＊＊   思ったら 

 

オモラタ マトモニ キタデ。ナ ワタシ ホンデ イヤート オモッタワヨ。 
思ったら まともに 来たよ。な 私   それで いやあと 思ったのよ。 

 

120F：＊アノー ソノー トーホークヤツデスネ。アレモ ホントー  ソーデシタネ。 
＊あのう そのう  東北のやつですね。  あれも 本当［に］ そうでしたね。 

 

   ニホンジンモ ヒガユーケテネ アノ ニュージーランドネ ビルガ タオレテネ。 
日本人も   被害受けてね  あの ニュージーランドね ビルが 倒れてね。 

 

121B：モー ワタシモ、ビックリシタケン。アー コレ マシタヤケン アー 
もう 私も、  ビックリしたから。 ああ これ 真下だから  ああ 

 

ヒョットシタラ ココガ ジシン  ユッタケン＊トオモタラ ホシタラ 
ひょっとしたら ここが 地震［で］揺れたから＊と思ったら そうしたら 

 

スグ キタモン。ナ ホナイ  ナニ ナンツキモ オケヘンカッタヤガ。 
すぐ 来たもの。ね そんなに なに 何ヶ月も  ［間を］置かなかっただろ。 

 

122F：＊イマモ コッチノホーガネ コンド ナンカイジシンガ マタ クルッテユーテ 
＊今も  こっちの方がね  今度  南海地震が    また 来ると言って 

 

ダイブン ユーテマスワネ。 
だいぶ  言っていますよね。 

 

123B：＊キタラ ヒガイ   オーキージャナ＊ 
＊来たら  被害［は］ 大きいだろうね＊ 

 

124A：ジンコー マエト チゴーテ オーイダロ。イマ＊＊＊。 
人口［は］ 前と  違って  多いだろ。 今＊＊＊。 

 

125F：イマ イチバンオーイ ジキデスカラネ＊ コレカラワ モー ヘッテ 
今   一番多い    時期ですからね＊ これからは もう 減って 

 

イキマスケドネ。 
いきますけれどね。 

 

126D：＊ニノバヤシ〔10〕ワ コー ヤマトカ ドッカニ ヌケル  
＊見能林は          こう 山とか  どこかに 抜ける［道を］ 

 

コシラエトルンデスカ？ 
準備しているのですか？ 

 

127E：アノネ ニノバヤシ＊ コノアタリモ ニノバヤシヤケン ワタシ  
あのね 見能林＊   このあたりも 見能林だから    私 

 

ツネミネチョー ヤカラ＊ 
津乃峰町    だから＊ 

 



128D：ア ホーデスカ。ツネミネノ ドコラヘンデスカ？ 
    あ そうですか。津乃峰の  どこの辺りですか？ 
 

129E：ツノミネノ ドコトユー タチバナエキマエノ＊。 
   津乃峰の   どこという 橘駅前の＊。 

 

130D：ア ホーデスカ。ワタシラモ ツノミネトユー＊。 
    あ そうですか。私らも   津之峰という＊。 

 

131E：タチバナエキカラ ミナトノホーニ イク＊ ヒガシエ ミナミエト イク＊＊＊ 
橘駅から     港の方に    行く＊ 東へ   南へと   行く＊＊＊ 

 

ホコラワ ゼッタイ ゴメートルクライノガ キタラ コンナ 
そこの辺りは 絶対 五メートルくらいのが 来たら こんな 

 

アタマノウエニ クルケン ハルカニ、ホナカラ  アノ ミナドコニ  
頭の上に    来るから 遥かに、 そうだから あの 皆どこに   

 

ニゲルカユーテ  カンガエヨンヤケド  ダイタイ チョットデモ 
逃げるかと言って 考えているのだけれど 大体   少しでも 

 

タカイヤマニ ニゲヨーカッテユー＊ 
高い山に   逃げようかっていう＊ 

 

132D：ハヨーネ コシラエンナンダラネ。ワタシラモネ タケヤブオ カイタクシテネ。 
はやくね 作らなかったらね。   私達もね   竹やぶを  開拓してね。 

 

ホンデ ケートラガ  ハシルグライノ ミチオ コサエテネ。 
それで 軽トラックが 走るぐらいの  道を  作ってね。 

 

ホンデ バスオ コサエタンデスヨ＊。 
それで バスを 作ったのですよ＊。 

 

133E：＊ドコ？    ナガハマ？ 
＊どこ［に］？  長浜？ 

 

134D：ナガハマ。 
   長浜。 
 

135E：ア ナガハマワ ヨクススンデ ススンデイマス。 
    あ 長浜は   よく進んで  進んでいます。 
 

136D：タケヤブシテ カイタクシテ＊ 
    竹やぶして  開拓して＊ 
 

137B：マタ ソーモユーナ。アノ ミノバヤシノ エキノウラニ コーオーキナ 
また そうも言うね。あの 見能林の   駅の裏に   こう大きな 

 

イワガ アルデショー。アノ＊ ワタシノ センソージブンデ アッコマデ 
岩があるでしょう。  あの＊ 私の   戦争［の］時分で あそこ迄 

 

モッコ    カツイデナ＊＊＊ ミンナ ツチハコンデ。 ホンナン  
もっこ［を］ 担いで＊＊＊   皆な  土［を］運んで。そんなこと［を］ 

 

シヨッタ＊ナニモ ホレ イマデモ イヤー ソノイシワ ガンジョーナッテ  
していた＊何も それ  今でも  いやあ その石は  頑丈なって     

 

ネガ ハエトンカイナットオモウナ。イマダニ ヤッパリ ホレ オモイマスナ＊。 
根が 生えているのかなと思うね。 未だに  やはり  それ 思います＊。 

 



ガント シトルッテ オモッテナ＊ 
ガンと しているって 思ってね＊ 

 

138A：＊センセー アレ ナンジャ ジシンユッテ オーガタ ナンジャナ ミョーナ 
    ＊先生   あれ なんだ  地震揺って  大潟   なんだな  妙な 

 

ウワサガ デテ ミナ クルマデ キタッテ イーヨッタデ。 
噂が   出て 皆  車で   来たと  言っていただろう。 

 

ツノミネ   ニゲッテユーテ＊＊＊（E：アー）ナンジャ イッテキタ。 
津乃峰［に］ 逃げろと言って＊＊＊（E：ああ）なんだ  いってきた。 

 

139E：ソコノ スカイライン〔11〕ナ。 
そこの ［鳴門］スカイラインね。 

 

140A：＊スカイライン ホタラナ  クルマガ ズート ツカエテシモーテ＊。  
＊スカイライン そうしたら 車が    ずっと つかえてしまって＊。 

 

オーガタマデ。 
大潟まで。 

 

141F：ア ソノ アノ ツナミガ クルッテユーテ。 
あ その あの 津波が  来るっていうて。 

 

142A：クルッテユーテ＊。 
来るって言って＊。 

 

143E：アノ サンイチイチノ〔12〕 トコロナ。 
あの ３１１の        所ね。 

 

144D：ハイ ハイ ハイ。 
はい はい はい。 

 

145F：トーホクノトキニネ、ナンカ ソンナ ハナシガ アッタラシイワネ。 
東北の時にね、   なんか そんな  話が  あったらしいわね。 

 

146D：ハイ アッタンデス。 
    はい あったのです。 

 

147F：ホンデ ミナ ニゲヨートシタラシイ。クルマデ ニゲヨートシタトコロガ 
それで  皆  逃げようとしたらしい。車で   逃げようとした所が 

 

モー スグ ジュータイデ＊＊＊。 
もう すぐ 渋滞で＊＊＊。 

 

148E：コノ スカイラインノ     イリグチ イリグチニ ゲートガ アルケン。 
この ［鳴門］スカイラインの 入口   入口に   ゲートが あるから。 

 

149A：イリグチニ ゲートガ アルケン。 
入口に   ゲートが あるから。 

 

150D：オカネ ハラワナイケン。 
   お金  払わないといけない。 
 

151F：トーホクノホーデモ クルマ  ツカエテマシタモンネ。 
東北のほうでも   車［が］ ［渋滞して］いましたものね。 

 

152A：ホンデ ゲートガ アルケンナ アノリョーキン＊ リョーキンジョ ゲートガ 
それで ゲートが あるからね  あの料金＊    料金所［に］  ゲートが 

 



アルモンジャケ ソコカラ アガレナンダケン。 
あるものだから そこから あがれなかったから。 

 

ズート ツカエテナ。  ホンデナ ホコワ モー ケーヤクデキトルンヨ。 
ずーと ［渋滞］してね。それでね そこは もう 契約できているのよ。  

 

ココラアタリガナ モー ナニ オープンデセーッテ。ホシタラ＊。 
ここの辺りがね  もう なに オープンでしろって。そうしたら＊。 

 

153E：ヒジョージワネ。 
    非常時はね。 

 

154A：ウン。 
うん。 

 

155A：《人名 3》ガ カギオ モッテイテ、アッコノ ヒジョージワ アケレルラシー。 
《人名 3》が 鍵を  もっていて、 あそこの 非常時は   開けられるらしい。 

 

アッコノ。 
あそこの。 

 

156C：ホナイ   イーヨッタ。 
そのように 言っていた。 

 

157C：クルマデワ チョット ミチガ ホソイノデネ。 
    車では   少し   道が  細いのでね。 

 

158D：ネー ムリムリ。 
    ねえ 無理無理。 

 

159C：ドコデモネ モー イッパイニ ナリマスネ。 
    どこでもね もう いっぱいに なりますね。 

 

160C：クルマガ アカンノヨ＊。 
    車が   だめなのよ＊。 

 

161F：ジテンシャガ イーミタイ。ジテンシャガ イチバン イーッテ。 
    自転車が   良いみたい。自転車が   一番   良いって。 

 

162C：＊コクドー  ワタルノニカラ ワタレン＊ ホラ ハタカラ 
    ＊国道［を］ 渡るのに    渡れない＊ ほら はたから 

 

ホラ ワタレルカイナ＊。 
ほら 渡れるかな＊。 

 

163F：イッパイ     イッパイニ ナッテネ。 
［車で］いっぱい いっぱいに なってね。 

 

164E：ドンドン ドンドン トール。 
どんどん  どんどん 通る。 

 

165A：ミンナ クルマデ イクケンナ。 
みんな 車で   行くからね。 

 

166C：ミンナ クルマデ イクケンナ＊。 
みんな 車で   行くからね＊。 

 

167F：マー ミチガ ヒローイ ヒロイッテユー ミチガ イッパイ アッタラ  
まあ  道が  ひろい  広いという   道が  いっぱい あったら 

 



   アレデスケド  ミンカモ スクナカッタラ エーデスケド、 オーイシネ。 
あれですけれど 民家も  少なかったら  いいですけれど、多いしね。 

 

   ミチモ スクナカッタラ モー イッパイ＊。 
道も  少なかったら  もう 一杯＊。 

 

168A：ミンナ クルマヤケンナ＊ 
みんな 車だからね＊ 

 
【注釈】 

〔1〕あいづち表現で、話者複数につき、聞き取れるところは記入しているが、聞き取れな

いところは記入を省略している。全文同様。 
〔2〕オーガタ…徳島県阿南市大潟町。 
〔3〕タチバナ…徳島県阿南市橘町。 
〔4〕ナガシマ…徳島県阿南市橘町にある島のこと。 
〔5〕カイヨーチョー…徳島県海部郡海陽町。 
〔6〕シシクイ…徳島県海部郡海陽町宍喰。 
〔7〕フクイ…徳島県阿南市福井町。 
〔8〕ツノミネチョー…徳島県阿南市津乃峰町。 
〔9〕ツバキ…徳島県阿南市椿町。 
〔10〕ニノバヤシ…徳島県阿南市見能林町。 
〔11〕スカイライン…「鳴門スカイライン」。徳島県道 183 号亀浦港櫛木線における通称。 
〔12〕サンイチイチ…徳島県の県道路のことを指す。 
 
 
 
Ⅱ．昔の生活の話１ 

［00:32:12～00:37:45］ 
 

1A：ミノバヤシワ ハッタツスルデ＊ ナ ガッコーワ ヨーケアルシナ、  
見能林は   発達するよ＊    ね 学校は   たくさんあるしね、 

 

ヨーチエンカラ ハジマッテ ショーガッコー、コーコー、ズット  
幼稚園から   始まって  小学校、    高校、  ずっと 

 

コーシエンマデアル。 
甲子園［=野球場］まである。 

 

2D：ミノバヤシワ エーケド  ツノミネモ マタネ ショーガクセーガ 
見野林は   良いけれど、津乃峰も  またね 小学生が 

 

スクノーナチャッテネ。 
少なくなってしまってね。 

 

3E：モー スクナクナッテキテネ。 
もう 少なくなってきてね。 

 

4A：ホイデ ミナ ナニジャ ヒトナツカシー ヒトナツコイヒトバッカリデーナ。 
それで  皆  何だ   人懐かしい   人懐っこい人ばかりでね。 



 

ウン。 
うん。 

 

5D：ソシテ コー ヤッパシ ツナミガ キニクイチューン トチガラモ  
そして こう やはり   津波が  来にくいという  土地柄も 

 

アルンチャウデ。 コッチ ネ モー タチバナナンテ ウレナインデスッテ、 
あるのではないか。こっち ね もう 橘なんて    売れないのですと、 

 

トチ＊。 
土地＊。 

 

6E：アー ソーデショーネ。 
ああ そうでしょうね。 

 

7F：アー トチガ＊ アー ソレデモ アナンシタチバナユータラ ヤッパリ コー 
ああ 土地が＊ ああ それでも 阿南市橘［と］言ったら  やはり  こう  

 

ダイヒョーテキナ トコロデスモンネ。（D：ハイ コーネ）コー チューシン＊。 
代表的な     所ですものね。  （D：はい こうね）こう 中心＊。 

 

8E：ツナミ   クルノガ  ワカットーケン  モー ウレンワナ。 
津波［が］ 来ることが わかっているから  もう 売れないよね。 

 

デテイッキョルヒトモ アルシ。 
出ていっている人も  いるし。 

 

9F：ドコデモ ソンナカンジデス。ゼンコクテキニ カイガンゾイワ＊。 
どこでも そんな感じです。  全国的に    海岸沿いは＊。 

 

ワタシ ワタシモ ウマレガ ミエケンナンデスヨ。ミエケンデスケドネ。 
私   私も   生まれが 三重県なのですよ。 三重県ですけれどね。 

 

ウミニ チカインデスヨ。イセワンガネ。イエガ ヨーケ  タッテ 
海に  近いのですよ。 伊勢湾がね。 家が  たくさん 立って 

 

ムカシヤッタラ ウレタンデスケドネ。 イマデワ ズート ウレノコッタヤツガ 
昔だったら   売れたのですけれどね。今では  ずっと 売れ残った［家］が 

 

ヨーケ  アリマスネ。ウレノコリガネ＊。 
たくさん ありますね。売れ残りがね＊。 

 

10B：マー シマグニジャケンナー＊ ツナミガ コンデモ＊＊＊。イタンドル。 
まあ 島国だからねえ＊     津波が  来なくても＊＊＊。いたんでいる。 

 

ヤマグチケンヤ アッチニ マタ アメガ ヨーケ  フッテ ナー。 
山口県なんか  あっちに また 雨が  たくさん 降って なあ。 

 

11F：ソー ソー。サイガイガ オーイデスワネ。サイキン。 
そう そう。 災害が   多いですよね。 最近。 

 

12B：オコットンジャワ。ナ ホンマニ。 
怒っているのだよ。な 本当に。 

 

13E：チキューガ オコットル。 
地球が   怒っている。 

 

14B：モー チキューオ ホーユーヨーニ キタナーニ ナ（F：ソー シテシマウ） 
もう 地球を   そういうように 汚く    な（F：そう してしまう） 

 



ウッタライカン ウッテ ウッテスルカラ ソノシタラ イカンモン＊ 
打ったらいかん 打って 打ってするから そうしたら いけないもの＊ 

 

テンチガ オコットンジャワ。 
天地が  怒っているのだわ。 

 

15F：＊ホンマ ソーデスネ。エイキョーシトル、ホント   ソーデスワネ。 
＊本当  そうですね。影響している、  本当［に］ そうですよね。 

 

ソースル キタナーシタンデ ソーヤッテ。 
そうする 汚くしたので   そうやって。 

 

16B：バチガ アタンリョルンジャワナ。 
罰が  あたっているのだよね。 

 

17F：オーアメニ ナッタリネ。アノ シューチューゴーウデモ アンナ 
大雨に   なったりね。あの 集中豪雨でも      あんな［雨は］ 

 

イママデ ナカッタヨーナ、ネ。 
今まで  なかったような、ね。 

 

18B：オコットンジャワ。アマノカミサン チノカミサンナ＊ ホンマニ ワタシワ 
怒っているのだよ。天の神さん   地の神さんね＊   本当に  私は 

 

ホーオモウワ。 
そう思うよ。 

 

19E：チョット チゴタラ フレヘンノニ ザーザーフッテ＊ アンナン ムカシワ 
少し   違ったら 降らないのに ザーザー降って＊ あんなの 昔は 

 

ダイタイ コノバ    アタリイッタイチューニ＊ 
大体   この場［の］ 当たり一帯中に＊ 

 

20B：アンナニ ホレコソ アマテラスオーミカミガ コー ナニシテ ナ ハチマンノ 
あんなに  それこそ 天照大御神が      こう なにして な 八幡の 

 

ココキンノ ナニヤ トリガ トンデナ キテトマッテ ホーユーノヨーナ  
ここ金の  何だ  鳥が  飛んでね 来てとまって そういうような 

 

コー ナニ シテキタデ。 イマノコワ ホンナンノ     ナラエヘンデ。 
こう 何  してきただろ。今の子は  そういうもの［を］ 習わないだろ。 

 

21F：アノ チョード サンネングライマエニ アノ ワカヤマデ アリマシタデショ。 
あの ちょうど 三年ぐらい前に    あの 和歌山で  ありましたでしょ。 

 

ナラノホー ミニ ミニイキマシタケド  ヒドイモンデスワ。ナンニモ 
奈良の方  見に 見に行きましたけれど 酷いものですわ。 何も 

 

ナオシテマセン。ナオスマデ＊ コーヤッテ ブイニナッタ  
直していません。直すまで＊  こうやって ブイ［の字］になった   

 

タニガ アルデショ。コー ソコノダーット ツチガネ＊ ドシャガ クズレテネ。 
谷が  あるでしょ。こう そこのダーっと 土がね＊  土砂が  崩れてね。 

 

モーソノママデス。エー ソーユートコ イタルトコロガ  
もうそのままです。ええ そういうところいたる所が    

 

コー タニニ ナットルンデスヨ。 イタルトコロ タニトユータニ  
こう 谷に  なっているのですよ。いたる所   谷という谷［が］ 



ゼンブ モー ホーユーフーニ クズレテマスネ。 
全部  もう そういうふうに 崩れていますね。 

 

ヤッパ ソノタニノネ キンペンデ イエノ アルヨーナトコロワ ミナ 
やはり その谷のね  近辺で   家の  あるようなところは 皆 

 

ツブレタリシテ ヒガイ   ダイブ デマシタネ。 
潰れたりして  被害［が］ だいぶ 出ましたね。 

 

22B：ドナイヤ  ショーガナイデナ。テツノツケーガ ナイデナ。 
   どうしても 仕方ないよね。  手のつけようが ないよね。 

 

23F：ソー ソー ソー。 
そう そう そう。 

 

24F：イママデモ ナンカイカ アッタッテ イーマスケド、 チョット 
今までも  何回か   あったと  言いますけれど、少し 

 

ヒドイデスワネ。サイキンネ＊。 
酷いですよね。 最近ね＊。 

 

25B：モー ジバンガ ドナイゾ   ナットルンヤナ。 
もう  地盤が  どのようにか なっているのだろうね。 

 

26E：コナンダ アノ テレビ    ミヨッタラナ。コー イワノ  
［先日］ あの テレビ［を］ 見ていたらね。こう 岩の   

 

ガンバンマデ ゼンブ クズレトル ガンバンダケガ＊ イワヤマダケガ 
岩盤まで   全部  崩れている 岩盤だけが＊   岩山だけが 

 

ノコットルトコノ    オモテニアッタ＊ 
残っているところ［が］ ［表面］にあった＊ 

 

27F：イママデヤッタラ ソンナ ウエガ スベルクライデ＊ 
今までだったら  そんな 上が  滑るくらいで＊ 

 

28B：アンナモン ウチコンダラ イカンモン  ウッテ ウッテ スルケン 
あんなもの 打ち込んだら  いけないもの 打って 打って するから 

 

オコットンジャワ。ホンマニ＊。 
怒っているのだよ。本当に＊。 

 

29F：アメデモ フッタラネ。モーネ イママデ フッタコトノ ナイヨーナ アメガ 
雨でも  降ったらね。もうね 今まで  降ったことの ないような 雨が 

 

フルッテユッテネ＊。 
降るといってね＊。 

 

30B：オソロシー ヨノナカニ ナッテキタナー。 
   恐ろしい  世の中に  なってきたねえ。 

 

31E：マー ワタシモ マエガ＊ コナニシテ  ナンカイジシン ツナミノトキナ 
まあ 私も    前が＊  こんなにして 南海地震［の］ 津波の時ね 

 

マエノ ホンノトキワ ホンマニ チョットカ オボエテナイケン ホナニ＊ 
前の  その時は   本当に  少ししか  覚えていないから そんな＊ 

 

コワサチューノワ ノコッテナイ。 
怖さというものは 残っていない。  



32B：ホージャナ。ナンカイジシンノ アノ アノ ツナミワ ナンジャケド 
そうだね。 南海地震の    あの あの 津波は  なんだけれど 

 

チリノ ツナミニ ゴッツイ。 
チリの 津波に  すごい。 

 

33D：ロクサイグライダッタンチャウデ。 
六歳くらいだったのではないか。 

 

34E：＊ジューゴネンデ ロクサイヤネ。ガッコーイクマエ。 
＊十五年で    六歳だね。  学校［に］行く前。 

 

35F：チリノ ツナミワ ショーワサンジューネンダイデスカ？ 
チリの 津波は   昭和三十年代ですか？ 

 

36D：ホッタラ  ワタシラモ チョット モー ムスメニ ナットッタ。 
そうしたら  私らも   少し   もう 娘に   なっていた。 

 

37E：ホーヤネ＊。 
そうだね＊。 

 

38F：サンジューネンダイゴロデスネ。 
三十年代頃ですね。 

 

39D：アサ アサ アサダッタンデスネ。 
朝  朝  朝だったのですね。 

 

40D：ショーワサンジューネンダイナカバデス。 
昭和三十年代半ばです。 

 

41D：ワタシガ モー ムスメニ ナットッタカラ＊ アサダッタンデスヨネ。アレ。 
私が   もう 娘に   なっていたから＊ 朝だったのですよね。 あれ。 

 

42B：ウチノニーチャンガ ウマレテ ウマレテ サンサイカソコラニ＊ 
私の兄さんが    生まれて 生まれて 三歳か［それくらい］に＊ 

 

イマ   モーナ ゴジューデトー。 
今［は］ もうね 五十［歳を過ぎている］。 

 

43F：アー ホーデスカ。 
ああ そうですか。 

 

44D：リョーシサンワ ヨー シッテマスネ。 ホンデモネ アノー ツナミガ  
漁師さんは   よく 知っていますね。それでもね あのう 津波が 

 

クルゾーッテユーテ モー ソーゾーシカッタケンネ。チリノトキ。 
来るぞーと言って  もう 騒々しかったからね。  チリの時。 

 

45D：ネトッタンデスケド＊。 
寝ていたのですけれど＊。 

 

46F：アンマリ ソノ イマワ ソノ ヤクバガ ウゴイタリ シヤクショガ 
あまり  その 今は  その 役場が  動いたり  市役所が 

 

ウゴイタリ＊ ソンナン  ナカッタデスヨネ。ムカシワネ。タイフーデモネ。 
動いたり＊    そんなこと なかったですよね。昔はね。  台風でもね。 

 

47D：ナカッタデスネ＊ ゼンゼン＊＊＊。 
なかったですね＊  全然＊＊＊。  



48B：マーナ オヤガ ミズガ アメガフッテ ミズガ デタラ ドンドント  
まあね  親が  水が  雨が降って  水が  出たら どんどんと 

 

ナガレルワーッテ アノ ナニー ナントカテユーテ＊ ホーユーテナ。 
流れるよと    あの なに  何とかと言って＊  そう言ってね。 

  

ヨー ミズガ デタラ イエガ ナガレテッテ＊ イーヨッタ。 
よく 水が  出たら 家が  流れてと＊   言っていた。 

 

ホンナ ハナシ  キートー。 オジーサン＊。 
そんな 話［を］ 聞いている。おじいさん［から］＊。 

 

49F：ホーユー アー ツナミノ アー イーツタエミタイニ＊ アレニ 
そういう ああ 津波の  ああ 言い伝えみたいに＊   あれに 

 

ナットンデスネ＊＊＊。 
なっているのですね＊＊＊。 

 

50B：ホンナンガアッタ  ヤッパリナ。 
そんなものがあった やはりね。 

 
 
 

Ⅲ．昔の生活の話 ２ 
［00:40:00～00:43:42］ 

 
1A：＊ホヤケンド  ヒニ ヒニ コメオ コーテイヌンネ。ホンデ  

＊そうだけれど 日に 日に 米を  買って帰るのね。 それで  
 

ブツブツコーカンヤ ナンボジェ ユータラ コメサンゴー ゴゴーヤユーテ＊。 
物々交換なんか   いくらだ  言ったら 米三合    五合だと言って＊。 

 

2B：オカネノ カワリニ オコメモッテナ。 
お金の  代わりに お米［を］持ってね。 

 

3A：＊ムカシノ ヒャクショーヤッタラナ。カネ   モットレヘンデナ＊。 
＊昔の   百姓だったらね。    金［を］ 持っていないからね＊。 

 

4A：ブツブツコーカン ヨーシタデ。 
物々交換［を］  よくしたよ。 

 

5F：ショーワロクネンデスカラネ。 
昭和六年ですからね。 

 

6A：ワイワ チャウケド オヤジガナ ヨーヤンリョッタ。＊ムカシノ ヒトヤッタラ 
私は  違うけれど 親父がね  よくしていた。   ＊昔の   人だったら 

 

オーガタニ ナニ トリニイッキョッタ＊ ダイベン、ベン。 
大潟に   なに 取りに行っていた＊  大便、  便。 

 

7D：アー アー。 
ああ ああ。 

 

8E：ヒリョーニスル＊＊＊。 
肥料にする＊＊＊。 

 



9A：ヒリョーニスルノニ、コヤシニ。ウン。＊ボットンデナ。ベンジョガ。 
肥料にするのに、  肥やしに。うん。＊ボットンでね。便所が。 

 

イマミタイニ スイセンデ ナガレヘン＊ ホンデ タメテナ ホレオ オケオ 
今みたいに  水洗で   流れない＊  それで 溜めてね それを 桶を 

 

ムッツツンデ コーヤッテ＊＊＊。 
六つ積んで  こうやって＊＊＊。 

 

10B：ホラ アノ ウミノ ホーワ フネデナ ムカイノホーワ キヨッタダナ。 
ほら あの 海の  方は   船でね  向かいの方は  来ていたよね。 

 

11D：コカツジマノホーカラモネ。タチバナノホーエ＊ キヨッタンデスヨ。 
小勝島の方からもね。    橘の方へ＊     来ていたのですよ。 

 

12A：トンニキヨッタ＊。 
取りに来ていた＊。 

 

13F：ヒリョーデスネ。 
肥料ですね。 

 

14D：ヒリョー。 
肥料。 

 

15A：アトオシセーヤユーテ＊  アトオシシタラ クサインジャ＊ アトオシシタラ＊。 
後押ししろやと言われて＊ 後押ししたら  臭いのだ＊   後押ししたら＊。 

 

ナニガ＊＊＊ デナガーイデナ＊ ヤマガ コー ヒガシサカナ アガルノガ、 
なにが＊＊＊ で長いよね＊   山が  こう 東坂ね    登るのが、 

 

チョット アガランデ  アトオシニ コイヤーユーテナ＊ ホイテ 
少し   登らないので 後押しに  来いやと言ってね＊ そして 

 

ホノ トッタゲタラ   サカナ  クレルンジャ（D：ウーン） サカナ 
その 手伝ってあげたら 魚［を］ くれるのだ。 （D：うーん） 魚 

  

テンギノ イチバンマエニナ＊ テンギヤテ  シラン？＊ 
テンギの 一番前にね＊    テンギなんて 知らない？＊ 

 

16E：オスヤツ？ 
押すやつ？ 

 

17A：ウン アノ コンナ ココデ ニンゲンガ ヒーテイクンヤ＊ ホイテ 
うん あの こんな ここで 人間が   引いていくのだ＊ そして  

 

コーオイテ ココニ シャリンガ アッテナ＊ ココニ ニモツオツムンジャ。 
こう置いて ここに 車輪が   あってね＊ ここに 荷物を積むのだ。 

 

コレオ テンギユーンジャ。  ＊ボー コンクライノフトサノ ボーオ  
これを テンギ［と］言うのだ。＊棒  これくらいの太さの  棒を 

 

コーヤッテ＊ テンギジャ。 
こうして＊  テンギだ。 

 

18F：ココニ コエオ コエオ？コエダル タルニイレタヨーナ＊。 
ここに  肥を  肥を？ 肥樽   樽に入れたような＊。 

 

19A：ホンデ ココニ クレタ サカナツッテナ＊ テンギノココニ ホラタマッタラ 
それで ここに くれた 魚［を］吊って＊  テンギのここに ほら溜まったら 



コマルデ。オーガタノヒトモナ＊ ココニナ ムッツツンドルンジャ。 
困るだろ。大潟の人もね＊    ここにね 六つ積んでいるのだ。 

 

アノマルノ＊ コエオ イレルヤツオナ ホンデ キノフタオ コー＊。 
あの丸の ＊ 肥を  入れるものをね それで 木の蓋を  こう＊。 

 

20E：オトシブタジャ＊。 
   落し蓋だ＊。 

 

21B：ミチワナ ヒガシザカ コエント ヒラミチ  トーッテ キヨッタンデ。 
   道はね  東坂［を］ 越えずに 平道［を］ 通って  来ていたのだよ。 

 

22A：ホンデ フタシテナ＊  コレオ ヒリョーニシテ タンボノナカニ ホルンヤ。 
それで  蓋［を］して＊  これを 肥料にして   田んぼの中に  掘るのだ。 

 

マタ ホルンガナ アノ ムズカシージャ コーヤッテ＊。 
また 掘るのが  あの 難しいのだ   こうやって＊。 

 

23D：ジブンニ カカルデ。 
自分に  ［肥やしが］かかるではないか。 

 

24A：ホンナ コシデ アカンユーテ＊     アレ ムズカシンジャ。ムカシノ 
そんな  腰で  いけない［と］言って＊ あれ 難しいのだ。  昔の 

 

コンナン メズラシーデ＊ オーガタマデ サカナ ナニ ユーテ サカナ 
こんなの 珍しいよ＊   大潟まで   魚   何  言って 魚［を］ 

 

トリニキテッテ、コンナン  トンニキテユーテクルンヨ    オバハンガ 
取りに来てって、こんなもの 取りに来て［と］言ってくるのよ おばさんが 

 

ソコノ＊ サカナ＊ 《人名 4》ノオバハンガ ウケオーテキテ 
そこの＊ 魚＊   《人名 4》のおばさんが 請け合ってきて 

 

ドコソコ    トリニキテ トリニコイッテユーテキテ＊ ホタラ 
どこそこ［に］ 取りに来て 取りに来いと言って来て＊ そうしたら 

 

トリニイクンジャ。ヨー イッキョッタ。イチキロクライ オーガタイクンニ 
取りに行くのだ。 よく 行っていた。 一キロくらい  大潟［に］行くのに 

 

オーガタイッタリ  ツノミネイッタリナ。 
大潟［に］行ったり 津乃峰［に］行ったり。 

 

25B：アノジブンワ エラカッタ。 
あの時分は   つらかった。 

 

26A：アーヤッテナ セーカツ シテキヨッタンジャ。 
ああしてね   生活を  してきていたのだ。 

 
 
 
Ⅳ．話者が経験した津波の被害 ２ 

［00:57:24～01:09:00］ 
 

1E：ホンデ ヤッパリ ナニデスカ。タチバナデ ホノ ショーワニジューイチネン 
それで  やはり  何ですか。  橘で    その  昭和二十一年 

 



カエ（D：ハイ） アレ    ケーケンサレタンデスカ？ 
かね（D：はい） あれ［を］ 経験されたのですか？ 

 

2D：アレ モー ケーケンシタンデスヨ。 
あれ もう 経験したのですよ。 

 

3E：ホーデスカ。 
そうですか。 

 

4F：ヤッパ ジシン ジシンガ オキタノワ イツゴロ スグヤッタンデスカ。 
やはり 地震  地震が  おきたのは いつごろ すぐだったのですか。 

 

＊ジシンモ ダイブ ユレタンデスカ？ 
＊地震も  だいぶ 揺れたのですか？ 

 

5D：イヤ ＊チリデショ？ 
いや ＊チリでしょう？ 

 

6F：イヤ ニジューイチネンノヤツワ＊ アノー ソンナニ＊。 
いや 二十一年のやつは＊     あのう そんなに＊。 

 

7D：ナンカイデスカ？ナンカイ ア ロクサイクライダッタト＊。 
  南海ですか？  南海    あ 六歳くらい［の時］だったと＊。 

 

8E：イッショグライヤナ。＊アンマリ オボエテナイ。 
一緒ぐらいだね。   ＊あまり  覚えていない。 

 

9D：アンマリネ。 
あまりね。 

 

10E：ホンテ アケガタヤケン ネトル。 （D：ウン）コドモワ マダ＊。 
それで 明け方だから  寝ている。（D：うん）子供は   まだ＊。 

 

ホンデ オコサレテ＊。 
それで 起こされて＊。 

 

11F：ワカランデスネ。 ホシタラ  ロクサイダッタラ。 
わからないですね。そうしたら 六歳だったら。 

 

12E：セナカニ オワレテ ウエニアガッタ。 
背中に  負われて 上にあがった。 

 

13D：ツナミダケガ＊。 
津波だけが＊。 

 

14F：キオクニアルト。ミタンデスネ、ソノナミオ？ 
記憶にあると。 見たのですね、その波を？ 

 

15D：イーヤ、オヤニ ツレラレテ ヤマニニゲテ＊。 
いいや、親に   連れられて 山に逃げて＊。 

 

16F：デ   マー ウシロミタラ、  コー ミズガ キトル。 
それで まあ 後ろ［を］見たら、こう 水が  来ている。 

 

17D：モー イエカエッテキタラ  モー テンジョーマデ テンジョーマデ。 
もう 家［に］帰って来たら もう 天井まで    天井まで。 

 

18F：テンジョーマデ キトッタンデスカ。アトワ ミンナ ナガサレテシモタンデスカ。 
天井まで    きていたのですか。あとは みんな 流されてしまったのですか。 



カザイドーグ。 
家財道具。 

 

19D：ナカワモー＊。 
中はもう＊。 

 

20B：タチバナワ ミナ ナー。 
橘は     皆  ねえ。 

 

21D：タチバナワ ヒドカッタモンナ。ホイテモー＊。 
橘は    酷かったものね。  そしてもう＊。 

 

22F：ミナ ニゲタンデスネ。ホシタラ。 
皆   逃げたのですね。そうしたら。 

 

23D：ニゲマシタネ。 
逃げましたね。 

 

24A：アノトキッテ シンダヒト   ナカッタ＊ ヤケンド＊。 
あのときは  死んだ人［は］ なかった＊ だけれど＊。 

 

25D：ナカッタト オモウンヤケンド。 
なかったと 思うのだけれど。 

 

26D：アンマリ キータコトナイ。 
あまり  聞いたことない。 

 

27E：アンマリ イーヨランナ。 
あまり  言っていないね。 

 

28A：キータコトナイナ。 
聞いたことないね。 

 

29F：トーホクノホーワ ヨーケ  ナクナリマシタケド。 
東北のほうは   たくさん 亡くなりましたけれど。 

 

30D：チョット ジカンガ アッタンチャウデ。 
少し   時間が  あったのではないか。 

 

31A：＊ツナミガ クルマデ ジカンガ アッタンダロカナ。 
＊津波が  来るまで 時間が  あったのだろうかな。 

 

32F：サンジュップンカ イチジカンクライ＊ サンジュプンクライ ジカンガ  
三十分か     一時間くらい＊    三十分くらい    時間が 

 

アッタンデスカネ。 
あったのですかね。 

 

33D：アッタンダロネ。 
あったのだろうね。 

 

34B：ナンセ イドガ カラッポニナッタゾー ツナミガ クルゾーッテ イガッテナ。 
なにせ 井戸が 空っぽになったぞー  津波が  くるぞと   叫んでね。 

 

（A：ホーカ）＊ スグニ イド    ミルンヨナ。ジシンガ ユッタラ。 
（A：そうか）＊ すぐに 井戸［を］ 見るのよね。地震が  揺れたら。 

 

35F：カワデモ モー ミズ   ナクナルラシーデスネ。カワデモ エー トクシマデモ 
川でも  もう 水［が］ なくなるらしいですね。川でも   えー 徳島でも 



カワミズナクナッタラシーデスネ。    キータケド。 ヒータッテ。エー。 
川［の］水［が］なくなったらしいですね。聞いたけれど。引いたって。ええ。 

 

36A：ホレダケ オボエトル。モー ホーレダケナ。モー＊。 
それだけ 覚えている。もう それだけね。  もう＊。 

 

37A：イッタン オキニ ヒーテマウンダロカナ。 
一旦    沖に  引いてしまうのだろうかな。（59：27） 

 

38D：ヒーテマウンヤロネ。 
引いてしまうのだろうね。 

 

39F：ヒータヤツガ  ゼンブモドッテクル。 
引いた［水］が  全部もどってくる。 

 

40A：ホレガ イッパツニナッテ ヤッテクルンヤナ。 
それが 一発になって   やってくるのだな。 

 

41B：モー チリツナミノコト   オモッタ。 
もう チリ津波のこと［を］ 思ったら。 

 

42D：アノ チリワ＊。 
あの チリは＊。 

 

43F：＊チリワ ヤッパ ゼンブ ヒータンデスカ？ 
＊チリは  やはり 全部  ひいたのですか？ 

 

44D：ハイ ミナ＊。 
はい  皆＊。 

 

45F：トーホクト オナジヨーナ。 
東北と    同じような。 

 

46D：アノ タンポヤテアルデショ。タチバナチョーニ フネガ イッパイトマッテ。 
あの  担保屋ってあるでしょ。橘町に      船が  いっぱい泊まって。 

 

《スーパー》ガ アルチカクニ コー タンポヤトイッテネ。 
《スーパー》が ある近くに  こう タンポヤと言ってね。 

 

ムネニイッパイ ツケトルヤツ。 アノヘンガ ヒラチニナッタンデスヨ。 
胸にいっぱい  つけているやつ。あの辺が  平地になったのですよ。 

 

ソレデ サカナガ コー＊。 
それで 魚が   こう＊。 

 

47A：デタンジャナ。 
出たのだね。 

 

48F：＊ソシタラ  フネワ ダイブ コワレタリシタンデスネ。 
＊そうしたら  船は  だいぶ 壊れたりしたのですね。 

 

49D：フネワ モー ドーロ   アガリマシタカラネー。 
船は   もう 道路［に］ 上がりましたからねえ。 

 

50B：アンダケノ イッキョイデ クルンジャケンナ＊。ワタシワ モー＊。 
あれだけの 勢いで    くるのだからね＊。 私は   もう＊。 

 

マックロガ     コー セマッテキタ。アー コレワ トテモ イケン＊。 
真っ黒［いもの］が こう 迫ってきた。 ああ これは とても いけない＊。 



51F：ウエノ ホーカラ ミトッタンデスカ。アノー ニゲテ ニゲタトコカラ 
上の  方から  見ていたのですか。あのう 逃げて 逃げた所から 

 

ミテタンデスカ。 バーットミズガ クルノオ＊。 
見ていたのですか。バーと水が   来る［様子］を＊。 

 

52B：ズート アルイテ イッキョッタケン ジミチオナ＊。ホンデ コー マックロガ 
ずっと  歩いて  行っていたから  地道をね＊。 それで こう 真っ黒が 

 

コークルンヨ。モー ヒトオ カブセル イヤー コレワイカン。オカーチャン 
こうくるのよ。もう 人を  被せる  いやあ これはいけない。お母ちゃん［の］ 

 

トコニ イコートオモッタケド ヤメタトオモッテ。コンドワ ヒキカエソート 
所に  行こうと思ったけれど やめたと思って。 今度は  引き返そうと 

 

オモッタラ マタヒーテイクンガ ゴッツインヨ＊（D：ハヤイモンネ、 
思ったら  また引いて行くんが すごいのよ＊ （D：速いものね、 

 

ハヤイモンネ。）コレ ナニ イッタラ ワタシマデ ムコーニ ツレテカレルッテ 
速いものね。） これ なに いったら 私まで   向うに  連れてかれるって 

 

オモッテナ。ホンデ フンバッテナ シタワヨ。 モー アノトキ 
思ってね。 それで ふんばってね したわよ。 もう あのとき 

 

ドナイシテ ニゲタンカ ワカランヨ。 
どうやって 逃げたのか わからないよ。 

 

53D：ムカシワネ タチバナチョーノ ヤマモネ ミンナ ハタケシタリ 
昔はね    橘町の      山もね  みんな 畑［に］したり 

 

キレーニ ネ キー   キッタリ イキヤスカッタンデスケド  イマワ  
きれいに ね 木［を］ 切ったり 行きやすかったのですけれど 今は   

  

ホッテアルモンデスカラネ。タブン タイヘンダロオモウ。 
放ってあるものですからね。たぶん 大変だろうと思う。 

 

54B：＊エグッテクルケン マー マックロニ ナルンジャナ。モー アノトキノコト 
＊えぐってくるから まあ 真っ黒に  なるのだね。  もう あの時のこと［を］ 

 

オモタラゾットスル。 
思ったらぞっとする。 

 

55D：イーバショ   コサエトーケドネ。 イーバショ。タチバナモネ。 
良い場所［を］ 作っているけれどね。良い場所。橘もね。 

 

56D：イーバショ。 
良い場所。 

 

57E：ボーサイ ボーサイコーエン。 
防災   防災公園。 

 

58F：ボーサイ。 
防災。 

 

59D：ハイ。 
はい。 

 

60F：ヒナン、ヒナンバショデスカ？ドンナフーニ ナットルンデスカ？ 
避難、  避難場所ですか？  どんな風に  なっているのですか？ 



61D：クルマモ ダーット ハイッテイケルシ トイレモ チャントアリマス。 
車も   ダッーと 入っていけるし   トイレも ちゃんとあります。 

 

   コーエンミタイニ ナットル＊。 
公園みたいに   なっている＊。 

 

62B：カンノンサンガ アルホー？ デモナイホー？ 
観音さんが   ある方？   ［そう］でもない方？ 

 

63D：カンノンサンマデワ イケヘン。 
観音さんまでは    いかない。 

 

64F：トーホク トーホクノ ジシンノ アトニ デキタンデスカ？ 
東北   東北の   地震の  後に  出来たのですか？ 

 

65D：アトデス サイキン デキアガリマシタ。デモ＊。 
後です   最近   できあがりました。でも＊。 

 

66E：デモ ケーカクワ ホレヨリマエカラ＊ ホナケド  モノスゴイ タカイッテ 
でも  計画は   それより前から＊  そうだけど ものすごい 高いって 

 

カンジガ センノヨネ＊ トーホクノ    ミタラ＊＊＊。 
感じが  せんのよね＊ 東北の［高さを］ 見たら＊＊＊。 

 

67D：チョット タランノチャイマスカ？  アレ。 
少し   足りないのではないですか？あれ。 

 

68E：ソーユー カンジガスルネ。 
そういう  感じがするね。 

 

69F：ゴメーターカ ロクメーターカ、ジューメータークライ？ 
五メートルか 六メートルか、  十メートルくらい？ 

 

70E：ジューメートルワ アルナ。ホンデモ。 
十メートルは   あるね。 それでも。 

 

71F：ジューメーターデモ モー イミガ ナクナリマシタネ。アレ。 
十メートルでも   もう  意味が なくなりましたね。あれ。 

  

72D：チョット ヒクイネ＊＊＊。 
少し    低いね＊＊＊。 

 

73F：ツナミノ ケーホーデモ サンメートルトカ ヨンメートルトカ 
津波の  警報でも    三メートルとか  四メートルとか 

 

ユーテマシタモンネ。 トーホクノ ジシンガ イッタ スグアトニ。 
言っていましたものね。東北の   地震が  いった すぐ後に。 

 

スグニネ。ウン。 
すぐにね。うん。 

 

74B：ケーエーノナ アンノヒトガ オクサン   ジシンガ ユッタラ ヨンカイニ  
経営のね   あの人が   奥さん［が］ 地震で  揺れたら  四階に 

 

アガリナハレヨッテ＊ ホナイアガタッテジェ。コノ ＊コヤッテユッタラジェ。 
上がりなさいよって＊ そんなに上がったよ。 この ＊こうやって言ったよ。 

 

ドアガ アクヤ  アカンヤラナ ワカランデー＊ ホーユーテケンド＊ 
ドアが 開くのか 開かないのか わからないよ＊ そう言っていたけれど＊ 

 



75F：＊デラレンヨーニナルチューコトデスネ。 イエカラネ。ソレモアルト＊。 
＊出られないようになるということですね。家からね。 それもあると＊。 

 

76B：デターテモ デラレヘン＊。 
出たくても 出られない＊。 

 

77F：ユガンダラ モー アキマセンワナ＊ ドアガネ ドア＊ トビラモ 
歪んだら  もう  開きませんよね＊ ドアがね ドア＊ 扉も 

 

アカンヨーニ  ナリマス。 
開かないように なります。 

 

78B：ホイテナ ジルタ〔1〕オナ ソノウエニ コー モー ナニシタ 
そして  デルタをね    その上に  こう もう なにした 

 

ウメタテシトーダロ？ ヒトツボ アーヤッテシタラナ ジルタ 
埋め立てしているだろ？一坪   あのようにしたらね デルタ 

 

ダイーブ サガットートコガアル。ソンナコト イータッテナ。 
だいぶ  下がっている所がある。そんなこと 言ったってね。 

 

79A：オーガタダッテ ボーサイノ ナニワ デキトランノ？ タワートカ？ 
大潟だって   防災の   何は   出来ていないの？タワーとか？ 

 

80E：イヤ＊ シンハマニ デキトンヤケドネ＊    アレモ ヒクインデス。 
いや＊  新浜に   出来ているのだけれどね＊ あれも 低いのです。 

 

サンテンイチイチノ〔2〕 マエヤカラ＊。 
［東日本大震災］の    前だから＊。 

 

81F：ソコニ ニゲトッテ ダイジョーブカイナッテ、チューコトデスナ＊。 
そこに 逃げていて 大丈夫かなと、     という言うことです＊。 

 

82E：ニゲタラ カンゼンニ ヤラレル。 
逃げたら  完全に   やられる。 

 

83A：バショ バショ   イルワナ。 
場所  場所［が］ いるよね。 

 

84F：トーホクデモ ビョーインノ ニカイカ ナンカ ミンナ アンシンシテニゲタラ 
東北でも    病院の     二階か  何か  みんな 安心して逃げたら 

 

ゼンブ ソレ ゼンメツ デシタモンネ。 
全部  それ 全滅   でしたものね。 

 

アレ ミンナ ウイトッタッテ イーマシタカラネ。 
あれ みんな 浮いていたって 言いましたからね。 

 

ツナミ   キマスヨネ ヒガイデ。 
津波［が］ 来ますよね 被害で。 

 

85D：ヒナンバショガ ダメニナッテシマッタケン＊。 
避難場所が    駄目になってしまったから＊。 

 

86F：ソー ソー ソー。 
そう そう そう。 

 

87F：ジョーシキオ クツガエスヨーナ ネ＊。 
常識を     覆すような     ね＊。 

 



88E：タチバナモ イーヨンヤケドネ。  ムカシワ ホノ イマ ボーサイコーエンニ 
橘も    言っているのだけれどね。昔は   その  今  防災公園に 

 

ナットルヤマガ コッチノ ヤマニ ツズイトッタンダッテ。ホヤケド  
なっている山が こっちの 山に  続いていたのだと。  そうだけど 

 

トチューデ マンションカナンカデ ツクッテ ミチデ キットンデスネ。 
途中で   マンションか何かで  作って  道で  切っているのですね。 

 

ホナケン イマノ ボーサイコーエンノ タカイトコロ＊ コー アルケド  
だから  今の  防災公園の     高い所＊    こう あるけれど  

 

マワリニ ミチガアッテ コッチノ ヤマトワ キリハナサレタッテ  
周りに  道があって  こっちの 山とは  切り離されたって  

 

ホッチエ イケンヨーニナットルケンナ＊  ホンデ ハシカケテクレッテ  
そっちへ 行けないようになっているからな＊それで 橋かけてくれって   

  

イヨンチャウンッテユータラ   ＊ドーヤコーヤッテ ユーテ  
言っているのではないと言ったら ＊どうやこうやって 言って  

 

ホンナンワ デキンテイワレテ＊＊＊。 
そんなのは 出来ないと言われて＊＊＊。 

 

89D：ワタシヤワ アソコ トオッテネ オハカマイリニ イクンヨ。イヤ、コレワ 
私なんかは  あそこ 通ってね  お墓参りに   行くのよ。いや、これは 

 

チョット ヒクイナト オモッテイツモ＊。 
少し   低いなと  思っていつも＊。 

 

90E：チョット ヒクイヨーニオモウナ＊。 
少し   低いように思うね＊。 

 

91D：ヒクイデスヨネ＊ イツモ ナガメナガラネ＊ イッタンコーオリテ 
低いですよね＊   いつも 眺めながらね＊  一旦こう下りて 

 

マタ ホノ チガウヤマニ アガラナイカンチューンガナ＊。 
また その 違う山に   上がらないといけないというのがね＊。 

 

92E：モシ＊ ホタラネ。 
もし＊ そうしたらね。 

 

93D：ホタラ   ダイブ マニアワン＊＊＊。 
そうしたら だいぶ 間に合わない＊＊＊。 

 

94E：マニアワン＊。 
間に合わない＊。 

 

95A：ホタラ   アッコ コータラ＊ オーガタノ ウラッカワ＊ ボチ＊。 
そうしたら  あそこ 買ったら＊ 大潟の   裏側＊    墓地＊。 

 

96D：ホーデスカ。 
そうですか。 

 

97B：アッコ ヨーケ  デキトルモンナ。 
あそこ  たくさん 出来ているものね。 

 

98A：ヨーケ  デキトル。 
たくさん 出来ている。 

 



99D：アッコモ ツカルンチャウン？ 
あそこも 浸かるのではないの？ 

 

100A：ツカルケドナ  ホラ  ガッチリ キト  イテクレトル。 アノートチトナ 
浸かるけれどね それは がっちり きっと してくれている。あのー土地とね 

  

ナニトデ＊ ボチ  ハカトデ。 
何とで＊  墓地  墓とで。 

 

101F：イマワ ミナ モー ムカシノ センゾノハカ  ミナ ソーヤッテ ミナ 
今は   皆  もう 昔の   先祖の墓［を］ 皆  そうやって 皆  

 

キョードーノハカニ ウツスンデスカネ？ワタシラ アンマリ アレヤケド。 
共同の墓に     移すのですか？  私ら   あまり  あれだけれど。 

 

102A：アッコヤッタラナ ＊クルマイスデモ イケルジャロナ ヒロイケン。 
あそこだったらね ＊車椅子でも    行けるだろうね 広いから。 

 

103F：ホシタラ  アタラシートコロニ ミンナ ウツサレルンデショーネ。 
そうしたら  新しい所に     皆   移されるのでしょうね。 

 

ソシタラ  ヨシニアルトコロモ ウエニ アルトコロモ ミンナ 
そうしたら 他所にある所も   上に  ある所も   みんな 

 

ウツシテクルンデショーネ＊ イマソンナノ ハヤリデスネ。 
移してくれるのでしょうね＊ 今そんなの  流行りですね。 

 

104D：モー ヒトツニネ。 
もう  一つにね。 

 

105A：ウチノ＊ ヤマワ ジュップンクライカカル＊ イチバン ウエニ ＊オバラガ 
私の＊   山は  十分くらいかかる＊    一番   上に  ＊叔母らが 

 

エライケン。 
疲れるから。 

 

106E：アガレンヨーニナルワナ。 
登れないようになるね。 

 

107A：コーテモラワナ   コマルッテ＊。 
買ってもらわないと  困るって＊。 

 

108D：ホーデスカ。 
そうですか。 

 

109A：＊ハカチジタイワ ヤスイ＊ イドーモセーヘン＊ ゼンブサラジ。ゼンブ  
墓地自体は     安い＊  移動もしない＊   全部新地だ。 全部  

 

ハカチモ サラデ ナニモ ハカイシモ サラニシタ＊ 
墓地も  新で  何も  墓石も   新にした＊ 

 

110F：＊ムカシノワ ドーナルンデス？＊ 
＊昔のは   どうなるのです？＊ 

 

111A：ヨコニ カエサレルダケ＊ ジヌシサンニ オガンデモラウ＊ ホシタラ 
横に  返されるだけ＊  地主さんに  拝んでもらう＊  そうしたら 

 

ジヌシサンニマンイル＊ ＊タマシーモッテイッテモラウ。 ＊オヤジガオルデ＊ 
地主さん二万いる＊   ＊魂もっていってもらう。    ＊親父がおるので＊ 

 



タマシーモッテイッテモラワナ＊＊＊。 
魂もっていってもらわないと＊＊＊。 

 

112D：ホシタラ  イレルトキモ イルンデショ？ イドースルトキ＊。 
そうしたら  いれる時も  いるのでしょう？移動する時＊。 

 

113F：ナンテ イーマスワネ アレ＊。 
なんて 言いますわね あれ＊。 

 

114D：イドースルトキ＊＊＊。 
移動する時＊＊＊。 

 

115A：イドースルトキ ニマンエンテ＊ ホンデナ シントキノ イドーワ ナカニ 
移動する時   二万円て＊   それでね 新しい時の 移動は  中に 

 

ハイットルンチャウン＊ ホナケド   ヒニチガ カカルケン ヤッパリ＊。 
入っているのではない＊ そうだけれど 日にちが かかるから やはり＊。 

 

116D：イドースルトキモ イルシ、イレルトキモイルシ。 
移動するときも   いるし、いれるときもいるし。 

 

117A：ホレワ モー ムスコガ イレテクレルケン＊。 
それは もう  息子が 入れてくれるから＊。 

 

118F：ムスコガ オナジトコロ スンデナイトデスネ＊  ベツノトコロニ 
息子が   同じ所［に］ 住んでいないとですね＊ 別の所に 

 

スンドルト  モッテカエリマスワネ ヨソエネ＊イトコガ モーソーヤッテシテ 
住んでいると 持って帰りますよね  他所へね＊従兄弟が もうそうして  

 

イママデ アッタトコ    ウツシテネ＊ イクト ツイデニ ハカマワッテ 
今まで  あった所［から］ 移してね＊  行くと ついでに 墓［を］回って 

 

キタンデスケド、 モーデキンヨーニナリマスワネ＊ アノ アソコ ナクナッテ 
来たのですけれど、もう出来ないようになりますよね＊あの あそこ 無くなって 

 

シマイマスト＊。 
しまいますと＊。 

 

119A：ホナケドナ   アッコ ネンニ ゴセンエンイルンジャ。アノカンリヒ＊。 
そうだけれどね あそこ  年に  五千円いるのだ。   あの管理費＊。 

 

120E：カンリヒネ。 
管理費ね。 

 

121A：ウン。 
うん。 

 

122F：ミナ ソーデショ。ミンナ ソーユーフーニ オカネトッテシマウ。 
皆  そうでしょ。みんな そういうふうに お金［を］とってしまう。 

 

123B：トラナ          ソンナヨーニ。 
［お金を］とらな［いと］ 損［だという］ように。 

 

124D：アー ホーデスカ。 
ああ そうですか。 

 

125E：クサガ ハエテモ シテクレル。 
草が  生えても  してくれる。 

 



126A：クサヤ ハエヘン。コンクリートデ キレイモンジャ。ナンチャ。   ウン。 
草など 生えない。コンクリートで 綺麗なものだ。 ［なんにもない］。うん。 

  

ソージヤユータッテナ＊    ハガオチ＊ 
掃除など［と］言ったってね＊ 葉が落ち＊ 

 

127B：ボーズト オハカワ ヨー モーカル。 
坊主と  お墓は  よく 儲かる。 

 

128F：ダマットッテモネ。 
だまっていてもね。 

 

129D：ホーデスカ。 
そうですか。 

 

130B：イシャガ トラナ、  ジヌシサンガトル。＊ヨー ユータ。 
医者が  とらないと、地主さんがとる。 ＊よく  言った。 

 

131A：オジヌシサンノタマシー イレテモラウダケデ ニマンエンジャナ＊ モー 
お地主さんの魂［を］   入れてもらうだけで 二万円だね＊    もう 

 

オジヌシサンニ キータンヤ。  ハッキリユーテッテ＊ ウン。タマシーイレテ 
お地主さんに  聞いたのだ。 はっきり言ってって＊ うん。魂入れて 

 

モラワナ、  ヤッパリ オジヌシサンニ オガンデモラワナ  
もらわないと、やはり  お地主さんに  拝んでもらわないと  

 

キモチワルイデ＊＊＊ セッカク コートンノニ  タマシーガ  
気持ち悪いで＊＊＊  せっかく 買っているのに 魂が     

 

アッチニノコットッタラ コマルトオモテナ。ホンデヤッパリ。 
あっちに残っていたら  困ると思ってね。 それでやはり。 

 

132F：シマスネ。アノ アーヤッテネ。ワタシモ センジツ オバガ ナクナッタ 
しますね。あの ああしてね。  私も   先日   叔母が 亡くなった 

 

モンデネ。アレ   シマシタワ＊ アノ タマシーオ アレオ 
ものでね。あれ［を］しましたよ＊ あの 魂を    あれを 

 

イレカエルテユーテ＊ ブツダンモネ。モー カエルッテユーテネ。 
入れ替えると言って＊ 仏壇もね。  もう 変えると言ってね。 

 

133D：ソーナンデスヨネ。ブツダンモネ＊（F：ソーナンデスヨネ） 
そうなのですよね。 仏壇もね＊  （F：そうなのですよね） 

 

ブツダンオ カッタラ カッタラ チャント＊。 
仏壇を   買ったら 買ったら ちゃんと＊。 

 

134F：カエルッテ＊ ワタシヤノ トコデワ ショーネオ ナントカッテ。 
変えるって＊ 私達の   所では  性根を   なんとかと。 

 

135D：ショーネオ イレルッテ ナントカ。 
性根を    入れるとか なんとか。 

 

136F：ショーネ イレルッテユーテ＊ ソンナンユーテ。 
性根    入れると言って＊  そんなこと［を］言って。 

 

137D：ハイ。ホンナン     ユーテマシタワネ＊。 
はい。 そんなこと［を］ 言っていましたよ＊。 

 



マタ イルンデスヨネ。オショーネッテ。 
また いるのですよね。お性根って。 

 

138F：ウマイコト シテマスネ。 ムカシカラソーデショ。 
うまいこと していますね。 昔からそうでしょう。 

 

139D：ヘー。 
へえ。 

 

140E：ホヤケドナ。  ツノミネチョーノ ナガハマ＊ マ コノカタ スンドル 
そうだけれどね。津乃峰町の    長浜＊   ま この方  住んでいる 

 

オータニッチューハカチガ アルンヤケド＊。 
大谷という墓地が     あるのだけれど＊。 

 

141B：キレーニシトンナ。 
綺麗にしているね。 

 

142E：アソコ イッショーケンメーニ アガラナ     アガレンノヤケド 
あそこ  一所懸命に      上がらな［いと］ 上がれないのだけれど 

 

アガッタラ イットーチデスヨ。イマヤッタラ。ツナミニ タイシテモ。 
上がったら 一等地ですよ。  今だったら。 津波に  対しても。 

 

モー ダーット ミワタセル ミナミムキヤシ＊。 
もう ダーっと 見渡せる  南向きだし＊。 

 

143B：コノマエ＊。 
このまえ＊。 

 

144D：アノ ソバナンデスヨ。イエ。 
あの  傍なのですよ。 家［が］。 

 

145E：ア ホーデスカ。 
あ そうですか。 

 

146F：ヤッパ アノ カワッテキマスネ。ツナミガキタラネ＊ タカイトコロデ 
やはり あの  変わってきますね。津波が来たらね＊  高い所で 

 

フベンヤユートッタラ   コンド   ギャクニ イットー 
不便だ［と］言っていたら 今度［は］ 逆に   ［一等地に］ 

 

ナッテシマイマシタワネ。 
なってしまいましたわね。 

 

147D：ホンデモ アソコ ニゲレンノデスヨ＊  オハカガ。 
それでも あそこ 逃げられないのですよ＊  お墓が［あるから］。 

 

148E：クズレテクル。 
崩れてくる。 

 

149D：クズレテクルチューコトデ。 
崩れてくるということで。 

 
【注釈】  

〔1〕ジルタ…デルタ地帯のことを指す。 

〔2〕サンテンイチイチ…2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災のことを指す。 



徳島県阿南市見能林町方言の概観（１） 

 
徳島大学大学院総合科学教育部博士後期課程 1 年 

日本学術振興会特別研究員（DC1） 
峪口 有香子 

 
１．はじめに 

徳島県阿南市見能林町において、1946 年の南海地震とそれによる津波被害に関する話題

と昔の生活の話を中心とした談話資料を収集した。本稿では、収録した談話資料から方言

の特徴について、語彙と文法を中心に報告するものである。 
 
２．調査報告 

以下では、阿南市海岸地域における方言の語彙・文法・音声に着目した分析を項目ごと

にまとめ、その結果を見ていくことにする。 

２．１方言語彙 

２．１．１ 自称詞「ワイ」 

徳島県阿南市海岸地域における自称詞は、「ワタシ」の使用が多かったが、話者 B 男性

は、主に「ワイ」を使用していた。「ワイ」の分布は『徳島県言語地図』（2002）阿南市海

岸地域にも確認することができる。かつては、「ワイ」は、当地域において女性も使用して

いたという。 
 Ｂ：ワイラ ココヤケンナ＊ 

私ら  ここだからな・・・ 
Ｂ：ワイ オボエトルンワナ アノ ナンカイジシンノトキナ ワイワ  
  私が 覚えているのは。 あの 南海地震の時な、    私は 

トウキョー イットッタ。 
    東京        行っていた。 

２．１．２ 対称詞「～ハン」 

談話中に確認することができた対称詞として「○○ハン」の使用が確認できた。人名、

または人を表す名詞・代名詞に付いて、軽い敬意を表す接尾辞である。 
Ｂ：シチョーハンナ。 

市長さんな。 
Ｂ：コンナントンニキテイウテクルンヨ  オバハンガ ソコノ＊ 

こんなの取りに来て言うてくるのだよ おばさんが そこの・・・ 
２．１．３ ツブシ（くるぶし） 

 「ツブシ」とは、『改訂阿波言葉の辞典』によるとキリブサ（くるぶし）の意としている。 

Ｃ：ワタシノ チョウド アシワ ツブシ グライ 
私の   ちょうど 足は くるぶし ぐらい 

２．１．４ ナンキン（南京瓜） 

 「ナンキン」とは、植物「カボチャ」の異名のことを指す。『物類称呼』によると「南瓜

ぼうふら（略）大坂にて、なんきんうり又ぼうぶら」と記載がある。 



Ｃ：コノ ナンキンワ ドコカラ キヨーゾッテ＊ 

この 南瓜は   どこから 来ているって・・・ 
２．１．５ イガル（叫ぶ） 

 「イガル」とは、怒りや苦痛、驚きなどのために大声で叫ぶ、わめくことをいう。『改訂

阿波言葉の辞典』によると、やや卑としている。 

Ｃ：ツナミガ クルゾーッテ イガッテナ。 
津波が  くるぞーって 叫んでね。 

２．１．６ サラ（新・更） 

「サラ」とは、手の加わっていないさまを指し、新しいさまの意である。『近世上方語

源辞典』によると、アラ（新）に接頭語サのついたサアラの約という。 
Ｂ：ゼンブサラジ。 

全部新品だ。  
Ｂ：ハカチモ サラデ ナニモ ハカイシモ サラニシタ＊ 

墓地も  新品で 何も  墓石も   新品にした・・・ 
２．２方言文法 

２．２．１ アスペクト「～トル」「～ヨル」 

継続相の表現としては「～トル」「～ヨル」が確認された。ヨル形は不完成相を表し、

トルはパーフェクト相を示すアスペクト形式である。以下が使用例である。 

（非過去・不完成相） 

Ｆ：カニトカ サカナガ コー ピチャピチャ シヨル。 
蟹とか  魚が   こう ピチャピチャ している。 

（非過去・パーフェクト相） 

Ｃ：ドウセ ワタシワ ホウ ジブンデ カイシャク シトルヨ。 
どうせ 私は   そう  自分で 解釈    しているよ。 

（過去・不完成相） 

Ｆ：ヤマノウエニ ミナデ ニゲテ シバラク シヨッタラ。 
山の上に    皆で 逃げて しばらく していたら。 

 また視点による分類を行うと以下のとおりになる。 

（主体動作動詞） 

Ｂ：ワイ オボエトルンワナ。 
私が 覚えているのは。 

（主体変化動詞） 
Ｂ：ツナミガ キヨルイウテナ イズミノミズガ ナクナルテ    

津波が  来ていると言って、泉の水が   無くなるって  
Ｆ：モー ウレンワナ デテイッキョルヒトモ アルシ。 

もう 売れんわな 出ていっている人も あるし。 
（主体動作・客体変化動詞） 

Ｃ：バチガ アタンリョルンジャワナ。 
罰が  あたっているのだわ。 

２．２．２ 文末詞「ナ」「デ」「カイナ」「ジェ」 



 文末詞については、「ナ」「デ」「カイナ」「ジェ」の使用が確認された。文末詞とは、親

しさ等、いろいろな情感を添える働きをしている。 

（文末詞「ナ」） 

Ｄ：アンマリ ゴッツインワ ナカッタナ。 
そんなに 大きいのは なかったな。 

Ｄ：アノ タチバナカラ オクノホウヤナ。 
あの 橘から 奥のほうだ。   

Ｃ：イエガ ヒクカッタカラ ツカッタケドナ。 
家が  低かったから  浸かったけどな。 

（文末詞「デ」） 
Ｂ：ミノバヤシワ ハッタツスルデ＊ 

見野林は   発達するよ・・ 
 Ｃ：コーナニ シテキタデ。 イマノコワ ホンナンノ ナラエヘンデ。 

こうなに してきたで。 今の子は、 そんなの  習わないよ。 
 （文末詞「カイナ」） 

Ｄ：ホラ ワタレルカイナ＊ 
ほら 渡れるかいな・・・ 

 （文末詞「ジェ」） 
Ｂ：ナンボジェ ユータラ コメサンゴウ ゴゴウヤユウテ＊ 

いくら   言うたら 米３合    ５号だと言って・・・ 
２．２．３ 原因理由を表す接続助詞「から」 

 会話中において、ケンの使用が特に目立った。『徳島県言語地図』をみると、徳島県はケ

ンの使用地域であることが、一目瞭然である。徳島県南部にいくと、サカイの使用が認め

られるが、阿南市海岸地域においては使用がみられなかった。 

Ｆ：セッカイガ ナンカガ ミズニ ツカッタケン 
石灰が   何かが 水に  浸かったから 

Ｃ：モー ワタシモ ビックリシタケン。  
もー 私も、  ビックリしたから。 

Ｂ：ソノバンニ ユッタケンナ。  
その晩に  揺れたからな。 

２．２．４ 逆接を表す接続助詞「けれども」 

 会話中において、ケンドの使用が特に目立った。『徳島県言語地図』をみると、徳島県は、

ほぼケンド系の使用が認められており、当地域においてもケンド系の使用が確認できる。 

Ｃ：ホンデ ザワツカラ ナカッタケンド  アトハミナ＊ 
それで 地は浸から なかったけれども 後はみな・・・ 

Ｃ：イッタケンド  モノスゴイ イッキョイデ コークルンヨ。 
行ったけれども、ものすごい 勢いで    こう来るのよ。 

２．２．５ 断定の助動詞「ジャ」「ヤ」 

 会話中からは、「ジャ」と「ヤ」の使用が確認された。森（1982）は、下郡・うわて（勝

浦・小松島・那賀・阿南）においては、都市部青年層で「～ヤロー・ホヤケン」などを使



うことがあると指摘している。『徳島県言語地図』を見ると、「ヤ」はうわてで優勢である

他、阿南市においても回答されている。今回の談話資料からは、「ジャ・ヤ」の例を多く確

認できたが、その使用には個人差があるようにも窺える。 

（助動詞「ジャ」） 
Ｂ：アノドウロダッタラ ドノクライキタンジャ？ 

あの道路だったら  どれくらいきたのだ。 
Ｂ：ジガ ヒクイダト オモウンジャ。 

地が 低いのだと 思うのだ。 
（助動詞「ヤ」） 

Ｂ：ココデ ニンゲンガ ヒイテイクンヤ＊ 
ここで 人間が   引いていくのだ・ 

Ｂ：コレオ ヒリョウニシテ タンボノナカニ ホルンヤ。 
これを 肥料にして   田んぼの中に 掘るのだ。 

２．２．６ 程度を表す副詞「ゴッツイ」「ヨーケ」 

 会話中にみられた、程度副詞は「ゴッツイ」と「ヨーケ」である。「ゴッツイ」について

は、「ごつい」の変化した語であり、大きい・大量である・荒々しい・大変であるといった

ような使い分けをする。以下の例で取り上げた、「ゴッツイ」は津波の荒々しさを表すとき

に、使用されている。 

 また「ヨーケ」は、西日本に広く見られる程度副詞であり、余計・たくさん・非常に等

と表すときに使用される。 

（程度副詞「ゴッツイ」） 
Ｃ：マタヒイイテイクンガ ゴッツインヨ＊ 

また引いて行くんが  すごいのよ・・ 
Ｅ：スゴカッタンデスヨ。ウミノ。（Ｃ：ソレワゴッツイ）ゴッツイ。 

すごかったのですよ。海の。 （それはすごい） すごい。 
（程度副詞「ヨーケ」） 

Ｆ：タチバナノ ホウガ ヨーケ ナクナッタ。 
橘の    方が  ようけ 亡くなった。 

Ｂ：ガッコウワ ヨーケアルシナ ヨーチエンカラ ハジマッテ 
学校は   たくさんあるし 幼稚園から   始まって 

２．２．７ 確認要求表現「入っているじゃない」「あるのと違う」 

 確認要求表現とは、発見した事を驚きなどの感情を込め表現したり、ある事柄を認識す

るように相手に求めたりする表現である。ここでは、「認識の同一化要求」の使用例を挙げ

る。 

Ｂ：シントキノ イドーワ ナカニ ハイットルンチャウン＊ 
新しい時の 移動は  中に  入っているじゃない・・・ 

２．２．８ 動詞の過去形「～ヘン系」「～ン系」 

 徳島県では近畿周辺部の影響を受けて、動詞の否定形にヘン系・ン系など話者によって

様々な種類を見ることができる。今回は、特にヘン系の使用が目立った。また近畿周辺部

の影響とみられる、ヒン系については使用がみられなかった。 



（動詞の過去形「ヘン系」） 
Ｃ：イッショウガモリ ナンテ イエヘンノヤケンナ。 

一生が森     なんて いえないのだから。 
Ｃ：イマノコワ ホンナンノ ナラエヘンデ。 

今の子は、 そんなの  習わないよ。 
Ｂ：カネモットレヘンデナ＊ 

金もっとないからね・・・ 
（サ変動詞の過去形「ン系」） 

Ｆ：カンジガセンノヨネ＊ トーホクノミタラ＊ 
感じがせんのよね・・・東北の見たら・・・ 

２．３．音声的特色 

２．３．１．サ行とハ行の交替 

 サ行がハ行に変わることをいい、徳島県において代名詞の「ソレ」が「ホレ」と変化す

る。全国的にみても珍しい現象である。 

Ｅ：ホーデスカ。 
そうですか。 

Ｂ：ホタラナ クルマガ ズート ツカエテシモーテ＊  
そうしたら 車が  ずーと つかえてしまって・・・ 

Ｆ：ホヤケドナ。 ツノミネチョーノ ナガハマ＊ 
そうだけど。 津乃峰町の    長浜・・・ 

３．まとめ 

 今回は阿南市海岸地域である見能林公民館にお世話になり、談話音声の収録を行い、主

に過去の津波についてお話を聞くことができた。また昔の生活に密着した話まで聞くこと

ができた。 

談話調査は、テーマを与え自由にお話をしていただくのだが、今回は比較的方言を多く

収録することが出来た。 

方言は自分の体験を通して覚えていくものであり、生まれ育った地域の人たちと接する

なかで、生まれた土地の必要な言葉が伝えられていく。「ものごと」や「方言」は、実感し

て身に付いたものだからこそ、いろんな感情を込めることができるのだろう。 

 

付記 

 今回調査でお世話になった、話者の皆様ならびに、見能林公民館・阿南市教育委員会の

皆様に感謝を申し上げる。 

 

【参考文献】 

金沢治（1976）『改定阿波言葉の辞典』小山助学館 

上野和昭編（1997）『日本のことばシリーズ 36 徳島県のことば』明治書院 

加藤信昭（1964）「四国方言の文法」『日本列島叢書 21 四国方言考１，四国一般・徳島県・

高知県』ゆまに書房 

岸江信介編（2011）『大都市圏言語の影響による地域言語形成の研究』2008-2010 年度科



研成果報告書 

岸江信介・坂東正康・村田真実（2009）『徳島・香川両県西部のことば』徳島大学国語学

研究室 

岸江信介（2000）「徳島県方言における理由を表す接続助詞の変容について－徳島諸方言

のフィールド調査にもとづいて－」『20 世紀フィールド言語学の軌跡“徳川宗賢先生

追悼論文集』変異理論研究会 

工藤真由美（1995）『アスペクト・テンス体系とテクスト－現代日本語の時間の表現』ひ

つじ書房 

佐藤亮一（2004）『標準語引き日本方言辞典』小学館 

小学館国語辞典編集部他編（2001）『日本国語大辞典』小学館 

尚学図書（1989）『日本方言大辞典』小学館 

仙波光明・岸江信介・石田祐子編（2002）『徳島県言語地図』徳島大学国語学研究室 

高田豊輝（1985）『徳島の方言』教育出版センター 

平山輝男（1997）『徳島県のことば』明治書院 

藤原与一（1967）「西部方言の語彙 ２中国・四国」東京堂出版 

前田勇編（1974）『近世上方語源辞典』東京堂出版 

森重幸（1982）「徳島県の方言」『講座方言学 11 中国四国地法の方言』図書刊行会 

森重幸・川島信夫（1966）「阿南市の方言概観」『郷土研究発表会紀要』第 12 号 総合学

術調査報告 阿南 

 

文字化・談話分析担当：徳島大学大学院生 峪口 有香子（さこぐち ゆかこ） 

 



徳島県阿南市見能林町方言談話資料（２） 

 
徳島大学大学院総合科学教育部博士後期課程 1 年 

日本学術振興会特別研究員（DC1） 
峪口 有香子 

 

【収録地点】 
徳島県阿南市見能林町念仏免 4-1 見能林公民館 
 
【収録日】 
2013（平成 25）年 8 月 2 日 
 
【話題】 
Ⅰ．夏の日の話 １            ［00:07:23～00:10:12］ 
Ⅱ．夏の日の話 ２      ［00:10:49～00:12:55］ 
Ⅲ．子どもの歯並びの話        ［00:13:16～00:14:20］ 
Ⅳ．子どもの送り迎えの話        ［00:14:20～00:16:49］ 
Ⅴ．花火の話と車両免許の話        ［00:16:50～00:23:54］ 
 
【話者】 
A 女 性  生年月日不明    （収録時 70 歳代） 
B 女 性  生年月日不明    （収録時 70 歳代） 
C 女 性  生年月日不明    （収録時 70 歳代） 
D 女 性  生年月日不明    （収録時 70 歳代） 
 
【調査者】 
－ 男 性  1953（昭和 28）年生まれ  （収録時 60 歳） 
－ 女 性   1983（昭和 58）年生まれ   （収録時 30 歳） 
－ 男 性   1991（平成 3） 年生まれ   （収録時 22 歳） 
－ 男 性   1992（平成 4） 年生まれ   （収録時 21 歳） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅰ．夏の日の話 １ 
［00:07:23～00:10:12］ 

 
1A：＊ホヤケンド  ヒニヒニ アツイナ。 

＊そうだけれど 日に日に 暑いな。 
 

2B：ヒニヒニ アツイナッテ ユーテ。｛笑｝ 
日に日に 暑いなって  言って。｛笑｝ 

 

3C：ホナナ  ヒトニナ アツイナヤユーテ  ユータラ ムサクルシーデー。 
そうだね 人にね  暑いねなどと言って 言ったら むさ苦しいではないか。 

   

（B：ホージャナ）ホナケン  イワンヨー     シヨートオモットッテモナ、 
（B：そうだね） そうだから 言わないよう［に］ しようと思っていてもね、 

 

 カオミタラ   アツーナッテ。 
 顔［を］見たら 暑いなーって。 

 

4D：ホレガ アイサツニナルナ。（A：ナッテシマウワ）アイサツジャワ。ホーヤ。 
それが 挨拶になるね。   （A：なってしまうね）挨拶だね。   そうだ。 

 

アツイナッテユーコト、    コトバノ アイサツヤナ。ダマットルノモミョーヤデ。 
暑いなって言うこと［は］、言葉の  挨拶だね。   黙っているのも妙だね。 

 

スズシートモイエンシナ。 
涼しいとも言えないしね。 

 

5A：コナイダノナ。（D：ウン）ハナビ    ヨカッタナ。（D：アーアー）ホレコソナ。 
こないだのね。（D：うん）花火［は］ 良かったね。（D：あーあー）それこそね。 

 

（D：ホナイユーナ）  アンナハナビナ。ホレコソナ。トテモ ホーナ。 
（D：そんな風に言うね）あんな花火ね。 それこそね。とても そうな。 

 

6B：デナ ライネンノコト  ユータラナ。（A：ウン）オニガワラウッテチューケドナ。 
でね 来年のこと［を］ 言うたらね。（A：うん）鬼が笑うって言うけれどね。 

 

（A：ウン）ライネン＊＊＊ イキヨッタケンナ。（A：ウンウンウン） 
（A：うん）来年＊＊＊   行っていたからね。（A：うんうんうん） 

 

ホナケンナ＊  ハナビモ。 
そうだからね＊ 花火も。 

 

7A：ハナビモナー＊。 
花火もねー＊。 

 

8C：ハナビ     ナニモ チゴーテキタ。イロガ チゴテキタ。 
花火［の色も］ ／／／ 違ってきた。  色が  違ってきた。 

 

9D：イロガ     チゴテキタ。 
［花火の］色が 違ってきた。 

 

10B：ホナイユーナー。 
      そんな風に言うねえ。 
 

11C：マエノント   チャウ。コノゴロ マエノト    チャウ。  コノゴロ 
前の［花火］と 違う。 この頃  前の［花火］と 違う。この頃 

 

アカトカ アオトカ キイロトカ サエトーデ。 
赤とか  青とか    黄色とか    冴えているではないか。 



12B：ホーヤナ。 
そうだね。 

 

13B：ハナビマデ チガウンヤモンナー。コトバモ カワッテクル。｛笑｝ 
花火まで    違うのだものねえ。  ことばも  変わってくる。｛笑｝ 

 

14C：ホテ  チーサイコドモガ ワー、ハートハートチューテ  ヨロコンドージェ。 
そして  小さい子どもが    わー、ハートハートと言って 喜んでいるね。 

 

15D：ホーケ ヨーケ  ハートンノガ＊ 
そうか  たくさん ハートの［花火］が＊ 

 

16C：ウン。ハートノ カタチガ＊ デテクル＊ 
うん。ハートの 形が＊   出てくる＊ 

 

17D：ハナビニナ。ウーン。 
花火にね。 うーん。 

 

18B：リンジレッシャガ デテナ。 
臨時列車が    出てね。 

 

19C：ヨー カワットーナ。 イママデヤッタラ、シュッシュッシュ（D：ホーヨ ホーヨ） 
よく 変わっているね。今迄だったら、   シュッシュッシュ（D：そうよ そうよ） 

 

ヤッタケドナ。ホンナンバカリヤッタ。 
だったけどね。そんなものばかりだった。 

 

20B：ポンポンポンポンジャモンナー。 
ポンポンポンポンだものねえ。 

 

21D：ソー ポンポンポンポン。 
そう ポンポンポンポン。 

 

22C：マエヤッタラ バントアガッタラ、         バッラーットヒラキョッタダロ？ 
前だったら   ［花火が］バンと上がったら、バッラーっと開いていたでしょ？ 

 

アナイ  オーキイナインヨ。（B：ホーヤナ） チョット コブリヤケンドナー。 
あんなに 大きくないのよ。 （B：そーだね）ちょっと 小ぶりだけれどねえ。 

 

アオトカ アカトカナ。イロガ ゴッツイ サエトルンヨ。 
青とか  赤とかね。  色が  すごく  冴えているのよ。 

 

23B：ワタシヤ バショガ ヨカッタケンナ。（C：ウン）ホレコソ メノマエデ 
私なんか 場所が    良かったからね。（C：うん）それこそ 目の前で 

 

スルデーナー。（C：ウン）モー シマイニナニジ。＊タッテシモーテナ。 
するからねー。（C：うん）もー 最後に何。   ＊立ってしまってね。 

 

ホレコソナ＊ ヨコニナッテコーナ＊ ＊ネタンキャ＊ ホンテモー コレコソ 
それこそね＊ 横になってこうね＊  ＊寝たのよ＊  そしてもー これこそ 

 

コンナ ハナビ トテモ ニーガタ〔1〕マデイッタッテ。ホンマニ。 
こんな 花火  とても ニーガタ迄行ったって。       本当に。 

 

イテミルクライノ  ハナビジャナッテイーモッテナ サイコーダッタワ。 
行って見るくらいの 花火だなって言いもってね      最高だったね。 

 

ホラ  コトシモ。 
それは 今年も。 

 



24D：コトシ   ヨーケ     キトッタナ＊ 
今年［も］ たくさん ［観客が］来ていたね＊ 

 

25B：ニセンパツモ＊        ナー。 
二千発［の花火］も＊ ねー。 

 

26C：オカネガ ヨーケアッタンヤロナ。 
お金が    たくさんあったのだろうね。 

 

27B：オカネガ ヨーケアッタンヤナ。 
お金が    たくさんあったのだね。 

 

28A：ニセンパツモ。ニセンパツモアッタン。ヘー。 
二千発も。    二千発もあったの。    へー。 

 

29B：トクシマカラ リンジレッシャガ デタンヤッタ＊（A：ヘー ホンマー） 
徳島から      臨時列車が        出たのだって＊（A：へえ 本当） 

 

30A：ホレコソ トクシマノ アワオドリミタイナヨーモンジャナー。 
それこそ  徳島の   阿波踊りみたいなものだねえ。 

 

31B：ホンマニ。 
本当に。 

 

32D：＊マタ ハナビガ コノヘン トミオカ〔2〕ノ アレニナルジェ＊ウン。 
＊また 花火が    この辺   富岡の           あれになるね＊  うん。  

 

コレカラナ＊ アワオドリヨーナ   モンジャワ。  
これからね＊ 阿波踊り［の］ような ものだね。 

 

33A：ホージャナー。 
そーだねえ。 

 

34D：＊ホンデ スルヒトモ ヨーケ  デテクルワ。 
＊それで する人も  たくさん 出てくるね。 

 

35B：ヨーケ  デテクルワナ。ウン。アンダケ。アンナンニシタラ。 
たくさん 出てくるよね。うん。あれだけ。あんなのにしたら。 

 

36C：コドモノ ハタデ オッタラナ オモシロイ＊ 
子どもの 端で  おったらね  面白い＊ 

 

37B：オモシロイ。イロイロナ＊ 
      面白い。  色々ね＊  
 

38C：オッキヨイー〔3〕ゾッテ オッキヨイゾッテ イヨルンミヨッテ 
［花火が］大きいぞーって 大きいぞって    言っているのを見ていて 

 

ワタシヤワ オモシロイン＊コエキキヨッテ  ワタシラ ニコニコシヨンヤ。  
私なんかは 面白いの＊   声［を］聞いていて 私ら     ニコニコしているのよ。 

 

39B：ツレテキタッテ  ヨカッタッテナ。 
連れて来てあげて  良かったってね。 

 

40C：ウン。ホンマヨ。 ヨソノコデモナ。 
うん。本当だよ。 よその子でもね。 

 

41A：ミンナ テンジンマツリデ マチ   アルイテ トーモロコシタベタリ 
みんな  天神祭りで        街［を］ 歩いて   とうもろこし［を］食べたり 

 



タコヤキタベタリ    イカテンタベタリナ＊  ワタシヤワ オベントー 
たこ焼き［を］食べたり イカ天［を］食べたりね＊私なんかは  お弁当 

 

コートッタケドナ＊ ホラ  モー ホンマニナ エーゴラクダッタナ、アレ。 
買っていたけどね＊  それは もー 本当にね   いい娯楽だったね、あれ。 

 

アンナン  ナカッタデ。 
あんなもの なかったね。 

 

42B：オテンキモ エーシナ＊ 
お天気も  いいしね＊ 

 

【注釈】 
〔1〕ニーガタ…地名の意。 
〔2〕トミオカ…地名の意。 
〔3〕オッキヨイー…大きいの意。 
 

 

 

Ⅱ．夏の日の話 ２ 

［00:10:49～00:12:55］ 

 
1C：ホンデ チューシャジョー アッタン？ 

それで  駐車場［は］      あったの？ 
 

2B：エ？ タクシー。 
え？ タクシー。 

 

3C：ア。タクシーカ。 
あ。タクシーか。 

 

4B：ホヤケンド＊ 
そうだけど＊ 

 

5C：チューシャジョーニ コマルンヨ。トミオカッチャ。 
駐車場に            困るのよ。  富岡という［場所］は。 

 

6B：ゴジハンニ バスデ イッタテモアカン。    チューシャジョーガ ナイケン。 
五時半に    バスで 行ったとしてもいけない。駐車場が            ないから。 

 

7A：ヨニンモ ゴニンモ アッタラナー＊ 
四人も   五人も  いたらねえ＊ 

 

8B：ホナケン バスデ イテナ。 デ     マタ ムカエモ バスデ クルンヨ。 
だから   バスで 行ってね。［それで］ また 迎えも    バスで来るのよ。 

 

9D：＊タクシーヤナ。 
＊タクシーだね。 

 

10C：ホラ コノゴロナ トショカンモ アケトイテクレルンヨ。 マエ   クルマ 
そら  この頃ね   図書館も      開けておいてくれるのよ。前［に］ 車［を］ 

 

オケルヨーニ。ホナケド  トーイダロ。ホナケン  ツエ   ツイタヒトガ 
置けるように。そうだけど 遠いだろう。そうだから 杖［を］ ついた人が 

 



ナカナカ イケンノヨ。 
なかなか ［花火を見に］行けないのよ。 

 

11B：イケンナー。  ホナケン   ワタシヤナ ゴジハンジャモン、デタン。 
行けないねえ。そうだから  私なんかね  五時半だもの、 ［家を］出たの。 

 

ジブンノ イエ   デタン。 
      自分の  家［を］ 出たの。 
 

12A：エー ヨジハン？ 
えー   四時半？ 

 

13B：ゴジハン。 
五時半。 

 

14A：ゴジハンダロ。アー ゴジハンデモ ハヤイガ。 
五時半だろう。あー 五時半でも  早いよ。 

 

15C：ハヤイー＊ 
早いー＊ 

 

16B：ゴジハンニイテ＊ ホナケド   ホノヒ クモトッタン。チョード ヨカッタ。 
五時半に行って＊  そうだけど  その日 曇っていたの。ちょうど 良かった。 

 

ヒガサ   モットタリナ、シタケドナ＊ 
日傘［を］ 持っていたりね、したけれどね＊ 

 

17D：ロイヤルベントー ユートッタケン。  ベントー モロテイッタラ  
ロイヤル弁当     ［頼んでいた］から。 弁当   貰って行ったら  

 

ロクジダッタ。 
六時だった。 

 

18A：ホナケド  ヨカッタデー。 
そうだけど 良かったじゃない。 

 

19B：ソレカラ バンゴハン  タベテナ。ヨーケノヒトガ バーットオッテナ＊ 
それから  晩ご飯［を］ 食べてね。たくさんの人が  バーっといてね＊ 

 

ホラ  モー ネンネン フエテキヨルン。 
それは もう 年々   増えてきている。 

 

20D：＊サジキトッタリ＊ 
＊桟敷［を］とったり＊ 

 

21B：サジキ   トットンヨ。ミナ   シーテ。 
桟敷［を］ とったのよ。皆［が］ 敷いて。 

 

22B：＊《人名 1》ト ムスメハンフタリガナ。トーカラキテナ。 
＊《人名 1》と  娘さん［の］二人がね。遠くから来てね。 

 

バショ   トットイテナ。 《人名 2》ラ     オソーニ キタケン。 
場所［を］ とっておいてね。 《人名 2》たち［は］ 遅くに  来たから。 

 

（A：アー ホーケ）ホンナンダッタナ。 
（A：あー そうか）そんな風だったね。 

 

23C：ヨーケ。 ナニ。アノ ナンチュージェ シタノ シキモノナ ミナ 
たくさん。何。 あの  何と言うの   下の  敷物ね   皆 

 



ヒロゲヨッタナ＊ 
広げていたね＊ 

 

24D：ホーダロ。 
      そうだろう。 
 

25B：ホージャナ。 
そうだね。 

 

26C：ホナケンド  アノカエリノ アノゴミ＊ 
そうだけれど あの帰りの    あのゴミ＊ 

 

27D：｛笑｝ホンマ。 
｛笑｝本当。 

 

28C：モー タベタラ タベッパナシ。 
もう 食べたら 食べっぱなし。 

 

29D：＊アツメニ キテクレタ。 
＊集めに  来てくれた。 

 

30C：ミナ ホッチャラカシヨ。 
皆 ［ゴミを］ほったらかしよ。 

 

31B：アー ホーケ。アー アレワ イカンナ。 
あー そうか。あー あれは いけないね。 

 

32A：イカンナー。 
いけないねえ。 

 

33D：イカンナー。 
いけないねえ。 

 

34C：ホレガ ワカイコジャワ。 
それが 若い子だよ。 

 

35D：ワカイコラワ ヘーキデナ。（A：ウン） 
若い子たちは 平気だね。 （A：うん） 

 

36B：ホンデ ミンナ ヨーケ  コーテキテナ。マチ  ナニシタンジャ 
それで みんな たくさん 買ってきてね。街［で］ 何［を］したのか 

 

シラン。 フーフズレガナ。 
知らない。夫婦連れがね。 

 

37D：ハナミモ ホレモ タノシミ＊ 
花見も  それも 楽しみ＊ 

 

38B：タノシンデナ。ヒトツノナ＊ 
楽しんでね。 一つのね＊ 

 

39C：ホレワ エーケドジェ。アイスクリームノ イレモンカラ 
それは いいけどね。  アイスクリームの 入れ物から 

 

オベントーノ イレモンカラ ビールノカンカラ ホッタラカシジャワ。 
お弁当の   入れ物から   ビールの缶から    ほったらかしだよ。 

 

ヒトツ   フクロ  モットランナ＊ 
一つ［の］ 袋［も］ 持っていないね＊ 

 



40B：モットランナ。 ＊ジブンノモノワ チャント モッテカエラナナ。 
持っていないね。＊自分の物は     ちゃんと 持って帰らないとね。 

 

41D：ウチヤ   モッテカエルッテ ホッタラ モットッタラ アツメニキテクレタ。 
私なんかは 持って帰るって   そしたら 持っていたら  集めに来てくれた。 

 

42C：アーホンマ。 
あー本当。 

 

43B：オベントーナ ヨーケ  アマッタケン モッテカエルッテ オモットッタンヨ。 
お弁当ね     たくさん 余ったから  持って帰るって    思っていたのよ。 

 

＊ホナケド  オーキナフクロデ アツメニキヨッタケン＊ ミナ 
＊そうだけど  大きな袋で        集めに来ていたから＊   全部 

 

ハメタ〔1〕ンナ         ホコニ。 
［ゴミ袋に］入れたのよ。そこに。 

 

【注釈】 
〔1〕ハメタ…入れるの意。 
 

 

 

Ⅲ．子どもの歯並びの話 

［00:13:16～00:14:20］ 
 

1C：ワタシヤ コドモノトキワナ。コドモヤオレヘン。 ＊ワタシラ コドモノトキナ 
私なんか 子どもの時はね。 子どもなんかいない。＊私たち  子供の時ね 

 

ハモキョーセーセントナ ハガ クチカラ ハミダシトルコヤ    オッタデ。 
歯も矯正しないでね      歯が 口から    はみ出している子なんか いたよ。 

 

（B：オッタモンナー）ホタラ   ワタリローカオ（B：ウン ウン） 
（B：いたものねえ）  そうしたら  渡り廊下を  （B：うん うん） 

 

コー スリカワルトキニナ。（B：ウン）ヒッカケラレヨッタヤ｛笑｝    ユーテナ 
こう すり替わる時にね。 （B：うん）ひっかけられそうだったなんて｛笑｝言うてね 

 

ホナイ      ユーテナ ナグッタリシヨッタデ。ハガ デッパトーコオ。 
そんなこと［を］ 言ってね 殴ったりしていたね。 歯が 出っ張っている子を。 

 

ホナケドナ。  コノゴロソンナ ハミダシトルコヤ        オレヘン。 
そうだけれどね。この頃そんな   ［歯が］はみ出している子なんか  いない。 

 

（A：ドーシタンジェ）ホンデ イロガ    ミナ シローイン＊ 
（A：どうしたの）   それで ［肌の］色が  皆  白いの＊ 

 

2A：ホンデ アンナ デッパモオレンナ。 
それで あんな  出っ歯もいないね。 

 

3C：オラン。 
いない。 

 

4A：アレ ウマレツキ ドーナットルノカシラン。     ソンナトコマデ 
あれ 生まれつき  どうなっているのか［は］知らない。そんな所まで 

 



カワッテキタンヤナ。ハマデ。 
変わってきたのだね。歯まで。 

 

5C：ワタシヤガ コドモノトキユータラ  センゴヤロ。ホタラ   フユガ キタラ 
私なんかが 子どもの［と］言ったら 戦後だろう。そうしたら 冬が  来たら 

 

セーターノコンナトコ  ハナクソダラケヤッタ。｛笑｝＊ナ。 
セーターのこんなところ  鼻くそだらけだった。 ｛笑｝＊ね。 

 

6D：カバカバシトッタデ。 
カバカバしていたね。 

 

7A：カバカバナッタデ＊ 
カバカバなったね＊ 

 

8B：コノコロ ホンマニ ミナ キレーニナッテナー。 
この頃    本当に   皆  綺麗になってねえ。 

 

9A：コドモノカズモ スクナイシナ。 ナンジャナ。ハガコーナ。 
子どもの数も    少ないしね。   何だね。   歯がこうね。 

 

ナニガ ナニシヨン＊ 
何が  何［を］しているの＊ 

 

10D：＊ハノキョーセーテ ヒャクマンモ イルンジャ。（B：ホナイルン）  （A：へー） 
＊歯の矯正［っ］て  百万［円］も いるのか。（B：そんなにいるの）（A：へー） 

 

ヒャクマン  イルッテ イヨッタ。 （A：ヘー） 
百万［円も］ いると  言っていた。 （A：へえ） 

 

11C：ホナイ   イーヨッタ。フリソデダイ サキニ イッテモタヤッテイヨッタ。 
   そんな風に 言っていた。振袖代［が］ 先に   使ってしまったと言っていた。 
 

12A：ヘー エー ハ    ナオスン   タカインジャナ。 
へー えー 歯［を］ 治すの［は］ 高いのだね。 

 

13B：ホナイ イヨッタナ。 
そう  言っていたね。 

 

 

 

Ⅳ．子どもの送り迎えの話 

［00:14:20～00:16:49］ 
 
1C：ホテ  コノゴロナ アンマリ コドモナ シマイマデ 

そして この頃ね   あまり  子どもね  最後迄 
 

アルイテキヨーコ    ナインヨ。 
歩いて帰る子ども［が］ いないのよ。 

 

2D：ミーンナ ムカエニキヨン。 
みーんな   迎えに来ている。 

 

3C：ウチノ アタリマデ ミナ クルマデ オクッテクル＊ ムカエニクル＊ 
家の  辺り迄   皆  車で   送ってくる＊   迎えにくる＊ 

 
 



4B：ホーダロ。 
そうだろう。 

 

5D：コノゴロ 《スポーツ品店名》ノナ スポーツヤノマエ   ヨーケ 
この頃   《スポーツ品店名》のね   スポーツ屋の前［に］ たくさん 

 

サンジゴロキタラ  キトーワ、 クルマ＊ 
三時頃［が］来たら 来ているよ、車＊ 

 

6B：アッコニナ＊ 
あそこにね＊ 

 

7C：ホナケン    ウチノトコロマデキテ トマルヒトワ マダカンガエトルヒトヨ。 
そうだから  家の所まで来て     停まる人は    まだ考えている人よ。 

 

（B：ホージャナ）ホタラ ウチノ マエアタリデ マワス〔1〕ンヨ。（B：ウン ウン） 
（B：そうだね）そうしたら 家の  前辺りで     まわすのよ。    （B：うん うん） 

 

ホタラ   コドモガナ。カエリヨンコガ、サットヨッテイクンヨ。 
そうしたら 子どもがね。帰っている子が、さっと寄っていくのよ。 

 

ミンナ アツイケンナ ビン〔2〕モライタインヨ。ウン。ホナケンド 
みんな 暑いからね  便［を］もらいたいのよ。 うん。そうだけど 

 

ジブンノコダケ   ツンデ〔3〕タット イッキョルヒトモ オルシナ。 
自分の子だけ［を］ 積んで     タッと 行っている人も  いるしね。 

 

8D：＊ホテ   セキニンガアルケンナ。（B：ウン ウン） 
＊そして 責任があるからね。 （B：うん うん） 

 

9C：ホラ  ホーデ。 
それは そうね。 

 

10D：ノセタゲルヤユーコト    ゼッタイ イワヘン。ノセテッテ タノンダラナ、 
乗せてあげるなんていうこと 絶対   言わない。乗せてと  頼んだらね、 

 

ノセテクレルケドナ  ムコカラノセタゲルヤユーコト    イワンナコノコロ。 
乗せてくれるけれどね 向うから乗せてあげるなんていうこと 言わないねこの頃。 

 

11C：イエンワ＊ 
言えないね＊ 

 

12D：イエレンデ。 
言えないね。 

 

13C：ホナッテナ。 イマワ ジブンク〔4〕ガヨ。アノ ワルイコトッテイエヘンデ。 
そういってもね。今は  自分の家がね。   あの 悪い事って言えないじゃない。 

 

ミンナ ヒトノセーニシテナ。マダ ホショーマデトルデ。 
みんな 人のせいにしてね。  まだ 保証までとるじゃない。 

 

14B：ホタラナ。  ホノナ ノセタゲルッテイワンヒトガ 
そうしたらね。そのね 乗せてあげると言わない人が 

 

イヤラシインデモナインヨ。（C：ナインヨ）イマノ コトガ アルケンナ。 
いやらしいのでもないのよ。（C：ないのよ）今の  事が  あるからね。 

 

（C：ウン）ホショーガ アルケン コワイケン タノマレタラ マーナ＊ 
（C：うん）保証が      あるから 怖いから  頼まれたら  まあね＊ 

 



15C：ウン。ホナケド  マー コドモノナ ナンダッタラヨ。イッショニ ビン 
うん。そうだけど まあ 子どものね  なんだったらね。一緒に   便［に］ 

 

モロタラ      ハヨカエレルデ。  アツイノニナ。ホナケン 
［乗せて］もらったら早く帰れるじゃない。暑いのにね。  そうだから 

 

ターットヨッテイクンヨ。ホナケン   ワタシワ コー ミヨンヤケドナ。 
ターっと寄って行くのよ。そうだから  私は      こう みているのだけれどね。 

 

ウン。ホーラ ツンダゲッテイエヘンデ。         （D：ホラ  イエヘン） 
うん。ほら   乗せてあげてって言えないじゃない。（D：それは 言えない） 

 

イエヘンケンド。マー アツイケン。マー イットキマデモ 
言えないけれど。まあ 暑いから。 まあ 一時でも 
 
ハヤ カエリタインジャワッテ オモテ ミヨンヤケドナ。 
早く 帰りたいのじゃないって 思って みているのだけれどね。 

 

16D：カワイソーナナ ムカエニキテクレトランコワナ。 
可哀想だね      迎えに来てくれていない子はね。 

 

17B：≪場所≫ノマエニ ヨーケ  オクッテクルンヨ。（A：ウン）ミナ 
≪場所≫の前に  たくさん 送ってくるのよ。 （A：うん）みんな 

 

≪場所≫ノマエデ ミナ アノアタリデ トマルンヨ。ホナケン  シットルコガ 
≪場所≫の前で  皆  あの辺りで  停まるのよ。それだから  知っている子が 

 

シゴニンデキテナ  オバチャン、オハヨーヤユーテナ。  ミナ ナニジェ。 
四、五人で来てね おばちゃん、おはようなんて言ってね。みな 何よ。 

 

イチネンオッタラ ハナスデ。  カーサンワ シランカオシトルケドナ。 
一年いたら    話すじゃない。お母さんは 知らん顔［を］しているけどね。 

 

18D：コドモガ アイサツ。     ホージャ。 
子どもが あいさつ［をする］。そうだ。 

 

19C：ホージャ ホージャ。 
そうだ  そうだ。 

 

20B：オヤ   シランカオシトルワ。     （B：ウン）｛笑｝ 
親［は］ 知らん顔［を］しているわ。（B：うん）｛笑｝ 

 

21C：オヤ   アッチャ   ムイトルワナ。 
親［は］ あちら［を］ 向いているよね。 

 

22D：ホンデ オトコノヒトニデモナ。ウチノジーサンニモ オハヨーユーンヤ＊ 
それで  男の人にでもね。   家の爺さんにも    おはよう［と］言うのよ＊ 

 

オトーサン、ホノトキワ ナルダケ イソガシカッテモ 
お父さん、 その時はなるべく     忙しかっても 

 

オハヨーテ ユーテアゲテヨ。ホーセナンダラナ ガッコー イテ  ユータッテ 
おはようと 言ってあげてよ。そうしなかったら 学校［に］行って 言ったって 

 

シランカオシトルヤユーテ       センセーニ イワレルケンナ。 
知らん顔［を］しているなんかと言って 先生に   言われるからね。 

 

ホナケン  イツデモ ドンナニ イソガシーテ ビックリシテモ｛B：笑｝ 
それだから いつでも  どんなに  忙しくて   びっくりしても｛B：笑｝ 

 



オハヨーッテユーンジャッテ。 
おはようって言うのだって。 

 

23B：ホーヨ。ホーヨ。ホタラ   コドモモ ヨロコンデナ＊ マタツレ〔5〕ガ 
そうよ。そうよ。そうしたら  子ども    喜んでね＊      また［友達］が 

 

キタラ オッタ オッタッテイーモッテナ オハヨーッテナ｛A：笑｝＊ 
来たら  おった おったって言いながらね  おはようってね｛A：笑｝＊ 

 

ツレニナッテ   シマウンデナ。 
［友達］になって しまうのでね。 

 

24D：ホーユータゲナンダラナ   センセーガナ。オハヨーチュータッテモ 
そう言ってあげなかったらね  先生がね。    おはよう［と］言ってあげても 

 

シランカオシトルオッサン。 
知らん顔［を］しているおっさん［だと言われてしまう］。 

 

【注釈】 
〔1〕マワス…車の方向転換をすること。 
〔2〕ビン…送迎車のこと。 
〔3〕ツンデ（ツム）…ここでは人を乗せることを指す。人、荷物の区別なく使われる。 
〔4〕ジブンク…自分の家のこと。 

〔5〕ツレ…友達のこと。 
 
 
 

Ⅴ．花火の話と車両免許の話 

［00:16:50～00:23:54］ 
 
1B：＊＊＊ハナビアル。 

＊＊＊花火［が］ある。 
 

2C：ハナビ、  ハマ   イカナナ。  ココカラワナ、ミエンワ。 
花火［か］、浜［へ］ 行かないとね。ここからはね、見えないよ。 

 

アノマツバヤシデ。 
あの松林で。 

 

3A：アー ハチガツノイツデ？イマ＊ 
あー  八月のいつ？   今＊ 

 

4B：キョーヤト。 
今日だと。 

 

5A：キョー？＊フーン。 
今日？＊  ふーん。 

 

6C：ニガツミッカト。 
二月三日と。 

 

7A：アー コンヤ アーアーアー ホーケ。 
あー 今夜   あーあーあー そうか。 

 
 
 



8C：ギョギョークミアイノ トコヤケンナ。ダイブ コッチカラ ミタラ＊ 
漁業組合のところだからね。         だいぶ こっちから 見たら＊ 

 

9D：バイパス〔1〕  イタラワカルケ？ （C：エ？）バイパス    イッタラ。 
バイパス［へ］ 行ったらわかるか？ （C：え？）バイパス［に］ 行ったら。 

 

10C：イヤー ワカランワ。  ウエニ アガルヤツダケ＊ 
いやー  わからないね。上に  上がるものだけ＊ 

 

11B：アーホージャナー。 
あーそうだねえ。 

 

12D：マツバラ〔2〕カラ キタノモンワ ワカランナ。 モット タカカッタラ 
松原から        北のものは   わからないね。もっと 高かったら 

 

ワカルケド＊  ヨーケ  アルンヤト＊ ドッカガ キフシテクレテナ。 
分かるけれど＊  たくさん あるのだと＊ どこかが 寄付してくれてね。 

 

 オカネオ＊ ヨーケ  アルラシー＊ 
  お金を＊    たくさん あるらしい＊ 

 

≪人名 3≫サン    ミニイキヨッテ ユーテクレタ。 
≪人名 3≫さん［が］ 見に行っていて 言ってくれた。 

 

13C：ホラ ハマダッタラ ドコゾ  カイシャチャウン？ 
ほら 浜だったら   どこかの 会社じゃないの？ 

 

14D：サー＊  
さあ＊ 

 

15C：カイシャカンケージャワ。≪電力会社≫ヤ。ヒョットシタラ ソーチャウン？ 
会社関係だよ。         ≪電力会社≫だ。ひょっとしたら そうじゃない？ 

 

ホナッテ ネアゲスルンヤケン（D：ホラ   ホージャ） チットワ  
だって    値上げするのだから （D：それは そうだ）  少しは  

 

サービスシトカナンダラ｛笑｝ ネアゲニ オージンジャ。 
サービスしておかないと｛笑｝ 値上げに 応じないよ。 

 

16B：ホレコソ アンナン ウミニ イッタラ エーノニ＊｛笑｝ 

それこそ  あんなの  海に  行ったら いいのに＊｛笑｝ 
 

17D：＊ホナケド    アッコマデ タクシーデ イクッチューワケニ＊｛笑｝ 
＊そうだけれど あそこ迄    タクシーで  行くというわけに［はいかない］＊｛笑｝ 

 

18C：ホタラナ  アルイタラ ワリニ トーインヨ。アンナトコマデ＊＊＊ 
そうしたらね 歩いたら  わりに 遠いのよ。 あんな所迄＊＊＊ 

 

19D：ヨーアルイテイカン。 
なかなか歩いていけない。 

 

20C：アンナトコマデ エラバンナー。 
あんな所迄、  選ばないねえ。 

 

21B：アッコダテ       ミルトコワ エーンジェ。ダンダンジャケンナ。 
あそこだ［っ］て  見る所は  いいのよ。  段々だからね。 

 

22D：ダンダンジャケン。 
段々だから。 

 



23B：ミレンユーコトワ      ナイワ。アッコモ。 
見られない［と］いうことは ないね。あそこも。 

 

24C：ホテナ  アッコナ キタムキノ アッコマデワ クルマデ イキヤスインヨ。 
そしてね  あそこね  北向きの  あそこ迄は  車で   行きやすいのよ。 

 

デ キタムキ   セマインヨ。 
で  北向き［で］ 狭いのよ。 

 

25B：セマインヨ。 
狭いのよ。 

 

26C：セマインヨ。ナンヤ カワランノヨ。 ウン。タイコースルコトガナイン。 
狭いのよ。  何か  かわらないのよ。うん。［車が］対向することがないの。 

 

27A：タケダ〔3〕ノアタリマデ ナカッタラナ。アッチワ ハイッテイカンナ。 
タケダの辺り迄          なかったらね。あっちは  入っていかないね。 

 

ミチガ セマイ。（B：セマイ）セマイカラナ＊ 
道が  狭い。 （B：狭い）  狭いからね＊ 

 

28C：ウチノマエダッテ セマイシナ。イマ ホンナンユーヒトオランケン＊ 
家の前だって    狭いしね。  今    そんなこと［を］言う人いないから＊ 

 

29D：オタクドコノヘン？ 
お宅どの辺？ 

 

30C：ウチナ。   アノムカシ アノシンヨーギンコーガ アッタンジャワヨ。 
［私の］家ね。あの昔   あの信用銀行が     あったのだよ。 

 

ホノヨコ＊ 
その横＊ 

 

31B：アノ ビョーインノマエカラ ズット ＊＊ニハイルン＊ 
あの 病院の前から         ずっと ＊＊に入る＊ 

 

32A：アー ホーケ＊ 
あー そう＊ 

 

33C：ハマノホーニ ハイッテイクトコヤケンナ。ホノ チューカングライヤケンナ。 
浜の方に      入って行く所だからね。    その 中間ぐらいだからね。 

 

＊セマインヤ＊ 
＊狭いのよ＊ 

 
34D：シンヨーキンコアッタトコアタリヤナ＊ 

信用金庫あった所辺りだね＊ 
 

35B：セマイモンナ タチバナアタリカラ ハマノホーニヌケルノ。トクベツ セマイナ。 
狭いものね    橘辺りから          浜の方に抜ける［道］。 特別   狭いね。 

 

36C：ホナケン  イマデモ ミニイカナンダラ  クルマ。チューガッコークライノナ 
それだから 今でも  見に行かなかったら 車。  中学校くらいのね 

 

コドモナ。アノワルガキジャワ。タバコカナンカ スイヨルンカシラン 
子どもね。あの悪ガキだね。    煙草か何か      吸っているのかしらないけれど 

 

ナンカ ホッテアルモン。ホンデ イエタッタールケンナ。  ホレ  カギワ 
何か  捨ててあるもの。それで  家［を］建ててあるからね。それは 鍵は 

 



シトルンジェ。モンヤッテ ヒイタールケンドーナ。ホレデモ ハイルモン。 
しているのよ。門だって  閉めているけれどね。  それでも 入るもの。 

 

ホテ  ナンヤカンヤ  ホッタアルンヨ。ワタシ ヒトノ サイフヤ 
そして なんだかんだ  捨ててあるのよ。私   人の  財布なんか［を］ 

 

トンヨルンチャウカト   オモウワ。ホナッテ  ナンヤシラン ホンナモノ 
盗っているのではないかと 思うね。  そうだって 何か知らない そんな物［が］ 

 

ハイトッタヨーナモノモ ホッタアルモン。 
入っていたような物も    捨ててあるもの。 

 

37D：ワルイコト  シヨーコジャワナ。 
悪い事［を］ している子だよね。 

 

38C：シヨーワヨ。タイテー。 
しているよ。大抵。 

 

39A：グループニナッタラナ。ヒトリデワ デキンデモナ   グループニナッタラ 
グループになったらね。一人では    出来なくてもね  グループになったら 

 

スルヨーニ ナッテキテナ。 
するように なってきてね。 

 

40C：ホナケン  ワタシナ チューザイサンニデモ ユートコカト   オモーケドナ。 
それだから 私ね      駐在さんにでも       言っておこうかと  思うけどね。 

 

ホナケンドーナ。アノワタシノ シットルヒトガ チューザイサンニ イッペン 
それだけれどね。あの私の      知っている人が  駐在さんに        一度 

 

ユータンヤト。チガウトコロデ アキヤニ ナットーケン。 ホンデ ヨルニ 
言ったのだと。違う所で        空き家に なっているから。それで  夜に 

 

ナッタラ デンキガ ツイトルヤユーンキイタケンナ。           ホナケン 
なったら 電気が    ついているなんて言うこと［を］聞いたからね。それだから 

 

シタッタラナ。           ホナケン  ホタラナ 
［駐在さん呼び出し］してあげたらね。それだから そしたらね 

 

チューザイサンノヒト ドシタンジェ。 シチニンテキカラニ  
駐在さんの人     どうしたのだろ。七人も［駐在さんが］来てからね 

 

ホイテ タチアエヤユーテナ。 
そして 立ち会えなんて言ってね。 

 

41D：エー。 
えー。 

 

42B：オチャクライ＊＊＊コレ オマハン。 
お茶くらい＊＊＊  これ あなた。 

 

43A：エ？ 
え？ 

 

44C：ホナ  ホナイ  クレヤッテ  ユーテヘンジェ。  ｛笑｝ 
そんな そんなに 欲しいなんて 言ってないじゃない。｛笑｝ 

 

45B：イヤ ワタシモ（C：ノンダラ イー）ノモーカト オモッタケド。 
いや  私も  （C：飲んだら いい） 飲もうかと 思ったけれど。 

 



カマヘンケ。 ミナ。 
構わないかな。皆。 

 

46C：＊ウルサイッテ ユッタワヨ。  
＊うるさいって 言ったのよ。 

 

47D：ソージャナ。 
そうだね。 

 

48C：ヨンダラ        カエッテ ウルサイッテ。  

［駐在さんを］呼んだら かえって  うるさいって。 
 

49D：ウーン。キョービ エートオモッタッテナ＊ 
うーん。最近     良いと思っていてもね＊ 

 

50C：ホテ  シチニンモ キテ クチグチニ ヤーヤーイワレタラ    ワタイ 
そして 七人も     来て  口々に      やーやー［と］言われたら 私 

 

マイアガッテマウガ。 
舞い上がってしまうよ。 

 

51B：シチニンモ キタラ ナニゴトガ デキタンカト  オモーデナ＊ 
七人も   来たら   何事が   起こったのかと  思うよね＊ 

 

ホレワ ホート アノイエワ ヨーケ  デキトンケ？ アルン。アノ ナニ＊ 
それは そうと  あの家は    たくさん 建っているの？あるの。あの 何＊  

 

アノ＊ ミルトコロ。 
あの＊ 見る所。 

 

52D：＊イエワ スクナイナ＊ 
＊家は  少ないね＊ 

 

53C：スクナイン。ホタラ、 アッコニ ヒロバガ アルシナ。 
少ない。   そしたら、あそこに   広場があるしね。 

 

ギョギョークミアイノ トコ オリテッタラ  ヨーケヒロインジェ。 
漁業組合の      所  降りて行ったら ［とても］広いのだよ。 

 

ヒロイ。ヒロイ。 
広い。  広い。 

 

54D：ハマカラ イタラナ  クルマデ イタッテ    ホラ  ヒロイデ。 
浜から    行ったらね 車で   行ったとしても  それは 広いよ。 

 

ホイテ マチワ ナニワ＊ 
そして 街は  何は＊ 

 

55B：ダレゾ イタラ   イクケド タクシーデ。ホイタラ＊ 
誰かと  行ったら  行くけど  タクシーで。そしたら＊ 

 

56C：ハマノ トコデ オリルヨリ アノ ナニ ドテデ ミタラエーンデ。 
浜の  所で   降りるより あの 何   土手で  見たらいいのよ。 

 

アッコニ コシカケテ。 
あそこに 腰かけて。 

 

57D：ホーヤッチャ。ウン。 
そうだね。   うん。 

 



58C：ナ。 
ね。 

 

59B：ホナケド   マメニ  ツンデッテクレルヒト＊｛笑｝ 
そうだけれど こまめに ［車に］乗せてくれる人＊｛笑｝ 

 

60C：サー ホレヨ。ワタシヤ ヒトニ ツンデイタゲレンモン。 
そう それね。私は      人を    乗せていってあげられないもの。 

 

メガワルイケン＊｛B：笑｝ヒトワ ツマンジョ。ワタシ。 
目が悪いから＊｛B：笑｝ 人は  乗せないよ。私。 

 

61B：ホラ  ホーヤ。 
それは そうね。 

 

62C：ナンカ アッタラ コマルケン。＊カキカエ〔4〕ニ    イッタラ 
何か  あったら 困るから。  ＊［免許の］書き換えに 行ったら 

 

ホタラ  ヒト   ツマンヨーニ     イワレタ。 
そしたら 人［を］ 乗せないように［と］ 言われた。 

 

63B：ホーケ。ウチノオトーサンナ マエノトキナ ロクジューサンマデ ノッタラ 
そう。  私のお父さんね      前の時ね      六十三［歳］まで    乗ったら 

 

ジョートージャチュータノニ マタ ロクジューサンガ キタンヨ。 
上等だと言ったのに          また 六十三［歳］が    来たのよ。 

 

（C：ウン ウン）コナイダ＊ ホナケド＊ 
（C：うん うん）この間＊   そうだけど＊ 

 

64C：ウン ウン。＊ロクジューサン？ナナジューヨ。 
うん うん。 ＊六十三［歳］？  七十［歳］よ。 

 

65B：ハチジューヨ。｛笑｝ハチジューヤ。｛笑｝ 
八十［歳］よ。｛笑｝八十［歳］だ。｛笑｝ 

 

66C：ハチジューカ。エライチガイデ。  ｛笑｝ 
八十［歳］か。すごい違いじゃない。｛笑｝ 

 

67B：ハチジューヤ。ハチジューサンガ キタンヨ。（C：ウン）ホイテ モー コレデ 
八十［歳］だ。八十三［歳］が  来たのよ。（C：うん）そして もー これで 

 

ノランユーノモ   コマルトオモテ バンモ ネレンホド   シンパイシヨッテ 
乗らないと言うのも 困ると思って  晩も    寝られないほど 心配していて 

 

アカンチ イワレルテ＊（C：ウンウン）ホテ  イタラナ  ウチ 
駄目と  言われると＊（C：ウンウン）そして 行ったらね ［免許更新した］内 

 

サンメーガ メガ ヨー ミエルケン イケルワ。 
三名が   目が よく 見えるから 大丈夫よ。 

 

アノ ハチジューロクマデ イケマスッテ＊ 
あの  八十六［歳］迄   大丈夫ですと＊ 

 

68C：＊ヨカッタデ。 
＊良かったね。 

 

69B：ホンデモ キオツケナンダラナー。 
それでも 気を付けないと［いけないねえ］。 

 



70C：ホラホージャ。 
それはそう。 

 

71B：アブナイデー。（D：ウン）ホラ ホーユータッテ＊（D：ウン ウン） 
危ないよ。   （D：うん）そら そう言ったって＊（D：うん うん） 

 

バンニ ネレンホド   ドンナ シンパイガ アルンチュータラ｛笑｝ 
晩に  寝られないほど どんな  心配が   あるのと言ったら｛笑｝ 

 

（D：ウン ウン）クツロイダコンヤカラ ヨーネレルワ （D：ウン）ユーケンナ＊ 
（D：うん うん）くつろいだ今夜から    よく寝られるよ（D：うん）言うからね＊ 

 

（D：ウン）ドンナシンパイガ アルンチュータラナ。（D：ウン）ホラモー 
（D：うん）どんな心配が      あるのと言ったらね。（D：うん）それはもう 

 

（D：ウン）コノメデワ トーラン コノアシデワ アカン  テデワアカン 
（D：うん）この目では 通らない この足では  いけない 手ではいけない 

 

＊アカンテ  イワレタラ＊（D：ウン）ホーイワレタラ カマンデ 
＊いけないと 言われたら＊（D：うん）そう言われたら  構わないじゃない 

 

ショーガナイデ （D：ウン）ネレンホド  （D：ウン ウン）シンパイセーデモ 
仕方ないじゃない（D：うん）寝られないほど（D：うん うん）心配しなくても 

 

エーデッチューユータンジャケドナ。 
いいよと言ったのだけれどね。 

 

72A：ホンデモナ メンキョモットルモンガ  ノレンヨーニナッタラナ （D：ウン） 
それでもね 免許［を］持っている者が  乗れないようになったらね（D：うん） 

 

シンパイスル＊ 
心配する＊ 

 

73C：ホナケド  アガル。 ホナッテ ハタニ アレガ オルンダロ。（B：ウン） 
そうだけど  緊張する。だって  端に  あれが  いるのでしょ。（B：うん） 

 

ムコテノ（B：ウン）アノ ジドーシャガッコーノ センセーガオルンダロ？ 
むこ手の（B：うん）あの 自動車学校の          先生がいるのだろ？ 

 

ホイテ ウシロガナ ツギ   ワタシト イッショノヒーノ カキカエノヒトガ 
そして 後ろがね    次［は］ 私と      一緒の日の        書き換えの人が 

 

ノルンヨ。（B：ウン）アガッテマウ〔5〕。 
乗るのよ。（B：うん）緊張してしまう。 

 

74B：ダローナ。 
そうだろね。 

 

75D：アガッテマウンジャ。 
緊張してしまうのだ。 

 

76C：アガッテマウ。 
緊張してしまう。  

 

77B：ホイテ イマ ワタシガ ユーヨーニ＊ 
そして 今  私が   言うように＊ 

 

78A：ホンナトキワ ノッタリセーヘンノケ？ 
そんなときは 乗ったりしないのか？ 

 



79C：ナニ。 
何。 

 

80A：ハナシダケケ？ 
話だけか？ 

  

81C：ウウン。ノルンヨ。ノッテ ウンテンシテ イッキョンヨ。 
ううん。乗るのよ。乗って  運転して      行っているのよ。 

 

82A：ウーン。ウンテンスルンケ。 
うーん。運転するのか。 

 

83C：ウンテンスルンヨ。ホイデ イチジテーシデナ。（D：ウン） 
運転んするのよ。  そして  一時停止でね。   （D：うん） 

 

オカーサン アンジュー〔6〕トマッテヨッテ。｛笑｝ イワレルンヨ。ホナッテ 
お母さん、  安生            停まってよって。｛笑｝言われるのよ。だって 

  

チョット スローニシテ チョットトマッタラ スット ハナスデー。（D：ウン） 
少し      スローにして  少し  停まったら すっと  離すじゃない。（D：うん） 

 

ホタラ  アノ チャント トマッテヨッテ ハイッテユーテ イクンヨ。 
そしたら あの ちゃんと 停まってよって はいって言って 行くのよ。 

 

84B：コノテ アカン   （D：ウン）モット コーヤラナ 
この手［は］いけない（D：うん）もっと こうしないと［と］ 

 

イワレヨルヒト    アルッテ＊ 
言われている人［が］ あるって＊ 

 

85C：＊＊＊ナー。 
＊＊＊ねー。 

 

86B：＊＊＊ノエ   ミトイテッテイワレテ ナニゲナシニ ミトイタラナ ホイテ 
＊＊＊の絵［を］見ておいてと言われて 何気なしに   見ていたらね   そして 

 

コンド アツメニキテナ サッキノエノ イチバンニバンサンバンワ｛C：笑｝ 
今度  集めに来てね   さっきの絵の   一番二番三番は        ｛C：笑｝ 

 

ナンダッタカ カイテクダサイヤユーテ  ホンナンヤト。 
何だったか    書いて下さいなんて言って  そんなものだと。 

 

ウカウカシトラレン。  ｛笑｝ 
ウカウカしていられない。｛笑｝ 

 

87A：ア ホンマヤナ。ウチノジーチャンヤ ナナジューナ。ナンボダッタケドナ。 
あ 本当だね。   私の爺ちゃんなんて 七十［歳］よ。いくつだったけどね。 

 

メガ メノシュジュツガ＊＊ メンキョデキナンダラート、   コマルヤトユーテ、 
目が 目の手術が＊＊       免許［更新が］出来なかったらと、困ると言って、 

 

メンキョガコマルユーテ     メガネモ フタツモ ミッツモ コーテシタケドナ 
免許が[ないと]困る[と]言って 眼鏡も    二つも  三つも  買っていたけどね 

 

ホレスルマデ   イノチガ ナカッタケンナ＊ ホンナンダッタワヨ。 
［更新］するまで  命が   無かったからね＊  そんなものだったよ。 

 

88B：ナナジューニダ。 
七十二［歳］だ。 

 



89A：ウン ウン。ナナジューナ＊ 
うん うん。七十［歳］ね＊ 

 

90B：ワタシナ トロコイ〔7〕ンヨ（A：ウン）ハチジューサンテ ワカトッタッテ  
私ね   ドジなのよ       （A：うん）八十三［歳］て    わかっていたって 

 

ロクジューヤテ＊ ｛笑｝＊＊＊コンナコト   ユーテ  ショーナイヨ。 
六十［歳］だって＊｛笑｝＊＊＊こんな事［を］ 言っても 仕方ないのよ。 

 

コレ、ボケヨンジャナ。 
これ、呆けているのだね。 

 

91A：ミナ イッショジャケンドナ。 
皆  一緒だけれどね。 

 

92B：ホーケ。アノ ウチ オトーサン   マダ メガネ   コータコトナイ。 
そうか。あの 私の お父さん［が］ まだ  眼鏡［を］ 買った事［が］ない。 

 

93D：アッ エーデーナー。 
あっ いいじゃないね。 

 

94B：メガネ   カケント   シンブンナンボデモヨメル。（D：イヤー）ウン。 
眼鏡［を］ かけなくても  新聞［を］いくらでも読める。（D：いやー）うん。 

 

メーワ。（C：ホナ  エーデ）ホナケド   コシガナ、ワルイ。コノゴロナ。 
目は。 （C：それは いいね）そうだけれど 腰がね、悪い。   この頃ね。 

 

95C：シゴト   イッキョルヒトワナー ミナ コシメイドル〔8〕ワダ。 
仕事［に］ 行っている人はねえ   皆    腰［を］痛めているじゃない。 

 

96B：ヒャクショーノヒトワナー（C：ウン）コシ   メイデモテナ＊ 
百姓の人はねえ          （C：うん） 腰［を］ 痛めてしまってね＊ 

 

（C：メードーワー）ヒャクショーノ ヒトダケデワ アカンノヨナ＊ 
（C：痛めているね）百姓の     人だけでは  いけないのよね＊ 

 

エット〔9〕 ツトメヨルヒト＊《人名 4》ヤニ ハナシ 
長く     務めている人＊ 《人名 4》らに 話［を］ 

 

キッキョッタラナ。（D：ウン）ホンマニ シアワセナヨーナワ＊ 
聞いていたらね。 （D：うん）本当に  幸せなようだね＊ 

 

97D：《人名 4》アレ ホンマ   エライナ。 
《人名 4》あれ 本当［に］ 偉いね。 

 

【注釈】 
〔1〕バイパス…道路のこと。 
〔2〕マツバラ…地名を指す。 

〔3〕タケダ…地名を指す。 

〔4〕カキカエ…車両免許の更新のこと。 
〔5〕アガッテマウ…普段の落ち着きを失い緊張すること。 
〔6〕アンジュー…安生（あんじょう）の音声変化。 
〔7〕トロコイ…ノロマ、ドジを意味する。 
〔8〕メイドル…ここでのメグは、痛めるの意。「～トル」は既然態。 
〔9〕エット…長いの意。 
  



徳島県阿南市見能林町方言の概観（２） 

 
徳島大学大学院総合科学教育部博士後期課程 1 年 

日本学術振興会特別研究員（DC1） 
峪口 有香子 

 
１．はじめに 

徳島県阿南市見能林町において、夏の日の話、子どもの話、免許更新の話を中心とし

た談話資料を収集した。他の地震・津波被害に関する話題を中心とした談話資料とは、内

容が若干異なることを断っておく。ここでは談話資料を元に、特徴的な語彙・分布・音声

について取り上げ、記述していく。なお、談話に参加した話者は全て女性である。 
 
２．調査報告 

以下では、阿南市海岸地域における方言の語彙・文法・音声に着目した分析を項目ご

とにまとめ、その結果を見ていくことにする。 

２．１方言語彙 

２．１．１ 自称詞「ウチ」「ワタイ」 

徳島県阿南市海岸地域における自称詞は、「ワタシ」の使用が多かったが、「ウチ」や

「ワタイ」の使用が確認できた。 
D：ウチヤ モッテカエルッテ＊ 
C：ヤーヤーイワレタラ ワタイ マイアガッテマウガ。 

２．１．２ 対称詞「～ハン」 

談話中に確認することができた対称詞として「○○ハン」の使用が話者 B 女性におい

て確認できた。今回確認ができた、「オマハン」は『日本国語大辞典 第二版』による

と、「おまえさん（御前様）」の変化した語であり、江戸時代、おもに遊里ことばとして、

芸妓や女郎が客に対して用いたという。    
B：《人名 1》ト ムスメハンフタリガナ。 
B：オチャクライ×××コレ オマハン。 

２．１．３ トロコイ（のろい） 

 「トロコイ」とは、「トロイ」を意味し、『日本国語大辞典 第二版』によると「動作や

反応がのろい。にぶい。あまい・間が抜けている。」と記述している。 

B：ワタシナ トロコインヨ。 
２．１．４ メグ（痛める） 

 「メイドル」とは、「メグ」の既然態で、ここでは体を傷つける、痛めることを指す。

『日葡辞書』（1603－04）によると「Megui,u,eida（メグ）＜訳＞こわして崩す」と記載

がある。    

C：シゴトイッキョルヒトワナー ミナ コシメイドルワダ。 

２．１．５ ホール（捨てる） 

「ホール」とは、「ほうる（放）」の変化した語で、捨てることを意味している。 
C：ナンカ ホッテアルモン。 



２．１．６ キョービ（今日日） 

「キョービ」とは、「今日日」と漢字で記すことができ、『日本国語大辞典 第二版』

によると、「きょうこのごろ。この節。当今」という。 
D：キョービ エエトオモッタッテナ 

２．２方言文法 

２．２．１ アスペクト「～トル」「～ヨル」 

継続相の表現としては「～トル」「～ヨル」が確認された。以下が使用例である。 

（非過去・不完成相）B：ホラモー ネンネンフエテキヨルン。  

（非過去・パーフェクト相）B：オヤシランカオシトルワ。 

（過去・不完成相）C：ホナイユーテナ ナグッタリシヨッタデ。 

 また視点による分類を行うと以下のとおりになる。 

（主体動作動詞）B：エット ツトメヨルヒト 

（主体変化動詞）B：シゴトイッキョルヒトワナー 
（主体動作・客体変化動詞）C：サイフヤ トンヨルンチャウカト オモウワ。 

２．２．２ 文末詞「ガ」「ケ」「チャ」「キャ」 

 徳島県で珍しい形式の「ガ」「ケ」「チャ」「キャ」の使用が確認された。 

（文末詞「ガ」）A：アーゴジハンデモハヤイガ。 
（文末詞「ケ」）D：バイパス イタラワカルケ？  

（文末詞「チャ」）C：チューシャジョーニ コマルンヨ。トミオカッチャ。 
（文末詞「キャ」）B：ヨコニナッテコーナ＊ ＊ネタンキャ＊ 

２．２．３ 原因理由を表す接続助詞「から」 

 会話中において、ケンの使用が特に目立った。徳島県はケンの使用地域であり、話者 4
人共「ケン」を使用していた。県南部にみられる「サカイ」は確認できなかった。 

C：ナンカ アッタラコマルケン。 
２．２．４ 逆接を表す接続助詞「けれども」 

 会話中において、ケンドの使用が特に注目された。『徳島県言語地図』をみると、徳島

県は、ほぼケンド系の使用が認められており、当地域においてもケンド系の使用が確認で

きる。                

A：ホヤケンド ヒニヒニ アツイナ。 

２．２．５ 断定の助動詞「ジャ」「ヤ」 

 会話中からは、「ジャ」と「ヤ」の使用が確認された。今回の談話資料からは、「ジャ・

ヤ」の例を多く確認できた。 

（助動詞「ジャ」） D：ハノキョウセイテ ヒャクマンモイルンジャ。 
（助動詞「ヤ」）  C：ワタシラ ニコニコシヨンヤ。 

２．１．６ 程度を表す副詞「エット」 

 「エット」とは、久しく、長い間を意味する。『改訂阿波言葉の辞典』によると、徳島市

部中心で使用されるとしている。 

C：エットツトメヨルヒト《人名 4》ヤニ ハナシキッキョッタラナ。 

２．２．７ 動詞の否定形「～ヘン系」「～ン系」 

 徳島県では近畿周辺部の影響を受けて、動詞の否定形にヘン系・ン系など話者によって



様々な種類をみることができる。今回は、特にヘン系の使用が目立った。サ変動詞の過去

形「ン形」は僅か 1 例確認できた。また近畿圏の影響と思われるヒン系の使用はみられ

なかった。 

（動詞の過去形「ヘン系」） 
C：アノワルイコトッテ イエヘンデ。  
D：ノセタゲルヤイウコト ゼッタイイワヘン。  

（サ変動詞の過去形「ン系」） 
C：ハモキョウセイセントナ ハガクチカラ ハミダシトルコヤ オッタデ。 

２．３．音声的特色 

２．３．１．サ行とハ行の交替 

サ行がハ行に変わることをいい、徳島県において代名詞の「ソレ」が「ホレ」と変化

する。全国的にみても珍しい現象である。     

C：ホナケドアガル。ホナッテハタニアレガ オルンダロ。 
２．３．２．形容詞の拗音化「大きい」 

形容詞の拗音化で、「大きい」が「オッキョイ」になる。『徳島県言語地図』を確認し

てみると、県南部に「オッキョイ」が広域に分布している。阿南市をみても、「オッキョ

イ」が盛んに使用されている。 

C：オッキョイーゾッテ オッキョイゾッテ イヨルンミヨッテ 

 

３．まとめ 

今回は阿南市海岸地域である見能林公民館で収録した談話を元に分析してきた。方言の

特色については、西日本にみられるものが多かったが、徳島県特有のことばも確認ができ

た。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．南海大地震直後の様子について 

［00:21:40～00:01:43］ 

 

1A：モー センメーニ オボエトン〔1〕ワ （D：ハイ） ニゲタッテユーコトワ 

もう 鮮明に   覚えているのは  （D：はい）   逃げたということは 
 

オボエテマス。 

覚えています。 
 

2E：｛笑｝ 

｛笑｝ 
 

3B：アノー ワタシワナ （D：ハイ） アノー コノ ナンカイジシンノアルマエワナ 
あのう 私はね    （D：はい） あのう この 南海地震のある前はね 

 

コトシッチャ ヌクイ〔2〕ナッテ イヨッタンワ   オボエトンデス。 
今年は    暖かいなと     言っていたことは 覚えているのです。 

 

ミナガ ヌクイヌクイ  ヨッタンデス。 
皆が  暖かい暖かいと 言っていたのです。 

 

ホダ〔3〕  アノ ジシンガアッタデショ。 
そうしたら あの 地震があったでしょう。 

 

ホダ    ジシンノ アトデ スグニ ウチ チチオヤガ オマエラ ハヨー 
そうしたら 地震の  後で  すぐに 私の 父親が   お前たち 早く 

 

アノ イエガ フルカッタケンネ（D：ハイハイ） イエガツブレタライカンケン〔4〕 
あの 家が  古かったからね （D：はいはい）家が潰れたらいけないから 

 

フトンモッテ   ニゲーチュッテネ。 
布団［を］持って  逃げろと言ってね。 

 

ホデ  カブッタフトンオ ヒトリガヒトツズツ モッテ オハカニニゲタンデス。 
そして 被った布団を    一人が一つずつ    持って お墓に逃げたのです。 

 

ホデ  イエノオハカガ シューゴーバショチューテ ホデ  ハシッテイタンデス。 
そして 家のお墓が    集合場所だと言って     そして 走って行ったのです。 

 

ホダ  ウチ   チチオヤワ ウミオ ミニイッタンヨネ。（D：ハイ） 
それで 私［の］ 父親は   海を  見に行ったのよね。（D：はい） 

 

ウミ ミテクルッチューテ ホダ   モー ホレ〔5〕コソ シオガ ゼンブ 
海を 見てくると言って  それで  もう それこそ    潮が  全部 

 

シーテシモタ〔6〕ンデ  ツナミガ クルゾーチューテ オトーサンワ アトカラ 
引いてしまったので    津波が  来るぞと言って  お父さんは  後から 

 

オワエテ キタンヨ、 オハカマデ。 
追われて 来たのよ、 お墓まで。 
 

ホデ  イッカイメノ ツナミガキテ ホデ  ワタシラ 《Ｃの姉》ト 
それで 一回目の    津波が来て  そして  私達   《Ｃの姉》と 
 

フタリワ オマハン〔7〕イナンカチューテ ホデ   ハシッテ モーテキタンヨ。 
二人は  あなた     帰ろうかと言って   そして   走って   戻って来たのよ。 

 

ホデ   イエワ マダ キレカッタンヨ。 
そして 家は   まだ 綺麗だったのよ。 



 

ホダケン〔8〕アワテテ オヒツオ モッテ｛笑｝｛E：笑｝ニゲタンヨ。 
そうだから  慌てて  お櫃を  持って｛笑｝｛E：笑｝逃げたのよ。 

 

ホダ    マタニヘンメガ キタンヨ。（D：ウーン） 

そうしたら また二回目が  来たのよ。（D：うーん） 
 

ホダ    マタイナンカ〔9〕チューテ マタモドッテ キタンヨ。   

そうしたら また帰ろうかと言って      また戻って  来たのよ。 
 

コンドワ タンスノモンオ イッパイ ヒキダシテ オエルダケ オーテ  
今度は  たんすの物を  一杯   引き出して 負えるだけ 負って  

 

ハシッテ アガッタンヨ。    
走って  上がったのよ。  

 

ホダ  サンベンメワ モー カエッテキタラ モー ホレコソ 
それで 三回目は   もう 帰って来たら  もう それこそ 

 

イエグッチャカ。   モー ホノ タンスウッキャガッテ   コケトーシ。 
家［が］ぐちゃぐちゃ。もう その たんす［が］浮き上がって 転んでいるし。 

 

アノ モー ナニモカモ モー グチャグチャデ。 
あの もう 何もかも  もう ぐちゃぐちゃで。 

 

ナンジャ モッテイヌモンガ ナカッテ ホノママ モンテキタ。 
何も   持って帰る物が  無くて  そのまま 戻ってきた。 
 

ホダ    アノー ホノー ミズガ ワタシラガ ホノー ヒータトキニ 
そうしたら あのう そのう 水が  私達が   そのう 引いた時に 
 

ハシッテモーテキテ コンド キタラ ホッタラ  ダッダッダッダッダート 
走ってもらってきて 今度  来たら そうしたら ダッダッダッダッダーと 
 

ホノミズガ クルンヨナ。   
その水が  来るのよね。 
 

ホダ  ホレガ モー ナニノヨーニ コナイダノ ツナミノヨーニ コナイシテ 
それで それが もう 何のように  この間の  津波のように  こうやって 
 

ケーヘン〔10〕ノヨ。ホノトキワ モー バート アノ イッキャブンノヨコノ。 
来ないのよ。    その時   もう バーと あの 一軒分の横の 

 

（C：アー）アソコノ バート ホレコソ ウッキャガッテ クルンノ。 
（C：ああ）あそこの バーと それこそ 浮き上がって  来るのよ。 

 

ミゾノ（D：エー）ミズガ。 
溝の （D：ええ）水が。  

 

ホデ  ワタシワ モー ヒッシデ ニゲタンヨ。 
それで  私は   もう 必死で  逃げたのよ。 

 

ホンデ ソレオ オボエトンノデス。 
それで それを 覚えているのです。 

 

4D：エート ニゲルサキッテユーノワ ドチラニ ニゲル？ 
ええと 逃げる先というのは   どちらに 逃げる［のですか］？ 

 

5B：ホラ  ミナ ヤマジャ。 
それは 皆  山だよ。 



 

6D：アット ムコーノヘンノ。 
あっと 向こう辺りの。 

 

7C：ソーデスネ。 
そうですね。 

 

8D：《話者Ｃ》    イカガデスカ？ 
《話者Ｃ》［は］ いかがですか？ 

 

9C：アノネー ボクワ コノヒトタチヨリ ワカインデスケド。｛笑｝｛A：笑｝ 
あのね  僕は  この人達より   若いのですけど。 ｛笑｝｛A：笑｝ 

 

ウチノアネガ ドーキューデネ。（D：アーハーハー） 
私の姉が   同級生でね。  （D：あーはーはー） 

 

デ   ソノトキニ アノー ナニ アノ ウチワ オジーサンガオッタ。 
それで その時に  あのう なに あの 私は  おじいさんが居た。 

 

アノ アレガ チョット タカダイニ アルンデス イエガネ。 
あの あれが ちょっと 高台に   あるのです 家がね。 

 

デ   アノー オヤガ ボクト アネニ 《話者Ａ》ト イッショニ 
それで あのう 親が  僕と  姉に  《話者Ａ》と  一緒に 

 

ニデーチュッテネ ンデ  ニゲタ。 
逃げろと言ってね それで 逃げた。 

 

ニゲヨルトチューデ ナミガクルシ アノー テー ツナイデ 
逃げている途中で  波が来るし  あのう 手を 繋いで 

 

ニゲヨッタンヤケド  ハナレテシモテネ。（D：ホー） 
逃げていたのだけれど 離れてしまってね。（D：ほー） 

 

ホデ  アノー ヒトガ ヨーケ  イッキョル〔11〕ヤマノホーヘ ニゲテ  
それで あのう 人が  たくさん 行っている      山の方へ   逃げて  

 

ホデ  マー ヤマノ ソクメンノ トコロデ ミンナガ ヨーケ  アノー 
それで まあ 山の  側面の   所で   皆が   たくさん あのう 

 

アツマットートコロデ ボーットタットッタ。 
集まっている所で   ボーっと立っていた。 

 

ホデ  ウチノアネワ ハジメ    オヤニ イワレタ トコロマデ アノ 
それで 私の姉は    最初［に］  親に  言われた 所まで   あの 

 

ニゲテイッテ ホデ  マー ボクノコトオ 《話者Ｃ》ガ  
逃げていって それで まあ 僕のことを  《話者Ｃ》が 
 

ナミニサラワレタ。 
波にさらわれた［と言っていた］。 
 

マー ケッキョク｛A：咳｝イッショニ オッタン   ハグレテシモタ。 
まあ 結局   ｛A：咳｝一緒に   居たの［が］ はぐれてしまった。 
 

ホデ  ソーショル〔12〕ウチニ カゾクガ サガシニキテ。 
それで そうしている間に家に    家族が  探しに来て。 
 

ホデ  マー アノー ミンナガ タムロシトー  ボートタットートコロエ デ  
それで まあ あのう 皆が   たむろしている ボーと立っている所へ  で  
 



カゾクガ アレシテ アノー カゾクガ オッタオッタッテユーテ ソレダケワ 
家族が  あれして あのう 家族が  居た居たと言って    それだけは 

 

オボエテイマス。ナミガ キタジョーキョーナンカ ボクガ マダ 
覚えています。 波が  来た状況など      僕が  まだ 

 

ショーガッコー イッテナカッタンカナ。 
小学校［に］  行ってなかったのかな。 

 

10D：アー ロクジューネン。 

あー 六十年。 
 

11B：ホラ  イッキョタンチャウ〔13〕ケー。 
それは 行っていたのではないかな。 
 

ワタシジューニーダッタモン。ホノトキ ウン。 
私［は］十二歳だったもの。 その時  うん。 

 

12C：アッ ホンマー。 

あっ 本当。 
 

ソシタラ  ニジュー ニジューネンヤネー。 

そうしたら ×××× 二十年だね。 
 

13B：ウン ニジューイチネンヤケン〔14〕。 

うん 二十一年だから。 
 

14C：アー ニジューイチネンカ。 

あー 二十一年か。 
 

15B：《人名 1》ト ナンボ〔15〕チガウン？ 

《人名 1》と いくつ違うの？ 
 

16C：ヨッツ。 

四歳。 
 

17B：ホナ    モーイッキョーワ。 

そうしたら もう行っているわ。 
 

ワタシ  ショーガッコーノ ニネンセーダッタケン ショーガッコージャワ。｛笑｝ 

私［が］  小学校の       二年生だったから   小学校だわ。     ｛笑｝ 
 

18C：｛笑｝ 

｛笑｝ 
 

19A：｛笑｝ 

｛笑｝ 
 

20D：ツナミッテ ドノアタリマデ？ 

津波は   どの辺りまで［来たのですか］？ 
 

21B：アンナ ワタシモ ホノ ナンチューン タチバナチョーノコトワ  
あのね 私も   その 何というか  橘町のことは       

 

シランノヤケンド  アノ ショーガッコーノ コーテーマデ キタンヨ。 
知らないのだけども あの 小学校の     校庭まで   来たのよ。 

 

（C：アー）（E：ウーン）ショーガッコーノ コーテーワ 
（C：あー）（E：うーん）小学校の     校庭は 

 



ヌレルクライダッタ。（D：ショーガッコーガ） 
濡れるくらいだった。（D：小学校が） 

 

ムカシノ ショーガッコーヤケンナ。 

昔の   小学校だからね。 
 

22D：エート マダ       ヤマノホー。 

えーと ［小学校は］まだ 山の方。 
 

23B：ウン。ホダ  ウチワナ ホコノホーノ マチノマンナカニアッタンヨ。 

うん。それは 家はね  そこの方の  町の真ん中にあったのよ。 
 

ホダ    ジャージャー〔16〕ワ ココマデキタ。 

そうしたら ［波］は       ここまで来た。 
 

24D：ワー。 

わー。 
 

25E：ウーン。ムネノ トコデスネ。 

うーん。胸の  ところですね。 
 

26C：タチバナノ シューラクワ ゼンブトイッテイークライ ミナ  ナミカブッタ。 

橘の    集落は    全部と言っていいくらい  みんな 波［を］被った。 
 

27B：アノ キハンセンガ イマノ ショーボーノトコデ スワットッタ〔? 〕デーナ。 

あの 機帆船が   今の  消防所の所で    止まっていたよね。 
 

（B：アー）ウン オーケナ アレ イトバヤシノ 《人名 2》ノ 

（B：あー）うん。大きな  あれ いとばやしの 《人名 2》の 
 

フネダッタンジャ。 

船だったのよ。 
 

28D：エート オキタノガ         エー ナンガツクライデスカ。 

えーと ［南海地震が］起きたのが  えー 何月くらいですか。 
 

29B：ジューニガツ ニジューイチンチ。 

十二月    二十一日。 
 

30C：ジューニガツ。 

十二月。 
 

31D：トユーコトワ ニゲテ アノー ヨル   サムイデスヨネ。 

ということは 逃げて あのう 夜［は］ 寒いですよね。 
 

32B：サム＊ ホナケン  フトン   ミナ｛笑｝フトンモッテイケッテ  フトン 

さむ＊ そうだから 布団［を］ 皆 ｛笑｝布団［を］持って行けと 布団［を］ 
 

カブルント イッコンズツ〔17〕 アノトキモ 

被るように ひとつずつ     あの時も 
 

メンノ オモタイフトン｛E：笑｝ミナガ イッコンズツ〔17〕 

綿の  重たい布団を ｛E：笑｝皆が  ひとつずつ 
 

カブッテニゲタ。｛笑｝ 

被って逃げた。 ｛笑｝ 
  

33D：イヤー ナツトカダッタラ ソノー ヨルニナッテモ マダダイジョーブデスケド 

いやー 夏とかだったら  そのー 夜になっても  まだ大丈夫ですけれど 
 



フユノバーイッテ ニゲタサキデノ ボーカントカガ ヒジョーニ タイヘンジャ 

冬の場合って   逃げた先での  防寒とかが   非常に   大変じゃ 
 

ナカッタノカナト オモイマシテ。 

なかったのかなと 思いまして。 
 

34B：イヤ ホナケンドナ アノー ナンチューン アサ   ゴジゴロダッタデーナ 

いや そうだけども あのう 何というか  朝［の］ 五時頃だったのだよね 
 

アレ。（C：ウンウン）ホデ  クラーカッタトキニ ニゲタヤロ。 

あれ。（C：うんうん）それで 暗かった時に    逃げたでしょう。 
 

ホッダラ  ヒガアガッテキタラ モー ツナミ   スンドッタケンナ。 

そうしたら 日が昇って来たら  もう 津波［が］ 終わっていたからね。 
 

（D：アッ）（E：フーン）ミナ オリテキタデー。 

（D：あっ）（E：ふーん）皆  下りて来たのだよね。 
 

ホデ  ワタシラワナ ショーガッコーデ イッシューカンカ トーカカラ ウン 

それで 私達はね   小学校で     一週間か     十日から  うん 
 

アノー ナカマチワ ミンナヒラヤガオーカッテ ホトンドツカッタケンナ。 

あのう なかまちは 皆平屋が多くて      ほとんど浸かったからね。  
 

ナカマチノヒト ホトンドガ ショーガッコーデネタナ。 

なかまちの人は ほとんどが 小学校で寝た。 
 

（D：ハー） （E：フーン） フトンヤドーシタカ  シランケンド。 

（D：はー） （E：ふーん） 布団などどうしたのか 知らないけど。 
 

ワタシラワ ホンナン コドモヤケン シランケー  ワーワーユーテ ネタンワ 

私達は   そんなの 子供だから  知らないから ワーワー言って 寝たのは 
 

オボエトンケンド。 ｛笑｝ 

覚えているのだけど。｛笑｝ 
 

35E：ショーガッコーノ ホーニワ ナンカ ソノー タトエバ シトカ マチトカ  

小学校の     方には  なにか そのう 例えば  市や  町や 
 

ケントカカラ シエンブッシトカユーモノワ ナカッタンデスカ。 

県などから  支援物資という物は     なかったのですか。 
 

36B：ソンナモンシランナー。 

そんなもの［は］知らないな。 
 

37A：ムカシワ ナイワ。 

昔は   無いわ。 
 

38B：ムカシヤケン ソナイナイトオモウデ。 
昔だから   そんなにないと思うよ。 
 

アトデオソーイニナ ハイキューヤユーテナ（C：ウーン）（E：ウーン） 
後で遅くに     配給だと言って   （C：うーん）（E：うーん） 

 

チョイチョイ キヨッタケンド〔18〕ナ。 
時々     来ていたけどね。 

 

39C：ホノジダイワネ ゼンタイニ ハイキューノジダイ。 
その時代はね  全体に   配給の時代。 

 



40A：ウーン。 
うーん。 

 

41E：ハー。 
はー。 

 

42A：ウチワ《電力会社》ノナ イマノ シャタクニナットー〔19〕ウエノホーニナ 
私は 《電力会社》の  今の  社宅になっている    上の方にね 

 

ウチムラノ   ウエーヤユーテナ（C：アー）ズーットシャクヤガ 
内村〔20〕の  上だと言って  （C：あー）ずーっと借屋が 

 

アッタデー。ホコノ オトーサンノ トモダチンクニ ニゲタンヨ。 
あったよね。そこの お父さんの  友達の家に   逃げたのよ。 

 

タニッチュー〔21〕イエ ホコイケーッテユーケン ハイーッテユーテ ハシッテ 
谷さんという家［へ］  そこへ行けと言うから  はいって言って  走って 

 

イッタン オトートト。 
入ったの 弟と。 
 

ホナケンナー。（B：アレ ホヤケンド）ホレ ニゲタダケヤモン。 
だからね。  （B：あれ だけども） ほれ 逃げただけだもの。 

 

スンデモンテキタラ  イモワ カイコンドッタン イモワ コロゲテ モー 
終わって戻って来たら 芋は  買い込んで居た物 芋は  転がって もう 

 

サカナワピチピチ  ハネテナ タタミノウエデ。（E：フーン）（D：タタミノ 

魚はピチピチ［と］ 跳ねてね 畳の上で。   （E：ふーん）（D：畳の 
 

ウエデ。｛笑｝）ホレワ オボエトッタワ。 
上で。 ｛笑｝）それは 覚えていたわ。 

 

43B：アノトキワ ホンデモ ナニナヤ。 

あの時は  それでも 何やね。 
 

44A：ベンジョモ ナニモ クソモ イッショクチャ〔22〕。（E：アー ソーデスヨネ） 

便所も   何も  便も  ごちゃまぜ。    （E：あー そうですね） 
 

45D：ゼンブアガッテー。 

全部上がって。 
 

46B：ジシンガ（A：ウン）ユッテカラ ツナミガクルマデ ダイブ ジカンガ 
地震が （A：うん）揺れてから 津波が来るまで  だいぶ 時間が 
 

アッタナ。（C：ホーヤネー）ウン。 
あったね。（C：そうだね） うん。 

 

47D：アッ ソーナンデスカ。（B：ウン） 

あっ そうなのですか。（B：うん） 
 

48A：アッタワ。ホンデ オバガ アノー ケーサツノウラニ オッタケンナ ホコエ 

あったわ。それで 叔母が あのう 警察の裏に    居たからね  そこへ 
 

オトートトフタリガ ミニアガッテイッタワ。 

弟と二人が     見に上がって行ったわ。 
 

49B：ホッダラ  モーナ ムコーノコカツジママデ シオガヒータ。 

そうしたら もうね 向こうの小勝島まで   潮が引いていた。 
 



50A：リンゴンサン〔23〕チューテナ アッコマデ ヒートッタモン シオガ。 

リンゴンサンと言ってね    あそこまで 引いていたもん 潮が。 
 

51B：ワタシラワ イマワ ココラ    ミナウミダッタケンナ オテラカラ ゼンブ 
私達は   今は  ここらへんは 皆海だったからね   お寺から  全部 

 

ミエルンヨ。（E：ヘー） 
見えるのよ。（E：へー） 

 

ホダケン  ジートコーミヨッタンヨ。 
そうだから ジーとこうして見ていたのよ。 

 

ホッダラ  モー シオガムカイマデヒーテモタ。 
そうしたら もう 潮が向かいまで引いてしまった。 

 

ホレコソ ハシッテイケルクライ。（E：エー） 
それこそ 走っていけるくらい。 （E：えー） 
 

ウン ミズイッコモナカッタ。ホレワ オボエトーナ。 
うん 水［が］全然無かった。それは 覚えているね。 

 

52A：ケーサツノウラカラ ニタモン    ミタケンナ。 
警察の裏から    似たもの［を］ 見たからね。 

 

ホンデ キヨーワーチューテ トンデ ニゲテカエッタワ。 
それで 来ているわと言って 飛んで 逃げて帰ったわ。 

 

ホンナンモ  オボエトーシナ。 
そんなことも 覚えているしね。 

 
【注釈】 
〔1〕オボエトン…覚えているの既然態「覚えとる」の 
〔2〕ヌクイ…あたたかいの意。 
〔3〕ホダ…「そうしたら」や「そして」と訳している。 
〔4〕ケン…～だからを意味する順接の接続助詞。 
〔5〕ホレ…サ行音とハ行音の交替。 

〔6〕シモタ…しまったの意。 
〔7〕オマハン…サ行音とハ行音の交替。 
〔8〕ホダケン…「ホダ」と「ケン」の融合。 
〔9〕イナンカ…帰るの勧誘表現。 
〔10〕ケーヘン…来ないの否定形。 
〔11〕イッキョル…行くの進行形。 
〔12〕ショル…するの進行形。 
〔13〕チャウ…違うの意。 
〔14〕ヤケン…だからの意。 
〔15〕ナンボ…どれくらいの意。 
〔16〕聞き取りが不明瞭。「ジャージャー」と文字化しているが「ダージャー」とも聞き

とれる。 
〔17〕イッコンズツ…物を数える時につかう。一つずつ。 
〔18〕ケンド…逆接の接続助詞。 
〔19〕ナットー…なるの既然態。 
〔20〕内村…字名の意。 

〔21〕チュー…引用の助詞「と」と「言う」の融合。 

〔22〕イッショクチャ…ひとまとめにすること。 



〔23〕リンゴンサン…場所の意。 

 

 

Ⅱ．地震が起こる前後について 

［00:01:48～00:04:16］ 

 
1D：アノー シンサイガオコルマエニ ヌクカッタッテ。 

あのう 震災が起こる前に    暖かかったと。 
 

2B：ウン ホレワヨッタナ。 

うん それは言っていたね。 
 

3D：ズーットデスカ。 

ずーっとですか。 
 

ソノ アキニナッテ フユニナッテモ マダゼンゼン。 

その 秋になっても 冬になっても  まだ全然［寒くなかった］。 
 

4B：ウンウン コトシノフユワ ヌクイナッテイヨッタ ホナケン コノゴロオンダンカ 
うんうん 今年の冬は   暖かいなと言っていた だから  この頃温暖化 
 

ニナットーケンド ホナケン ホレカラコッチニヌクイ フユニ ヌクイヒニ 

になっているけどもだから  それからこの頃暖かい  冬に  暖かい日に 
 

ナッタリシタラナ ジシンユレヘン〔1〕カイネッテ ミナイヨッタヨー。 

なったりしたら  地震［が］揺れないかなって   皆言っていたよ。 
 

5C：イヨッタネー。 

言っていたね。 
 

6A：ヨー〔2〕ユーナー。 

よく言うね。 
 

7D：ナルホド。ホーホーホーホー。 

なるほど。ほーほーほーほー。 
 

8E：フーン 

ふーん。 
 

9D：ソノ エート ジシンガ オコッタアトワ マダヌクカッタンデスカ。 

その えーと  地震が  起こった後は  まだ暖かかったのですか。 
 

10B：ヌクカッタ。 

暖かかった。 
 

11D：ズーット ヌクカッタ。 

ずっと  暖かかった。 
 

12B：ウン。 ワリカシヌクカッタ ジューニガツヤノニナ。 

うん。 わりと暖かかった  十二月なのにね。 
 

ムカシノジューニガツッチャ サムカッタデーナ。（C：ホーヨ オー） 

昔の十二月といえば 寒かったよね        （C：そうよ おう） 
 

テガコールクライ。    ワリカシヌクカッタ。 

手が凍るくらい［寒かった］。［地震の時は］わりと暖かかった。 



13A：ダンボーワナー ヒバチヤシナ。 

暖房はね    火鉢だしね。 
 

14D：アー エー ホカニナニカ アノー ヘンダナッテ オモウヨーナコト 

あー えー 他に何か   あのう 変だなと   思うようなこと［は］ 
 

ジシン   ゼンゴデ アリマセンカ。 

地震［の］ 前後で  ありませんか。 
 

15E：ナンカ カッテタドーブツノ ヨーストカ モシクワ ソノー トレルサカナノ 

   何か  飼っていた動物の  様子とか  もしくは そのー 取れる魚の 
 

   ナンカ シュルイガ カワッタトカ。 

   何か  種類が   変わったとか。 
 

16B：ホンナンワ シランナー。 

   そんなのは 知らないな。 
 

17D：ソーチョーニ オコッタンナラ ウミワ ミテナイデスヨネ ソノマエワ。 

   早朝に    起こったのなら 海は  見ていないですよね その前は。 
 

18B：イヤサー ホナケン ホノ ナニ ジシンノマエワ ミトレヘンケンドナ。 

いや   だから  その なに 地震の前は   見ていないけどね。 
 

ジシンガスンダ  スグニ ウチ ワタシラ チチオヤガナ ハマエ  

地震が止まったら すぐに 私の 私達の   父親が     浜へ［行って］ 
 

オマエラ ヤマエイケ      ワイ〔3〕ワハマエイクユーテ ハマエイタ。 
お前たち 山へ行け［と言って］ 私は浜へ行くと言って     浜へ行った。 
 

ホダ    ズーット    ヒキカケタケン ツナミガクルゾーチューテ。 
そうしたら ずっと［波が］ 引きかけたから 津波が来るぞーと言って。 
 

ココラワ   ツナミッチュータラ ミナ ウミミニイクモンナ   ウン。 

ここらへんは 津波といえば    皆  海［を］見に行くものね うん。 
 

19D：スグソバデスカラネ。 

    すぐ側ですからね。 
 

20E：｛笑｝  

｛笑｝ 
 

21B：ヤマモウミモ チカクヤケンナ。 

山も海も   近くだからね。 
 

イマ ココワ ウメタテシテ    コナイシテ ナニヤケンド  

今  ここは 埋め立て［を］して こうして［土地ができているけど］ 
 

ミナ ココウミヤッタケンナ。 

皆  ここは海だったからね。 
 

22C：ココノネ ココノドーロマデ ウメトッタ。 

   ここのね ここの道路まで  埋めていた。 
 

23D：アー ソーナンデスカ（B：ウン）ヘー。 

   あー そうなのですか（B：うん）へー。 
 

24B：ホデ  オーキナ タテモンヤナイケン モー オテラカラ ミナ ミエヨッタ。 

   それで 大きな  建物ではないから  もう お寺から  皆  見えていた。 



 

【注釈】 
〔1〕ユレヘン…揺れるの否定形。揺れない。 

〔2〕ヨー…よく。 

〔3〕ワイ…一人称。 

 

 

 

Ⅲ．地震後の家について 

［00:04:19～00:05:50］ 

 

1E：コー イエガ ミズニツカッテシマッタ アトッテユーノワ タテナオシタリトカ 

こう 家が  水に浸かってしまった  後というのは   建て直したりとか 
 

ソノー タタミオカエタリトカ イロイロアッタト オモウンデスケド。 

そのー 畳を替えたりとか   色々あったと   思うのですけど。 
 

2A：ホンナン ナカッタナ。 

そんなのはなかったね。 
 

3B：ホレガナ ウチラ モー ヒラヤダロ ホデ  タップリツカッタダロ。 

それがね 私達は もう 平屋でしょ それで たっぷり浸かったでしょ。 
 

ホデ  タタミヤ ミナボトボトヨナ   ホシテモ ホシテモ ホシテモ 

それで 畳は   皆びしょびしょなのよ 干しても 干しても 干しても 
 

アカンノンヨ。 

   ダメなのよ。 
 

ホデ  クサッテモタンヨ。 

それで 腐ってしまったのよ。 
 

4E：ヘー ソーナンデスネ。 

へー そうなのですね。 
 

5B：ホナケンド センソーチューヤケンナ センソースンダスグヤケンナ ブッシガ 

そうだけど 戦争中だからね     戦争が終わってすぐだからね 物資が 
 

ナイケンナ タタミヤ オカネガアッタッテ〔1〕 カエレン〔2〕ノンヨ。 

無いから  畳なんか お金があったとしても   買えなかったの。 
 

ホダ    ウチラナ   オカヤマカラ ウリニキテナ。カヤデ 

そうしたら 私達の家はね 岡山から   売りに来てね。茅で 
 

アンダミシロ。（C：アー）ホイダ〔3〕 ホレオ    ミナヒートンヨ。 

編んだみしろ。（C：あー）そうしたら ［みしろ］を 皆敷いているのよ。 
 

タタミノ ザイタノウエー ホレヒイトーダケヨ。 

畳の   座板の上に   それ［を］敷いているだけよ。 
 

モー ホシタラ  アシガイタインヨ。｛E：笑｝ 

もう そうしたら 足が痛いのよ。  ｛E：笑｝ 
 

ホノ ホデ  ザブトンガ ナカッタラ スワレンヨーナ ホンナンデナ 

その それで 座布団が  無かったら 座れないような そのようなものでね 



ニネンモサンネンモ イタヨ。   （E：ヘー） 

二年も三年も    過ごしたのよ。（E：へー） 
 

6B： ホナケン  ナインヤモノ（E：ウーン）ウンヨラン〔4〕。 

   そうだから 無いのだもの（E：うーん）売っていない。 
 

ウチヤ〔5〕イエガフルカッタント ナントデナ ムカシノ イエヤケンナ。  

私なんか   家が古かったのと   何とでね  昔の   家だからね。 
 

コンナ アトデミタラナ マンマルノ コンナドダイヨナ。 

こんな 後で見たら   真ん丸の このような土台よね。 
 

ホダ    ヒキシナニ シュットヒイテイタンダロ。 

そうしたら 引き際に  シュッと引いていったでしょ。 
 

イエガ コナイ〔6〕シテ カタムイテシモタンヨ。ホンデ 

家が  こうして     傾いてしまったのよ。 それで 
 

カタムイタノニナ コレガ ナオセンノヨナ ザイリョーガナイケン。 

傾いたのにね   これが 直せなかったの 材料がないから。 
 

（D：へー）（D：フーン） ホナケン  モー スキマカゼノサムイトコロデナ  

（D：へー）（D： ふーん） そうだから もう 隙間風の寒い所でね 
 

エットラコト〔7〕 シンボーシタ。｛A：笑｝ホレワ ヨー オボエトー。 

長いこと      辛抱したの。 ｛A：笑｝それは よく 覚えている。 
 
 
 

【注釈】 

〔1〕タッテ…「～ても」の意。 
〔2〕カエレン…帰ることができない。 
〔3〕ホイダ…そうしたら。 
〔4〕ウンヨラン…売りよるの否定形。 
〔5〕ヤ…副助詞「なんか」の意。 
〔6〕コナイ…こうして。 
〔7〕エットラコト…長いことの意 

 
 
 

Ⅳ．津波や揺れについて  

［00:06:27～00:09:00］ 

 

1D：ツナミワ サンカイキタンデスカ。 

津波は  三回来たのですか。 
 

2B：イヤ ナンカイキタンカシラン。 

いや 何回来たのか［は］知らない。 
 

ホノ サンカイオリテキタトキニ モー グチャグチャニナットッタケン 

その 三回下りて来た時に    もう ぐちゃぐちゃになっていたから 



ホレカラ アト ナンベンキタンヤラ シラン。 

それから あと 何回きたのかは   知らない。 
 

オボエトラン〔1〕。 

覚えていない。 
 

3D：オボエテル オーキナユレッテユーノワ カイスーワ。 

   覚えている 大きな揺れというのは   回数は［どれくらい］。 
 

4B：ホレワ ナガイコト ユッタ〔2〕ナー。 

   それは 長いこと  揺れていたな。 
 

5A：サンカイチャウカー。 

   三回ではないかな。 
 

6B：ホラモー  サイショノユレワ ナガイコト ユッタワー。 

   それはもう 最初の揺れは   長いこと  揺れていたわ。 
 

ホレカラアトユーノワ ユレモドシガ ヨー アッタナー。 

それから後というのは 揺れ戻しが  よく あったね。 
 

7D：イッカイメノユレガ ナガカッタ。 

   一回目の揺れが   長かった［のですか］。 
 

8B：ナガカッタナ。 

長かったね。 
 

ホラモー  タナノモンヤ ミナオチテキタデ。 

それはもう 棚の物など  皆落ちて来たよ。 
 

9A：ウラニナ イドガアッタンヨ。 

裏に   井戸があったのよ。 
 

ホダ  オトコノオヤガ ホコオミテミー〔3〕ユーテ ミニイタラ  イドガ 

それで 父親が     そこを見てみろと言って   見に行ったら 井戸が 
 

ソコニナットッタワ。ミズガタマラントナ イドノ ミズガ 

空になっていたわ。 水が溜まらないで  井戸の 水が 
 

ナイヨーニナッタラ ツナミガ クルヤユーテ。 

無くなったら    津波が  来ると言って。 
 

10D：イドガカレル。（C：ウン） 

   井戸が枯れる。（C：うん） 
 

11A：コドモヤケンナー。イマヨーニ  センメーニ オボエトランワ。 

   子供だからね。  今［の］様に 鮮明に   覚えていないわ。 
 

12E：｛笑｝｛A：笑｝タクサンナクナッタカタモ イラッシャッタンジャナイデスカ。 

｛笑｝｛A：笑｝沢山亡くなった方も    いらっしゃったのではないですか。 
 

13C：イヤ。 

   いや。 
 

14A：アノナー ミタケ〔4〕ッテユー コノムコーノ トコロニナ ヒトリ 

あのね  みたけという     この向こうの ところに  一人 
 

オジサンガ        ナクナッタワ。 

おじさんが［居たけれど］ 亡くなったわ。 



 

15B：ウチノナ ナニヨ ソフガナクナッタンヨ。（E：アッ ホントデスカ） 

私のね  何よ  祖父が亡くなったのよ。（E：あっ 本当ですか） 
 

ホコノ ナニノウラヨ（A：サンジョサン〔5〕 エート ナニヤイヨッタ） 

そこの 何の裏よ  （A：さんじょさん    えーと 何と言っていた） 
 

チガウチガウ。（A：サンサンカ）ウン。 

違う違う。  （A：さんさんか）うん。 
 

《人名 1》ガオルトコロヨ。（A：ウン ナ）カタミノナ。 

《人名 1》が居る所だよ。 （A：うん な）片身のね。 
 

ホレモナ オバサント フターリガ スンドッタンヨ。 

それもね おばさんと 二人が   住んでいたのよ。 
 

ホダ    オバサンワ ニゲタンヨ。｛C：笑｝オジーサン 

そうしたら おばさんは 逃げたのよ。｛C：笑｝おじいさん［は］ 
 

ニゲーヘン〔6〕チュッテナ｛C：笑｝ニカイアガッタンヨ。  ホダ 

逃げないと言って     ｛C：笑｝二階［に］上がったのよ。そうしたら 
 

ドンドン キタモンヤケンナ ニゲタンダロ   ドーセ。（C：アー） 

どんどん 来たものだから  逃げたのでしょう どうせ。（C：あー） 
 

ホダ    コー モクザイ  コノヘン   アノー ナニガアッタデー 

そうしたら こう 木材［で］ ［頭］の辺り あのう 何があったかな 
 

アノ ゾーセンショヤ。ホレデ アタマウッタンカ  シランナ 

あの 造船所だ。   それで 頭［を］打ったのか 知らないけど 
 

（C：フーン）アタマウッテ  ナガサレタンカシラン （E：ヘー） 

（C：ふーん）頭［を］打って 流されたのかもしれない（E：へー） 
 

ナクナッタンヨ。（A：ヒトリナ）ホデ  エット サガシテ サガシテ 

亡くなったのよ。（A：一人ね） それで えっと 探して  探して 
 

デテキタンヤケドナ。 ホノトキニ ココウッチョッタ〔7〕ッチョッタワ。 
出てきたのだけれどね。その時に  ［頭を］打ったって言っていたわ。 
 

ホヤケド  イエワ ゼンカイシテ ナガサレタ イエワ ニサンゲン アルナ。 
そうだけど 家は  全壊して   流された  家は  二、三軒  あるね。 

 

ホデ  アソコ    ヨーケ  キタンカシランナ。 
それで あそこ［は］ たくさん 来たのかもしれないね。 

 

オジーサンク〔8〕ノ マエノ イエワナ ゼンカイシテモタ。 
おじいさんの家の   前の  家はね  全壊してしまっていた。 

 

（C：アー ホーデスカ）カクベツ アソコエ ヨーケ 
（C：あー そうですか）格別   あそこへ たくさん 

 

キタンダロート オモウンヨネ。（E：フーン） 
来たのだろうと 思うのよね。 （E：ふーん） 

 

【注釈】 

〔1〕オボエトラン…覚えとるの否定形。ここでの「～トル」は既然態。 
〔2〕ユッタ…「揺れた」が促音化。 



〔3〕ミテミー…命令形に見られる引き音。 
〔4〕ミタケ…場所の意 

〔5〕サンジョサン…場所の意 
〔6〕ニゲーヘン…逃げないの否定形。 
〔7〕ウッチョッタ…打っていたの過去完了。 
〔8〕オジーサンク…おじいさんの家。 
 
 
 
Ⅴ．地震の予兆について 

［00:09:07～00:11:05］ 

 

1E：エートデスネ ムギカノ ムギダッタカナ ムギデ チョーサオシタトキニデスネ 

えーとですね 牟岐かの 牟岐だったかな 牟岐で 調査をした時にですね 
 

ナンカ ウミノホーデ カミナリガミエタッテユーヒトガ イラッシャッタ 

何か  海の方で   雷が見えたという人が      いらっしゃった 
 

オッタンデスケド ナンカ ソーユーコトワ ナカッタデスカ。 

居たのですけど  何か  そういうことは 無かったですか。 
 

ナンカ ヒカリガミエタトカ ナンカ。 

何か  光が見えたとか   何か。 
 

2B：ホナケンド   アレカラ コッチエ ホナケンド （A：ホンナン 

   そうだけれども あれから こっちへ そうだけども（A：そんなもの［は］ 
 

ナカッタナ）ツナミガスンデカラ アメヤ フレーヘンカッタナー。 
無かったね）津波が終わってから 雨は  降らなかったね。 

 

（A：フレヘンモンナ）  エー オテンキガ ズットツズイタ。 
（A：降らなかったものね）良い お天気が  ずっと続いた。 

 

3E：ウーン ソーデスカ。 
   うーん そうですか。 
 

   アト ジシンガアッテ イットキスルト マ ソノ ナンテユーンデスカネ。 
あと 地震があって  一時すると   ま その 何と言うのですかね。 

 

フッコースルマデノアイダ ナカナカ リョーガ デキナイトカデ ナンカ 
復興するまでの間     なかなか 漁が   出来ないとかで 何か 

 

ソノ シュ サカナガスゴク フエタトカユー ハナシトカモ 
その ×× 魚がすごく   増えたとかいう 話とかも 

 

アッタンデスケド。 コチラワ ソーユーコト    ナカッタデスカ。 
あったのですけれど。こちらは そういうこと［は］ なかったですか。 

 

4B：ホンナモンシランナー    ｛E：笑｝ワシラ   コドモヤカラ。 
そんなもの［は］知らないなあ｛E：笑｝私達［は］ 子供だから。 

 

5E：アー アンマリ リョーシノカタト ゴカゾクデ リョーオ サレテルカタトカワ 
   あー あまり  漁師の方と    ご家族で  漁を   されている方とかは 

 



イラッシャラナイ。 
いらっしゃらない。 

 

6A：ウン。 
   うん。 
 

7D：コノアタリッテ フユワ ユキトカワ。 
     このあたりって 冬は  雪とか［降るのですか］。 
 

8C：マー フランネ。 
     まあ 降らないね。 
 

9D：フラナイ。（E：フーン） 
     降らない。（E：ふーん） 
 

10A：センセーンク〔1〕ヤダッタラナ マエ マエ マエドーシダッタンヨ。 
先生の家だったら        前  前  前同士だったのよ。 

 

イエガオーキーケンナ。 
家が大きいからね。 

 

ホダ  ウチノイエワ チッチャイーンヨ｛E：笑｝ホンマ〔2〕ニ ウン。 
それで 私の家は   小さいのよ   ｛E：笑｝本当に     うん。 

 

センセートコワナ アノー ニカイダチデオーキカッタンヨ。 
先生のところはね あのう 二階建てで大きかったのよ。 

 

ホダ  ウチワ  ニカイガナインヨ（E：ウーン）ヒラヤダッタケンナ。 
それで 私の家は 二階がないのよ （E：うーん）平屋だったからね。 

 

11B：ホラ  モー ムカシダッタラ タチバナヘン  オーカタ 
   それは もう 昔だったら    橘町辺り［は］ 大体 

 

ヒラヤノイエダッタン。（C：ソーヤネ）ツナミカラ コッチ 
平屋の家だったの。  （C：そうだね）津波から  こっち［は］ 

 

ミナホトンド タテナオシタケン ミナ コレ  ニカイダチニナットン 
皆ほとんど  立て直したから  皆  これは 二階建てになっている 

 

（A：ニカイニナットンジャワナ）  ホデ  ジバンモアゲテナ 
（A：二階建てになっているのだよね）それで 地盤も上げてね 

 

ムカシヤッタラ モー ジバンヤナンテナー。（C：ウンウン）ホナイ 
昔だったら   もう 地盤だなんてなあ。 （C：うんうん）そんなに 

 

タカーナイシ ホノ ジベタニ ソノママイエガ タットタケンナ。 
高くないし  その 地べたに そのまま家が  建っていたからね。 
 

【注釈】 

〔1〕センセーンク…先生の家。 
〔2〕ホンマ…本当。 
 
 
 
 
 



Ⅵ．チリ地震の後の津波について 

［00:22:15～00:27:17］ 

 

1A：ココデ ジジンガユランノニナー チリデユッテナー。（C：＊＊ビックリシタワ） 

   ここで 地震が揺れないのにね  チリで揺れてね。 （C：＊＊びっくりしたわ） 
 

   アレワ センセー  オソロシカッタワ ワタシワ。 

［チリ津波］は先生 恐ろしかったわ   私は。 
 

   ニゲタンダケチャウデ。ケッコンシタ アクルトシ。（C：アー）（E：アー） 

   逃げただけではないよ。結婚した   明くる年。 （C: あー）（E：あー） 
 

   ジューイチガツニ ヨメニイテナ ホデ  ゴガツヤモン チリツナミキタン。 

   十一月に     嫁に行って  それで 五月だもの  チリ津波［が］来たのは。 
 

2E：エー ソレワ ナンカ イヤデスネ （A：ウン） チョットタイヘンデスヨネ。 

   えー それは なんか 嫌ですね  （A：うん） ちょっと大変ですよね。 
 

3A：ホンマモー   ジーサンガ  モー ホンマニ モー ヨメハン〔1〕ノドーグワ 
   本当［に］もう おじいさんが もう 本当に   もう お嫁さんの道具は 
 

アノー ヌラサンヨーニネー キーツケーヨッテ ユーテクレテナ。 

あのう 濡らさないように  気をつけなよって 言ってくれてね。 
 

ホデ  ワタシラ ニゲンズク〔2〕ジョ。 

それで 私達は逃げないままよ。 
 

ウエニ ジョーサンコガ〔3〕 アンデ  （C：アー）ハンノーサントコ〔4〕。 

上に  ／／／／／／／    あるでしょ（C：あー）／／／／／／／／ 
 

ホンデホコニ ニゲレルンカトオモタラ  イエデオレーヤユーテ 

それでそこに 逃げられるのかと思ったら 家に居ろと言われて 
 

ニカイニオッタンジャ。 

二階に居たのよ。 
 

ホイタ   モー テンマ      マー コブネヤナ。 

そうしたら もう 伝馬〔5〕 まあ 小船だね。 
 

アレガ モー ミチエ マエエ ダーット ナガレテクルンヤモン。 

あれが もう 道へ  前へ  ダーっと 流れて来るものだから。 
 

4E：コワイデスネー。 

怖いですね。 
 

5A：ツナミデ フネガ ヒヤーッテ  ホデ  コーヤッテ ウエカラ ミヨッテ 

   津波で  船が  ヒヤーって   それで こうやって 上から  見ていて 
  

イヤーオソロシ イヤーオソロシヤ   イーモッテ〔6〕ミヨッタ。 

いやー恐ろしい いやー恐ろしいなどと 言いながら   見ていた。 
 

ホデ  ヒイタラ    サーット マタ イヌンヨ。 

それで ［波が］引くと サーっと また ［船が］居なくなるのよ。 
 

｛B：笑｝モー ゾットシタナー アレワ。 

  ｛B：笑｝もう ぞっとしたね  あれは。 
 



6E：ソーデスヨネ。イツノマレルカ。 

   そうですよね。いつ［波に］のまれるか。 
 

7A：ナンカイヨリカワ ワタシ オトロシカッタ〔7〕  チリツナミガ。   
   南海よりは［チリ津波のほうが］私は恐ろしかった チリ津波が［来たのが］ 

 

ケッコンシテ ホノコーノヨメニイッテナ ホンデ  アクルトシヤケンナ。 

   結婚して   そこの嫁に行ってね    それから 明くる年だからね。 
 

8E：アー ネー ヨーヤク オチツイテキタカナーグライノトキニ。 

   あー ねー ようやく 落ち着いてきたかな［という］くらいの時に。 
 

9A：ホノトキニ アトデズーット シューリシテナ   ゼンブイエオ。 

   その時に  後でずっと   修理［を］してね  全部家を。 
 

   ワタシノトコヤ タタミヤダッタンヨ。ホイタラ  モー タタミガ 

   私のところは  畳屋だったのよ。  そうしたら もう 畳の 
 

   チューモンニキテ イソガシーンヨナ。｛C：笑｝（D：ウーン）｛E：笑｝ 

   注文がきて    忙しいのよね。  ｛C：笑｝（D：うーん）｛E：笑｝ 
 

   ミナ ホールデー  モー イソガシテ ヨルモ ナニモ ネント 

   皆  捨てるでしょ もう 忙しくて  夜も  何も  寝ずに 
 

   イヤー モー コンナトコヨメニキテ モー ツライワー イイモッテデモナ。 

   いやー もう こんな所に嫁に来て  もう つらいわと 言いながらでもね。 
 

   ネレンデ  モー ネルンガナ モー オシーンヨ。 

   寝られなくてもう 寝るのがね もう 惜しいのよ。 
 

   モー イソガシトキワ シトカナッテ     オヤガユーモンヤケン 

   もう 忙しい時は   しておかないと［と］ 親が言うものだから 
 

   モーツライッテ モー コンナイエニ ヨメニコナンダ〔8〕ラ 

   もう辛いって  もう こんな家に  嫁に来なかったら 
 

   ヨカッタナ。  ｛E：笑｝ホンデ ゴジューヨネンモ ナッテナー。 

   良かったなって。｛E：笑｝それで 五十余年も    経ってね。 
 

10B：アントキワ     タチバナヨリ クグリ〔9〕ノホーノ ヒガイガ 

   ［チリ津波］の時は 橘より［も］ クグリの方の     被害が 
 

   オーキカッタンヨ。 

   大きかったのよ。 
 

11A：オッキョカッタナー。 

   大きかったね。 
 

12B：ホンデ アノー ナニノトコロノ リューグーノトコロノ テーボーガ ゼンブ 

   それで あのう 何のところの  竜宮のところの    堤防が   全部 
 

キレタンヨ。（A：キレテモタデー） 

切れたのよ。（A：切れてしまってね） 
 

ホンデ アソコカラ サーット ハイッテキタンヨ。 

それで あそこから サーっと ［波が］入ってきたのよ。 
 

13A：アレノナ ワタシ ホン   モートンダッタンヤケンド。 

   あれのね 私は  本［を］ 貰っているのだったのだけど。 



 

14B：アノトキワ モー ワタシモ トシガイットッタケンナ。ナニモカモ 

あの時は   もう 私も   年がいっていたのでね。 何もかも 
 

オボエトーケンドナ。（A：ホンマナー） 

覚えているけどね。 （A：本当にね） 
 

15D：チリジシンワ。 

   チリ地震は。 
 

16E：チリジシンッテ イツデシタッケ？ 

   チリ地震って  いつでしたっけ？ 
 

17A：ホナケン  イマノコーダッタラ コンドノトーホクノ アレデミテ マー 

そうだから 今の子だったら   今度の東北の    あれで見て まあ 
 

テレビデナー ミタケン ツナミッテユーンガナ オソロシートワオモウケド 

テレビでね  見たから 津波っていうのがね  恐ろしいとは思っているけれど 
 

ナニーチャウケー ジッサイ ジブンラガ ソノ タイケンシトランケンナー 

何じゃないかな  実際   自分達が  その 体験をしていないからね 
 

クチデユータラ フンフンフンッテキクダケヤワ。｛C：笑｝ 

口で言ったら  ふんふんふんって聞くだけだわ。｛C：笑｝ 
 

18B：ワタシラ ショーガッコーノトキニナ イナムラノヒーヤユー（C：アー） 
   私たちが 小学校の時にね      稲むらの火という  （C：あー） 

 

アノー コクゴノホン ホッダラ  モー コヤッテ  ウチカケテ 
あのう 国語の本に  そうしたら もう こうやって ［波が］打掛けて 

 

キヨーエガ  ハイットッタケンナ ツナミッチャコナイシテ  クルンカト 
来ている絵が 入っていたからね  津波というのはこうやって 来るのだろうと 

 

オモイヨッタンヨ。｛笑｝（A：ホンマヨー｛笑｝） 
思っていたのよ。 ｛笑｝（A：本当よ  ｛笑｝） 

 

ホヤケンド コンドトーホクノンワ  コー キョッタナー。 
そうだけど 今度の東北の［津波］は こう 来ていたね。 

 

コナイ   ウチカケタテトレヘンケンド コーユーフーニ キヨッタデーナー。 
こうやって 打掛けて立ててないけれど  こういう風に  来ていたよね。 

 

19A：イエモ ナニモ ミナナー サラエテイクシナー。 
   家も  何も  皆ね   さらって行くしね。 
 

20B：キシナ〔10〕カラ モー コナイナッテ ヒガイガデヨッタデーナー。 
   来る途中から   もう こうなって  被害が出ていたよね。 
 

21E：モー ソーデスネ ソントキモ テレビデ ナマチューケーサレテテ ソノ 
   もう そうですね その時も  テレビで 生中継されていて    その 

 

クルマデニゲヨートシテルヒトタチガ ジュータイニマキコマレテ ガート 
車で逃げようとしている人たちが   渋滞に巻き込まれて    ガーと 
 

ツナミガ キテデスネー。 
津波が  来てですねー。 

 

22A：ウン モー クルマヤ モーナ ホンナンデニゲレン 
うん もう 車など  もうね  そんなもので［は］逃げられない 



 

   （E：ニゲレンデスヨネ）  モッテイクトコロガナイ（E：ウーン）ミナガ 
   （E：逃げられないですよね）持っていく所がない  （E：うーん）皆が 

 

   モッテイタラナー。 
   持って行ったらね。 
 

23E：モー ミーヒトツデニゲルクライノ。（A：ウン ホントジャ） 
   もう 身一つで逃げるくらいの。  （A：うん 本当だね） 
 

24B：ホヤケンド ヤッパシ ケーケンシトーヤ ユータッテ ソノトキトキノ 
   そうだけど やっぱり 経験しているとは 言っても  その時々の 

 

   シカタガ（D：チガイマスヨネー）チガウケンナー （A：チガウケンナー） 
   しかたが（D：違いますよねー） 違うからねー  （A：違うからねー） 

 

   アンマリ ワタシモ アンシンシラレンナトオモッテ。 ｛笑｝ 
   あまり  私も   安心すること出来ないなと思って。｛笑｝ 

 

25D：チリジシンノトキッテ ショーワサンジューネンクライデスカ。 
チリ地震の時って   昭和三十年くらいですか。 

 

26B：サンジューロクネンジャナ。 
   三十六年だね。 
 

27A：ウン サンジューロクネン。 
   うん 三十六年。 
 

28B：ゴガツダッタナー 
   五月だったかな。 
 

29A：サンジューゴネンデー（B：サンジューゴネンケ）ウン。 
   三十五年じゃないか （B：三十五年かしら）  うん。 
 

   ヨネンヤケンナ ウチケッコンシタン  ホノアクルトシヤケンナ ゴガツジャ。 
   四年だからね  私［が］結婚したのは その明くる年だからね  五月よ。 
 

30B：アノトキワ ホンデモ ナンカイノヨーニ オッキョー〔11〕ナカッタケンナ。 
   あの時は  それでも 南海のように   大きくなかったからね。 
 

   チョット スクナカッタケンナ クルンガ。 
   ちょっと 少なかったからね  来るのが。 
 

31A：ホンデモ ウチ アノ ホノ コーノ〔12〕ノイエヤユータラ 
   それでも 私は あの その コウノの家と言ったら 
 

   サンジッセンチアガッタモンナ。 
   三十センチ上がったものね。 
 

32C：ホラ  ウエミチ（A：タタミカラウエ）ウン。 
   それは うえみち（A：畳から上）   うん。 
 

   ウチモヤッパリ タタミノウエエキトッタ。（A：ホーダロ） 
   私の家もやはり 畳の上に来ていた。   （A：そうでしょ） 
 
【注釈】 
〔1〕ヨメハン…サ行音とハ行音の交替。嫁さんの意。  

〔2〕ニゲンズク…「～ンズク」は否定の状態が継続している時に使用する。  



〔3〕聞き取りが不明瞭。「ジョーサンコガ」と文字化しているが「ジョーサンクン」とも

聞き取れる。  

〔4〕聞き取りが不明瞭。「ハンノーサントコ」と文字化しているが「ハンノーサンコンガ」

とも聞き取れる 

〔5〕伝馬…物資を運ぶことの意。  

〔6〕～モッテ…動作の並行を表す。～しながらの意。  

〔7〕オトロシカッタ…「恐ろしかった」の音声変化。  

〔8〕コナンダ…「来る」の過去形の否定。 

〔9〕クグリ…場所の意。 

〔10〕キシナ…「来る」の連用形「キ」に接尾語「シナ」がついたもの。  

「シナ」は～するとき、～する途中を意味する接尾語。  

〔11〕オッキョー…大きいの意。  

〔12〕コーノ…場所の意。 

  



徳島県阿南市橘町方言の概観 

 
徳島大学総合科学部人間文化学科 3 年 

先谷 香保 
 
１． はじめに 

徳島県南部の海岸沿いの地域において、1946 年の南海地震とそれによる津波被害に関す

る話題を中心とした談話資料を収集した。本稿は、調査地点のうち徳島県阿南市橘町にお

ける談話の方言の概観について、語彙と文法に注目して報告するものである。話者 A（女

性）、B（女性）は外住歴がなく生まれも育ちも橘町だが、話者 C（男性）は 18 歳から 24
歳の間広島県で生活をしていたことを考慮したい。 
 

２． 調査報告 

以下では、橘町の方言の語彙および文法に着目した分析を項目ごとにまとめ、その結果

を見ていくことにする。 

２．１方言語彙 

２．１．１ 自称詞 

徳島県阿南市橘町では、「ワタシ」の使用が多かったが「ウチ」の使用もよく見られた。

「ウチ」の分布は『徳島県言語地図』（2002）から、徳島県南部にも確認することができ

る。「ウチ」は女性の一人称を指すことが多いため、話者 C による「ウチ」は「私の家」

を意味するものであることも考えられる。 

２．１．２ イッコン 

金沢治（1976）には「イッコン」とは「魚を数える時に用いる（祖谷）南方名西山分ま

では魚だけでなく物を数える時に用いる」と記されている。これは数助詞であり、『徳島県

言語地図』（2002）によると徳島県南部での使用が確認されている。談話中では布団を数

える時に使用している。 

２．１．３ ○○ンク 

『徳島県のことば』（1997）によると「ク」は漢字で「処」と表記され、場所や家を意

味するものとされている。 

A：センセーンクヤダッタラナ 
      先生に家だったらね 

A：ホコノ オトーサンノトモダチンクニ ニゲタンヨ。 
      そこの お父さんの友達の家に    逃げたのよ。 

２．１．４ オトロシイ 

話者 A から確認された語だが、「オトロシ」より前の発言や後の発言では「オソロシ」

と言っていることが談話から分かるので、今回の使用に方言的要素はあまり無いと考えた。 
 A：イヤーオソロシ イヤーオソロシヤ 

いやー恐ろしい いやー恐ろしいなどと 
 

A：ナンカイヨリカワ ワタシ オトロシカッタ 
南海よりは［チリ津波のほうが］私は恐ろしかった 



２．２方言文法 

２．２．１ 不可能 

談話中に確認できた不可能の表現は「～レン」である。『徳島県言語地図』（2002）によ

ると「見ることができない」を「ミレン」と表現している地域は多い。同様に考え「～で

きない」を「～レン」と表現している 

２．２．２ 原因理由（接続助詞） 

 原因・理由を表現する順接接続助詞としては徳島県全域で「ケン」が多く使用されてい

る。徳島県で使用されている順接接続助詞には「ケニ」、「キニ」、「キン」、「サカイ」など

があるが『徳島県言語地図』（2002）によると橘町周辺では使用しないという結果が出て

いるため、談話中にも確認出来なかった。 

２．２．３ 否定 

 「～しないまま」のように否定の状態が継続している場合に「～ンズク」が使用される。 

 A：ホデ  ワタシラ ニゲンズクジョ。 

   それで 私達は逃げないままよ。 

２．２．４ 過去（否定） 

 過去の否定には動詞の未然形に「ナンダ」を付けている。『徳島県言語地図』（2002）で

は可能の過去否定の調査結果がまとめられているが、「コレナンダ」や「ミレナンダ」のよ

うに徳島県の多くは「～ナンダ」を使用している。 

２．２．５ オッキョイ（形容詞） 

「大きい」の意であるが、『徳島県言語地図』（2002）では徳島県南部に多く見られる表

現ということが分かる。談話では「オッキョイ」の他にも「オーキー」を使用しておりこ

ちらは徳島県北部で見られる表現ということが『徳島県言語地図』（2002）から読み取れ

る。 

 

３．まとめ 

『徳島県言語地図』（2002）と談話に出てくる方言語彙や文法とを比較してみると、今

も使用されている表現が多かった。徳島県南部で主に使用されている語彙や文法もいくつ

か談話中に確認でき、分析することが出来た。 
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Ⅰ．南海大地震前後の椿泊町の様子・予兆 

［00：00：11～00：05：26］ 
 
1D：デワ ハジメサセテ イタダキマス。 
   では はじめさせて いただきます。 
 

2A：ハイ。 
   はい。 
 

3D：シンサイニ カンスル ダンワシリョートユー コトデ 
   震災に   関する  談話資料という    ことで 
 

   ショーワニジューイチネンニ アッタ ナンカイダイジシンニ ツイテノ 
   昭和二十一年に       あった 南海大地震に     ついての 
 

   オハナシオ キキタインデスケドモ ナニカ オボエテラッシャル コトワ 
   お話を   聞きたいんですけども 何か  覚えていらっしゃる ことは 
 

   アリマスカ。 
   ありますか。 
 

4A：ロクネンセイヤネ。シッテマス。 （B：ンー） 
   六年生だね。   知っています。（B：んー） 
 

5B：ナンカイジシンネ。コノ ウミノシオガ ジェンブ ヒーテ オーキナツナミガ 
   南海地震ね。   この 海の潮が   全部   引いて 大きな津波が 
 

   キマシタ。デモ ニシノホーガ アノー ズット オキハイッテ 
   きました。でも 西の方が   あのー 更に  沖［の方へ］入っていて 
 

   アノー オクエ ハイッテイキマスノデ、ニシノホーワ ツナミガ キマシタケド、 
   あのー 奥へ  入っていきますので、 西の方は   津波が  来ましたけど、 
 

   コノヘンアタリワ アマリ キマシェン。〔1〕ソノグライ    オボエテマス。 
   この周辺は    あまり 来ませんでした。それぐらい［を］ 覚えています。 
 

   ミンナイッショヤナ。 
   みんな一緒だな。 
 

6C：ソヤネ。 
   そうだね。  
 

7A：チョード ツナミガ キタトキワ ス アノ ココニ ジョーリクセント 
   丁度   津波が  来たときは × あの ここに 上陸せずに 
 

   オクニホーニ、ツバキノホーニ スーット イッタワケ。 
   奥の方に、  椿の方に    すーっと ［津波が］行ったわけ。 
 

   ハヤニ。（D：アー） 
   速く。 （D：あー） 
 

8A：ホンデ ココワ ノガレタン。 
   そして ここは ［津波を］逃れた。 
 

9B：ナイン。 
  ［津波の被害が］無かった。 
 

10D：ソーデスカー。 
   そうですかー。 



11A：スーット イッタカラネ。 
   すーっと ［津波が］行ったからね。 
 

12D：ハイ。 
   はい。 
 

13A：ホンデ、ツバキノ オクノ イマ チューガッコーガ アルデショ？ 
   そして、椿の   奥の  今  中学校が     あるでしょ？ 
 

14D：ハイ。 
   はい。 
 

15A：アスコノトコニ〔2〕  ズーット ジェンブ イッテ ナガレモンモ 
   あそこのところに    ずーっと 全部   行って 流れやすいものも 
 

   フネマ ココニアル フネモミナ、アッチニ イッテシマッテ。デ、 
   船も  ここにある 船も全て、 あっちに 行ってしまって。そして、 
 

   ホノクルマエノ   ワタシヤワ シットンワ、  シオガ ジェンブ キテ、 
   ［津波の］来る前の 私達が   知っているのは、潮が  全部   来て、 
 

   アズキイロニ シオガ カワッテイッタ。フツーノ コノ アオイ 
   小豆色に   潮が  変わっていった。普通の  この 青い 
 

   イロジャナシニネ。 
   色じゃなくってね。 
 

16D：ハイ。 
   はい。 
 

17A：ホンデネ、ワタシワ アノ オバーサンニ キーテ イドガ チカクニ 
   そしてね、私は   あの お婆さんに  聞いて 井戸が 近くに 
 

   アッタケン、ホコ    イタラ、 イドノ ミズガネ、ジェンジェン 
   あったので、そこ［に］ 行ったら、井戸の 水がね、 全然 
 

   ナカッタ。ソンナ オボエワ タシカニ アルンヤケドネ。 ホイテネ、 
   無かった。そんな 記憶は  確かに  あるのだけれどね。それでね、 
 

   ホノ イドノ ミズガ アノー ナクナッタラ モー ツナミガ クルッテ 
   その 井戸の 水が  あのー 無くなったら もう 津波が  来ると 
 

   ユーンデ、タカイトコロニ ニゲタンヤケドモ  ソコッチモ 
   言うので、高いところに  逃げたのだけれども 少しも 
 

   ミエテヘンケド。  ンー ヤケン グズグズ ホノー シェラレンヤ 
   見えていないけれど。んー なので ぐずぐず そのー していられないと 
 

   ユーテネ、ホーユーヨーニ アンマリ イマヨリ トシガ 
   言ってね、そういうように あまり  今より  年を 
 

   イトランケンネー。  ハシッタケド。 
   取っていないのでねー。走ったけど。 
 

18B：コドモノ トキヤッタケン。 
   子供の  時だったので。 
 

19C：エー ワタシワナ ナナサイカ ハッサイグライ ヤッタンカナ。 
   えー 私はね   七歳か   八歳かぐらい  だったのかな。 
 



   オジーサント マ イッショニ ネトッタンヤケドモ。 チョット メガ 
   お爺さんと  × 一緒に   寝ていたのだけれども。少し   目が 
 

   サメタラ アノ タンスノ ヒキテッテユーンカナ？コー カネデ 
   覚めたら あの 箪笥の  引き手と言うのかな？ こう 金属で 
 

   コナナッテルヤツナ アレ    ガチガチガチガチガチガチ    ユレテナ 
   こうなっているやつ あれ［が］ ガチガチガチガチガチガチ［と］ 揺れてね 
 

   エラ コレワ ナンダロカーット オモイモッテ シタータ、シバラク シタラ 
   ×× これは なんだろうかと  思いながら  いたら、 しばらく したら 
 

   オジーサン   オキテキテ、ヨナオシ、ヨナオシ、ヨノーシ   ユーテ 
   お爺さん［が］ 起きてきて、世直し、 世直し、 世直し［と］ 言って 
 

   タンス   タタイテ、イッショーケンメー カーッテ 
   箪笥［を］ 叩いて、 一生懸命      こうやって 
 

   タタッキョッタンワ オボエトルナー。ホレガ イツ ジシンガ ヤンダンカ 
   叩いていたのは   覚えているな。 それが いつ 地震が  止まったか 
 

   ホンナンワ ワカランナケド、 
   そんなのは わからなかったけど、 
 

20B：オマジナイジャナ。 
   おまじないだな。 
 

21C：モー フルエテシモタラ ビクビクシテ ドナイシテ エーカ ワカランダ。 
   もー 震えてしまったら ビクビクして どうしたら いいか 分からなかった。 
 

   ホッテ、ズット ニカイデ ネトッテ シタエ オリテキタラ、ソノトージ 
   そして、ずっと 二階で  寝ていて 下へ  降りてきたら、その当時 
 

   チョード ケイボーダンッテユーンカナ？アノー ショーボーダンガ 
   丁度   警防団と言うのかな？    あのー 消防団が 
 

   ナマエ   ヘンコーシテ、ケイボーダンッテユーン ナッテ ホンデ 
   名前［を］ 変更して、  警防団っていうの［に］ なって そして 
 

   ココラデ  クーシューケイホーガ ハツレーサレタラ サイレン ナラシニ 
   この辺りで 空襲警報が      発令されたら   サイレン 鳴らしに 
 

   イタリ、 
   行ったり、 
 

22B：アッタアッタ。 
   あったあった。 
 

23C：デ、イロイロ モー アノー ナニデ、クーシューケーホーハツレーニ 
   で、いろいろ もー あのー なんだ、空襲警報発令に 
 

   ナリマシタカラ ヒナンシテ クダサイトカ、ヨースルニ ボークーゴー 
   なりましたから 避難して  くださいとか、要するに  防空壕［に］ 
 

   カクレートカ ユーンワ アノー ケイボーダンノ ヒトガ ズーット 
   隠れろとか  言うのは あのー 警防団の    人が  ずーっと 
 

   ユーテ マワリヨッタワナ。ホノトキワ モー センソー アノ 
   言って 回っていたよな。 そのときは もう 戦争   あの 
 



   ハイセンナッタモンデ、   ホノ ナニデ ナクナッタンダケド、 
   敗戦［に］なったものだから、その なんだ なくなったのだけれど、 
 

   ホーユーヨーナ ヒトワ ヤッパリ、アー ウミニシオ  ナクナッタ。モー 
   そういうような 人は  やっぱり、あー 海に潮［が］ なくなった。もう 
 

   シオガナイ。モー モースグ シオガ ヒーテ ソヤケン ツナミガ クルカ 
   潮がない。 もう もうすぐ 潮が  引いて なので  津波が  くるかも 
 

   ワカランケン トニカク ニゲナサイ ニゲヨーッテ ユーヨーナオ 
   しれないので とにかく 逃げなさい 逃げろーと  いうような［もの］を 
 

   オボエトルナー。ンー ホンデ ドナイシテ ニゲタンヤ ヨー ワカラン 
   覚えているな 。んー そして どうやって 逃げたのか よく わからない 
 

   トキニ、コノ ヤマガワノコ ニゲーヤ ン モー、 
   時に、 この 山側の子   逃げろよ × もー、 
 

24B：ムガムチュージャ、ムガムチューデ モー タカイトコニ ハシッテ。 
   無我夢中じゃ、  無我夢中で   もう 高い所に   走って。 
 

25C：ハシッテイテナ ニゲテイター オボエトーワナ ホシタラ ホッカラ 
   走っていって  逃げていた  覚えているわな そしたら そこから 
 

   チョード ツナミガ キタトキノ ナミガ コノ ワンノ イリグチニ 
   丁度   津波が  来たときの 波が  この 湾の  入口に 
 

   シオーット ウズガ コー マイテナ（B：ソーソー） 
   シオーっと 渦が  こう 巻いてね（B：そうそう） 
 

26C：コーッテ  アレガ  ズーット ウエエ キタラ モー、 
   こうやって ［波］が ずーっと 上へ  来たら もう、 
 

27B：ハヤカッタヨー。 
   速かったよ。 
 

28C：コノ フネヤ モ  ミナ  ロープガ ソノトキ ロープ    イテモナ 
   この 船や  もう  皆  ロープが その時  ロープ［と］ 言ってもね 
 

   ワラズラオ アンダヨーナ ナニユテ  チョット ガイニ ヒッパタラ 
   藁を    編んだような 何というか 少し   強く  引っ張ったら 
 

   キレルヨーナンガナ、   ソレオ ズーット ミナ フネデ ゼンブ 
   切れるような［もの］がね、それを ずーっと 皆  船で  全部 
 

   ズーット オクニ ナガサレテ イッタナ。 
   ずーっと 奥に  流されて  行ったな。 
 

29B：シオガ ハヤカッタナー。 
   潮が  速かったな 。 
 

30C：デ、  モー ウミノ イロワ カワルシ、ホラー モー ナンセ 
   そして、もう 海の  色は  変わるし、それは もう なにせ 
 

   イチンチジュー コナイ  フルトッタ。ビックリシテ。ホレワ 
   一日中     こうして 震えていた。びっくりして。それは 
 

   オボエトルナー。 
   覚えているな。 
 



31A：デモー、ホンマ ココッテネ コノ ウミッテ、ワンコガ コー 
   でも、 本当に ここってね この 海は、  湾が   こう 
 

   スリバチジョータイニ ナットー、     シオガ ヒータ トキニ 
   すり鉢状態に     なっている［ので］、潮が  引いた 時に 
 

   スーット ホンデ キレーニ ナクナッテネ。イマワ ホイテ ココニ 
   すーっと そして きれいに なくなってね。今は  そして ここに 
 

   テイボーガ デキトーケン  ホンデ ワリカシ アンシンデキルト 
   堤防が   出来ているので そして 割りと  安心できると 
 

   オモウンヤケドモ ムカシワ テイボーガ ナカッタ。 
   思うのだけれども 昔は   堤防が   無かった。 
 

35C：ホーヤナー。 
   そうだな 。 
 
【注釈】 

〔1〕センの音がシェンと変化するときがある。 
〔2〕アスコ…あそこ。同じく音の変化。 
 

 

 

Ⅱ．椿泊町周辺の地形から見る被害 
［00：05：59～00：08：00］ 

 
1C：イマ カンガエタラ アノー チケーテキニ カナリ アノー 
   いま 考えると   あのー 地形的に   かなり あのー 
 

   メグマレトーッテ ユーンカナ。モー コノ ムカイノ ヤマオ コエタラ 
   恵まれていると  言うのかな。もう この 向かいの 山を  越えると 
 

   タイヘーヨーデス。 
   太平洋です。 
 

2D：ハイ。 
   はい。 
 

3C：トサト イッショ。モー モースグ タイヘイヨー ナッテ、ナミガ ダサーント 
   土佐と 一緒。  もう もうすぐ 太平洋［に］ なって、波が  ダサーンと 
 

   クル。ムカイガワ     キレーニ カゼト ナミオ ヨケテ クレルン。 
   来る。向かい側［の山が］ きれいに 風と  波を  避けて くれるのだ。 
 

   ソレト ココニ チョット ムコーガワ   イター  シマワアルシ、 
   それと ここに 少し   向こう側［へ］ 行ったら 島はあるし、 
 

   テンテント アルシ、マイコジマ〔1〕 アルシ、ノノシマワ アルシ 
   点々と   あるし、舞子島［が］   あるし、野々島は  あるし 
 

   シテ  タイヘーヨーカラ クル ツナミワ カナリ コー、 
   そして 太平洋から    来る 津波は  かなり こう、 
 



4A：サエギラレル。 
   遮られる。 
 

5C：サエギラレテナ。 
   遮られてな。 
 

6A：ハイッテコレン。 
   入ってこられない。 
 

7C：ホンデ アマッタ ナミガ チョット コッチイ ハイッテクル テードデ 
   そして 余った  波が  少し   こっちに 入ってくる  程度で 
 

   ソノー ワリト、 
   そのー 割りと、 
 

8B：ホンデ ココワ メグマレトンナ。 
   だから ここは 恵まれているな。 
 

9C：イタマンナ     ツナミデワ ヒガイワ スケナイ ホーダッタデスネ。 
   ［影響が少ないな］ 津波では  被害は  少ない  方でしたね。 
 

   ホンダ  チョード ホノ アサカワ〔3〕ワ チョード コノー 
   そしたら 丁度   その 浅川は      丁度   このー 
 

10B：ウケトーヨーニ      ナルケン。 
   ［波を］受けているように なるので。 
 

11C：ウケトル。 モー ミナミカラクル ナミモ ゼンブ ウケトルンデ、 
   受けている。もう 南から来る   波も  全部  受けているので、 
 

   ホレオ ズーット イタダイタヨーナ モンデナ、ツナミオ。ンデ  ヒガイガ 
   それを ずーっと 頂いたような   ものでね、津波を。 そして 被害が 
 

   オーキカッタ。チケーテキニ ホーナットンダロート   オモウケドナ。 
   大きかった。 地形的に   そうなっているのだろうと 思うけれどね。 
 

   ワリト ヒガイワ スケナカッタヨーニ オモイマス。 
   割りと 被害は  少なかったように  思います。 
 

12A：ツバキノ オクニ ミナ イタケンナ。 ココ    トールコシテ スーット 
   椿の   奥に  全て 行ったからね。ここ［を］ 通り越して  すーっと 
 

   イッタケン フネモ ミナ  ナガサレテ トテモ＊＊＊ 
   行ったから 船も  すべて 流されて  とても＊＊＊ 
 

13C：タンボノ マンナカニ フネガ イタリナ。 
   田んぼの 真ん中に  船が  行ったりね。 
 

   アノー コノアイダ  アノ トーホクノ ナニユーント イッショデ。 
   あのー この間［の］ あの 東北の   なにとかと  一緒で。 
 

14A：ミタナー。 
   見たな。 
 

15C：ズーット フネガ ナガサレテイタナ。 
   ずーっと 船が  流されていったな。 
 

16A：マズ イチバンサキニ ワタシ  フシギニ オモッタンワ、ウミノ イロガ 
   まず 一番先に    私［が］ 不思議に 思ったのは、 海の  色が 
 



   カワッタナ。 アズキイロニ。チョット クローイ イロガ カワッテ 
   変わったな。 小豆色に。  少し   黒く   色が  変わって 
 

   ホイテ スーット ヒーテイッテ カラカラナッタ。   オクイ ゼンブ 
   そして すーっと 引いていって カラカラ［に］なった。奥へ  全部 
 

   イッテネ。マタ ホレガ モトニ コー カエッテキタンヤケドナ。 
   いってね。また それが 元に  こう 帰ってきたのだけれどもな。 
 

ホンナ ジョーキョーオ メノマエニ シタト オモイマス。 
そんな 状況を     目の前に  したと 思います。 

 
【注釈】 

〔1〕マイコジマ…舞子島。阿南市の東に位置する。 

〔2〕ノノシマ…野々島。徳島県の東に位置する。 

〔3〕アサカワ…徳島県海部郡海陽町浅川。  

 
 
 
Ⅲ．地震の前兆 

［00：09：29～00：11：10］ 
 
1D：ツバキドマリデ キータトキニ イカガ タイリョーニ トレタトカ 
   椿泊で     聞いた時に  イカが 大量に    獲れたとか 
 

   ソーユーハナシガ アッタンデスケド、ナンカ、ジシンガ オキルマエニ 
   そういう話が   あったのですが、 なにか、地震が  起きる前に 
 

   ウミガ ヘンカシタトカ ナンカアリマシタカ？ 
   海が  変化したとか  なにかありましたか？ 
 

2C：ン アノー イマカラ ナンネンカマエカエ？ 
   ん あのー 今から  何年前かね？ 
 

3B：イカガ ヨーケ  トレタトキワ ンナ  ジシンノ マエトカユー 
   イカが たくさん 獲れたときは そんな 地震の  前とかいう 
 

   ソンナンジャナカッタ。 
   そういうものではなかった。 
 

4A：デ、  アノー チョット ンナンワ   キカンケド、  アノー コー 
   そして、あのー ちょっと そんなものは 聞かないけれど、あのー こう 
 

   ヨー マカシェ〔1〕ガ アッタダロ？ ンデ  アノトキニ イロガ ヨー 
   よく コノシロが    あっただろう？それで あのときに 色が  よく 
 

   カワリヨッタンケドモ、  コンマカタケン アノー ジシントカ 
   変わっていたのだけれども、幼かったので  あのー 地震とか 
 

   ホンナン    ナカッタ。 
   そんなの［は］ 無かった。 
 

5B：マカシェヤユーテ    ホンナン     ワカランダ＊。 
コノシロと言って［も］ そんなもの［は］ 分から［ないだろう］。 



6A：マカシェッテユーンガナ  コー コノグライノ アノ コノシロッテユー 
   マカシェというのがね   こう これぐらいの あの コノシロという 
 

   サカナガ ヨー オカカラ タマデ  スクウグライ オリヨッタンヨ。 
   魚が   よく 陸から  おたまで 掬えるぐらい いたんだよ。 
 

   ケドモ   ホレワ ジシンノ カンケージャナイト オモウ。 
   だけれども それは 地震の  関係ではないと   思う。 
 

7B：デワナカッタ。        イカモ ジシンノ カンケージャ。 
   ［地震関連の事］ではなかった。イカも 地震の  関係では［ない］。 
 

8A：カンケーデナイト         オモウナ。 
   ［地震の］関係で［は］ないと   思うね。 
 

9B：イカワ ワタシガ ケッコンシテカラジャモン。ヨッケ〔2〕トレタ。 
   イカは 私が   結婚してからだもの。   たくさん  獲れた。 
 

10C：アレ    イツゴロカイノナ。アノ イカ    ヨーツレタ 
   あれ［は］ いつ頃かな。   あの イカ［が］ よく釣れた［のは］ 
 

   シゴネンマエ？ジューネングライマエカナ？ 
   四、五年前？十年ぐらい前かな？ 
 

11A：ジューネンナルンチャウン？ 
   十年［に］なるのではないか？ 
 

12B：ウチノ＊＊＊ 
   私の＊＊＊ 
 

13C：エート コーベノ アノー シンサイノ トキ アワジノ 
   えーと 神戸の  あの  震災の   とき 淡路の 
 

   アノ シンサイノ トキ 
   あの 震災の   とき 
 

14B：アノグライヤナ。 
   あれぐらい［の頃］やね。 
 

15C：イットキ イカガ ヨー ツレマシタ。ホレワ ナンデダローカッテ ミンナ 
   一時   イカが よく 釣れました。それは なんでだろうかと  皆 
 

   ビックリスルホド ツリニ イッタトキワ ツレタ ヨーダッタナ。 
   驚くほど     釣りに 行った時は  釣れた ようだったな。 
 

16B：ダケド コッチワナー。アンマリ ジシンテユーテナー。 
   だけど こちらはね。 あまり  地震と言ってもね。 
 

17A：コレガオルケン ジシンガクルッテユーンワ キカンケドナ、  リョーシカラ。 
   これがいるから 地震が来るというのは   聞かないけれどね、漁師から。 
 

   ケド  ホンナトシワ アッタナ、イカガ ヨー ツレターッテユーン。 
   けれど そんな年は  あったな、イカが よく 釣れたというのは。 
 

18C：アレ コーベノトキジャナ ホーイヤー。 
   あれ 神戸のときだな   そういえば。 
 

19B：コーベノ トキダッタ。 
   神戸の  時だった。 
 



20A：ソーダッタナ。 
   そうだったな。  

 
【注釈】 

〔1〕マカシェ…談話中で説明されているが、コノシロという出世魚。 
〔2〕ヨッケ…たくさん。  

 
 
 
Ⅳ．震災後の身の回りについて 

［00：13：2～00：14：58］ 
 
1D：シンサイゴノ ミノマワリノ ヨーストカ ナニカ アリマシタラ 
   震災後の   身の回りの  様子とか  何か  ありましたら 
 

2B：ア シンサイゴ？ 
   あ 震災後？ 
 

3D：ドンナコトガ オキタカトカ。 
   どんなことが 起きたかとか。 
 

4B：シンサイゴノ ミノマワリッテ キルイノコト？ソレトモ タベモノノコト？ 
   震災後の   身の回りとは  着物のこと？ それとも 食べ物のこと？ 
 

5C：イロイロ。ソノタ イロイロ。 
   色々。  その他 色々。 
 

6A：ソノタ？ 
   その他？ 
 

7B：ソレワ ソコマデ コマラナンダナ ホノタメニ。 
   それは そこまで 困らなかったな その［=地震の］ために。 
 

8A：アンマリー。 
   あまり。 
 

9B：アンマリー。 
   あまり 
 

10C：ホーカナー。 
   そうかなあ。 
 

11B：ココノトチワ  アノ コー ジェ モー コンナンナッタケン  シニ 
   ここの土地 は あの こう ×× もう このようになったから 市に 
 

   シトカ ケントカニ オネガイシタモンワ マズ ナカッタ。 
   市とか 県とかに  お願いしたものは  まず 無かった。 
 

12A：ナカッタデスネ。 
   無かったですね。 
 

13B：ダイタイ タベルモノデモ オサカナガ アリマスデショ？ 
   大体   食べるものでも お魚が   ありますでしょう？ 
 



14A：ホーフニ アルケンナ。 
   豊富に  あるからな。 
 

15B：タイテーノ イエガ ミナ リョーシダッテ、デー  ツトメニ 
   大抵の   家が  皆  漁師だったので、それで 勤めに 
 

   イッテイルイエワ モー ホンノ ゴクイチブッテユー グライヤッタカラ 
   行っている家は  もう ほんの ごく一部という   ぐらいだったので 
 

   タイテーワ ミナ リョーシヤカラ サカナガ アルカラ ブツブツコーカンデ 
   大抵は   皆  漁師だから   魚が   あるので 物々交換で 
 

   ヒャクショーヤト コーカンシテクルカラ タベモノニワ アマリ フジユーワ 
   農家の人たちと  交換してくるから   食べ物には  あまり 不自由は  
 

   ナカッタデスネ。 
   ありませんでしたね。 
 

16C：トージ   ボランティアッテユーン   ナカッタナ。 
   当時［は］ ボランティアというの［は］ 無かったな。 
 

17B：ソンナン     ナイナ。 
   そんなもの［は］ 無いな。 
 

18C：シンセキノヒトモ ナカッタナー。 
   親戚の人も    ［不自由は］無かったね。 
 

19B：ソンナン     ナカッタ。 
   そんなもの［は］ 無かった。 
 

20A：ッテユーコトワナ ミウチガ オーカッタ。 
   っていうことはな 身内が  多かった。 
 

21Ｂ：ミウチガ オーカッタ。 
   身内が  多かった。 
 

22Ａ：ホナケンナ  ナルベク タニンニ オセワオ カケズニ、 
   そうだからね なるべく 他人に  お世話を かけずに、 
 

   ミウチドーシデ テツダイアイシテ、 タスケアイ   シトート  オモウワ。 
   身内同士で   手伝いし合って、  助け合い［を］ していたと 思うわ。 
 

   ココノトチワナ。 
   ここの土地はな。 
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１．はじめに 

本稿は、徳島県阿南市椿泊町で収録された方言談話資料を元に、取り上げるべき特徴的

な方言形式について、語彙・文法・音声に分け、記述していく。なお、当該地域について、

従来の方言区画1の内の「うわて」に属するものとして扱う。 
 
２．調査報告 

以下では、阿南市椿泊町方言の語彙および文法に着目した分析を項目ごとにまとめ、そ

の結果を見ていくことにする。 

２．１ 方言語彙 

２．１．１ 程度副詞「ガイニ」 

高田（1985）に「強く。ひどく。沢山。激しく。ゴツーとも言う。」の意で、「ガイニ」

が立項されている。上に挙げたように、ものの程度や量など、強調するという点で意味範

疇は比較的広い表現だと言えよう。談話資料中では、話題Ⅰの 28C の「チョット ガイニ 

ヒッパタラ」と、力加減が強いことを述べている。この「ガイニ」は形容動詞的に活用し、

たとえば藤原（1996）には「ガイナ」として立項され、「ガイナ・ガイニの二活用形があ

る。これは、中国・四国・近畿（北陸にも）分布していよう。」とあり、九州地方を除く西

日本の多くの地域でおこなわれていることが分かる。 
２．１．２ 副詞「モッテ」 

「何々しながら何々する」（金沢 1976）の意で用いられる「モッテ」は、話題Ⅰの 19C
の「コレワ ナンダロカーット オモイモッテ シタータ」で確認される。二つの動作を

並べて述べる表現であるが、『日本方言大辞典』によると、福井県から大分県までの西日本

の広い地域で使用例の確認される方言である。 

２．１．３ 「少ない」 

談話中に一件確認されたのみであるが、「少ない」を「スケナイ」と発音している。これ

は藤原（1996）に「形容詞のこの形のものは、だいたい、九州地方のほかは、国の全般に

認められる。」とあるように、全国的にみられる形式であるようだ。しかし、高田（1985）
や上野（1997）などに徳島県方言として「スケナイ」が立項されており、県下に広くおこ

なわる方言の一形式として認められていることが分かる。談話中の例は、話題Ⅱの「ツナ

ミデワ ヒガイワ スケナイ ホーダッタデスネ。」（9C）という男性のものである。 
 

                                                   
1 たとえば上野編（1997）では“上郡・下郡・うわて・海部・山分”に、森（1982）では“上郡・下郡・

うわて・灘・山分”と、それぞれ呼び分けている。両区画は“海部”と“灘”という呼称の違いはある

ものの、区画としては大きく違いが無いものとして扱う。また、本文中では引用部を、両文献の記述に

よって、“海部”と“灘”を使い分けることに注意されたい。  



２．２方言文法 

２．２．１ 否定形・過去 

徳島県下にみられる否定形・過去の表現は、「～ナンダ」を中心とするものである。『徳

島県言語地図』の「行かなかった」の項には、「イカナンダ系」、次いで「イケヘナンダ」

が分布の大勢を占めている2。談話資料中では話題Ⅳの 7B で「ソレワ ソコマデ コマラ

ナンダナ」で確認された。 
さてここで注目したいのは話題Ⅰの 21C の「ドナイシテ エーカ ワカランダ。」で確

認された「～ンダ」である。これは上野編（1997）で海部方言の文法面での特色の一つに

取り上げられ、「～ナンダのほかに～ンダの形も用いられる。」と説明されている。形式の

変異形は必ずしも方言区画に縛られるものではないが、興味深い一例だと言えよう。 
２．２．２ 接続助詞「ト」 

主に否定形の後ろに付いて、「～せずに、～しないで」などという意を示すものである。

談話資料中には、話題Ⅰの 7A に「ココニ ジョーリクセント」というかたちでみられた。

これもまた藤原（1997）に「この種のト接続助詞は、ントでも明らかなとおり、関西（北

陸も）以西の地方におこなわれている。」とあるように、否定形にン形を持つ西日本で広く

用いられる表現である。 
 

２．３ 音声的特徴 

２．３．１ サ行・ザ行エ段音の拗音化 

森（1982）に徳島県方言の音声的特徴の一つとして、「/se/・/ze/…うわて・下郡の地方

で、[ʃe]・[ʒe]になりやすい。」と、サ行、ザ行のエ段音が拗音化しやすいことが挙げられ

ている。実際の談話中にも話題Ⅰにて、「コノヘンアタリワ アマリ キマシェン。」（5B）、

「ホノー シェラレンヤ ユーテネ」（17A）や「イドノ ミズガネ、 ジェンジェン ナ

カッタ。」（17A）などが確認された。 
２．３．２ 促音の脱落 

徳島県方言では、話題Ⅰの 17A の「ホコ イタラ、イドノ ミズガネ」のように、本来

「イッタラ」と発音するべきところで促音が脱落してしまうことがある。これは森（1997）
にも促音の脱落の例に「行っとる」を「イトル」とすることなどが挙げられている。談話

資料中に、この他にも話題Ⅰの「サイレン ナラシニ イタリ」（21C）や「チョット ガ

イニ ヒッパタラ」（28C）など、同様の特徴がみられる。 
 

３．まとめ 

以上では、徳島県阿南市椿泊町で収録された談話資料中にみられる諸方言形式について、

語彙、文法、音声に分け、簡単にまとめていった。 

全体的に所謂徳島県方言の特徴が散見されたのであるが、たとえば副詞「ガイニ」や接

続助詞「ト」などのように西日本で広くみられるものもあり、また方言区画上の「海部」

的表現がみられるなど、県内部でも影響を与えていると思われるものも確認できた。様々

                                                   
2 なお、同書の「行かない」の項では「イカン系」よりも「イケヘン系」の方が優勢であり、否定形に

関しては時制の現在と過去に関して、動詞のかたちは必ずしも対応しないようだということを付記して

おく。  



な要因によって形成され、また変容していくという、方言の面白味がよくあらわされた談

話資料となった。 

談話資料は、地震や津波に関する話題を中心に収録されたものであるが、南海大地震の

体験談など、当時の具体的な話を聞くことができた。調査に直接ご協力いただいた話者は

もちろん、調査に関する諸々の調整を携わってくださった皆さんには、ここに記して謝辞

を述べたい。 
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Ⅰ．南海大地震発生直後の椿町の様子について 
［00:00:28～00:32:10］ 

 
1E：マズワ ハジメニ ショーワニジューイチネンニオキタ ナンカイダイジシンノ 

まずは 始めに  昭和二一年に起きた        南海大地震の 
 

オハナシナンデスケドモ アノー コノヘンデワ アノー ドノヨーナ 
お話なんですけれども  あのー この辺りでは あのー どのような 

 

ムカシノコトトカ ゴゾンジデスカ？ 
   昔の事とか    ご存じですか？ 
 

2A：マーホナ    ワタシカラチョト ホナ シットーコトオネ。 
   まあそうしたら 私からちょっと   では 知っていることをね。 
. 

アノトキワネー ショーガッコーサンネンセイ グライダッタトオモウンヨ。 
地震の発生時は 小学校三年生        ぐらいだったと思うのだが。 

 

チョードネ    ウチワカゾクガオルデネ ハチニンノコドモガオッテ 
ちょうどそのとき うちには家族がいてね  八人の子供がいて 

 

ムカシワ フトンガーットシイテ シリアワセテネヨリマシタワネ。 
昔は   布団［を］並べて   ［互いの］尻を合わせるようにして寝ていたね。 

 

ホデ  オトコノキョーダイモオーテネ ロクニンキョーダイノ ワタシワ 
それで 男の兄弟が多くて       六人兄弟の      私は 

 

サンバンデスケドネ     チッサイジブンワ モー ヨーケンカシタンヨ。 
三番［目の子供］ですけどね 幼い頃は     もう よく喧嘩をしたのだよ。 

 

ネモッテネ デ   ヨナカニネ ＊サムイモンジャケン フトンオネ 
寝ていてね それで 夜中にね   寒いものだから   布団をね 

 

コタツミタイナンガアッテネ ＊チョットコー    ヌクイホーニ 
炬燵のようなものがあってね ＊ちょっとこのように 暖かい方に 

 

カラダヨスヨーニショッテ  ケンカノサイチューダッタト   オモウ 
体［を］寄せるようにして  喧嘩［をしている］最中だったと 思う［のだが］ 

 

ホノトキニネ ゴッツイ〔1〕 ドンドン〔2〕     ケンカチューシヤネ 
そのときにね ものすごい   ドンドン［と波がきた］ 喧嘩［を］中断したね 

 

ビックリシテ。ホンデオヤガ ＊ツナミガクルゾー ッテユーテネ。トニカク 
驚いて。   そして親が  ＊津波がくるぞー  と言ってね。 とにかく 

 

ケゾージ ユーテネ    フルイオテラガ アルンヨ。 
華蔵寺  ［と］言ってね 古いお寺が   あるんだよ。 

 

(華蔵寺の位置などの説明が続いたため、省略)［00:01:56～00:02:12］ 
 

ホンデー ＊ケゾウジイニゲテネ マダ コドモダッタケンネ。 
それで  ＊華蔵寺［に］逃げてね  まだ 子供だったからね。 

 

ソノウチー ヨガアケテキタンヨ、 ウスラーットネ。 
そのうちに 夜が明けてきたんだよ、うっすらとね。 

 

ホタ    ケゾージカラ ＊ツバキドマリノコノ ＊ワンガネ 
そうしたら 華蔵寺から  ＊椿泊の所の     ＊湾がね  

 



コー イチボーニミエルワネ ホノトキニ フネガネ ツナミデ グーット 
こう 一望に見えるのだよ  そのときに 船が   津波で  グーっと 

 

ヒケテイテネ       マタ コー キテネ 
［沖に］流されていってね また こう ［岸に波が押し寄せて］来てね 

 

ホーユーンワ     コドモニ         ミマシタワ。 
そういった［光景］は 子供の頃［地震発生時に］ 見ました。 

 

3E：ンー。 
   うん。 
 

4A：ホレガマー ナンカイジシンノ    ワタシノインショーデスワ。 
   それがまあ 南海地震［について］の 私の印象です。 
 

5B：マー ワタシガネ ＊マー イチバンネンチョーシャッチューンデ チョード 
まあ 私がね   ＊まあ ［この中では］一番年上ということで ちょうど 

 

ソノトキ ワタシモ ムカシワ チョット カイグンノホーエ 
その時  私は   昔は   ちょっと 海軍の方へ 

 

＊イトリマシテ   チョット イチノウラエ イトッタンデスネ。 ホンデ 
＊在籍していまして ちょっと 一ノ浦へ   行っていたんですね。それで 

 

   チョード モー ミナフクインシテキテ ホノトキワ モー ヨーケ 
   ちょうど もう 皆［が］復員してきて そのときは もう たくさん 
 

   セーネンダンチューンガ モノスゴー オーカッタンジャケンドネ。ソシテー 
   青年団というのが    ものすごく 多かったのだけどね。   そして 
 

ワタシモソノトキワ マー シゴトッチューテモ ナンジャケド ＊チョット 
わたしはその当時  まあ 仕事と言っても   何だけど   ＊ちょっと 

 

ツバキドマリ ＊サカナオ ウンパンスルフネイ ノットッテ チョード 
椿泊［で］  ＊魚を   運搬する船に    乗っていて ちょうど 

 

アンマリ サカナモテレイデ ＊チョード イエカエットッタンジャケンド 
あまり  魚も獲れなくて  ＊ちょうど 家に帰っていたのだけど 

 

ホノジブンニ アサガタ  マー ツバキー  コノアタリワ ミナイマトチゴテ 
その時分に  朝方［に］ まあ 椿町［も］ このあたりは 皆今と違って 

 

イエモミナボロイエデアッタシネ。＊カナリユッタケンドネー  ワタシワ 
家が皆古い家だったからね。   ＊かなり揺れたのだけれども 私は 

 

モー オキーヘナンダ ヒトツモ。ミナアンマリ フルイイエ＊ アタラシーイエ 
もう 起きなかった  全く。  皆あまり   古い家    新しい家 

 

ッチューンワ モノスゴー コタエルカシランケド   フルイイエッチューンワ 
というのは  ものすごく 堪えるのか知らないけれど 古い家というのは 

 

コー グラグラシテ ＊ソンナニコタエヘンノヨ。ソンデ モー マー アサマデ 
こう グラグラして ＊そんなに堪えないのだよ。それで もう まあ 朝まで 

 

ネヨッタラ ウチノオヤジガ オイ オマエ ツナミガキヨルゾ 
寝ていたら うちの親父が  おい お前  津波が来ているぞ 

 

 ＊コーイワレタモンデ 
 ＊こう言われたもので 

 



ソレデスグニマー ＊デテイタラネ   ワタシラ チョットコッカラカミノ 
それですぐにまあ  出ていったらね  私ら   ちょっとここから先の 

 

トンネルカラ デテキタトコロノチーキヤケンド〔3〕 ソノオクノホーデネ 
トンネルから 出て来た所の地域だけど        その奥の方で 

 

オーキナオトガキテ ドーン ドーン テ オーキナオトガシダシタ。アラ 
大きな 音がして  ドーン ドーン と 大きな音がし始めた。  あれ 

 

コレワ ツナミジェチューテ コー オヤジニイワレテネ ホナニショッタラ 
これは 津波だと言って   こう 父親に言われてね  そんな風にしていたら 

 

ミナソトエデテキタ。マダ アササムイケンソトデー ＊ヒータイタリショッタラ 
皆が外に出てきた。 まだ 朝で寒かったので外で    火を焚いたりしていたら 

 

ソシタラ  ウチノトナリノオバーサンガ      ＊ホコエチョットカジガ 
そうしたら うちの隣［に住んでいた］おばあさんが ＊そこは火事に 

 

イッキョルジェ チューヨーナ ＊ハナシガアッテ アワテテハシッテミタラネ 
なっているよ  というような ＊話をされて   慌てて走ってみるとね 

 

ミナソトデサムイモンジャケン ドンドンタイテネ     ＊ソトデ 
みな外で寒いものだから    ドンドンと［火を］焚いて ＊外で 

 

アタリヨッタ       ンデモ ホントキ ヒガイチューテモ ヒトツモ 
［焚き火に］あたっていた でも  その時  被害といっても  一つも 

 

ナカッタケンド ソレデケンド ツナミガキタッチューンワ モー ソコデワ 
なかったけれど そして    津波が来たというのは   もう その時には 

 

ジューブン シットッタンジャ。ソシタラ  ヨガアケルーコロニ アノー 
十分［に］ 知っていたのだ。 そうすると 夜が明ける頃に   あのう 

 

セーネンダンゼーインシューゴー チューヨーナ スグニ ホノー 
青年団［は］全員集合［しろ］  というような すぐに そのー 

 

チョーヤクバカラネ ホノジブンノ チョーチョーサンチューンワ 
町役場からね    その時分の  町長さんというのは 

 

《人名 1》ユーテ   トクシマノレンタイシレーブニオッタヒトジャケン 
《人名 1》［と］いって 徳島の連隊司令部にいた人なので 

 

（《人名 1》についての説明が続いたため、省略）［00:04:55～00:05:05］ 
 

ホノヒトガ ココノコノドーロ コーミンカンノマエノ ドーロニ ゼーイン 
その人が  ここのこの道路  公民館の前の     道路に  全員［を］ 

 

シューゴーサセタ。ソシテ アツマッテキテネ ホイタラ  モー 
集合させた。   そして 集まってきてね  そうしたら もう 

 

チョーノヤクバノホーデチャント モーイロイロナ シューシューハントカ 
町役場の方でしっかりと     もういろいろな 収拾班とか 

 

キューゴハントカ ホレトカ ホノー ＊オイ オマエト オマエワ コレジャ 
救護班とか    それから その  ＊おい お前と  お前は  これをしろ 

 

オマエワ ＊コレジャ  ホタラ   モー イエイエデ＊カクイエノ 
お前は  ＊これをしろ そうしたら もう 各家で  ＊各家の 

 
 
 



キューゴニ イケッチューコトデ ホタラ   ワタシラガ＊ チョード 
救護に   行けということで  そうしたら 私たちが＊  ちょうど 

 

サンニンガ ツバキノ チューガッコーノトコロニ ナミカワノ ＊ソコ 
三人が   椿町の  中学校のところに     波川の   ＊そこ［へ］ 

 

イケッチューテ ミナダイタイ サンゲンズツクライ モー ユカノアタリ 
行けと言って  皆［が］大体 三軒ずつくらい   もう 床のあたり［に］ 

 

コー ナニガキテ 
こう ［波が］来て 

 

（話題が逸れたため、省略）［00:05:53～00:08:56］ 
 

6C：イエカラウミマデ ヒャクメータ クライカ〔4〕 ナイケンネ オヤジガ 
家から海まで   百メートル  くらいしか   ないからね 親父が 

 

＊スグニウミイデテキテ オマエ ツナミガクルカワカランゾッチュ＊ 
＊すぐに海に出てきて  お前  津波が来るかもしれないぞと言って＊ 

 

ホタラ   ウチノオバーサンガ アッコエ ヒナンセナアカンワッチューテ 
そうしたら うちのお婆さんが  あそこへ 非難しなければいけないわと言って 

 

ユーテナ ヒナンシタ。ホタラ   ホノトキマダクラカッタケンナ。＊ズーット 
言ってね 非難した。 そうしたら そのときまだ暗かったからな。 ＊ずっと 

 

シオガヒーテイッキョッタ ホタラ   ヤガテナー ホノ デンシンバシラノ 
潮が引いていっていた   そうしたら やがてね  その 電信柱の 

 

バイグライノナミガ ダーット ツナミガキタンジョ。ホンデ ヨガアケルマデ 
倍くらいの波が   ダーっと 津波がきたんだよ。 それで 夜が明けるまで 

 

チット ジカンガアッタケンナ テーボーガ イシズミジャケン ズーット 
少し  時間があったからね  堤防が   石積みなので   ずーっと 

 

イッコモナカッタ。         ミナ トンデシモテ     イマヨーニ 
一つ［の石］も［残ってい］なかった。皆  流されてしまっていて 今のように 

 

キカイガナイケン モー タンボイ ミナハイットッテ 
機械が無いので  もう 田んぼに ［土が］全て入っていて 

 

テツダワサレタナー  タンボノツチ   ヌケルノニ   カゾクミナ 
手伝いをさせられたね 田んぼの土［を］ 取り除くために 家族は皆 

 

テツダワサレタ。モノスゴイ ＊ジョータイダッタワ ホタラ   ワイラ 
手伝わされた。 もの凄い  ＊状態だったよ    そうしたら 私たち［は］ 

 

ホノマエニナ イチネンカニネンマエ コンマイツナミアッタンジャワ。 
その前に   一年か二年前［に］  小さい津波があったんだよ。 

 

7D：アー ホーケ。 
   あー そうか。 
 

8C：ホントキニナ イマオモタラ アブナイコトシタネー トオモウガナ 
その時にね  今考えたら  危ないことをしたなー と思うけど 

 

ズーット シオガヒイテイッタジブンニ サカナガトリノコサレル 
ずーっと 潮が引いていった時に    魚が取り残される［のだよ］ 

 

 



ホレオ オワエテズーットイタ。  アンナコトオ ワイラ  ヨー 
それを 追いかけてずーっと行った。あんなことを 私たちは よく 

 

シタモンジャノ  オモテ コマイツナミダッタケンナ ンデ  ケッキョク 
したものだ［と］ 思って 小さい津波だったから  それで 結局 

 

チリト        ミッツ   ＊ツナミオートンヨ。 
   チリ地震［を含めて］ 三つ［の］ ＊津波［に］あっているのだよ。 
 

9D：トージ ジッサイグライダッタンケ。 
   当時  十歳くらいだったのか。 
 

10C：オン ゴネンセイ グライダッタトオモウンジャ。 
   うん 五年生   ぐらいだったと思うのだけど。 
 

11D：アー ホーケ。 
    あー そうか。 
 

12C：ウン。 
   うん。 
 

13D：ワシワ ロクサイデ ヒキアゲテキテ ナナサイヤナー コレ ニネンセー 
   私は  六歳で   引き揚げてきて 七歳かな    これ 二年生［に］ 

 

ナットッタンカナー ホンデネ ワタシガ オボエトンワナ ワシノ ホントキノ 
なっていたかな   それでね 私が 覚えているのはね  私の  その時の 

 

カンカクワナー ガット ユレトッタ。オカーサンニ オコサレタトキニワネー 
感覚はね    がっと 揺れていた。お母さんに  起こされた時には 

 

ヤケンド ネボケトーワナー。ソノトキワ オソラクネー。ホンデワタシ 
だけど  寝ぼけていたね。 その時は  おそらくね。 それでわたし［は］ 

 

ホノトキ オモタンワナー オニガナー ホノ テツボー   モッテナー コー 
その時  思ったのはね  鬼がね   その 鉄の棒［を］ 持ってね  こう 

 

アガッテキタトユーフーニ レンソーシトッタ。ホノトキ ホンデ オフクロガ 
上がってきたと言う風に  連想していた。  その時  それで 母親が 

 

モー ソトエ デテイコーチューテ ヒッパルンヤケド  ワシワモー フトンニ 
もう 外へ  出て行こうと言って 引っ張るのだけれど 私はもう  布団に 

 

シガミツイテナー。ゼッタイデテイカナンダンヨ。｛笑｝ホイタラオカーサンダケ 
しがみついてねー。絶対出て行かなかったんだよ。｛笑｝そうしたらお母さんだけ 

 

デテイタ。 ホタラ   オジーサンガ ソトデ ヒータッキョンジャナ 
出て行った。そうしたら お爺さんが  外で  火［を］焚いていたのだな 

 

フユヤケン。オマ コドモホットイテカラ  ジブンダケ デテキタッツカー 
冬だから。 お前 子供［を］放っておいて 自分だけ  出てきたのか 

 

チューテ   オコラレヨン。｛笑｝ホイテ ホレカラ シバラクナー シタラ 
［と］言って 怒られていた。｛笑｝それで それから しばらくね  すると 

 

オサマッタデショ。ホイタラ  マタオフクロガ ハイッテキテ イッショニ 
おさまったのだよ。そうしたら また母親が   入ってきて  一緒に 

 

デテイタンジャケドナー。ホンナ キオクシカナイ ホレダケシカナイナ 
出て行ったのだけれどね。そんな 記憶しかない  それだけしかないな 

 



ワシワ サブカッタシ。オジーサンガ ＊ヒータッキョルトコ 
私は  寒かったから。お爺さんが  ＊火［を］焚いていることころ［へ］ 

 

イテ  アタッタッチューンワ オボエトーケンドナ。 
   行って あたったというのは  覚えているけどね。 
 

14C：マー サムカッタ。チョード ヨガアケルマエジャケンナ。ツバキドマリワ 
   まあ 寒かった。 ちょうど 夜が明ける前だからね。  椿泊は 
 

ヒガイガ スクナカッタナー。《人名 2》チューヒトワ ホノヒトワ オヤジガ 
被害が  少なかったね。  《人名 2》という人は  その人は  親父が 

 

フネモットッタケネ    ツナミガクルケン フネワ ナントカセーッチューテ 
船［を］持っていたからね 津波が来るから  船は  なんとかしろと言って 

 

フネーノッテ  ショッタラ      ツナミガキテ ナガサレタ ケッキョク 
船［に］乗って ［作業を］していたら 津波が来て  流された  結局 

 

マツノキニ アタッタラシイ      ソコデ ヨオアカシタッチョッタワナ。 
松の木に  当たって［止まった］らしい そこで 夜を明かしたと言っていたね。 

 

イエノモンワ《人名 2》ガ ナガサレテシモタッチューテ モー 
家の者は《人名 2》が   流されてしまったと言って  もう 

 

シンダヨーニ     ホタラ カエッタンガ アトカラ ダイブシテカラ。 
死んだ［と思っていた］ すると 帰ったのが  後から  大分後になってから。 

 

15D：アンマリ シシャワ ナカッタンヤナー。 
   あまり  死者は   無かったのだね。 
 

16C：ホタラ   ゲンキナヒトワ ケッコー ヤマエ ニゲタンジャケンド 
そうしたら 元気な人は   結構   山に  逃げたのだけれど 

 

オクレテヒモテ アシガワルイ   ホンデ ケッカ 
   遅れてしまって 足が悪い人［は］ それで 結果［として］ 
 

アノキーエ ハイアガッテ。 
   あの木へ  這い上がって。 
 

17D：ホンナコトガ アッタン。 
   そんなことが あったのか。 
 

18C：シンダヒトワ ナカッタケンナ。 
   死んだ人は  いなかったからね。 
 

19A：ドノアタリマデ ミズガキタンデ タカサワ。 
   どの辺りまで  水が来たの   高さは。 
 

20C：アノナ ミチワ サガットッタンヨ  ムカシワナ。 
   あのね 道は  下がっていたんだよ 昔はね。 
 

21A：ホノ タンボ グライダッタンカエ？ 
   その 田んぼ くらい［の高さ］だったのかい？ 
 

22C：ホージャ。 
   そうだ。 
 

23B：タンボノタカサクライシカ     イエナカッタンナー。 
   田んぼの高さくらい［まで］しか  家［が］無かったのかな。 
 



24C：チョードナー《人名 3》ハンノ イエガ アルンジャケンド ホコノトコロガ 
   ちょうどね 《人名 3》さんの 家が  あるのだけれど  その家［の人］が 

 

チョット ニゲオクレテナ アレモ ホンデ コライカンチューンデ 
少し   逃げ遅れてね  あれも それで これはいけないということで 

 

アシコノ イシガケ ノボッテ ウエノ タンボエ   イタラシインジャ。 
そこの  石垣に  登って  上の  田んぼ［に］ 行ったらしいのだ。 

 

ホタラ   タンボエ アガイヨッタラ アシエ    キタラシイワ。 
そうすると 田んぼに 登っていたら  足に［波が］ 来たらしい。 

 

アンガイ ツバキワ  ヒガイガ スクナカッタ。 
案外   椿［町］は 被害が  少なかった。 

 

ホラ ムコーノ カイフノ アサカワトカ ムコーアタリワ 
それは向こうの 海部の  浅川とか   向こう［の］辺りは 

 

ユキノ ゲキジョーガ アッタンヤケンド 
由岐の 劇場が    あったのだけれど 

 

ゲキジョーノ ウエニ コー オーキーフネガ バカットノットッタシナ 
劇場の    上に  こう 大きな 船が  バカっと乗っていたしね 

 

ツバキノコーユー           イリクンドンジャケド 
椿［町］の［地形は］こういう［風に］ 入り組んでいるのだけれど 

 

チョクセツ＊ カイフノヒトワ キトルケンナ。 
   直接＊    海部の人は   ［津波が］来ているからね。 
 

25D：マー コノ タンボクライノ タカサジャケン    サンメートル 
   まあ この 田んぼくらいの 高さだから［津波は］ 三メートル 

 

クライノ タカサノ ツナミジャナ。 
   くらいの 高さの  津波だな。 
 

26C：テーボーガ イッコモ ナカッタケンナ タカサワ シレトルワナ。 
堤防が   一つも  なかったからね  高さは  知れているわね。 

 

ホタラ   カワソノモノワ コー ダイブノボッテキトルケンドナ。 
   そうしたら 川そのものは  こう ［津波が］大分昇ってきているけれどね。 
 

27D：オシヨセテ   ツナミガネ。《人名 4》サンノトコガ イチバン 
押し寄せたんだ 津波がね。 《人名 4》さんのとこが 一番 

 

ヨク ワカットルト  オモウンジャケンドネ＊。 
   よく 分かっていると 思うのだけれどね＊。 
 

   （話題が逸れたため省略。）［00:21:54～00:23:33］ 
 

28C：ホンデナ アノジシンノアト フネ   ノッチョッタンジャケド 
それでね あの地震の後   船［に］ 乗っていたんだけれど 

 

アノ ムカシノモクゾーセン、ボロブネジャケンド ヨシンガ モノスゴイ 
あの 昔の  木造船、   古い船だけれど   余震が  ものすごく 

 

クルン＊。  ホイタラ  モー オカニ オッテモ ワカランヨーナ 
   来るのだよ＊。そうしたら もう 丘に  いても  分からないような 

 
 
 



ジシンガ ウミニオッタラナ〔5〕 ナニガ  ガタガタガタガタガターット 
地震が  海にいたら       ［窓］が ガタガタガタガタガターッと 

 

モノスゴイ シンドースル。 
   ものすごく 振動した。 
 

   （船の仕組みについての話が続いたため省略）［00:24:40～00:30:09］ 
 

29B：オテンキジャケンノー ツナミノヒーッチャ。 
   お天気が良かったなあ 津波の日は。 
 

30D：テンキ   ヨカッタンカナー アレ。 
   天気［は］ 良かったのかな  あの日。 
 

31B：コノアタリノ イエワナ ニカイマデ ツナミガ キトーワケジャワ。 
この辺りの  家はね  二階まで  津波が  来ていたわけだ。 

 

ホノトージ     イエ   メイドラン 《人名 1》ク〔6〕ヤワ 
その当時［から］  家［を］ 壊していない《人名 1》の家なんかは 

 

スジガ イットーワ  ホコノイエ   モー オランケンドナ。 
   筋が  入っているわ そこの家［は］ もう ［人は］いないけれどね。 
 
【注釈】 

〔1〕ゴッツイ…大変に、ものすごく。 
［例］「ごっつい喜んどった。」（大変喜んでいました。 

〔2〕「ドンドン」と表記したが、「ドルドル」とも聞こえる。不明瞭。 
〔3〕～ヤケンド…～だが、～だけれど。 

徳島県では逆説の接続詞として「ホナケンド」が使われる。 
その変形したもの。 
［例］「風邪ひいとるけんど、仕事は休めん。」 

（風邪をひいているけれど、仕事は休むことができない。） 
〔4〕～カ…～しか。 

［例］「財布に百円か入っとらん。」（財布に百円しか入っていない。) 
〔5〕電話の着信音が入り込む。 
〔6〕《人名 1》ク…人名１の家。 
 
 
 
Ⅱ．津波の前兆について 

［00:35:35～00:38:54］ 
 

1E：ツナミ クルマエニ ナニカ ゼンチョートカ アリマシタカ。ウミガ コー 
   津波が 来る前に  何か  前兆などは   ありましたか。海が  こう 

 

カワッタトカ。 
変わったとか。 

 

2C：チョード バンジャケンナ アンマリ ホレデモナ ジシンノ ヨチデワ 
ちょうど 晩だけれどね  あまり  それでもね 地震の  予知では 

 

ナインヤケドネ。 ワタシ  コノムコーデ ウシコーットッタンジャケドネ。 
ないのだけれどね。私［は］ この向こうで 牛［を］飼っていたのだけれどね。 

 



ウシガネー ウワーット アバレダシタンジャ。アリャー ナンダロナート 
牛がね   うわーっと 暴れだしたのだ。  あれは  なんだろうなと 

 

オモタラナ ホレカラ チョットシタラ アノ ドーロガ ゼンブ 
思ったらね それから 少ししたら   あの 道路が  全部 

 

クズレタンジャ。ドーット ウシガソーダチニナッテアバレダシタ。 
崩れたんだ。  どーっと 牛が総立ちになって  暴れ出した。 

 

ソーユー ホンノーテキナ ナニワ ショーショー アルダロケンドナ。 
   そういう 本能的な    何かは 少々     あるだろうけれどね。 
 

3D：リョーシサンガ イエヘンデ イカガ ヨーケ〔1〕 トレルトシワ。 
   漁師さんが   言わないか イカが たくさん   獲れる年は。 
 

4A：リョーシノ ハナシデワナ ジシンガクル ゼンチョーデネ コノアタリダッタラ 
漁師の     話では    地震が来る  前兆でね    この辺りだったら 

 

ナルトカイキョーノ チカクニネ イカガ モノスゴ  トレタトキガ 
鳴門海峡の     近くにね  イカが ものすごく 獲れた時が 

 

   アルンヨ。 ソノトキ オーキナジシン＊  ツナミガアッタ 
   あるのだよ。その時  大きな地震［と］＊ 津波があった 
 

   ッチューハナシジャワ。 
   という話だよ。 
 

5D：ヒワサノ  リョーシモ ホナイ     イヨッタッチューワ。 
   日和佐町の 漁師も   そんな［風に］ 言っていたらしいわ。 
 

   イカガヨーケトレタ。 
   イカがたくさん獲れた。 
 

6A：イカガナ アツマルンジャナ アレ イッカショイ。 
   イカがね 集まるのだよ   あれ 一カ所に。 
 

7B：マー トニカク ズーット コッカラ  ムコーマデ ミチガ イッコモ 
まあ とにかく ずっと  ここから  向こうまで 道が  全然 

 

ナカッタケンナ イシズミノ ミチジャケンナ。 
   無かったからね 石積みの  道だからね。 
 

8D：マー アノトキワ ゼンゼンテーボーチューンガ ナカッタケンネ。 
まあ あの時は  全然  堤防というものが  なかったからね。 

 
 

マンチョーノ トキワ テーアラエヨッタヨ  ホナケン マー 
満潮の    時は  手［を］洗えていたよ だから  まあ 

 

ヒクカッタコトワ    ヒクカッタナー。 
  ［土地が］低かったことは 低かったね。 
 
【注釈】 

〔1〕ヨーケ…たくさん。副詞で、主に西日本で使われる。 
［例］「すだちこんなにもようけもろて悪いなあ。」 

（酢橘をこんなにもたくさんもらって申し訳ないね。） 
 
 



Ⅲ．チリ地震について 
［00:40:52～00:42:24］ 

 
1B：ウチノ バーハンガナ シオガタコーテ ターエ  ミズガハイッテ 

うちの お婆さんがね 潮が高くて   田んぼへ 水が入って 
 

ショーガナインジャッテ  ツナミダロカ       タッスイ〔1〕 
しょうがない［と言って］ 津波だろうか［と言って］ ［私が］下らない 

 

コトユーナ。 オマエ ジシンガ イットランノニ   ツナミガクルカ 
ことを言うな。お前  地震が  起こっていないのに 津波が来るものか 

 

ッテユーテミタラ    ホコノ テーボー  コエヨッタ。 
   と言って［海を］見たら そこの 堤防［を］ ［波が］越えていた。 
 

2C：ツナミワキタデ オーキナツナミデ タチバナノアタリ モノスゴキタン＊。 
   津波はきたよ  大きな津波で   橘の辺り［には］ ものすごい［波が］来た＊。 
 
【注釈】 

〔1〕タッスイ…下らない。同様の意味で「ショウモナイ（ショーモナイ）」、 
「シンドイ」などが徳島県において使われる。 
［例］「しょうもないことに熱中すな。」（下らないことに熱中するな。） 

 
 
 
Ⅳ．安政の大地震について 

［00:45:02～00:49:17］ 
 

1E：ダイブ ムカシノ ハナシナンデスケド アンセーノダイジシンノトキ ナニカ 
   大分  昔の   話なのですけれど  安政の大地震の時      何か 
 

ムカシノ オジーサン オバーサントカ ナニカ イワレテタ イーツタエトカ 
昔の   お爺さん  お婆さんとか  何か  言われてた 言い伝えとか 

 

ナンカ ゴゾンジデスカ？ 
   何か  ご存じですか？ 
 

2B：ホコニ《神社》ノ トーローニ カイテアルンジャ。 
   そこに《神社》の 燈籠に   書いてあるのだ。 
 

3D：トーローニナ ホッテアルンジョ。アンセーノトキノ ハナシトイエバナ。 
燈籠にね   彫ってあるんだよ。安政の時の    話と言えばね。 

 

ムカシノツバキ、イマノイエノ＊ ゴロクジューメートルウエニ 
昔の椿［町］、  今の家の＊   五、六十メートル上に 

 

イエガ アッタヨーナンヨ。 
   家が  あったようなのだよ。 
 

4C：ノーチッチューンワ ヒジョーニ キチョーナモンデナ。ノーチニワ 
農地というのは   非常に   貴重なものでね。  農地［の近く］には 

 

タクチワ デキンカッタンヨ  ムカシワナ。ホンデノーチデナイ  
宅地は  出来なかったのだよ 昔はね。  それで農地ではない  



 

ウエイ     セナイカントユーント         ホレカラ 
上［の土地］に ［家を］建てないといけないと言うのと それから 

 

ツナミノ キョークンオ モッテヤナ。 
津波の  教訓を    持ってだね。 

 

5B：トーホクモ イッショニナルワ。 
   東北も   同じになるわ。 
 

6C：アンセーノトキワ イチバンオクマデイッタ。 
   安政の時は    ［椿町の］一番奥まで［波が］行った。 
 

7E：ソノトキノホーガ オーキカッタンデスネー。 
   その時の方が   ［波は］大きかったのですね。 
 

8C：オーキカッタンヤナ。 
   大きかったのだね。 
 

9B：テーボガナカッタケンナ テーボーガ。 アッタラヨッポドチガウ＊。 
   堤防が無かったからね  堤防が。   ［昔に］あったらよほど違った［だろう］。 
 
 
 
Ⅴ．地震の教訓について 

［00:52:13～00:58:29］ 
 

1E：シンサイニ カンシテデスネ ナニカ ミノマワリデ ジシンノキョークンオ 
   震災に   関してですね  何か  身の回りで  地震の教訓を 
 

   イカシタ ナンカ トリクミトカワ コノヘンデ ナニカ ゴザイマスカ？ 
   生かした 何か  取り組みとかは この辺で  何か  ございますか？ 
 

2B：イマ ホンナ   ボーサイノナ コトデ シーヤケンニ キテモロテ 
   今  そのような 防災のね   事で  市や県に   来てもらって 
 

ハンシモ シテモライヨル。〔1〕 ナンカイカナ ジカンハカッテ  ホコイ 
話も   してもらっている。  何回かね   時間［を］計って そこに 

 

＊デ    イケルカトカナ。ホンナコトワ ナンカイカシヨル。 
   ［何分で］ 行けるかとかね。そんなことは 何回かしている。 
 

3C：ワシ   コノ チューガッコーデ ジシンノタイサクニツイテ ハナシ＊ 
私［は］ この 中学校で     地震の対策について    話［をしに］ 

 

チューガッコーエ イタンジャケドネ  イチジヒナンチューンワ トリアエズ 
中学校へ     行ったのだけれどね 一時避難というのは   とりあえず 

 

モー ジブンノカラダオ マモルダケ トリアエズ ヤマエ ニゲーチュテ。 
もう 自分の体を    守るだけ  とりあえず 山へ  逃げろと言って。 

 

4D：フナノリノ タチバカラシタラネ オーキナジシンガ クルダロ？ ホシタラ 
船乗りの  立場からするとね   大きな地震が  来るだろう？そうしたら 

 

ツナミガ クルンモワカルダロ   フネガイノチジャケンネ。カセギノ 
津波が  来ることも分かるだろう 船が命だからね。    稼ぎの 

 



コンポンヤケンネ。マー トニカク ジカンガ アッタラ オキーダス。 
根本だからね。  まあ とにかく 時間が  あったら ［船を］沖へ出す。 

 

フネオネ モー コノ ワンノ チョット オキーデタラネ タスカルンヨ 
船をね  もう この 湾の  少し   沖に出たらね  助かるのだよ 

 

ツナミッチャ  コーユーフーニ キタラコー ハドーデ     コー 
津波というのは こういう風に  来たらこう 波動［になって］ こう 

 

クルケドネ  オキーデタラ オーキナナミガ ドボットキタラ モー ホレデ 
来るけれどね 沖に出たら  大きな波が   どぼっと来たら もう それで 

 

オワリナンヨ。 アトワ オダヤカーナンヨ フナノリノバーイワ オージシンガ 
   終わりなのだよ。後は  穏やかなのだよ  船乗りの場合は   大地震が 
 

キタラ デキルコトナラ センインガソロッタラネ オキーダスンヨ 
来たら できることなら 船員が揃ったらね    沖に出すんだよ 

 

モー ミナトニ オッタラダメ ドンナリッパナ  
もう 港に   居たらだめ  どんなに立派な  

 

ロープツナイドッテモ＊    ミナ キレテマウンヨ。 
   ロープ［で］つないでいても＊ 全て 切れてしまうのよ。 
 

コンドノ シンサイデモ リョーシガ ホンナ ハナシシヨッタネー。 
   今度の  震災でも   漁師が   そんな 話［を］していたね。 
 

5E：シテマシタネー。 
   していましたね。 
 

6C：ココラワナ  ナンカイ トーナンカイジシンデモナ サンジュップンクライノ 
この辺りはね 南海   東南海地震でもね     三十分くらいの 

 

ヨユーガ アルッテ イヨルワナ。 
   余裕が  あると  言っているわね。 
 

7B：アルケンドネ。 
  あるけれどね。 

 

8D：ナカナカ ケンド。 
   なかなか だけど。 
 

9B：ナカナカノー ジシンガキテ ツナミガクルヤ  オボエトランデー。 
   なかなかね  地震が来て  津波が来るなんて 覚えていないね。 

 

モー ケッキョク キテミテ      アー＊ 
もう 結局    ［津波が］来てから ［逃げることになる］ 

 

イママデ ケーケンシタコト ナイケンナー。 
今まで  経験したこと   ないからね。 

 
【注釈】 

〔1〕～ヨル…～している。ここでは現在完了の継続の意味で使用されているが、 
現在完了進行形、進行形など広く継続を示す。 
そのほかに「～キョル」 
［例］「今そっちへ行っきょるとこよ。」 
（今そちらへ向かっているところだよ。）などがある。 

  



徳島県阿南市椿町方言の概観 
 

徳島大学総合科学部 3 年 
丸橋 俊彦 

 
１．はじめに 

本稿では徳島県阿南市椿町における調査により得られた談話資料を、語彙、文法に注目

し分析する。話者 4 名はいずれも椿町出身者であり、外住歴はない。 
 
２．分析結果 

２．１方言語彙 

２．１．１ サ行とハ行の交替 

本来、標準語において「サ行音」を使うべき個所が「ハ行音」に変化している場面が多

く見られた。このサ行とハ行の交替は徳島県でよく見られる変化である。また談話中には、

接続詞「そして」の代わりに「ほんで」を用いる場面が頻繁に見られた。これは「そして」

が撥音化し「そんで」に変化し、サ行音とハ行音が交替した「ほんで」という表現になっ

たと考えられる。Ⅰ2A の発話の中には「ほで」と撥音が脱落している場合も見られた。

これらの現象は西日本に広く見られる方言である。 
 ［使用例］ 「ホンデ」（それで） 

「ホノトキ」（そのとき） 
「ホノ」（その） 

２．１．２ メグ 
「壊す」という意味の方言「メグ」が使われていた。談話中には「メイドラン」（壊し

ていない）という形で使用されていた。芝原（2004）に「阿波では物のこわれや家庭内の

不和。話のこじれなどをメグ、メゲル、メゲタ（壊れた）。メイダ（壊れてしまった）。な

どという」と記述されている。 
２．１．３ ○○ンク 

○○の家のことを、「○○ンク」と使用した例がみられた。金沢（1976）によると、「く」

は「処」を表すと記述しており、場所や家を指す表現である。 

２．２方言文法 

２．２．１ 助詞「ニ」 

方向を示す助詞「ニ」が「イ」に変化している場面が多く見られた。上野（1997）によ

ると助詞「ニ」を使うのは高齢層であり、若年層では助詞「エ」を用いるのが通例である。 
 ［使用例］ 「スグニウミイデテキテ」（すぐに海に出てきて） 

また、助詞「ニ」が引き音に変わっている用例も見られた。 
 ［使用例］ 「オキーダス」（沖に出す） 
２．２．２  否定 

①現在形 



現在形における否定では「未然形＋ン」という形が使用されている。また、アスペクト

表現「～トル」の否定は「～トラン」の使用が確認出来る。「ヘン」の使用も見られ、上野

（1997）によると「五段活用動詞の場合、県下大部分でエ段に接続する」とされている。 
 ［使用例］ 「ワカラン」（分からない） 

「オボエトラン」（覚えていない） 
「イエヘン」（言わない） 

②過去形 
「～なかった」と否定の過去を表す際に、「～ナンダ」の使用が見られた。また「～ヘ

ナンダ」も確認でき、これは「ヘン」＋「ナンダ」の形が変化した表現である。 
 ［使用例］ 「オキーヘナンダ」（起きなかった） 

「デテイカナンダ」（出て行かなかった） 
２．２．３ 進行形 

 「～している」という進行態の現在形には「～ヨル」、「～ショル」が使われていた。ま

た、進行態の過去形では「～ヨッタ」、「～ショッタ」が用いられる。 
 ［使用例］ 「ヒータッキョル」（火を焚いている） 〈現在形〉 

「シテモライヨル」（してもらっている） 〈現在形〉 
「アガイヨッタラ」（登っていたら） 〈過去形〉 
「ショッタラ」（していたら）  〈過去形〉 

２．２．４ 接続助詞 

原因・理由を表す接続助詞「～から」にあたる表現として、「～ケン」が使用されている。

上野（1997）によると、県南部における「サカイ」の使用が確認できるが、阿南市椿町で

は使用の確認が出来なかった。 
 ［使用例］ 「ナカッタケン」（無かったから） 

「ニゲタンジャケンド」（逃げたのだけれど） 
「ボロブネジャケンド」（古い船だけれど） 

 
３．まとめ 

方言の特色については、西日本においても見られるものが多かったが、徳島県特有の「○

○ンク」のような方言形式も見られた。話者の全てがその土地の生え抜きであり、椿町に

おける方言の特徴が顕著に現れていたと言える。 
 
【参考文献】 

上野和昭編（1997）『日本のことばシリーズ 36 徳島県のことば』明治書院 
金沢治（1976）『改訂 阿波言葉の辞典』小山助学館 

芝原富士夫（2004）『阿波方言の語源辞典』教育出版センター 
仙波光明・岸江信介・石田祐子編（2002）『徳島県言語地図』徳島大学国語学研究室 
 
 
文字化・談話分析担当：徳島大学学生 丸橋 俊彦（まるはし としひこ） 



 

徳島県海部郡美波町 



美波町の概観 

美波町は徳島県南部に位置し、海洋資源をはじめとする自然に恵まれた町である。平成

18 年 3 月 31 日に、海部郡の旧日和佐町と旧由岐町が合併して誕生した。阿南市、海部郡

牟岐町、海陽町、那賀郡那賀町に隣接しており、十近くの山々と河川を保有している。今

回の調査では、旧日和佐町と旧由岐町にあたる地域からそれぞれ話者を募り、談話を収録

した。旧由岐町阿部にあたる地域は、本来ならば由岐町の調査地点として扱われる地域で

あるが、今回の FS 調査では個別の地点として取り扱っている。その理由は、由岐町阿部

は四方を山と海に囲まれ、他の集落とは隔たれた場所に位置していることから、災害対策

に関する取り組みが積極的に行われているためである。 
旧日和佐町にあたる地域には、徳島市から高知県を海岸沿いに結ぶ国道 55 号線が通っ

ており、道中の「道の駅日和佐」は地元住民や観光客など日々多くの人が利用している。

また、その付近には高台で海を臨む日和佐城と、四国霊場の 1 つである薬王寺があり、旧

日和佐町が古くから門前町として賑わいを見せていたことが覗える。 
旧由岐町にあたる地域では、海部山地が海岸間際まで迫った場所にリアス式海岸の入

り江に沿うようにして集落が存在している。昔からこの入り江を利用した沿岸漁業が行わ

れており、アワビやサザエ、伊勢海老といった魚介類の資源に非常に富んだ地域である。 
美波町の面積は 140.8 平方キロメートル、人口は平成 26 年 2 月 1 日現在で 7,559 人（う

ち男性 3,509 人、女性 4,050 人）、世帯数は 3,466 世帯である。 
（美波町公式 HP 一部引用） 

 
美波町の特色 

美波町が近年力を注いでいるのが、ウミガメに関する事業である。2009 年秋から 2010
年春にかけて NHK で放送された連続テレビ小説「ウェルかめ」の舞台となったことから、

うみがめ保護に関する取り組みはもとよりうみがめ博物館設立に至るなど精力的に活動を

展開し、観光客を惹きつけている。美波町公式 HP 中におけるうみがめに関するコンテン

ツは充実しており、教育活動や慈善活動に活かせられるような内容も数多く掲載されてい

る。 
また、美波町では地域活性化や環境保護などを目的とした地域の人々による活動が盛ん

である。農林水産業が中心となっている地域社会で、少子高齢化の進行とそれによる人口

減少や地域力の低下などの課題を抱えているのは美波町も例外ではない。しかしながら、

現状を改善していくために地域住民が一丸となって取り組み、美波町伊座利のように限界

集落であった地域が町おこしを推進し成功させた例もみられ、地域づくりや町おこしとい

った観点から注目を集めている。 
 
災害被害に関して 

昭和南海地震の被害について、まず旧由岐町役場保存の震災関係書類によると、阿部村

合併前の三岐田町で死者 8 人、重軽傷者 24 人、建物全壊が 66 戸であった。同じ海部郡で

も海陽町浅川と比較すると数字から見た被害は少ないものの、建物や船舶の被害は多かっ

たことがわかる。また同書類には被災者数名の体験を綴った記録も収められており、当時

の様子を伝える貴重な文献として保管されている。さらに、昭和 57 年には旧由岐町教育



委員会によって町内 4 箇所に南海地震津浪最高潮位標示石柱が設置されるなど、この災害

を後世に伝えようとする姿勢が覗える。 
次に旧日和佐町の被害は、死者 1 人、傷者 39 人、建物全壊 2 戸であった。これは県南

の地域でありながらかなり少ない被害であり、非常に珍しいケースである。この背景には、

日和佐港が津波被害を受けにくい形をしていること、奥潟川・日和佐川・北河内谷川とい

う 3 つの河川に分流することなど数多くの地理的要因が存在すると考えられている。旧日

和佐町は対策を講じる前の段階で既に他の地域よりも津波に対して強い、恵まれた土地で

あったと言うことができる。 
（四国災害アーカイブス一部引用） 

 
 

 
徳島県海部郡美波町位置図 
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Ⅰ．南海大地震のときの阿部の様子 

［00:00:11～00:06:15］ 

 
1A：ワシワ ソンナ    シランノヨ。 ホンナ ジシン。 
   私は  そんな［に］ 知らないのよ。そんな 地震。 
 

2C：イヤ ワタシラガ チョード ジュッサイノトキヨ。ホナケン 
   いや 私たちが  丁度   十歳の時だよ。   だから 
 

   ショーガクイチネンセーヨ。 
   小学校一年生よ。 
 

3A：イヤ ナンボアッタッテ ソンナ    オボエトランデ。 
   いや どれほどあっても そんな［に］ 覚えていないよ。 
 

4C：オボエトランナー。 
   覚えていないなあ。 
 

5E：アノ カントーダイシンサイカイナ。ワタシ  ワスレトンヤケド 
   あの 関東大震災かな。      私［は］ 忘れているのだけれど 
 

   コドモノトキ  オーキナ ジシンガアッテ イエノカド  トビダシテ 
   子供の時［に］ 大きな  地震があって  家の角［を］ 飛び出して 
 

   オヤコサンニンガ コンランシタノワ オボエテマス。 
   親子三人が    混乱したのは   覚えています。 
 

6C：イヤホレ ソノジシンダナー。 
   いやそれ その地震だなー。 
 

7E：ソノジシンカイナ。 
   その地震かな。 
 

8F：ナンカイダイジシンッテユーヤツデスネ。コノヘンモ ツナミガ キタトカ。 
   南海大地震という［地震］ですね。   この辺りも 津波が  来たとか。 
 

9D：アレ  ショーワナンネンジャ？ 
   あれは 昭和何年だ？ 
 

10C：ニジューイチネン。 
   二十一年。 
 

11B：ウン。ニジューイチネン。シューセンナッタ アトノトシジャ。 
   うん。二十一年。    終戦［に］なった あとの年だ。 
 

12B：ホンデ アノジブンニ アオイカガ ヨー ツレヨッタデー。 
   それで あの時分に  アオイカが よく 釣れていたよね。 
 

13F：ジシンガ オキルマエニ ナニカ オコッタコトワ アリマスカ。ドーブツガ 
   地震が  起きる前に  何か  起こったことは ありますか。動物が 
 

   イナクナッタトカ。 
   いなくなったとか。 
 

14D：ココワ ドーブツ  ソンナ    ナイケンナ。 
   ここは 動物［は］ そんな［に］ いないからね。 
 

15A：イヤー アノナ コノマエナ タケオ キリヨッタンヨ。ホシタラナ 
   いやー あのね この前ね  竹を  切っていたのよ。そうしたらね 



   オーキナジシンジャユーテナ ヤブンナカニオッタラ ナンモワカランノンヨ。 
   大きな地震だ［と］言ってね 藪の中にいたら    何もわからないのよ。 
 

   トリガ イッセーニ トンダンヨ。ワカルンジャナ、 トリワ。 
   鳥が  一斉に   飛んだのよ。分かるのだろうね、鳥は。 
 

16C：ンー。 
   んー。 
 

17A：イヤ ナカニオッタラ イッコモ ワカランナンダ。 
   いや 中にいたら   全然   分からなかった。 
 

18D：イヤ ジシンガオキタラナ、ヤブニ ニゲナッテナ。 
   いや 地震が起きるとね、 藪に  逃げなさいって。 
 

19C：ンー。 
   んー。 
 

20D：ドーブツユータッテ アブワ ソンナンナイナー。 
   動物［と］言っても 阿部は そんなことないなあ。 
 

21C：ンー。 
   んー。 
 

22A：トリワ イッセーニ トブワ。 
   鳥は  一斉に   飛ぶよ。 
 

23F：オテンキトカワ ドーデスカ。テンキガイートカ ワルイトカ。 
   お天気とかは  どうですか。天気が良いとか  悪いとか。 
 

24C：テンキ？ 
   天気？ 
 

25G：ウミダッタラ シオガヒータトカ イッテタンデスケド、  シオガ ヒータンワ 
   海だったら  潮が引いたとか  言っていたのですけれど、潮が  引いたのは 
 

   ジシンノマエデスカ？ 
   地震の前ですか？ 
 

26E：アノネ トナリノ イエノ ヒトガネ アノ スグニ イエノハタガ 
   あのね 隣の   家の  人がね  あの すぐに 家の端が 
 

   カワニナットンヨ。 ホンデ ヨメサンニ カワノミズガ ヒッキョランカオ 
   川になっているのよ。それで お嫁さんに 川の水が   引いていないかを 
 

   ミテコイユーテナ    トーチャン、ミズワ イッコモ ヒッキョランデー 
   見てこい［と］言ってね お父さん、 水は  少しも  引いていないよ 
 

   ユーテナ。   アー ホナダイジョーブヤデーユーテナ。アメガゴッツカッタラ 
   ［と］言ってね。あー それなら大丈夫だ［と］言ってね。雨がひどかったので 
 

   ミズガ ヒーテイクラシイワー。ソレオ トナリガ   ヨーユーデー。 
   水が  引いていくらしいよ。 それを 隣［の人］が よく言うよ。 
 

27C：アー。 
   あー。 
 

28C：アノ  シオガ ヨー ヒクッテ  ユーデナ。 
   あの  潮が  よく 引く［と］ 言うよね。 
 



29B：ウチラ    コドモノトキダッタラ ツナミガクルマエダッタラ 
   私たち［が］ 子供の時だったら   津波が来る前だったら 
 

   イドノミズガナ アルケンナ、ホンデ ホレオ ヨーユーナー。 
   井戸の水がね  あるからね、それで それを よく言うよね。 
 

30C：アー ソーデー。 
   あー そうなのね。 
 

31B：ホンデ ウチラモ ムカシワ ポンプガ ゼンブ 
   それで 私たちも 昔は   ポンプが 全部 
 

   ソトヤッタケンナ。  ホンデ ポンプカラ ミズガ デヨッテナ。 
   外［にあった］からね。それで ポンプから 水が  出ていてね。 
 

   ホンデイップクシテ ツナミガクルゾー ユーテナ。 
   それで一休みして  津波が来るよー  ［と］言ってね。 
 

32C：ホー ンー アー。 
   ほー んー あー。 
 

33B：ホヤケン ケッコーナ ジカンガ アッタンデナ。 
   だから  結構な   時間が  あったのでね。 
 

34F：ホカニナニカ アリマシタカ？タトエバ イドノミズガ ナクナッタトカ。 
   他に何か   ありましたか？例えば  井戸の水が  なくなったとか。 
 

35C：ンー。 
   んー。 
 

36E：ウミガ モンスゴイ ナゴイヒガ  アルンヨー。コトシ   ゴッツイ ウミガ 
   海が  ものすごい 穏やかな日が あるのよ。 今年［は］ すごく  海が 
 

   ナゴカッタ、 ヨーウミノナミガ。ホンデ コレ   キモチワルイナーユーテ 
   穏やかだった、よく海の波が。  それで これ［は］気持ち悪いね［と］言って 
 

   コレジシンカナニカ  ケーヘンノカナーユーテナ   ホーユー ムカシカラ 
   これ［は］地震か何か 来ないのかなあ［と］言ってね そういう 昔から 
 

   イワレガアルンヨナー。 ナンカシランケンド ホンナニ   ヨーユーナー。 
   言い伝えがあるのよねえ。何かしらないけれど そういう風に よく言うなあ。 
 

37C：アー。 
   あー。 
 
 
 
Ⅱ．今までの地震が起きたときの状況について 

［00:06:18～00:11:23］ 
 
1B：ジシンッテ ヒヨリノカワリメニ ジシンガクルンヤト。ホヤケン ゴッツイ 
   地震は   日和の変わり目に  地震が来るのだと。 だから  すごく 
 

   ナゴイヒガシタラナ  アノー カゼモナンジャナイ ヒヨリガアルデー。 
   穏やかな日だったらな あのー 風も何もない    日和があるではないか。 
 
 



2D：ホンジャデモ  ヒルデモ アレヤン  ヨルダト ワカランモンナー。 
   そうは言っても 昼でも  あれだろう 夜だと  分からないものなー。 
 

3C：アノー イカガ ヨー   トレルトシッテ ジシンガヨーアルヨネー。 
   あのー いかが たくさん 獲れる年は   地震がよく起きるよねえ。 
 

4E：ンー。 
  うん。 
 

5B：ホンマヤナー。 
   本当だねえ。 
 

6D：オトツイカ ナンカシラン       オキナワガ ナンカ イヨッタネ、 
   一昨日か  いつか知らない［けれど］ 沖縄が   何か  言っていたね、 
 

   シンドサンッテ。 
   震度三だって。 
 

7B：ココラナ  コドモノトキダッタラ チョイチョイ ガタガターット 
   この辺りは 子供の時だったら   よく     ガタガターっと 
 

   キヨッタデー サイキンワ モー アンマ  ナイナー。 
   来ていたね  最近は   もう あんまり ないなー。 
 

8E：トーホクノホー ダッタラ モー ショッチューダロ。 
   東北の方    だったら もう しょっちゅうだろう。 
 

9D：イヤ ハンツキグライ マエニナ アブデ シンドニグライッテ 
   いや 半月くらい   前にね  阿部で 震度二くらいと 
 

   イヨッタデー。 ソトニ オッタラワカラン。 
   言っていたよね。外に  いるとわからないね。 
 

10E：ホーヤナー。アルキョッタラ ワカラン。 
   そうだね。 歩いていると  わからないね。 
 

11B：ムカシッテ ヨー コマイ ジシンガ アッタナー。 
   昔は    よく 小さな 地震が  あったねー。 
 

12C：ウン、ウン。 
   うん、うん。 
 

13B：ホンデアト ジシンガ イッタアトワ キジガナク。 
   それから  地震が  起きたあとは キジが鳴く。 
 

14E：アー ホージャ ナクナー。 
   あー そうだね 鳴くねー。 
 

15B：キジガ ナイタケン シンパイナイナー ユーテナ。 
   キジが 鳴いたから 心配ないね［と］ 言ってね。 
 

16D：アー ホーケー。キジガナイタラ エンケー。 
   あー そうなの。キジが鳴いたら いいのね。 
 

17C：ンー。 
   うん。 
 

18G：ソレモ ゼンチョートカデスカ。 
   それも 前兆とかですか。 
 



19E：ンー、ユッテスンデカラナ。 
   うん、揺れて［地震がおさまって］からね。 
 

20B：モー キジガ ナイタワー   ユーテ。 
   もう キジが 鳴いたね［と］ 言ってね。 
 

21A：キジホドナ アホナトリワ アラヘン。ナンボ   コートッテモ、 
   キジほどね 頭の悪い鳥は いない。 どれくらい 飼っていても、 
 

   ジューネン コートッテモ ナレヘンワ 
   十年    飼っていても 慣れないよ。 
 

22E：アー、ホンマー。 
   あー、本当にー。 
 

23A：ニワトリミタイナン オッキーダロー。アレー   ナンボ コートッテモナー、 
   鶏みたいなの［は］ 大きいでしょう。あれ［は］ いくら 飼っていてもねー、 
 

   アンナ    アホナトリ    アラヘン。 
   あんな［に］ 頭の悪い鳥［は］ いないよ。 
 

24E：ンー。 
   うん。 
 

25F：ジシンガ オキタアトノ セーカツノ ヘンカワ？ 
   地震が  起きた後の  生活の   変化は［ありますか］？ 
 

26C：ンー ソンナ    オーキナジシンガ ナイケンネー。 
   んー そんな［に］ 大きな地震が   ないからね。 
 

27D：ソンナ    ワカランナー。 
   そんな［に］ 分からないなー。 
 

28G：ナンカイジシンノトキトカモ ナンモ ナカッタンデスカネ？ 
   南海地震のときとかも    何も  なかったのですかね？ 
 

29C：ナンモ ナカッタンチガウカナー。 オヤカラモ ナンモ キカンカラネ。 
   何も  なかったのではないかなあ。親からも  何も  聞いていないからね。 
 

30E：ソリャ ユキノヨーナ ウメタテチノトコダッタラ スーットクルンダローケド 
   それは 由岐のような 埋め立て地の所だったら  スーっと来るのだろうけれど 
 

   チョット ダイブ タカインダロナー アブワ カワズタイニ クリャーナー。 
   少し   だいぶ 高いのだろうねえ 阿部は 川伝いに   来るとねー。 
 

31B：ヤッパリ シオガ ミチテキテ ホンデ マタズーット ヒーテキテ 
   やっぱり 潮が  満ちてきて それで またズーっと 引いてきて 
 

   ホーユーヨーナ ジョータイダッタケン ベツニ アブナイトカワ 
   そういうような 状態だったから    別に  危ないとかは 
 

   ナンモナー。 
   何も［ない］なー。 
 

32D：ヒーテイクトキノ チカラガ ゴッツイ   イヨッタケドナー。 
   引いていくときの 力が   すごい［と］ 言っていたけれどねえ。 
 

33B：アノー チリジシンノトキニ ハマ   ミニイッタンヨ。 
   あのー チリ地震の時に   浜［を］ 見に行っていたのよ。 
 



   ホッタラ  ウエカラ ミナミヨッタンヨ。 
   そうしたら 上から  皆見ていたのよ。 
 

34E：ミヨッタン？ 
   見ていたの？ 
 

35B：ウン ミヨッタンヨ ホッタラ  イマ   テーボーガ ナイケン 
   うん 見ていたのよ そうしたら 今［は］ 堤防が   ないから 
 

   イットキショッタオモタラ シオガ トダエテキテ、マタ イットキショッタラ 
   一時した［と］思ったら  潮が  途絶えてきて、また 一時していたら 
 

   イソガ マタ ヒーテイキョッテ。 
   磯が  また 引いて行っていて。 
 

 

36E：ウン。 
   うん。 
 

37B：ツナミッテ アンナモンジャ   オモットッタデ。 
   津波って  あんなものだ［と］ 思っていたよ。 
 

38D：ソンナゴッツイ ナンジューメートルモナー 
   あんなにすごい 何十メートルもねー。 
 

39B：アンナ スマトラノ アノジシンノ テレビミルマデ    アンナ ツナミヤン 
   あんな スマトラの あの地震の  テレビ［を］観るまで あんな 津波は 
 

   シランナンデ アンナンナンデ ヒガイガ デルンカナーテ オモッテ 
   知らなくて  あんなの何故  被害が  出るのかなーと 思って 
 

   ホレガ フシギダッタ。 
   それが 不思議だった。 
 

40D：トーホクガ アンナン    ナッタケン アリャーッテ オモッタナー 
   東北が   あんな［風］に なったから アリャーっと 思ったねえ。 
 

41A：スマトラオキノ ジシンヤ  アレ ニジューナンマンニンシンダンヤ。 
   スマトラ沖の  地震なんて あれ 二十何万人［が］」死んだのよ。 
 

42E：ウン。 
   うん。 
 

43B：ホンデ アノ アッチイッタラ   ゾーオルンデー、イッピキモシンデナインヤ。 
   それで あの 向こう［に］行くと 象がいるから、 一匹も死んでいないのよ。 
 

44D：エー。 
   えー。 
 

45A：レーダーガ ハルンヤ。 
   レーダーが 張っているのよ。 
 

46C：｛笑｝ 
   ｛笑｝ 
 

47A：ニンゲンガ イチバン アカンノヤー 
   人間が   一番   だめなのだよー。 
 

48E：ウンー。 
   うんー。 
 



Ⅲ．東北の震災による環境の変化 
［00:12:07～00:16:10］ 

 
1B：アブノ ヒトダッタラ コンナ ソーテーデ ヤイヤイ      イワナンダラ 
   阿部の 人だったら  こんな 想定で   やいのやいの［と］ 言わなかったら 
 

   ツナミノ コトヤ   シンパイ  シテナカッタ。 
   津波の  ことなんて 心配［を］ していなかった。 
 

2E：ホーヨー。 
   そうだね。 
 

3B：マエノ ヒガイガ ナカッタケンネ。 
   前の  被害が  なかったからね。 
 

4A：アッチノ センダイノホーデ ツナミガ アッタケン イロイロイヨルケド、 
   あちらの 仙台の方で    津波が  あったから 色々言っているけれど、 
 

   アレ    ナカッタラ ナンジャ イワヘン。 
   あれ［が］ なかったら 何も   言っていない。 
 

5E：ソーダロナー。 
   そうだろうなー。 
 

6F：キョー クルトキニ ツナミノ タカサガ ナンメートルトカ ヒナンケーロノ 
  今日  来るときに 津波の  高さが  何メートルとか  避難経路の 
 

   チズトカ    ハッテマシタケド   アノー センダイノツナミガ 
   地図とか［を］ 貼っていましたけれど あのー 仙台の津波が 
 

   クルマデワ  トリクミトカワ アッタンデスカネ？ 
   起きるまでは 取り組みとかは あったのですかね？ 
 

7C：ウン ゼンゼンナカッタナー。 
  うん 全然なかったなあ。 
 

8A：アレー アノー センダイノツナミガ キテカラデー 
   あれー あのー 仙台の津波が    起きてからよー 
 

   トーキョーモ オーサカモ イヨルケド。 
   東京も    大阪も   言っているけれど。 
 

9E：ンー。 
  んー。 
 

10A：トーキョート オーサカヤ ウミノハタデー イマ ナンボキタッテ 
   東京や    大阪なんて 海の側よー   今  いくら［津波が］来ても 
 

   ドーヤ  デキヘンデー。 
   どうにも できないよ。 
 

11E：ウン、ウン。 
   うん、うん。 
 

12A：ウミノソバ   アンナヤケン。 
   海のそば［が］ あんなのだから。 
 

13B：トクシマデモ イヨッタヨ。 アノー コンド ツナミガ キタラ ムカシノ 
   徳島でも   言っていたよ。あのー 今度  津波が  来たら 昔の 



   アソコラマデ ツナミガ クルッテ。 
   あの辺りまで 津波が  来ると。 
 

14E：ウンー。 
   うんー。 
 

15A：モー ウミノナイ モンゴルヤ   イカナンダラ  オエンワー。 
   もう 海のない  モンゴルにでも 行かなかったら だめだねえ。 
 

16D：ヤマノテッペンダッテ ヤマガ クズレタリナー。 
   山の頂上でも     山が  崩れたりねえ。 
 

17E：アノマエ アメガフッテ アンナンナー 
   あの前  雨が降って  あんなにねー。 
 

18F：ジシンノアトニ  チケーガ カワッタトカワ アリマスカ？ヤマガ 
   地震が起きた後に 地形が  変わったとかは ありますか？山が 
 

   クズレルトカ。 
   崩れたとか。 
 

19E：ソンナン     ナイナー。 
   そういうの［は］ ないなあ。 
 

20C：ンー ナイネー。 
   んー。ないねえ。 
 

21E：ココラ       アンマ キカンナー。 
   ここらへん［では］ あまり 聞かないなあ。 
 

22D：ヤマガ カタインデネ。 
   山が  固いのでね。 
 

23C：ホンデ ヤマガヘーキン  ヒクインヨナ、ココラノヤマガナ。 
   それで 山が平均［的に］ 低いのよね、 この辺りの山がね。 
 

24F：チョット オハナシモドリマスケド ジシンガオキタアト、ウミデオーキナ 
   少し   お話［が］戻りますけど 地震が起きた後、  海で大きな 
 

   ヒカリオ ミタトカワ アリマスカ？ 
   光を   見たとかは ありますか？ 
 

25C：ヒカリ？ 
   光［ですか］？ 
 

26Ｄ：ソンナン     キカンナー。 
   そういう［のは］ 聞かないなあ。 
 

27C：ンー。 
   んー。 
 

28D：アノ トーホクノトキニ ナンヤ アカナッテ カワッテ ヤケタヨーニナッテ。 
   あの 東北の時に    何か  赤くなって 変わって 焼けたようになって。 
 

29E：ホーケー。 シランナー。 
   そうだっけ。知らないなー。 
 

30C：ココラジャ  ナンモナイナー。 
   この辺りでは 何もないなあ。 
 



31D：ホンデ ソノアト ジシンニ ナッテナー 
   それで そのあと 地震に  なってねえ。 
 

32C：ウンー。 
   うんー。 
 

33G：サカナガ スクナクナッタトカモ トクニ   ナカッタデスカ？ 
   魚が   少なくなったとかも  特に［は］ なかったですか？ 
 

34C：ンー キカンナー。 
   んー 聞かないなー。 
 

35A：アレ ナミガタッテモ アノ サカナヤツルンデ ヨー シットル。 
   あれ 波が立っても  あの 魚を釣るので   よく 知っている。 
 

36E：ウン シットル。 アノナ ナミガタッタアトニ ワタシラガ モグリニ 
   うん 知っている。あのね 波が立ったあとに  私たちが  潜りに 
 

   イクデショ？ 
   行くでしょう？ 
 

37G：ハイ。 
   はい。 
 

38E：ホッタラ  あわびは イワノムコー  オラント ミナコッチガワニ 
   そうしたら アワビは 岩の向こう［に］いなくて 皆こちら側に 
 

   オルンヨ。イワノカゲニ ソレワモー ビックリシタ。 
   いるのよ。岩の陰に   それはもう びっくりした。 
 

39D：ナミガクルンデヨー。ワカルンジャナー。 
   波が来るからねー。 分かるのだね。 
 

40E：ウン 
   うん。 
 
 
 
Ⅳ．過去の地震からの言い伝え 

［00:17:15～00:21:00］ 
 
1F：コドモノコロニ オヤカラ イワレタコトトカ    アリマスカ？ 
   子供の頃に   親から  言われたこととか［は］ ありますか？ 
 

2C：ソノ、ジシンガイッタラネ イエガ クルウデショ。ホンデ トガ 
   その、地震が起きたらね  家が  歪むでしょう。それで 扉が 
 

   アカンカラ  イリグチオアケトケヨーッテネ、ソレワ ヨーアッタネー。 
   開かないから 入口を開けとけよーとね、   それは よくあったねー。 
 

3E：ジシンガイッタラ モー ニゲレンヨーナルデー。 
   地震が起きたら  もう 逃げられないよう［に］なるからね。 
 

4D：ジシンガイッタラナ ヨー イリグチ  アケトケヨッテナ。 
   地震が起きたらね  よく 入口［を］ 開けときなさいよと［言われて］ね。 
 



5C：ホージャナー。ソノクライシカナー。 
   そうだねー。 そのくらい［のこと］しかなー。 
 

6E：ンー ソージャナー。ソレワ ヨーアッタナー。 
   んー そうだねー。 それは よくあったね。 
 

7F：ヒオ トメトケヨトカワ？ 
   火を 止めておけよとかは［ありましたか］？ 
 

8C：アー ソレワ モーナー。 
  あー それは もう［よくあった］ねー。 
 

9E：ヒワ モー イチバンサキニ ユーテカラ   トメテナー  
   火は もう 一番先に    言っていたから ［火を］止めてねー  
 

   セナンダラ            カジガ。 
   しなかったら［＝止めなかったら］ 火事が［起きるから］。 
 

10C：ンー。 
   んー。 
 

11E：ホヤケド   コノゴロ ジャッタラナー。ナンジャ ソンナン   センケン 
   そうだけれど この頃  だったらなー。 何か   そういうのは しないから 
 

   デンキヌイタラエーンデ。    ゴハンタイタッテ 
   ［コンセントを］抜くといいのよ。ご飯［を］炊いても 
 

   ミンナデキンデナー。 
   全部［は］できないからなー。 
 

12A：トノグチガ イリグチジャー。 
   戸の口が  入口だ［と言う］。 
 

13C：イリグチジャナー。 
   入口だなー。 
 

14D：ヨー ヨッタデー。 
   よく 言っていたねー。 
 

15C：ホレモ ココラノ  ホーゲンジャナー。 
   それも この辺りの 方言だなー。 
 

16D：ヨー トノグチ   アケトケヨーユーテナ     イマダッタラ モー 
   よく 戸の口［を］ 開けときなさい［と］言ってね 今だと    もう 
 

   ゲンカン、イリグチユーケドナー、ムカシダッタラ トノグチ 
   玄関や入口［と］言うけどねー、 昔だったら   戸の口［を］ 
 

   アケトケヨーッテ ヨー ユーネン。 
   開けときなさいと よく 言うの。 
 

17F：ガッコーヤ チーキデノ ジシンタイサクヤ トリクミワ アリマシタカ？ 
   学校や   地域での  地震対策や    取り組みは ありましたか？ 
 

18C：ホーユーノワ ナカッタナー。 
   そういうのは なかったなー。 
 

19D：ゼンゼン ユーテクレン。   ナンモナイネー。 
   全然   言ってくれなかった。何もないねー。 
 



20E：ソンナンナカッタナー。 
   そういうの［は］なかったなー。 
 

21D：ココラワ  ゼンゼン ヒガイガ ナカッタデー。 
   この辺りは 全然   被害が  なかったなー。 
 

22E：ウン ホンデ ミンナカンシンガ  ナカッタケンナ。 
   うん それで 皆［地震に］関心が なかったからね。 
 

23C：ンー。 
   んー。 
 

24C：ガッコーカラヤユーンワ ナンモ ナカッタナー。 
   学校からなんて言うのは 何も  なかったなー。 
 

25F：ソーデスカー。 
   そうですかー。 
 

26B：アブノホーダッタラ、タイフーノホーガ オソロシカッタナー。 
   阿部の方だったら、 台風の方が    恐ろしかったなー。 
 

27D：ホーヨー ソレナー。 
   そうよー そうだねー。 
 

28E：ホンマジャナー。 
   本当だなー。 
 

29C：ソンナ    オーキージシン  イマナイモンネ   ココラワソンナ。 
   そんな［に］ 大きな地震［は］ 今［は］ないものね この辺りはそんな［に］。 
 

30G：ジャー ジシンニ カンシテノ トリクミガ ホンカクカシタノワ ヤッパリ 
   では  地震に  関しての  取り組みが 本格化したのは   やはり 
 

   トーホクノ？ 
   東北の［地震がきっかけですか］？ 
 

31C：ソーソー ウンウン ホレカラヤネ。 
   そうそう うんうん それからだね。 
 

32D：サイキンデー ジシン ジシンユーンワ。 
   最近だよー  地震 地震［と］言う［ようになった］のは。 
 

32A：ウン アレナカッタラ          イワヘンワ ソンナ。 
   うん あれ［＝東北の地震］がなかったら 言わないな そんな［ことは］。 
 

33D：ウン ホンマジャ。 
   うん 本当だ。 
 

34E：ココガ   ジシンノ ナンヤラノ シテーチクニ 
   この辺りが 地震の  何かの   指定地区に 
 

   ナットルユータンダロ、      ホレカラヤナー チョーナイカイヤ 
   なっている［と］言ったのでしょう、それからだなー 町内会や 
 

   ミンナガ カンシンモツヨーニ  ナッタノワ。 
   みんなが 関心［を］持つように なったのは。 
 

35A：ジシンクルン    マットルヨーナワ。 
   地震［が］来るのを 待っているようだ。 
 



36B：サイショワ ココノヒトラワ  ジシンヤツナミワ ナンモ 
   最初は   この辺りの人達は 地震や津波は   何も 
 

   シンパイシテナカッタモンナー。 
   心配していなかったものなあ。 
 

37F：ジャー イマワ センダイノジシンガ アッタアトニ ミナサンノ 
   では  今は  仙台の地震が    起きた後に  皆さんの 
 

   オマゴサンデストカ ジシンガアッタラ コーシナサイヨートカワ ミナサンワ 
   お孫さんですとか  地震が起きたら  こうしなさいよーとかは 皆さんは 
 

   ツタエテイッテルンデスカ？ 
   伝えていっているのですか？ 
 

38C：ンー マー ジシンガイッタラ ナニガアッテモ カラダダケワニゲナサイト 
   んー まー 地震が起きたら  何があっても  身体だけは逃げなさいと 
 

   ユーグライノ コトシカナー。 
   言うくらいの ことしか［ない］なー。 
 

39C：ンー。 
   んー。 
 
 
 
Ⅴ．近頃の台風や地震について 

［00:25:15～00:31:03］ 
 
1F：タイフーデモ ナミッテ ケッコー タカクナルト オモウンデスケド 
   台風の時でも 波は   結構   高くなると  思うのですけれど 
 

   ソノトキッテ ケッコー、ナミトカキマシタ？ 
   その時は   結構、  波とか［は］来ました？ 
 

2A：イマカラナ ヨンジューネンクライマエニナ レンゾクシテ ゴネンクライナ 
   今からね  四十年くらい前にね       連続して   五年くらいね 
 

   イエガ ユガミョッタ。 
   家が  歪んでいた。 
 

3C：ンー。 
   うん。 
 

4A：サイキンワ モー ココモコンデー。 
   最近は   もう ここも［台風は］来ないではないか。 
 

5E：ウン サイキンワ ホーヨナー。 
   うん 最近は   そうだよねえ。 
 

6A：タイフーキタラオトロシー ユーテ    シンダヨーユーケド  
   台風［が］来たら恐ろしい ［と］言って 死んだよう［に］言うけれど 
 

   アンナン     ナニガ オトロシーデー。ナンジャ カゼガ チョット 
   あんなもの［の］ 何が  恐ろしいのだ。 何だ   風が  少し 
 



   フククライデー。 
   吹くくらいだよ。 
 

7E：イヤ デモ ワタシラー  アノ ムコーデネ キョーダイノイエ 
   いや でも 私たち［が］ あの 向こうでね 兄弟の家［を］ 
 

   カットッタンデス。ホッタラ  タイフーガ キテネ ホンデ フルイトー 
   買っていたのです。そうしたら 台風が   来てね そして 古い棟 
 

   ヤッタケンネ、タイフーガ キタラ ユミニナルンデス。   ソレオ 
   だったからね、台風が   来たら 弓［なり］になるのです。それを 
 

   フタリ   オサエトルン。  ソンナメニ  オートルケン 
   二人［で］ 押さえているのよ。そういう目に 遭っているから 
 

   タイフー  ユータラ ゴッツ オソロシー。 
   台風［と］ 言ったら すごく 恐ろしい。 
 

8C：ココヤ   イマダッタラ     ナミタイフーヤナー。 
   この辺りは 今［＝最近］だったら 波［の強い］台風だなあ。 
 

9E：ウン オモニナー。 
   うん 主になあ。 
 

10C：ナミガ スゴインヨナー。 
   波が  すごいよなあ。 
 

11C：コノゴロノ ジシンッテナ アノ ムカシダッタラ ジシンノクルマエ、 
   この頃の  地震はね   あの 昔だったら   地震が来る前［に］、 
 

   ユレルマエニナ、ナンカ ドーッテキヨッタケド。 
   揺れる前にね、 何か  ドーという［感じがあった］けれど。 
 

   コノゴロ ジャナイダロー。 
   この頃  ではないだろう。 
 

12D：オーキイトキダッタラナー。 
   大きい［地震］だったらねえ。 
 

13C：チョット ナンカ ユラユラットシテ ジシンカイナッテ。コノゴロダッタラ。 
   ちょっと なんか ゆらゆらっとして 地震かなと。   この頃だったら。 
 

   ンー。 
   んー。 
 

14C：ケド  ソンナンナイナー。  イマゴロワ。 
   けれど そういうのはないなー。この頃は。 
 

15G：デッカイ ジシンガクルマエニ ナンカ ゴートカッテ アルンデスカ？ 
   大きな  地震が来る前に   何か  ゴーとかって 感じるのですか？ 
 

16C：ウン ナンカ ジナリミタイナンガネ。 
   うん 何か  地鳴りみたいなのがね。 
 

17A：コノゴロワ ソンナ    オッキーユレガ ナインジャナイン。 
   この頃は  そんな［に］ 大きな揺れが  ないのではないの。 
 

18C：イヤ クラクラクラートシテ イマノ ジシンダッタンカナー 
   いや くらくらくらーとして 今の  地震だったかなー［と］ 
 



   オモウケド イマノ ドーッテイワンカッタナー 
   思うけど  今のは ドーという［感じがなかった］なー［と］ 
 

   オモイナガラ。 
   思いながら。 
 

19B：ソヤケド   ジシンノカイスー ヘッタナ？ムカシヨリカワ。 
   そうだけれど 地震の回数［は］ 減ったな？昔よりかは。 
 

20C：ホーヤナー ココラワ。 
   そうだなぁ この辺りは。 
 

21E：デモ クガツニ ハイッタラ ツギツギ  タイフートカ  ヨーナー。 
   でも 九月に  入ったら  次々［と］ 台風とか［が］ よく［くる］なあ。 
 

22C：アー タイフーガナー。 
   あー 台風がねえ。 
 

23E：ワタシラ   オトロシカッタ。ヨー コドモノトキトカ オトナニ 
   私たち［は］ 恐ろしかった。 よく 子供の時とか   大人に 
 

   ナッテカラモ。 
   なってからも。 
 

24A：ヤッパ ジシンッテイッタラ カザンタイトカノトコニ オーインチャウ？ 
   やはり 地震と言ったら   火山帯とかの所に    多いのでは？ 
 

25B：アー。 
   ああ。 
 

26A：ココラオンセンモ  ナンジャ トーットランケン ジシンヤ  コンノンジャー。 
   この辺り［は］温泉も 何も   通っていないから 地震なんか 来ないのだよ。 
 

27E：セヤケド    アワジノトコラガ 
   そうだけれども 淡路［島］の所辺りが 
 

   アレシヨル               ヨッタデー。 
   あれしている［＝地震が来ている］［と］ 言っていたではないか。 
 

28G：アー コノマエ ナンカ アリマシタネー 
   あー この前  何か  ありましたねー。 
 

29C：ウン ウン。 
   うん うん。 
 

30E：イヨッタネー。 
   言っていたよね。 
 

31C：アレ    キョネンダッタカナー？ 
   あれ［は］ 去年だったかな？ 
 

32G：イヤ、コトシデスネ。 
   いや、今年ですね。 
 

33C：アー コトシ？ 
   あー 今年？ 
 

34G：コトシノ ロクガツカ シチガツクライカ。 
   今年の  六月か   七月くらいか。 
 



35E：アー ソーソー コトシ コトシ。 
   あー そうそう 今年  今年。 
 

36G：アサノ ヨジトカ ロクジクライニ アリマシタネ。 
   朝の  四時とか 六時くらいに  ありましたね。 
 

37C：シガツカ ロクガツクライカ。 
   四月か  六月くらいか。 
 

38G：タブン ソノクライデスネ。 
   多分  そのくらいですね。 
 

39E：アレチャン   ダイタイ ナツガオーイン、フユガオーイン ジシンッテ？ 
   あれではないの 大体   夏が多いの、  冬が多いの   地震って？ 
 

40C：フユガオーイナー。 
   冬が多いなあ。 
 

41D：サムイトキデ ニゲテイタラ  カゼヒクデナー。 
   寒いときに  逃げて行ったら 風邪［を］引くよねえ。 
 

42D：コナイダ アレ ヒナンクンレンシタラ ズッテーント コロンデナー。 
   この間  あれ 避難訓練したら    ずってーんと 転んでねえ。 
 

43C：ワタシ コレ ダレカ スベッタナー オモッテナー。 
   私   これ 誰か  滑ったなー  思ってねえ。 
 

44D：ホンデ マタ モドッテ キガエテカラ イッタンヨ。 
   それで また 戻って  着替えてから 行ったのよ。 
 

45G：ソレッテ ジシンノクンレンデスカ？ 
   それは  地震の訓練ですか？ 
 

46D：ホーヨー。 
   そうよ。 
 

47C：トキドキ シヨルカラネ。 
   時々   しているからね。 
 

48D：シコクホーソーモ キトッタデー。 
   四国放送も    来ていたよー。 
 

49E：ジューナンニン キトッタヨー。 
   十何人［が］  来ていたよー。 
 

50D：ヨーケ  オッタデー。 
   たくさん いたねえ。 
 

51E：アノ タイークカンデヤッテナー。 
   あの 体育館でやってねえ。 
 

  



徳島県海部郡美波町阿部方言の概観 

 
徳島大学総合科学部人間文化学科 4 年 

塩川 奈々美 
 
１．はじめに 

 本稿では、徳島県海部郡美波町阿部方言談話資料に基づき、当該地域における方言の語

彙と文法に注目して解説を行う。徳島県海部郡美波町阿部の調査に参加した話者は、男性

二名（A、B）、女性三名（C、D、E）で、いずれも 75 歳以上の老年層である。 

 

２．調査報告 

以下では、徳島県海部郡美波町阿部地方における方言語彙、および文法について解説を

行っていく。 

２．１方言語彙 

２．１．１ 「ナゴイ」 

話者 B と話者 E の発話から「穏やか」という意味で用いられた表現である。『改訂阿波

言葉の辞典』（1976）では「ナゴイ【形】海上の平穏なこと また人の性格の和やかなこと」

とされている。この表現について、『日本方言大辞典』（1989）では徳島県だけでなく福島

県相馬郡や岩手県九戸郡などでも使用されるとしており、いずれの地域も、日常生活が海

と近しいことを意識させる。 
Ⅰ-36E：ウミガ モンスゴイ ナゴイヒガ アルンヨー。 
Ⅱ-1B ：ゴッツイ ナゴイヒガシタラナ アノー カゼモナンジャナイ… 

２．１．２ 「オエン」 

藤原（1997）では「オエ（イェ）ン［慣用句］だめだ いけない つまらない ぐあい

がわるい」と説明されている。今回の発話の意味は「だめだ」や「いけない」に相当する

ものである。また藤原氏は「もともと、「竟える」の語は、由緒ふかい古語であろう」とも

述べており、岡山県で顕著であるということのほかにも、中部地方や関東地方などその分

布範囲の広さを指摘している。この談話資料で確認されたのは話者 A からのみである。 
Ⅲ-15A：モー ウミノナイ モンゴルヤ イカナンダラ オエンワー。 

２．１．３ 「トノグチ」 

話者 A と話者 D から得られた表現である。『改訂阿波言葉の辞典』（1976）では「トノ

クチ」という見出しで取り上げられており、その意味は「表口 出入口」である。『徳島県

の方言』（1985）によると、この表現は江戸時代にも「大戸口」といった表記で用いられて

いたという古い表現のようだ。話者自身も談話内で述べているように、現在ではその使用

は少ない。 
Ⅳ-12A：トノグチガ イリグチジャー。 
Ⅳ-16D：ヨー トノグチアケトケヨーユーテナ イマダッタラモー 

ゲンカン、イリグチユーケドナー、ムカシダッタラ トノグチ 
アケトケヨーッテ ヨーユーネン。 

 



 

２．２方言文法 

２．２．１ 文末助詞「ナ」 

談話資料で頻用された文末表現の一つであり、発話者の意図・感情の微細な差異を表す。 

『改訂阿波言葉の辞典』（1976）によると、文末助詞「ナ」の意味は「相手に念を押す」

「相手に理解と共鳴を求める」「一文節一文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」など多岐にわたっており、その使用の頻度や汎用性の高さが

うかがわれる。同書は「一般的には徳島の地方語の最も顕著なもの」としている。以下は、

談話資料中の用例の一部である。 

Ⅰ-14D：ココワ ドーブツ ソンナ ナイケンナ。（理解を求める） 
Ⅰ-15A：イヤー アノナ コノマエナ タケオ キリヨッタンヨ。 

ホシタラナ オーキナジシンジャユーテナ ヤブンナカニオッタラ 
ナンモワカランノンヨ。（語調のととのえ） 

Ⅰ-28C：アノ  シオガ ヨー ヒクッテ  ユーデナ。（共鳴の呼びかけ） 
Ⅱ-5B ：ホンマヤナー。（同意） 

２．２．２ 断定の助動詞「ジャ」 

断定表現の場面で「ジャ」がよく用いられた。この表現の使用に男女の性差はない。徳

島県下で行われる断定表現としては「ヤ」や「ダ」が存在する。『徳島県言語地図』（2002）

では、当該地域自体は調査対象地域となっていないものの、周辺地域で優勢な表現は「ジ

ャ」であった。ゆえに、今回の談話資料から見られる断定表現についても、周辺地域と同

様に「ジャ」が用いられる地域であると言うことができよう。以下は、談話資料内で見ら

れた「ジャ」の使用例である。 

Ⅰ-9D ：アレ ショーワナンネンジャ？ 
Ⅰ-11B：シューセンナッタアトノトシジャ。 
Ⅰ-15A：トリガ イッセーニ トンダンヨ。ワカルンジャナ、 トリワ。 
Ⅱ-14E：アー ホージャ ナクナー。 
Ⅲ-39D：ナミガクルンデヨー。ワカルンジャナー。 
Ⅳ-12A：トノグチガ イリグチジャー。 
Ⅳ-13C：イリグチジャナー。 
Ⅳ-33D：ウン ホンマジャ。 
Ⅴ-26A：ココラオンセンモ ナンジャ トーットランケン ジシンヤコンノンジャー 

 

３．まとめ 

本稿では、徳島県海部郡美波町阿部における方言の特徴について解説した。今回、談話

内で得られた表現は、必ずしもその地域で用いられる表現を網羅しているわけではなく、

本稿で取り上げた語彙・文法もそのごく一部であるということは言うに及ばない。しかし

ながら、阿部の中でも異なる地域に住む生え抜きの話者たちが一堂に会し、南海大地震が

起きた当時を回想しつつ行われた談話は、現在の当該地域の方言の様相を顕著に表してい

るのではなかろうか。今後とも、この地域における方言の動態について注目していきたい。 
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Ⅰ．震災前の身の回りの出来事 
［00:00:00～00:03:10］ 

 
1B：コノ ジブンワ ミノマワリワ ゼンゼンシテナイ。 

この  時分は  身の回りは  全然していない。 
 

2A：ナイ。 
  ない。 
 

3B：ミノマワリ アー ジシンガ イッタケンジャ ユーテ  ハジメテ ホノ 
身の回り   ああ 地震が   起きたから   と言って  初めて   その 

 

フクキロカ ニゲロカダケノ  コトデ イマミタイニ ドコゾ ニゲル 
服着ようか 逃げようかだけの ことで 今みたいに  どこか 逃げる 

 

バショトカ ホンナンワ     ゼンゼン〔1〕ナシ。 
場所とか  そういう［こと］は 全然なし。 

 

4A：ナシ。 
  なし。 
 

5B：ワタシノ ソノ トキワネ ハンニャ〔2〕チュー オテラガ アル。 
  私の    その 時はね  般若という      お寺が  ある。 
   

ワタシガ スンドル  トコ。オテラガ タカダイニ ナル。 
私が   住んでいる とこ。お寺が  高台に   なる。 

 

アレ ナンボ   ニジューメートルクライ イク？イッタロカ？  
  あれ どのくらい 二十メートルくらい   いく？いっただろうか？ 
 

6A：ンー モットアル。 
  んー もっとある。 
 

7B：ホコエ ニゲタ。アサ マックラジャワ マダ。  
  そこへ 逃げた。 朝   真っ暗だよ    まだ。 
 

8A：ヨジ ヨジナンボヤッタカナ。  
   四時  四時いくらだったかな。 
 

9B：マダ クラカッタ。 
  まだ 暗かった。 
 

10A：ゴジマエヤカラ。 
五時前だから。 

 

11B：クラカッタヨ。ウン。ホンデ ナンジャ ホーユーフーナナー 
   暗かったよ。  うん。それで なんだ  そういう風なねえ 
 

ニゲルヨーナ コトワ ゼンゼン デンチトカ ホーユーフーナン 
逃げるような ことは 全然   電池とか  そういう風なもの 

 

ヨーイシナサイヤ  ユーコト ゼンゼンナカッタ。 
   用意しなさいなんて 言うこと 全然なかった。 
 

12C：ジシンガ オキル マエニ ナニカ ヘンナコト   ナカッタデスカ。 
   地震が   起きる 前に  何か   変なこと［は］ なかったですか。 
 

   ドーブツガ イナクナッタトカ。 
   動物が   いなくなったとか。 



13A：ホンナ キオクワ ナイナー。 
   そんな  記憶は  ないねえ。 
 

14B：ホレワ キカンナー。 
   それは 聞かないねえ。 
 

15A：アトデ ワカッタンヤケド       アトデ ワカッタトキニ  
   後で  わかった［こと］だけ［れ］ど  後で  わかったときに  

 

サカナガ ヨーケ  トレタ    ユータナー。 
   魚が    たくさん 獲れた［と］ 言っていたなあ。 
 

16B：ウンー。ゼンジツカナ。カマスダッタカ イカダッタカ。 
   うんー。 前日かな。  カマスだったか イカだったか。 
 

17A：ソーソー。 
   そうそう。 
 

18B：ソコビキアミチューンガネ ジューニハイオッタ。 
   底引き網というのがね    十二杯いた。 

 

ホテ  ホノー＊ アサトーカラ イッテ バン   カエッテクル。 
そして その＊   朝しばらく  行って 晩［に］ 帰ってくる。 

 

サカナガ モノスゴイ トレタ。 
  魚が   ものすごい 獲れた。 

 

ナマエワ チョット ワスレタケド。カマスカ、イカカトオモウ。 
   名前は  ちょっと 忘れたけれど。カマスか、イカかと思う。 
 

19A：イカ！ 
   イカ！ 
 

20B：イカザッタカナ？ 
   イカだったかな？ 
 

21A：イカガ モノスゴイ トレタンヨ。 
   イカが ものすごい  獲れたのよ。 

 

ホヤケン シタガ     ウゴキヨントチガウカ      ユーテ 
   だから   下［地盤］が   動いているのではないか［と］ 言って 

 

アトデワ ホー ユーテ ホノジテンデ       マエニワ ワカランカッタ。 
   後では  そう 言って その［地震が起きた］時点で   前には  わからなかった。 

 

ホデ  ウチノ ウマレタ イエニネ アノー＊ オーキナ イエノ アイダニ 
   そして 私の  生まれた 家にね  あのう＊ 大きな  家の  間に 

 

イケガ アルンデスヨ。ホノ イケニ イカカラ タイカラ  
 池が  あるのですよ。その 池に  イカやら 鯛やら  

 

イッパイ ハイットッタ。マー アノ ウチアガッタヤツ。 
   いっぱい 入っていた。 まあ あの 打ち上がったもの。 
 

ホナケン  ヤッパリ ウミノ ソコデ。 
そうだから やっぱり 海の  底で。 

 

22B：ナンカ ウミノ ソコガ カワッテ クルンダローナ。ジシンガ イルマエカ  
   何か  海の  底が  変わって くるのだろうね。 地震が  起きる前か 

 



アトト ゼンゼン チガウンダローナ。ホノ ヨースルニ ココラデ  ユータラ 
後と  全然   違うのだろうね。 その 要するに  この辺りで 言ったら 

 

テングリッチュー ヤツヤケンド ソコビキアミジャ。ソコビキアミオ 
てんぐりという  やつだけど  底引き網だ。   底引き網を 

 

ニハイノ フネガ アミオ コーヤッテ ズーット ヒッパッテ イクワケヨ。 
 二杯の  船が  網を  こうやって ズーっと 引っ張って いくわけよ。 
 

アミオ ソエテナ。ソコビキアミッチューテナ。ソーユーフーナ 
  網を  添えてね。底引き網と言ってね。   そういう風な 

 

  リョーワ アッタンヨ。ソノトキノ ダイタイ リョーワ サカナダッタ。 
  漁は    あったのよ。そのときの 大体   漁は   魚だった。 

 

ゼンジツデナ。カワッタ コトガ アッタラ ツゴー   ワルイッチャロ？ 
  前日でね。   変わった ことが あったら 都合［が］ 悪いでしょ？  

 

サカナデアッタリ、ウーン。イマワ タイフーガ ホーデチュンカ。〔3〕 
  魚であったり、  ううん。今は  台風が   そうではないか。 

 

23C：ソーデスネ。 
  そうですね。 

 

24B：ジューガツニワ ホンナケ ナンボ キタコト ナイデー。 
  十月には      どれだけ くらい 来たこと ないじゃない。 

 

25A：ナー。  
   ねえ。 
 

26B：カイスイオンガ タカイケン ヨーケ  デキタッチュー。マダ 
   海水温が     高いから  たくさん できたという。 まだ 

  

フターツモ デキヘン。サンジューマデ デキルッチュ イヨンデ。 
   二つも   できない。三十まで    できると   言っているじゃない。 

 

ホデ  マダ ジューガツマダ ヒニチアルケン    デキルジャロケド。 
   そして まだ 十月［は］まだ 日にち［が］あるから できるだろうけれど。 
 

27BC：｛笑｝ 
｛笑｝ 

 

28C：シューマツニ カギッテ クルンデネー。｛笑｝ 
   週末に    限って  来るのでねえ。｛笑｝ 
 

29B：ホーヨナー。 
   そうだねえ。 
 
【注釈】 

〔1〕ゼンゼン…ジェンジェンとも聞こえる。 
〔2〕ハンニャ…恐らく徳島市の般若院のこと。 
〔3〕ホーデチュンカ…聞き取りが曖昧。 
 

  



Ⅱ．震災前の変わった出来事 

［00:03:11～00:04:30］ 
 
1A：ホンナン      ナイ。 
  そういう［こと］は ない。 
 

2B：イジョーキショーヤナイ。 
  異常気象なのではない。 

 

3A：ナイ、ナイ。 
   ない、ない。 
 

4B：ダイタイナ。ラジオヤケン。 
   大体ね。  ラジオだから。 
 

5A：ラジオダケヤモン。 
  ラジオだけだもの。 
 

6B：テレビジャナイ モチロン。ラジオヤッテ ホナニ  キキヨラヘンワ。 
  テレビではない もちろん。ラジオだって そんなに 聞いていないよ。 
 

7A：ラジオヤ   タブン ゼンブ アルイエバッカワ    ナカッタ。 
  ラジオなんか  たぶん 全部   ある家ばっかり［で］は なかった。 
 

8B：ムカシワ ジテンシャモ ナカッタ。コノ ジブンワ。 
  昔は    自転車も   なかった。この 時分は。 
 

イエイエ   ジテンシャ  ナイ。   
家々［には］ 自転車［は］ ない。 

 

9A：ネー。ウチラ。 
   ねえ。私達。 
 

10B：イエイエ   ジテンシャ    ショーバイ シヨルトカ 
家々［には］ 自転車［はない］ 商売［を］ しているとか 

 

ホーユーナ  トコジャ ナカッタラ ジテンシャガ ナイ。 
   そういう風な とこで  なければ  自転車が   ない。 
 

11A：ウチラ  ショーバイニン ダッタラ アッタケドナー。 
   私達［が］ 商売人      だったら あったけれどねえ。 
 

12B：デンワモ ソノトーリ。ワタシラモ デンワナー、ヨブンナ ハナシヤケドナ 
   電話も   その通り。 私達も    電話ね、  余分な   話だけどね 
 

   ヨソカラ カカッテクルデショ。ウチノ デンワジャ ナインヤ。 
   他所から かかってくるでしょ。うちの 電話では  ないのだよ。 
 

   ヨビニ イタゲナ     イカン。 
   呼びに 行ってあげないと いけない。 
 

13A：ホージャ。 
   そうだ。 
 

14B：ダレゾ トコノ＊ ウラノ ダレサンオ ヨンデキテッチュー。  
   誰かの  とこの＊ 裏の  誰さんを  呼んできてと言う。   

 

アメガ ジャンジャン フリヨッテモイカナイカン。   デンワ  スムマデ 
雨が  ジャンジャン 降っていても行かないといけない。電話［が］済むまで 



 イエ イリグチ  カギデキンノヨ    スムマデ マットラナ    イカン。 
   家  入口［の］ 鍵［が］できないのよ 済むまで 待っていないと いけない。 
 

15AC：｛笑｝ 
   ｛笑｝ 
 

16B：ホンナンダッタ。 
そんな［もの］だった。 

 

17A：トナリキンジョナ。 
隣近所ね。 

 

18B：トナリキンジョ ミンナ ヨンデアゲナ   イカン。 カカッテクルデショ。 
    隣近所     皆   呼んであげないと いけない。かかってくるでしょ。 
 

     ト＊ ドコソコヨンデー アメヤ  フットラントキャ ヤッタラエー。 
    と＊  どこそこ呼んで  雨なんか 降っていないとき だったらいい。 
 

    アメヤ フッタッテ ヨビニ イカナ   イカン。 
    雨が  降ったって 呼びに 行かないと いけない。  
 

デンワ   スムマデ マットラナ   イカン。 
電話［が］ 済むまで 待っていないと いけない。 

 

19C：｛笑｝ 
｛笑｝ 

 

20B：ムカシワ ホンナン。 
   昔は   そんな［もの］。 
 

21A：マー ホレデモ ミンナ ナカヨカッタ ケドネー。 
   まあ  それでも 皆   仲良かった  けれどね。 
 

22B：ムカシノ デンワワナ イマミタイニ ダイヤルデ ナイデー。 
   昔の   電話はね   今みたいに  ダイヤルで ないではないか。 
 

23C：｛頷き｝ 
｛頷き｝ 

 

24B：モシモシ ナンバンカラ ドコソコノ ナンバンイエ     ユーンヨ。 
   もしもし 何番から    どこそこの 何番［を］言え［と］ 言うのだよ。 
 

 イッタン キットク。 
   一旦   切っておく。 
 

25A：キットクンヨナ。 
   切っておくのよね。 
   

26B：ホテ  シバラクシテ ゴフンカ、ジュップンカ  
   そして  しばらくして 五分か、 十分か     
 

シランケド    シタラ カカッテクル。 
   わからないけれど したら かかってくる。 
 

  



Ⅲ．震災前の海の様子 

［00:05:35～00:07:05］ 
 

1A：イヤー リョーシジャ ナイケン ワカランナー。 
  いやあ  漁師では   ないから わからないねえ。 
 

2B：ウーン ワカランワ。 
ううん わからないね。 

 

3A：リョーシノ ヒトダッタラ、シットッタカ ワカランケド。 
  漁師の    人だったら、 知っていたか  わからないけれど。 

 

ホレデモ キカンナ。 アトデ。 
  それでも 聞かないね。後で。 
 

4B：ホレ ワカラン。 ジシンガ イッタカラデナイト。 
  それ わからない。地震が  起きてからでないと。 
 

5A：マー ホノ サカナガ ヨーケ  トレタ、イカガ トレタトカナ。 
  まあ その 魚が   たくさん  獲れた、イカが 獲れたとかね。 

 

ホーユー グライワ キータケドナ。 
  そういう ぐらいは 聞いたけれどね。 
 

6B：ホーユーフーナンガ アッタダケデ ジシンガ キタケン ワカッタケン 
  そういう風なものが  あっただけで  地震が  きたので わかったから 

 

ジシンガ オコランダラ   タイリョーユーダケノコト。 
  地震が  起こらなかったら  大漁［と］いうだけのこと。 
 

7A：ホノタメユーンワ    シランワナ。 
  そのため［と］いうのは 知らないよね。 
 

8B：ツナミッチャ  イッペンデ ナイケンナ。ナンカイデ  ズラシテ ケンナ。〔1〕 
  津波というのは  一回で   ないからね。何回［か］で ずらして からね。 
 

アノ ジブンワナ アブ〔2〕ッチューンガ アルデショ。    
  あの 時分はね  阿部っていう［所］が  あるでしょ。 
 

ミナミチョーアブッチュー。イマ ヨー ツナミノ コトデ 
  美波町阿部という。    今  よく 津波の  ことで 

 

タカダイ  シナハレッテ ヨー テレビデ シヨーデショ。 
  高台［に］ しなさいって よく テレビで しているでしょ。 

 

アソコエ ワタシ チッサイ フネデナ フネガ カヤリヨッタ。 
  あそこへ 私   小さい  船でね  船が  ひっくり返った。 

  

マダ ソノトキノ アブニ ミナトヤ ユーンナイ。 
  まだ その時の  阿部に 港なんか いう［もの］はない。 

 

テイボーヤ ナカッタ。デ    ウチノ アニキノ イエノ ソーコ   
  堤防なんか なかった。そして うちの 兄貴の  家の  倉庫［を］ 
 

カシトッタ。 アブノ ニモツオ オクノニ。ツナミノ トキニ オーキナ 
貸していた。 阿部の 荷物を  置くのに。津波の  ときに 大きな  

 

フネガ ウエニ ドット ノッテ ソーコ    ペチャンコ。  
  船が  上に  どっと 乗って 倉庫［は］ ぺちゃんこ［になった］。 
 



ホテ  ソノ ジブンニ オコメトカ オサケトカオ アズカットッタ。 
  そして その 時分に  お米とか  お酒とかを  預かっていた。 
 

オコメオ ゲンマイオ タキダシシテ オニギリクレタ。 
  お米を  玄米を   炊き出しして おにぎり［を］くれた。 

 

ソコエ アブ イキノ〔3〕 オコメガ イットッタ ゲンマイデス。 
  そこへ 阿部 行きの    お米が  入っていた 玄米です。 
 

クロイワナ。ホレオ タキダシシテ ヒトリ ヒトツズツ クレタ。 
  黒いよね。  それを 炊き出しして 一人  一つずつ  くれた。 
 

コレワ ハンニャユートコロニ  ニゲタカラ。 
  これは 般若［と］言うところに 逃げたから。 

 

ホレ モロタン     ホレダケジョ。  
それ もらった［もの］ それだけだよ。 

 

ホイデ ゲンマイノ オニギリ モロタダケジョ。 
  そして 玄米の   おにぎり もらっただけよ。 
 
【注釈】 

〔1〕ケンナ…正確に聞き取れず曖昧。 
〔2〕アブ…徳島県美波町阿部。  
〔3〕ソコエ アブ イキノ…アブの前後の解釈が曖昧。 
 

 

 

Ⅳ．震災後の身の回りの出来事 
［00:07:15～00:09:40］ 

 
1B：ミノ マワリノ ヘンカユータッテ   ベツニ ドーコー ナイナー。 
  身の 回りの  変化［と］言ったって  別に  どうこう ないなあ。 
 

2A：モー ナミガ キヨルユーンデ     ウチラ   アワテテ ニゲタ 
もう 波が  来ている［と］いうので  私達［は］ 慌てて  逃げた 

 

  グライヤカラネ。 
  ぐらいだからね。 
 

3B：ヨースルニ ニゲー ユーダケノ コトヨ。 
  要するに   逃げろ 言うだけの ことよ。 
 

4A：フーン。モー ナンニモ モタズニ。 
  ふうん。もう 何も   持たずに。 
 

5B：ホンデ ニゲヨッテ アー コメトカ オカネトカ マタ トリニキタ ヒトワ 
  そして 逃げていて   ああ 米とか  お金とか  また 取りに来た 人は 

 

 ノーナルト。ナ スーット ニゲトッタラ ゲンキナ。 
  亡くなると。ね すうっと 逃げていたら ［今も］元気だ。 
 

7A：ソーソー。 タスカットッタ、ミンナ。 
  そうそう。 助かっていた、 みんな。 
 



8B：イッタン イキヨッテ トチューデ オモイダシテ、アー オカネ 
  一旦    行っていて  途中で   思い出して、 ああ  お金［を］ 

 

モッテコント  イカン。 アー コメガ ナカッタラ イカン 
  持ってこないと いけない。ああ 米が  無かったら いけない［と言って］ 

 

イッタン イエ   イキヨッタラ ニカイメノ ツナミニ ヤラレル。 
   一旦   家［に］ 行っていたら 二回目の  津波に  やられる。 
 

ホンデ ノーナットー  ヒトガオルケン。ホーユー ヒトガナ。 
   そして 亡くなっている 人がいるから。  そういう 人がね。 

 

ロク、シチニン ノーナッタンカナ。  
   六、 七人   亡くなったのかな。 
 

9A：ホーヤナ。マー ウチノ  ニ、サンゲン トナリノヒトガ シンドッタロ。 
  そうだね。 まあ うちの   二、三軒    隣の人が    死んでいたでしょ。 
 

ココノ ウンドージョーデ。テツジョーモンニ カミノケ   マイテ。 
  ここの 運動場で。    鉄条網に     髪の毛［を］ 巻いて。 
 

10B：《人名 1》ワ デンチューニ アガッタケン タスカッタ。 
  《人名 1》は  電柱に    あがったから 助かった。 
 

11A：エー。アノコナ、ホーナー。 
   ええ。あの子ね、そうねえ。 
 

12B：デンチュー アガッテ ヨコッチョノ ヤネ    アガッテ タスカッタ。 
   電柱［に］ あがって  横の方の   屋根［に］ あがって 助かった。 

 

ムカイノ オカーサンガ ノーナッタ。 
   向かいの お母さんが  亡くなった。 
 

13A：ホージャ ホージャ。 
   そうだ  そうだ。 
 

14B：ホンデ 《人名 2》チノ  イエガ ツブレテ イマ イズフノ マエニ。 
   そして 《人名 2》の家の  家が  潰れて  今  伊豆府の 前に。 
 

15A：アー 《人名 2》ユーン      アッタナ。 
   ああ 《人名 2》［と］いう［家も］ あったね。 
 

16B：ホノ イエガ ツブレタ。ホイデ ホコノ ワカイシ  マダ 
   その 家が  潰れた。 そして そこの 若者［が］ まだ 
 

チューガッコー クライノコヤッタト オモウヨ。ノーナッタ。 
   中学生     くらいの子だったと 思うよ。  亡くなった。 
  

17A：コノ ショーガッコー ズーット ココ    ショーガッコーダッタンヨネ。 
   この 小学校     ずうっと ここ［は］   小学校だったのよね。 

 

イマ   ヤクバガ タツマエワ ココガ。タラ    マエガ 
   今［の］ 役場が  建つ前は  ここが。そうしたら 前が 

 

ウンドージョーデショ。ホデ  テツジョーモン ズーット ハットッタンヨ。 
   運動場でしょ。    そして 鉄条網［が］  ずうっと 張っていたのよ。 

  

ホンデ ホレニ カミノ ケガ マキツイテネ ホデ  ニゲヨッタノニ 
   そして それに 髪の  毛が 巻きついてね それで 逃げていたのに 
 



ホレノ タメニ ナクナッタ。ワタシ ミタモン。ウチノ キンジョヤカラ。  
   それの ために 亡くなった。私   見たもの。うちの 近所だから。 
 

18B：ヨーワ ソレデモ ハナシヨダンニ  ナルヤシランケンド 
   要は  それでも  話［が］余談に  なるかもしれないけれど 

 

ナニモ モタント  ニゲート ユーコトヨナ。 
   何も  持たないで 逃げろと いうことだね。 
 

19A：ホー モーサット ミノマワリモ ナンヤカンヤ ユーテ  
   そう もうさっと 身の回りも  なんだかんだ 言って 
 

20B：アー オカネジャ、ギンコーノ ツーチョージャ、ユーンワ トリニ コンデ 
   ああ お金だ、  銀行の   通帳だ、 ［と］言うのは  取りに 行かないで 

 

コンデ   モー ホノママ ニゲルコト。 
   行かないで もう そのまま 逃げること。 
 

21A：ニゲルコト。 カラダ  イチバン。 
   逃げること。 体［が］  一番。 
 

22B：タカダイエ。ホデ  ウチノウラニ マエニ ヒナンショガデキトルケンドナー。 
   高台へ。   そして   うちの裏の  前に  避難所ができているけれどねえ。 
 

23A：エーノガ デキトルンヨ、ココモナ。 
   良いのが できているのよ、ここもね。 
 

24B：マダ ホンデモ デンキガ チョコチョコ。 
まだ  それでも 電気が   ちょこちょこ［あるくらい］。 

 

ホンデ ツネニ ユーンヨ、ベンジョガ イルナチユー。 
そして いつも 言うのよ、便所が   いるなと言う。 

 

25A：ソーソー トイレガ イルナ。 
   そうそう トイレが いるね。 
 

26B：トイレガ イルケド  トイレワナー エーセーテキニ ワルイラシー。 
   トイレが いるけれど トイレはねえ  衛生的に    悪いらしい。 
 

27A：ヒナンジョニ トイレガ ツイトルトコ   ナイデショ、ドッカ ヨソデモ。 
   避難所に   トイレが 付いているところ ないでしょ、どこか 他所でも。 
 

28B：ツネニ ツカワンデ イカン。〔1〕マー ユータラ。 
   いつも 使わないで  いかん。  まあ 言ったら。 
 

   ホタ   ツカウヒト ワザワザ ベンジョオ ツカイヨル ヒトガ オルンヨ。 
   そしたら 使う人   わざわざ 便所を   使っている 人が  いるのよ。   
 

カミワ モッテカエルンヨ ホンデ ダレガ カンリスルカニ ナルワ。 
   紙は  持って帰るのよ  そして 誰が  管理するかに  なるのよ。 
 
【注釈】 

〔1〕イカン…解釈が曖昧。  



Ⅴ．避難所について 

［00:10:20～00:11:00］ 
 

1B：ホンデ ヒナンショガ デキルンワ    エーケドナー。 
  そして 避難所が   できる［こと］は いいけどねえ。 

 

ヤッパリ ヤネガ イルンヨ。 
やっぱり 屋根が いるのよ。 

 

2A：ソーヤ〔1〕ナー。 
  そうだねえ。 
 

3B：アメガ フッタラ ドコニ オルデ？ニゲル トキワ ニゲレレー。 
  雨が  降ったら どこに  居るの？逃げる ときは 逃げられる。 
 

  タカダイ  イッテモ イーケン。ホレカラ ドナイスルカッチューカナ。 
  高台［に］ 行っても いいから。それから どうしようか［と］言うかね。 
 

4A：スムッテナルト。 
  住むとなると。 
 

5B：テンキダッタラ エーヨ。ヤッパリ アメノ ヒオ カンガエトイテ  
  天気だったら  いいよ。 やっぱり 雨の  日を 考えておいて   
 

クレナンダラ。 チョット ヤネデモ シテクレルカ。ナツダッタラ 
   くれなかったら。 少し   屋根でも してくれるか。夏だったら 
 

     アツーテ オレンワダ。 ホラ  イッショーケンメー ヒナンショ 
  暑くて  いられないよ。そりゃ 一生懸命      避難所［の］ 
 

ケーカクタテテ  ツクルヒトモ オルケドナ。 ナカナカ ミンナガ 
  計画［を］立てて 作る人も   いるけれどね。なかなか 皆が 
 

  ヒャクニンガ ヒャクニン マンゾクデキルヨーナンガ    ナカナカ  
  百人が    百人     満足できるような［もの］が なかなか  
 

デキンワナ。 
できないよね。 
 

【注釈】 

〔1〕ソーヤ…ソーヨナーとも聞き取れる。 

 

 

 

Ⅵ．震災当時の避難所の状態 

［00:11:05～00:13:40］ 
 
1B：ヤネジャ  ナカッタ。 
  屋根では  なかった。 
 

2A：ホンナン    ヤマヤ。アタシラ  ヤマ   ニゲタモンナ。 
  そんな［もの］ 山だよ。わたしたち 山［に］ 逃げたものね。 
 

3B：ホンナン    ナイ。タカイトコチューテ オテラトカ ホコノ 
  そんな［ものは］ない。高いところと言って お寺とか  そこの 



 

  コンマイ ヤマトカ ホーユー トコダケヨ。 ホカエ ドコエ デーヘンヨ。 
  小さい   山とか   そういう  とこだけだよ。他へ  何処へ 出ないよ。 
 

4A：モー アタシヤ チチオヤツレテ  ニゲルンガ イッショーケンメーダッタ。 
  もう  私なんか 父親［を］連れて 逃げるのが 一生懸命だった。 

 

ホタラ  ハハオヤガネ、ウチワ ショーバイシヨッタカラ キンコナンジャ  
  そしたら 母親がね、  うちは 商売していたから    金庫なんか 
   

ホンナン    ホトケサン センゾノ ホトケサン モッテ  
  そんな［もの］ 仏様    先祖の  仏様    持って  
 

  ニゲナイカンヤ      イヨッタケド  ホンナン    モッチ〔1〕ッタラ 
  逃げないといけないなどと 言っていたけど そんな［もの］ 持っていたら 
 

  イノチナイユーテ     ワタシワ ユータケド  ハハオヤワ ヤッパリ  
  命［が］ない［と］言って 私は   言ったけれど 母親は   やっぱり  
 

ホトケサンオ モッテ。 
仏様を    持って。 

 

5B：イハイオ モッテ。 
  位牌を   持って。 
 

6A：ワタシワ チチオヤツレテ  チチオヤ チョット アシガ  
  私は   父親［を］連れて 父親［は］ 少し  足が 
 

  フジユー   ナットッタケンネ チューブケー〔2〕ガ アッテ。  
  不自由［に］ なっていたからね  チューブ系が    あって。      
 

  ホンデ ニゲルンガ    ヨーヨー〔3〕。ブチャブチャート ワタリナガラ。  
  そして 逃げる［こと］が 大変。    ブチャブチャーと 渡りながら。 
 

7B：ホナケン＊ 
  そうだから＊ 
 

8A：モー ナミガネ スーット アノ オーキンガ    コンナシテ  
  もう 波がね   スーっと あの 大きい［波］が こんな［に］して 
 

  ケーヘンデスヨ。ドッカ チリツナミ？アンナヨーナ オーキナ ナミワ  
  来ないですよ。 どこか チリ津波？ あのような  大きな  波は 
 

 ケーヘン。スート シズカーニ シオガ アガッテキタ。 
  来ない。 すうと 静かに   潮が  上がってきた。 
 

9B：アシオ スクワレルンヨ。コンナ タイフー ミタイナ ナミチャウ。 
  足を   掬われるのよ。こんな 台風   みたいな 波ではない。 
 

10A：ホンナ ナミミタイナン ケーヘンノヨ。 
   そんな 波みたいなもの 来ないのよ。 
 

11B：シオガ ミチテクルデ。  シオガ ミッテクルケンテ  イキオイガ 
   潮が    満ちてくるでしょ。潮が  満ちてくるからって 勢いが 
 

  ツヨインヨ。サイショヨリカ ニカイメノ ホーガ イキオイガ ツヨインジャケン。 
  強いのよ。 最初よりも   二回目の  方が  勢いが   強いのだから。 
 

12A：モー ニカイ   サンカイガ  スゴカッタナ。イッカイメワ フワーット 
   もう  二回［目］ 三回［目］が すごかったね。一回目は   フワーっと 
 



アガッテキテ、ワタシワ バチャバチャバチャート ワタリナガラナ、 
   上がってきて、私は   バチャバチャバチャーと 渡りながらね、 

 

チチオヤノ テ   ヒイテ ヤマエ ニゲタンヨ。チチオヤヤ ヤマデ 
   父親の   手［を］引いて  山へ  逃げたのよ。父親なんか 山で 

 

アサ   ヨガ アケテ ミテミタラ ハダシダッタ。 
   朝［に］ 夜が 明けて 見てみたら 裸足だった。 
 

13B：サンリクオキノ ツナミノ トキニ ミンナデ ニゲタンジャロ？ 
   三陸沖の     津波の  時に  みんなで 逃げたのだろう？ 
 

   アレ ヨジグライ ダッタデー、  アサノ。イヤ ヒルカラ ヨジダッタンカ。 
  あれ 四時くらい だったじゃない、 朝の。 いや 昼から  四時だったのか。  

 

   ホンデ ナガレガ アルトコ ズーット オッタンヨ。 
  そして 流れが  あるとこ ずうっと いたのよ。 
  

ホラ  ジドーシャデ イッパイヨ。   
    それは 自動車で   いっぱいだよ。     
 

14A：アー ホーエ？ 
   ああ そうなの？ 
 

15B：ンデ＊   モー デンワワ カカレヘン。ホンデ ジドーシャデ 
そして＊  もう 電話は  かからない。そして 自動車で 

 

   ニゲテ イクンヨ、ヨシノバシオ。ドーロ   フサイデクレルン。 
   逃げて いくのよ、吉野橋を。  道路［を］ 塞いでくれる。 
 

16A：ホーヤナ。ケーケンガ アルモンナー。クルマデ ニゲヨッテネー。 
   そうだね。経験が   あるものねえ。 車で   逃げていてねえ。 
 

   ヨーケ  ギセーシャガ デタトコ     アッタネー。 
   たくさん 犠牲者が   でたところ［が］ あったねえ。 
 

17B：ホテナ   ドーロガナ ツーコードメニ ナルンヨ。クルマワ トーレン。 
   そうしてね 道路がね  通行止めに   なるのよ。車は   通れない。 
 

   ジシンガ イッテ イエガ ツブレタカ ナントカ、ドーロガ  
   地震が  起きて 家が  潰れたとか なんとか、道路が    
 

   ケッカイシタトカ ユーコトダッタラ クルマ  イクンワ 
   決壊したとか   言うことだったら 車［が］ 行くのは   

 

ホットカナ    シャーナイ。アルクンガ   カッチョイー。 
   放っていかないと 仕方がない。歩く［こと］が ちょうどいい。 
 

   アルイテ クツオ ナンカ ハキモンオ スルコト。ハキモンガ ナカッタラ  
   歩いて  靴を  何か  履物を   すること。履物が   なかったら   
 

ホラ  モー アシ   ケガスルモト。 
それは もう 足［を］ 怪我［を］するもと。 

 

18A：アブナイナー。 
   危ないなあ。 
 

19C：トージワ ハダシデ ニゲタンデスカ。 
   当時は  裸足で  逃げたのですか。 
 



20A：ウチ    チチオヤ  ハダシダッタデスワ。ワタシワ ハイテ 
   うち［の］ 父親［が］ 裸足だったのですよ。 私は   履いて 
 

21B：コノ ジブンワナ、ワラゾーリヨ。ワラゾーリ  ハイテイッタカ、 
   この 時分はね、 藁草履だよ。 藁草履［を］ 履いていったか、 
 

   ゴムゾーリヤ。クツヤ  ユーンワナ、   ホトンド ナイ。  
   ゴム草履だ。 靴なんて いう［もの］はね、ほとんど ない。 
  

22A：エー ウチノ コジャナイト ハキヨレヘナンダッタ。 
   良い  家の  子でないと ［靴なんか］履いていなかった。 
 

23B：クツヤ  ユーンワ    マー ナイ。ワラゾーリカ ゴムゾーリ。 
   靴なんか 言う［もの］は まあ ない。藁草履か   ゴム草履。   
 

ゴムゾーリジャナ、ホトンド。  
ゴム草履だね、  ほとんど。 

 
【注釈】 

〔1〕モッチ…モッチョとも聞き取れる。 

〔2〕チューブケー…医療器具のチューブをつけた状態だったと考えられる。 

〔3〕ヨーヨー…「いっぱいいっぱい」といった意味。 
 

 

 

Ⅶ．震災当時の食料 

［00:14:25～00:16:00］ 
 

1A：ゴハンヤ     タベルヤ   ユーヤ。  
  ご飯なんか［を］ 食べるなんて いうかな。 
 

2B：コンナ コトワ、カンガエトレヘンダ。ヨースルニ ニゲル コト ダケ シカ 
  こんな ことは、考えていなかった。 要するに   逃げる こと だけ  しか 
 

3A：カンガエトレヘナンダシ、タキダシモ ナニモ ナイシネ。ホラ  モー 
  考えていなかったし、   炊き出しも 何も  ないしね。それは もう 
 

  ジブンワ ジブンデ ナニセナ     ショーガナイ。  
  自分は  自分で  何とかしなければ 仕方がない。 
 

4B：ムカシワナ アンタラ     シラン  チンガラリンチューンオ 
  昔はね   あなたたち［が］ 知らない チンガラリン［と］いうのを 
   

  ウリヨッタ。 
売っていた。 

 

5C：｛笑｝ナンデスカ ソレワ。 
  ｛笑｝ 何ですか  それは。 
 

6A：アノー コンロヨ。 ヒ   オコス コンロ。チンガラリン    イヨッタ。 
  あのう コンロだよ。火［を］ 起こす コンロ。チンガラリン［と］ 言っていた。 
 
 

（チンガラリンの説明省略）［00:14:48～00:15:10］ 
 
 



7B：ホーユーフーナンオ   ツコテ ケッキョク カマドガ シオニ  
  そういう風な［もの］を  使って 結局    カマドが  潮に  
  

 ヌレトル  モンダカラ アカンワケ。 ツカエンノヨ。ホデ  
  濡れている ものだから いけないわけ。使えないのよ。そして  
 

  ホーユーフーナ モンオ ダイヨーヒントシテ ホレニ カマオ オイテ  
  そういう風な  ものを 代用品として    それに 釜を  置いて  
 

ゴハンタク。  ナニカ タクモンオナ。カマヌレトー、   カマワ シオニ 
ご飯［を］炊く。何か  炊くものをね。釜［が］濡れている、釜は  塩に 

 

ツカットーケン  アカンノンヨ。 シバラク カンソー セナンダラ  
浸かっているから いけないのだよ。しばらく 乾燥   させなかったら 

 

モエンワダ。マトモニ アッタッテ。  タイガイ メゲトルワ。 
燃えないよ。まともに あったとしても。大概   壊れているよ。 

 

8C：オミズッテ ドーサレテタンデスカ。 
  お水って  どうされていたのですか。 
 

9A：ミズモ シオガ サシトッタ。 
  水も   塩が  さしていた。 
 
10B：シオガ サシトルケン  アカン。 
   塩が  さしているから いけない。 
 

11A：ホヤケン ヤマノ トコイ  ノミミズダケワ ナンヤ ヤマノ ホーノナ、 
   だから  山の  ところへ 飲み水だけは    なんだ 山の  方のね、 
 

12B：トリニ イットッタ。 
   取りに 行っていた。 
 

13B：カタイデナ。 
   担いでね。 
 

14A：ウンー。｛頷き｝ヒャクショーサントコ モライニ イッテ イドミズオ。 
   うんー。｛頷き｝ 百姓さんところ［に］ もらいに 行って 井戸水を。  
 

15B：イットッタ。 
   行っていた。 
 

16A：デ   チカクニ イドモ  アッタケドモ、 ゼンブ シオガ サシテ。 
   そして  近くに  井戸も  あったけれども、全部  塩が  さして。 
 

17B：アー ジャ＊  アカンナ。 
   ああ じゃあ＊ いけないね。 
 

18A：モー カミアラウッテ         キシッテ キシッテナ。セッケンデ 
   もう 髪［を］洗うって［言ったって］ きしんで きしんでね。石鹸で 
 

   アワヤ  デナンダ。 
   泡なんか 出なかった。 
 

 

 

 

 



Ⅷ．震災当時の水害  
［00:16:01～00:18:30］ 

 
1B：ホンデナ  イマダニナ コーユーフーナ トコロニナ ツナミノ アトガ 
  そうしてね 未だにね   こういう風な  ところにね 津波の  跡が 
 

  ノコットルワ。  
  残っているよ。 
 

2A：アト  ノコットル。 
  跡［が］ 残っている。 
 

3B：ウチノ イエ アレヤ＊ヤカラ。 
  うちの  家  あれだ＊だから。 
 

4A：アルイエモ アルナ。 
  ある家も  あるね。 
 

5B：タブン。タブン アルト オモウワ。シオノ タカサガ。 
  たぶん。たぶん あると 思うよ。  塩の  高さが。 
 

6A：ホノ ウエ   ミンナ キレーニ ハットーダローケド。 
  その  上［に］ みんな 綺麗に  ［壁を］貼っているだろうけど。 
 

7B：ナンセ コノ チーキ＊ ナー、センガ イットル。 
  なんせ この 地域［は］ねえ、 線が  入っている。 
 

8A：ウチラデモ    テンジョーカラ チョットシタ クライマデナー キトッタモン。 
  うちの［家］でも 天井から     少し下    くらいまでねえ 来ていたよ。 
 

9B：ウチノ アレ＊ イッシャク キタラ テンジョージャワ。 
  うちの  あれ＊ 一尺    きたら 天井だよ。 
 

10A：ホーヤナー。ホノグライダッタナー。イッシャクカ イッシャクスンクライ。 
   そうだねえ。そのぐらいだったねえ。一尺か    一尺寸くらい。 
 

11B：ホンデナ ナカノ モンワ ナンチャ ナイワ。ミンナ ツツヌケジャ。 
   それでね 中の  物は  何も   ないよ。みんな 筒抜けだ。 
 

12A：ミーンナ ナガサレタ。モー ゼンブ ナガサレタ。  
   みんな  流された。 もう 全部  流された。 
 

13B：ミンナ ツツヌケ。 
   みんな 筒抜け。 
 

14A：ホリャイエモ ツブレタイエモアッタヨ。ホヤケド  ウチラノ    アタリワ 
   それは家も  潰れた家もあったよ。  そうだけど 私達［の家］の 辺りは 
 

15B：ツブレタンワ  スクナカッタナ。 
   潰れた［家］は 少なかったね。 
 

16A：スクナカッタナ。ナカワ ミナ  コー ナニー ナガサレタリ シタケド。 
   少なかったね。 中は  みんな  こう ／／／ 流されたり  したけれど。 
 

   ホノママナ ワクワ アッタデ。 
   そのままね 枠は  あったよ。 
 

17B：ホンデ ヒワサ〔1〕トカ ムギ〔2〕トカガ スクナイデショ ノーナッタヒトガ。 
    そして 日和佐とか   牟岐とかが    少ないでしょ  亡くなった人が。 
 



   ヒワサデ ミテモ＊ カワガ アルデチユンカ〔3〕。 
   日和佐で みても＊ 川が  あるのではないか。 
 

18A：ズーット。 
   ずうっと。 
 

19B：オーキナ カワガ アルデ。 ホンデ ミンナ ツナミ ホレイクデ。 
   大きな  川が  あるでしょ。そして みんな 津波   それ［に］いくでしょ。 
 

   アマッタ ヤツオ＊ ソトエ デテ イエガ ツカルケンド。 
   余った  やつを＊ 外へ  出て 家が  浸かるけれど。 
 

   ココラ   カワガ ナイデチュンカ。  モー ホナンダラ 
   ここら［は］ 川が ないというじゃない。もう そうしたら  
 

イエノ トコエ  コナシャーナイ。    ンデ  ムギトカ ヒワサトカ 
   家の  ところへ 来な［いと］仕方がない。そして 牟岐とか 日和佐とか 
 

   ユートコロワ アサガ イチバン オーイトコロデチュンカ。 
   いうところは 浅が  一番   多いところというのか。 
 

   アサガ コノ ミナトヤッタラ マダ ミナトワ アル。スグニ ウミヤケン。 
   浅が  この 港だったら   まだ 港は   ある。すぐに 海だから。  
 

   ウミカラ。ホンデ ナンビャクニン シンドーチユー 
   海から。 そして 何百人          死んでいる［と］言う。 
 

   アサガ＊ デ。テイボーガ イマワ アサカラ テイボーガ デキトーヨ。  
   あさが＊ で。堤防が   今は  浅から  堤防が   できているよ。 
 

   ムカシ イッコ コー ｛ジェスチャー｝ テイボー ダケダッタ。  
   昔［は］ 一個 こう ｛ジェスチャー｝ 堤防   だけだった。    
 

   ナーンチャ カンケーナイ ツナミニ。  
   何も    関係ない   津波に。 
 

20C：｛頷き｝クルマエワ ソノ イカガ ヨーケ  トレタトカ アッタンデスケド。 
｛頷き｝ 来る前は  その イカが たくさん 取れたとか あったのですけれど。 

 

21B：ホレワ ココラジャ。 
   それは ここらだよ。 
 

22A：ココダケヤケド ヨソワ シラン。 ケド  テグリユー    ホノナー 
   ここだけだけど 他所は  知らない。けれど テグリ［と］言う そのねえ 
 

ナニガ アッタケン リョーシノ ヒトガ アトデ キータケド、   
   何が  あったから 漁師の   人が  後で  聞いたけ［れ］ど、 
 

   ワタシラモ リョーシノ ヒトニ。モー マエニ イカガ ヨーケ  
   私たちも  漁師の   人に。 もう 前に  イカが たくさん 
 

   トレヨッタンガ ヤッパ  アレガ ソコガ ウゴキヨッタンジャノーユーテ 
   取れていたのが やっぱり あれが 底が  動いていたのだね［と］言って 
 

   ジシンテ ソコガ ウミノ ソコガ ウゴクッテユーテ。 
   地震って 底が  海の  底が  動くといって。 
 

23B：ナンカ マエブレガ アルンダロケドナー。ソーユーンワ    ワカランワ。 
   なんか  前触れが  あるのだけどねえ。 そういう［こと］は わからないよ。 
 



24A：ホノ ジテンデワナー、ワカラナンダ。 
   その  時点ではねえ、 わからなかった。 
 

25B：ジッサイワ。サカナガ トレタトカ。マタナンカ ワカランケンドナ、 
   実際は。  魚が    獲れたとか。また何か  わからないけれどね、 
 

   ホンナンガ    アッタンデ    ナイカナト オモウケドナ。  
     そんな［こと］が あったので［は］ ないかなと 思うけれどね。 
 
【注釈】 

〔1〕ヒワサ…徳島県海部郡日和佐町。 
〔2〕ムギ…徳島県海部郡牟岐町。 
〔3〕アルデチュンカ…解釈が曖昧。 
 

 

 

Ⅸ．震災後の街の様子 

［00:18:31～00:19:21］ 
 

1C：ジシンガ オコッタアトワ トクニ ソンナ ゲンショーワ ナカッタデスカ。 
  地震が   起こった後は  特に   そんな 現象は    なかったのですか。 
 

2B：ジシンガ オコッタ アトヤ  ユータラ ヨースルニ マタ＊ ダケノ コトヨ。 
   地震が   起こった 後なんて 言ったら 要するに  また＊ だけの ことだよ。 
 

  シオニ ヌレトルブンジャケン ゼンゼン アカンノヨ。 
  潮に  濡れている分だから  全然   いけないのだよ。 
 

  タタミワ アカン。ホンデ カベワ ゼンブオチル。オイトイテモ。 
  畳は   だめだ。そして 壁は  全部落ちる。 置いていても。 
 

  ホンデ ヨースルニ ツナミガ スンダラ アトワ ドーユーフーニ 
  そして 要するに  津波が  済めば  後は  どういう風に 
 

  カタズケルカ カタズケルンガ イマミタイニ ブルドーザーワナイワ 
  片付けるか  片付けるのが  今みたいに  ブルドーザーはないし 
 

  トラックワ ナイワデ ジブントコダケ。 
  トラックは ないしで 自分［の］ところだけ。 
 

3A：ジブンノワ    ジブンク デナ。  
  自分の［ものは］ 自分の家 でね。 
 

4B：ナカナカ イエガ ジブントコ カタッコ〔1〕 シテナイカラ。 
  なかなか  家が  自分の所は 片づけ    してないから。 
 

  イマミタイニ ボランティアガ キテクレルトカ ホンナン ゼンゼン。 
  今みたいに  ボランティアが 来てくれるとか そんなの 全然。   
 

カゾクワ イエダケ。  
家族は  家だけ。 

 

5A：ホンナン シテナイ。ナイ ナイ。ミナ  イッショヤケン。｛笑｝ 
  そんなの してない。ない ない。 みんな 一緒だから。 ｛笑｝ 
 



6B：トラックワ ナイワ ホンナモン セーゼー クワグライジャワ。｛笑｝ 
  トラックは ないし そんなもの せいぜい  鍬ぐらいだよ。  ｛笑｝ 
 

7A：ホーヨ。 
  そうだよ。 
 

8B：タッタッテ。ホンナモン ナンジャナラン。 タスケテクレヘン。 
  足りたって。そんなもの なんにもならない。助けてくれない。 
 

  ホノトキワナ。ジブントコ  ホラモー  ジブントコノ  コッ〔2〕ダケ 
  その時はね。 自分のところ それはもう 自分のところの ことだけ 
 

  セナンダラナ。シタワ モー ゼンゼン アカンノ ヤケン。シオヤケン。 
  しなければね。下は  もう 全然   だめなの だから。潮だから。 
 
【注釈】 

〔1〕カタッコ…聞き取りが曖昧。 
〔2〕コッ…コトにも聞こえる。 
  



徳島県海部郡美波町西の地方言の概観 

 
徳島大学総合科学部社会創生学科 3 年 

高木 美和 
 
１．はじめに 

徳島県南部の海岸沿い地域において、1946 年の南海地震とそれによる津波被害に関す

る話題を中心とした談話資料を収集した。本稿は、調査地点のうち徳島県海部郡美波町西

の地における談話の方言の概観として、語彙と文法に注目をして報告をするものである。 
 
２．調査報告 

以下では、海陽町浅川方言の語彙および文法に着目した分析を項目ごとにまとめ、そ

の結果を見ていくことにする。 
２．１ 方言語彙  

２．１．１ 「ヨーケ」 

「たくさん」という意味を表す、西日本で広く見られる方言であり、話題Ⅰの 15A や

話題Ⅵの 16A などで見られる。岸江ほか（2011）の「たくさん」の地図を見ると、「ヨー

ケ」は香川県や徳島県など、東四国を中心に用いられている語形であることが分かる。同

文献中において徳島県南部に確認された俚言形「カサ」は、本談話資料中では見られなか

った。 
２．１．２ 「ナンチャ」 

後ろに「～ナイ」をつけて、「何も～ない」という意味を表す。「～ナイ」は省略する

こともあるが、意味は変わらない。話題Ⅷの 11B に見られた。仙波ほか編（2003）の同

項目を見ると、美波町では「ナンジャ系」がよく用いられている様子が確認されるが、

「ナンチャ」も徳島県方言として広く用いられる語である。 
２．１．３ 「メゲル」 

「壊れる」という意味を表す。『日本国語大辞典 第二版』（2001）の「メゲル」の項を

参照すると、四国、九州、近畿など、西日本を中心に広く用いられていることが記されて

いる。「めいだらいかん」（壊してはいけない）というような用法もあり、これは動詞「メ

グ」の活用である。この両者は自動詞、他動詞の関係にある。談話資料中では、話題Ⅶの

7B に「メゲトル」の形で見られる。 
２．１．４ 「ノーナル」 

「無くなる」という意味で、近畿や北陸、四国の特に東の方に分布している方言であ

る。「ナシナル」「ナシニナル」「ナイヨーナル」などの言い方が他にある。話題Ⅳの 5B
で見られた。 
２．１．５ 「家」を表す「ク」 

話題Ⅳの 3B に見られる。藤原（1996）はこの「家」を表す「ク」について、「今日で

は、主として四国のうちに認められるのは、分布としても、注目すべきことである。もと

は、近畿地方のうちなどにも、こうしたクがかなり見られたか。」と述べている。近畿地

方をその出自に持つものかと思われるこの語形は、引用部にあるように四国地方に残存す



るものであるらしい。実際に言語地図化した岸江ほか（2011）の同項目を見ると、「ウチ

ンク」や「オランク」など「～（ン）ク」という語形は四国地方に広く用いられているこ

とが確認された。 
２．２ 方言文法 

２．２．１ 動詞の否定形 

徳島県における動詞の否定形には「ヘン」系、「ヒン」系、「ン」系など様々な種類が存

在する。動詞の否定形は、近畿地方の特に大阪・京都を中心とした周圏分布（穏やかな水

面に小石を投じた時の波の広がり方のような分布の形）が顕著に表れているものの一つで

あり、徳島県もこの影響を大きく受けている。四国全体としては元々「ン」系が多く使用

されている地域だが、岸江ほか（2011）の「行かない」や「見ない」の地図から、比較的

新しい「ヘン」系等が近畿地方に面する徳島県、また香川県東部から流入している様子が

見てとれる。 
先行研究等の結果と同じように、談話資料中からは「ン」系と「ヘン」系が確認された。

発話例としては、「ン」系は話題Ⅶの 4B など、「ヘン」系は話題Ⅵの 8A や話題Ⅸの 8B で

それぞれ確認できる。 
２．２．２ 動詞の否定形（過去） 

前項と同じように近畿地方の影響を受け、動詞の否定形の過去にも様々な種類がある。

徳島県で見られるものは大きく「ナンダ」系と「カッタ」系に分けることができるが、こ

の二つで比較すると「カッタ」は共通語由来の新しい表現で若者を中心に使用が広がって

いる表現である。 
本調査の話者は高年層であるため、仮定の意を加えた「～ナンダラ」も含め、「ナンダ」

の使用が目立った。話題Ⅷの 24A「ワカラナンダ」などに散見される。「カッタ」系につい

ては、話題Ⅰの 21A「ワカランカッタ」などが確認され、使用の優劣はあれど話者個人の

中で揺れることもあるようだ。 
２．２．３ 動詞の命令形 

話題Ⅳの 3B と話題Ⅳの 18B「ニゲー」などに見られる表現では、動詞の活用語尾を省

略した語幹のみで最後を長音にすることによって命令形としている。これも近畿地方の方

言である。 
２．２．４ 原因・理由を表す接続助詞 

原因や理由を表す「～（だ）から」の接続助詞は、共通語的な表現も多少含まれていた

が、話題Ⅲの 1A に「～ケン」という形を見ることができた。近畿地方で使用される「サ

カイ」「ヨッテ」を徳島県内でも使用する例は一部あるが、この談話中には見られなかった。

後に述べるサ行とハ行の交替にも関係してくるが、「そうだから」を意味する接続詞「ホナ

ケン」も話題Ⅰの 21A のように多数使用されている。 
 
３．まとめ 

自然談話の中から、語彙、文法、音声と、徳島県方言の特徴的なものを多数拾うことが

できた。これは談話資料として悪くないものと言えるのではないだろうか。 
ここで取り上げたものの中には「家」を表す「ク」など四国に見られる表現もあれば、

動詞の否定形のように新しい形式が少しずつ入ってきている様子がうかがえる表現も確認



できた。本調査地点に限ったことではないが、語形の変化、残存の動態などを今後とも観

察し続けていくことが肝要であると感じた。 
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Ⅰ．南海大地震直後の日和佐の様子について 
［00:11:37～00:13:37］ 

 
1D：キョーワデスネ ジシン シンサイニ カンスル オハナシオ チョット 
  今日はですね   地震  震災に   関する  お話を   ちょっと 

 

ウカガイタイナート オモッテキタンデスケド ショーワニジューイチネンニ 
伺いたいなと    思ってきたのですけど  昭和二十一年に 

 

ナンカイダイジシンガ オキタトユーコトデ ソノトキノ ハナシオ 
南海大地震が     起きたということで そのときの 話を 

 

シテイタダキタイナト オモイマス。デ ソノトキノ コトオ 
していただきたいなと 思います。 で そのときの ことを 

 

オボエテラッシャイマスカ？ 
覚えていらっしゃいますか？ 

 

2C：スコシワ オボエトル。 
   少しは  覚えている。 
 

3B：ワタシヤ ムカシノコト ミナ オボエトランノヨ。ドシタンカイナー。ミナナー 
   私なんか 昔のこと   皆  覚えてないのよ。 どうしたのかなあ。 皆ねえ 
 

ショーガッコー イッタトキ コージャ アージャッテ ハナシシヨー 
小学校［に］  行ったとき こーだ  あーだと   話［をしていたが］ 

 

イッコモ オボエトランノヨ。 
  少しも  覚えてないのよ。 
 

4A：ヨネンセーヤッタジャロ？ 
  四年生だっただろう？ 
 

5B：ジュッサイカ。ジューイチネンヤケン キューサイカ。 
  十歳か。   十一年だから     九歳か。 
 

6C：イヤー ニジューイチネン ショーワニジューイチネンジャロー。シューセンノ 
  いや  二十一年     昭和二十一年だろう。       終戦の 
 

アクルトシヤケン ショーワニジューイチネン。 
明くる年だから  昭和二十一年［だ］。 

 

7B：ショーワニジューイチネンカ ニジューイチネンユータラ。 
 昭和二十一年か       二十一年って言ったら。 

 

8A：ハッサイカ キューサイ。 
  八歳か   九歳。 
 

9B：ジュッサイ。 
  十歳。 
 

10A：ニネンセー。 
   二年生。 
 

11B：ジューイチネンヤケン ジューイチネン ウマレヤケン ワタシラワ 
   十一年だから     十一年     生まれだから 私たちは 
 

   ニジューイチネンナラ ジュッサイカナ。 
二十一年なら     十歳かな。 



 

12A：ショーガッコー ニネンヤー。 
   小学校     二年生だ。 
 

13C：ワタシガ イチバン ウエヤナー。ジューニカ ジューサングライヤナー。 
   私が   一番   上だね。  十二歳か  十三歳ぐらいだなあ。 
 

14B：ワタシト ドーキューセーヤカラナー。｛Ａを指差して｝ 
   わたしと  同級生だからなあ。    ｛Ａを指差して｝ 
 

15D：ジュッサイ ジューニサイグライノ トキニ ジシンガ オコッテ  
   十歳    十二歳ぐらいの     時に  地震が  起こって 
 

ツナミトカモ キタッテ サッキ。 
   津波とかも  来たと  さっき［言いましたが］。 
 

16B：ワタシガ オボエトンワー コー イエノ ハチゴーメグライマデ キタンヤナ。 
私が   覚えているのは こう 家の  八合目ぐらいまで   来たことだ

ね。 
 

17D：テンジョー チカクマデー？  
   天井［の］ 近くまで？ 
 

18B：テンジョー チカクマデ。ニカイカラ コー ミヨッタワ。ヨー オボエトル。 
   天井［の］ 近くまで。  二階から  こう 見ていたわ。よく 覚えている。 
 

   アトワ シラン。 オボエトラン。 
   後は  知らない。覚えてない。 
 

19C：センセーンクノ ホーワ  モー＊＊＊。 
   先生の家の   方は   もう＊＊＊。 
 

20A：ゼンゼン キトラン。 
   全然   来ていない。 
 

21B：ゼンゼン キトランノ？ ウチラ ヒクイケンナ。 
   全然    来ていないの？うちは 低いから。   
 

 カイバツ レーテンゴメートルカラ イチメートルグライ キトッタケンナ。 
  海抜   零・五メートルから   一メートル ぐらい 来ていたからね。 
 

22D：ケッコー ナミ   キタンデスカ？ 
   けっこう 波［が］ 来たのですか？ 
 

23B：ナミデナイ。  ミズガ コー。 
   波で［は］ない。 水が  こう 
 

24D：アガッテキタンデスカ？ 
  上がってきたのですか？ 

 
 
 
 
 
 
 



Ⅱ．地震が起こる前に身の回りで起こった変化 
［00:13:40～00:15:09］ 

 
 

1D：ジシンガ オキルマエトカニ ミノマワリデ ナンカ 
   地震が  起きる前とかに  身の回りで  何か 
 

カワッタコトトカ アリマセンデシタ？タトエバ ドーブツガ 
  変わったこととか ありませんでした？例えば  動物が 
 

  オランクナッタトカ サッキーノ ユキノ ホーデ キータノガ イカガ 
  いなくなったとか  さっきの  由岐の 方で  聞いたのが イカが 
 

タイリョーニ トレタトカ。 
大量に    獲れたとか。 

 

2C：イカガ トレタ。ウン。ワタシワ カワグチニ イエガ アルンデスヨ。  
  イカが 獲れた。うん。わたしは 川口に   家が  あるんですよ。  
 

モーチョット シモニ イッタラ ウミノ チカクニ モー イエノ マエ 
  もうちょっと 下に  行ったら 海の  近くに  もう 家の  前［に］ 
 

ズーット ヒロバデネ。アノー ＊＊＊ノホス バショガ アッテ、 ホコニ〔1〕 
 ずっと  広場でね。 あの  ＊＊＊の干す 場所が  あって、 そこに 

 

ズーット イカガ モー ホシテアッタ。ホレワ オボエトー。 
  ずっと  イカが もう 干していた。 それは 覚えている。 
 

3B：ミズワ ケーヘナンダン？ 
  水は  来なかったの？ 
 

4C：ウチモ    キタ。キタケドモ  タタミマデワ ツカラナンダ。 
  私［の家］も きた。 来たけれども 畳までは   浸からなかった。 
 

5D：ホカー  ナンカ アリマセンデシタ？イジョーキショー ミタイナン。 
  他［に］ 何か  ありませんでした？異常気象     みたいなものは。 
 

6A：カンジンナー。イドノ ミズガ キューニ カレタッテ＊＊＊ 
  感じないねえ。井戸の 水が  急に   枯れたって＊＊＊ 
 
 

7C：マー イドノ ミズワ ニルッテ ユーデー。   オヤタチガ ミニイッタンワ 
  まあ 井戸の 水は  煮るって いうではないか。親たちが  見に行ったことは 
 
 

  オボエテマスケドネー。 
  覚えているけどねえ。 
 
 

8B：ホノコロダッタラ ウチヤ  イエノ ナカニ イドガ アッタケンナ。 
  その頃だったら  私なんか  家の  中に  井戸が あったから。 
 

ホンナンワ  ミエンナー。 
  そんなものは 見えないねえ。 
 
 

9C：ウチガ ホナッテ ギョギョークミアイダッタトコロオ イエニ イマ 
  私が   だって  漁業組合だった所を        家に  今 
 

シトーケン  モー。 
しているから もう。 
 
 

 



10B：イマノ トコロト チガウン？ 
   今の   所と   違うの？ 
 
 

11C：イマノ トコロヨ。イマ スンドートコロト チガウケンド サトノ トコロヨ。 
   今の  所だよ。  今  住んでいる所と  違うけれど  里の  所だよ。 
 
 

12A：イカガ トレタトカジャワナ。  
   イカが 取れたとかだよね。 
 

13C：イカワ ヨー トレタ。 
   イカは よく 取れた。 
 

14A：アト   カンジマセン｛笑｝ 
   後［は］ 感じません  ｛笑｝ 
 

15B：オボエトラン。マタ ワッセトンジャ。 
   覚えていない。また 忘れているのだ。 
 
【注釈】 

〔1〕ホコニ…こそあど言葉の「ソ」が「ホ」に変化したもの。徳島以外ではあまり見ら

れない変化である。 
 
 
 
 

Ⅲ．地震後の海の様子 
［00:15:10～00:15:30］ 

 
 

1D：ジャー アトデスネ。ジシンガ オコルマエニ ウミノ ヨースッテ  
  では  あとですね。地震が  起こる前に  海の  様子って 
 

ナンカ カワッタコト アリマセンデシタ？ 
  何か  変わったこと ありませんでした？ 
 

2A：ウチワ    ヤマジャケン。＊＊＊。 
  私の［家は］ 山だから。  ＊＊＊。 
 

3C：ホナケド   マー ツナミガ クルッテユーテ ニゲルンワ ニゲタンヤケド。  
  それだけれど まあ 津波が  くると言って   逃げるのは 逃げたのだけれ

ど。 
 

ヒナンシタンヤケド。 
  避難したのだけれど。 
 

4A：アンマリ。 
あんまり［津波は来なかった］。 

 

5D：アンマリ｛笑｝ 
  あんまり｛笑｝ 
 
 
 
 



Ⅳ．地震後に身の回りで起こった変化 
［00:15:32～00:21:08］ 

 
1D：シンサイゴ ヒナンシタ アトトカデ ジシンチョクゴデスネ。ミノマワリデ 
   震災後   避難した  後とかで  地震直後ですね。   身の周りで 
 

   ドンナコトガ オコリマシタカ？ 
  どんなことが 起こりましたか？ 
 

2C：ベツニ ナンカ アッタデ？  ミノマワリノ コト。 
  別に  何か  あった［か］？ 身の周りの  こと。 
 

3A：ミノマワリッテユータラ ハシガ ナガレタ。 
  身の周りと言ったら   橋が  流れた。 
 

4B：イマノ ハシジャナクテ モーチョット カミニ   アッタ モー ネンジュー 
   今の  橋ではなくて  もうちょっと ［川］上に あった もう 年中 
 

ナガレヨッタンジャ。 
  流れていたのだ。 
 

5A：コーツーニ フベンガ アッタナー。シモニ  カリバシ 
  交通に   不便が  あったなあ。［川］下に 仮［の］橋［を］ 
 

  ツクッテ。セマーイ。 
  作って。 狭い。  
 

6C：ホレデ コー イッタリ キタリ シテナ。  
  それで こう 行ったり 来たり してね。 
 

7D：ジャーデスネ。シンサイゴ ヒトビトノ セーカツノ ヨースッテコトデ 
  ではですね。  震災後   人々の   生活の   様子ということで 
 

  タベモノトカッテ ドーデシタカ？ 
 食べ物とかって  どうでしたか？ 

 

8C：タベモノワ センゴヤケン アンマリ ナイジダイヤモンネ。 
  食べ物は  戦後だから  あまり  無い時代だものね。 
 

9D：イマミタイニ ＊＊＊トカモ ナクー？ 
  今みたいに  ＊＊＊とかも なく？ 
 

10D：ホンナンワナイ。 
   そんなものはない。 
 

11E：サカナワ？ 
   魚は？ 
 

12C：サカナワ ホンナ スグニワ イカナンダントチガウデー？  
   魚は   そんな すぐには いかなかったのではないか？ 
 

ウミニ デテイカナンデントチガウデー？リョーシノ ヒトガ 
   海に  出て行かなかったのではないか？漁師の   人が 
 

13A：ホンデモ スグニ カイフクシタダロー？ツナミモ チッサカッタケン。〔1〕 
   それでも すぐに 回復しただろう？  津波も  小さかったから。 
 

14C：ホンデモ ワタシラワ ヒナンシテ ヤマノホーノ イエデ ミッカグライ 
   それでも 私たちは  避難して  山の方の   家で  三日ぐらい 



   トマッタンデス。モー ウミニ チカカッタケンネ。 
   泊まったのです。もう 海に  近かったからね。 
 

15B：アンタノ トコ ツカッタンエー？ 
   あなたの 所  浸かったのか？ 
 

16C：ツカッタケド  タタミマデ  イカンカッタ。 
   浸かったけれど 畳まで［は］ いかなかった。 
 

17B：ワタシワ   タタミコエタンカイナ。   ホコワ ヨー 
   私［の家］は ［水が］畳［を］超えたのか。そこは よく 
 

オボエトランノヤケンド。ニカエニオッタンカイナ。ホナイ  ヨーケ 
覚えていないのだけれど。二階にいたのかな。    そんなに たくさん 

 

キトラナンダンカイナ。モー ホンナ  コンマイトキヤケン ワカラン。 
来ていなかったのかな。もう そんなに 小さい時だから   わからない。 

 

ワタシオボエトランノンヨー｛笑｝ 
私覚えてないのよ     ｛笑｝ 

 

18C：アサノ ゴジスギダッタト オモウンヤケンド。 
   朝の  五時過ぎだったと 思うのだけれども。 
 

19A：ゴジマエヤロ。ウン。 
   五時前だろう。うん。 
 

20C：ワタシラ アナンニ〔2〕 アル トミオカヒガシコーコー。イマノ バショデワ 
   私たちは 阿南に     ある 富岡東高校。      今の  場所では 
 

  ナインデスケドネ。 イマノ シヤクショノ トコロガ トミオカノ 
  ないのですけれどね。今の  市役所の   所が   富岡の 

 

  ジョガッコートユートコロダッテ ホコニ キシャデ カヨイヨッタンデスヨ。 
  女学校という所で        そこに 汽車で  通っていたのですよ。 

 

ホンデ アサワ ハヤク オキトッタンヨネ。オベントー モッテイクケン 
  そして 朝は  早く  起きていたのよね。お弁当   持っていくから 

 

  ホナケン  チョット オボエトンカモ ワカラン。 デモ キシャモ 
  そうだから ちょっと 覚えているのか わからない。でも 汽車も 

 

デンシ  ウゴカンシデ オヤスミニナッタケドネ。 
  出ないし 動かないから  お休みになったけどね。 
 

21D：マックラノナカ ソノママニゲタカンジデスカ？ 
   真っ暗の中   そのまま逃げた感じですか？ 
 

22C：ソノママニゲタラ ツネニ ヤッパリ イマダッタラ オモウンヤケドモ 
   そのまま逃げたら 常に  やっぱり 今だったら  思うのだけれども 
 

   ジブンノハキモノオ キチット コー オイトッタラ ヨカッタンヤケド 
   自分の履物を    きちんと こう 置いていたら よかったのだけど 
 

ホーシテナカッタモンヤカラ アニノ クツオ ハイテ クツガ オーキーテ 
そうしてなかったものだから 兄の  靴を  履いて 靴が  大きくて 

 

アルケンノンヨナ。ホンダラ  ワタシノ イエカラ  
歩けないのよね。 そうしたら 私の   家から  

 



   ニゲテイカナアカン。    ミチガ、 ヒロイミゾガ アルンデスヨ。 ホイデ     
逃げていかなければならない。道が、  広い溝が   あるのですよ。 そして  

 

ソノ ツチノ ミチガ コレクライノ トコロアッテ  トナリノ トコロノ  
その 土の  道が  これくらいの 所［に］あって  隣の   所の      

 

  ヘーガ コワレテネ。ミチガ トーレーデ ズット トーイトコロエ   
   塀が  壊れてね。 道が  通れなくて ずっと 遠い所へ     
 

ヒナンシテイッタンオ オボエトーネ。 
避難していったのを  覚えているね。 

 

23B：ヒナンヤシタデ？ ワタシヤ イッコモ オボエトランノヤケイド 
   避難なんかしたか？私なんか 少しも  覚えてないのだけれど 
 

  ミズガ キタンワ ニカイカラ コー ミタンワ オボエトルンヤケイド  
  水が  来たのは 二階から  こう 見たのは 覚えているんだけど   

 

   ヒナンシタヨーナ キワ ナインヤケド。  
   避難したような  気は ないのだけれど。 
 

24C：コンピラサン〔3〕ニ イタモン。ニシノ ショーガッコーイクヨテーダッタンガ 
   金毘羅さんに     いたもの。西の  小学校［に］  行く予定だったのが 
 

ホノ ミチガ トーレイデ チョット エンポーエ。 
   その 道が  通れなくて ちょっと 遠方へ。 
 
 

25B：ホイデ ヤマ   チョット アガッタンヤナ？ 
   そして 山［を］ ちょっと 上がったのだね？ 
 

26C：アノ ジキワ アガレヨッタンヨナ。イマモ マタ キレーニ ナットー。 
   あの 時期は 上がれていたのよね。今も  また きれいに なっている。 
 

27B：イマ キレーニ シヨルナ。 
   今  きれいに しているね。 
 

28C：ホヤカラ  アト イマ バショワ カワッタンヤケドモ ヤマテニ   アル 
   そうだから あと 今  場所は  変わったのだけど  山［の方に］ ある 
 

  オウチデ ミッカグライ トマッタリワ シマシタ。 
   お家で  三日ぐらい  泊まったりは しました。 
 

29D：ミズトカワ ドーナッテマシタ？ 
   水とかは  どうなっていました？ 
 

30B：アノコロ   スイドーヤ ナイナ？ 
   あの頃［は］ 水道なんか ないね？ 
 

31C：スイドーヤ ナイ。イドミズ。 
   水道なんか ない。井戸水。 
 

32D：ナンカ チョット シオガ マジッテタリトカ？ 
   何か  ちょっと 潮が  混じっていたりとか？ 
 

33C：ウチワ  カイガンブチヤケン  シオガ マジリマシタ。ポンプデネー＊＊＊。 
   私の家は 海岸の［そば］だから 潮が  混じりました。ポンプでねえ＊＊＊。 
 

34D：シンサイガ オコッタアト シゼン、ウミトカ サカナトカ ヤマトカ 
   震災が   起こった後  自然、  海とか  魚とか   山とか 
 



   ドーブツトカデ ヘンカトカ アリマシタ？ 
   動物とかで   変化とか  ありました？ 
 

35A：カンジンナー。トクニナー。 
   感じないねえ。特にねえ。 
 

36D：アンマ  コノヘン   ヒガイワ チーサカッタンデスネ。 
   あんまり この辺［の］ 被害は  小さかったのですね。 
 

37B：ミズガ コー キタダケダッタナ。 
   水が  こう 来ただけだったね。 
 

38C：カワグチニ ツケテアッタ フネガ オカノホーエ アガットッタトカナ 
   川口に   着けてあった 船が  丘の方へ   上がっていたとか 
 

   ホンナンワ アッタデスヨ。 
   そんなのは ありましたよ。 
 

39D：カタズケトカ タタミハガシテ  チョット カワカストカ？ 
   片づけとか  畳［を］はがして ちょっと 乾かすとか？ 
 

40B：ホレワ シタヨーニ オモウケンドナ ウチワ    ヒクイケン。 
   それは  したように 思うけど    私［の家］は 低いから 
 

41D：サカナガ トレル リョーガ ヘッタトカ ソーユーノワ？ナイ？キカナイ？ 
   魚が   とれる 量が   減ったとか そういうのは？ない？聞かない？ 
 

42B：アンタ イチバン チカイケン リョーニ チカイケン。 
   あなた 一番   近いから  漁に   近いから。 
 

43C：チカイケンドナー ンー キカナンダナー。ホノジキヤト ソンナ  
   近いけどねえ   んー 聞かなかったね。その時期だと そんな［に］ 
 

カンシンモナイシ。 
   関心もないし。 
 

44B：ワタシラ  コドモノコロヤケン モー ホンマ ゼンゼン ワタシヤ 
私ら［が］ 子供の頃だから   もう 本当  全然   私なんか 

 

   イッチョモ オボエトランノヨ。 
   少しも   覚えてないのよ。 
 

45A：ウチラワ ノーカヤケン ヤサイモアルシ コメモアルシ ホナニ  
   私の家は 農家だから  野菜もあるし  米もあるし  そんなに 
 

カンケーナカッタ。 
   関係なかった。 
 

46D：ホカカラ ブッシ   オクッテモラウトカデワナク？ 
   他から  物資［を］ 送ってもらうとかではなく？ 
 

47A：ウン 
うん。 

 
【注釈】 

〔1〕ケン…理由を説明するとき語尾につける「やきに」「ほなきに」が変化したもの。 
〔2〕アナン…徳島県徳島市の南に位置する市  
〔3〕コンピラサン…徳島県阿南市福井町に鎮座する神社。 



Ⅴ．徳島の地震にまつわる言い伝えについて 
［00:21:12～00:22:26］ 

 
1D：ナンカイジシントカ ソレイゼンニモ トクシマノ ホーデ ジシンガ  
   南海地震とか     それ以前にも  徳島の   方で  地震が 
 

アッタコトトカ アルンデスケド ジシンニ タイスル イーツタエトカ 
あったこととか あるのですけど 地震に  対する  言い伝えとか 

 

  キータコト アリマスカ？ 
  聞いたこと ありますか？ 
 

2C：イーツタエヤ     ナイ。 
   言い伝えなんか［は］ 無い。 
 

3D：オジーサン オバーサン トカカラ ナニカ。 
  おじいさん おばあさん とかから 何か［ありませんか？］ 
 

4C：ズット オジーサンヨリ ソノ マダ サキノ ヒトノ ソノヒトノ 
ずっと おじいさんより その まだ 先の  人の  その人の 

 

オクサンッテイッタラ ナニヤケド ユキカラ 
奥さんと言ったら   何だけれど 由岐から 

 

キトッタ ヒトガ アルンデスヨ。ヨメイリシテキテ ソノヒトガ イエト 
来ていた 人が  いるのですよ。嫁入りしてきて  その人が  家と 

 

イッショニ ナガサレタユーンワ   キーテマス。 
   一緒に   流された［と］いうのは 聞いています。 
 

5C：ニゲル トチューデ ヒキカエシタ ヒトガ ナクナッチャッタッテユーノワ 
逃げる  途中で   引き返した  人が  亡くなってしまったというのは 

 

 サッキモ キータンデスケド。 
  さっきも 聞いたのですけど。 
 

6B：ココワ ミズガ キタダケヤケンナ。ツナミデ コー キタンジャッタラ。  
   ここは  水が  来ただけだからね。津波で  こう 来たんだったら。 
 

イエモ イロイロ イタムケド タダ コー ミズガ キタダケジャッタカラ。 
  家も  いろいろ 傷むけど  ただ こう  水が  来ただけだったから。 
 

7D：デモ イエガ ゼンブ コワレテシマッタトカ ソーユーノワ アンマリ。 
  でも 家が  全部  壊れてしまったとか  そういうのは あまり。 
 

8C：ナイナー。 
  ないねえ。 
 
 
 
Ⅵ．地震後の教訓 

［00:22:30～00:28:47］ 
 
1D：ジシンーオ ウケテ イマ ミノマワリデ ジシンノ キョークンオ 

地震を   受けて 今  身の周りで  地震の  教訓を 
 



 イカシタ カツドートカ ナンカ キオツケテイルコトトカッテ アリマスカ？ 
  活かした 活動とか   何か  気を付けていることとかって ありますか？ 
 

2D：マー イキトルアイダニワ コンダロナー  トユー｛笑｝ 
   まあ 生きている間には  来ないだろうな という｛笑｝ 
 

3A：キタラ ニゲル｛笑｝ 
   来たら 逃げる｛笑｝ 
 

4E：マズ ニゲル｛笑｝ 
   まず 逃げる｛笑｝ 
 

5B：リュックサックニワ イロイロ イレトーケンド。 
   リュックサックには いろいろ 入れているけれど。 
 

6C：イチオー リュックサックワ    イレトーネ。 
   一応   リュックサック［に］は 入れているね。 
 

7D：ジュンビシテルンデスネ。 
   準備しているのですね。 
 

8B：イレトーコトワ  イレトーケンド、 ＊＊＊ミタコトナイシ 
   入れていることは 入れているけれど、＊＊＊見たこと［が］ないし 
 

 イレタトキワ イレタンヤケド。 
  入れた時は  入れたんやけど。 
 

9C：イマ ナツニ イレタンヤカラ フユニ イレカエナ      アカンナート 
   今  夏に  入れたのだから 冬に  入れ替えをしなくては いけないなあと 
 

オモイナガラ ソノママ オイテアル。 
   思いながら  そのまま 置いてある。 
 

10B：モー ホナッテ ナナジューナナヤケン。 
    もう だって  七十七歳だから。 
 

11D：マダマダデスヨ｛笑｝ 
   まだまだですよ｛笑｝ 
 

12B：モー ホナッテ ジューネンシタッテ モー ホレクライワ 
   もう だって  十年したって    もう それくらいは 
 

イケヘンダロート   オモットーケン｛笑｝ 
生きられないだろうと 思っているから｛笑｝ 

 

13D：ナンカー サッキ リュック ヨーイシテルッテコトダッタンデスケド。 
   何か   さっき リュック 用意しているということだったのですけれど。 
 

  ヒナンケーロ  キメトッタリ ナンカ オコッタラ ココニ ニゲル。 
   避難経路［を］ 決めていたり 何か  起こったら ここに 逃げる。 
 

14B：イヤ ナンカイカナー。レンシューワ アッタンヨ。ホナケン ココエキテ 
   いや 何回かなあ。   練習は    あったのよ。だから  ここへ来て 
 

  ココ    ウラカラ イタラ  サンガイマデ アガレルンヨ。 
  ここ［の］ 裏から  行ったら 三階まで   上がれるのよ。 

 

 オクジョーモ デレルンヤケド  オクジョー コノマド   ワタッテ 
屋上も    出られるのだけど 屋上［は］ この窓［を］ 渡って 

 



コノウエ   アガラント  イケンケン  チョット＊＊＊ 
この上［に］ 上がらないと いけないから ちょっと＊＊＊ 

 

ヤケドナ ホレト ミチノエキノ チョット ムコーニ ヤマエ アガル 
   やけどね それと 道の駅の   ちょっと  向こうに 山へ  上がる 
 

   ミチガ アルンヨ。ホコエモ イッタコト アルケンドナ。 
   道が  あるのよ。そこへも 行ったこと あるけれどね。 
 

15D：サッキ ミマシタ。ミチノエキ  ヨッタトキニ。 
   さっき 見ました。 道の駅［に］ 寄った時に。 
 

16B：ジップングライデ イケルナーホレワ。 
十分ぐらいで   行けるねえそれは。 

 

   イソイドランケンナー レンシューヤケン。 
   急いでいないからなあ 練習だから。 
 

17A：ホラー、イザトナルト。 
   それは、 いざとなると。 
 

18B：ナンジカカルカ ホンナ チョーシヤモン ホラー。  
   何時間かかるか そんな 調子やもん   それは。 
 

ホノトキニ ナルト チョット アワテルヤローケドナー。 
   その時に  なると ちょっと 慌てるだろうけどねえ。 
 

19A：マー ソーデスネ。 
   まあ そうですね。 
 

20B：ホコエモ ヒナンシテイッタコト   アルンヨ、レンシューデナ。デモ 
   そこへも  避難していったこと［が］ あるのよ、練習でね。   でも 
 

ユックリヤモンナー。ホノトキト ジシンガ ナイノニスルント 
ゆっくりだものねえ。そのときと 地震が  ないのにするのと 

 

アルント マタチガウト オモウワナー。 
   あるのと また違うと  思うよねえ。 
 

21C：カイガンブチニ  ＊＊＊＊ワ タテテクレトルンデスケドネ。  
   海岸［のそば］に ＊＊＊＊は 立ててくれているのですけどね。 
 

トーホクノ ジシンヨリ マエニ タテテクレタモンデ ヒクインデスヨ。 
東北の   地震より  前に  立ててくれたもので 低いのですよ。 

 

   ホレデ チョット ウミノホーエ ムイテ  イクヨーニ ナルンデネ。 
   それで ちょっと 海の方へ   向かって 行くように なるのですね。 
 

イチバン ナミガ サキ   クルトコイ モー ミナ  ホコエワ   
   一番   波が  先［に］ 来る所に  もう みんな そこへは  
 

イカンッテ      ドッカ イクトコ   カンガエーッテユーケド   
行かない［から］って どっか 行く所［を］ 考えろというけど  

 

ナカナカ ナクッテ。 
なかなか なくて。 

 

22B：ホナケド ムコーカワ   ヨーケ  シトルデヨ？  
   だけど  向こう側［で］ たくさん しているよ？ 
 



23C：ムコー    シトルケンド。 
   向こう［は］ しているけど。 
 

24B：シトーシ  ヤマッカワモ ヒロイシナ。ショーガッコーエ イケルヨーニ  
   しているし 山側も    広いしね。  小学校へ     行けるように 
 

シトルヨ。  
しているよ。 

 

25C：ショーガッコーモ イケルヨーニ シトルンヤケド  ワタシラノ イクミチワ 
   小学校も     行けるように しているのだけど 私たちの  行く道は 
 

   トーレンノンヨ。モー ミゾガネー テッキンッテユーン？アンナンオ 
   通れないのよ。 もう 溝がねえ  鉄筋というの？   ああいうものを 
 

   ゼンゼン イレント  センゴノ アトデ ジシンガ アッタ アトデ 
   全然   入れないで 戦後の  後で  地震が  あった 後で 
 

   ツケタフタヤカラネ。ホンデ トーレンケン ヤッパリ 
   つけた蓋だからね。 そして 通れないから やっぱり 
 

エンポーエ コー イカナアカン        オモウンヤケンド ナンボ 
遠方へ   こう 行かなくてはいけない［と］ 思うのだけど   いくら 

 

 チョーエ ユーテモ チョーワ ウンテ ユーテクレン。 デキテナイデス。 
  町へ   言っても 町は   うんと 言ってくれない。できてないです。 
 

26B：ウチラワ コノ サクラマチユートコロワ ココカ イマ アノー 
   私たちは この 桜町［と］いう所は   ここか 今  あのー 
 

   カイジョーホンブガ アルトコロオ ウエニ アガレルヨーニ コージ 
海上本部が     ある所を   上に  上がれるように 工事［を］ 

 

  シヨンヤケドナ   ゴーチョー〔1〕ガ アガレルヨーニ ナットンナ。 
  しているのだけれど 合庁が       上がれるように なっているのよね。 

 

  ホシタラ  ヤクオージト ミチノ マエノ ホレグライシカ    
そうしたら 薬王寺と    道の  前の  それぐらいしか  

 

  コッシャエテナイモンナ。イヨンワ    ヤクオージガ クズレルゾート 
   作ってないものね。   言っているのは 薬王寺が   崩れるぞと 
 

ジシンデ｛笑｝ 
地震で ｛笑｝ 

 

27D：スゴイ オッキー オテラデスヨネ。 
   すごい 大きな  お寺ですよね。 
 

28B：ウン。ウン。ソーユーコージワ シヨー。 
   うん。うん。そういう工事は  している。 
 

29C：ホイデ エキカラ ムコーエ ワタル リッキョーガ デキトルデー。 
   そして 駅から  向こうへ  渡る  陸橋が    できているでー。 
 

  ミチノ エキノホーニ アソコエ ニゲルッテ イヨルヒトガ  オルンヤケド   
  道の  駅の方に   あそこへ 逃げるって 言っている人が いるのだけれど 

 

  アレワ アカンノデ？ 
   あれは いけないの？ 
 



30B：イヤ、イケルダロ。テツドー  マタグヨーニ コッシャエトンヨ。 
   いや、 大丈夫だろ。鉄道［を］ 跨ぐように  作っているのよ。 
 

ミチノエキニ イクナ。ホラ  イケルンチャウデ？ 
   道の駅に   行くね。それは 大丈夫ではないの？ 
 

31C：アレワ シッカリ シトー、 ツクットーッテユーケンドナ。 
   あれは しっかり している、作っていると言うけれどね。 
 

32D：マー トニカク タカイトコロエ ニゲルッテユー。 
   まあ とにかく 高いところへ  逃げるという［こと］。 
 

33B：ココデモ サンガイヨリ タカイケンナ。 
   ここでも 三階より   高いからね。 
 

34C：ココワ タイシン    シトランノダロ？ 
   ここは  耐震［工事を］ していないのだろ？ 
 

35B：シタヨ。シタ。 
   したよ。した。 
 

36C：シタン？ホンマー。ホナ    イケルデー。   チカイデー。 
   したの？本当［に］。そうしたら 大丈夫じゃないか。近いじゃないか。 
 

37B：タダナ オクジョーエイク バリケードナ。アレダケ チョット モット 
   ただね 屋上へいく    バリケードね。 あれだけ ちょっと もっと 
 

  カンタンニ アガレルヨーニ シトイテモラワント  イカンナートオモウ。 
  簡単に   上がれるように しといてもらわないと だめだなと思う。 

 

  アンナンヤッタラ  コージ   シレトルトオモウ。  
   あんなものだったら 工事［は］ ［高が］しれていると思う。   
 

カイダンツケタラ エーダケヤモンナ。 
階段つけたら   いいだけだものね。 

 

38C：ホーヤナー。ソトニ カイダン  ツイタラ エーナー。 
   そうだなあ。外に  階段［が］ ついたら いいねえ。 
 

39D：ホカニ カイチューデントーオ チカクニ オイトルトカ？ 
   他に  懐中電灯を      近くに  置いているとか？ 
 

40C：アタマモトニ     オイテマス。 
   頭元に［懐中電灯を］ 置いてます。 
 

41D：アタマモトニ     オイテマスカ？ 
   頭元に［懐中電灯を］ 置いてますか？     
 

42B：オイトーケド  ドコ    オイトーカ  ワカラン｛笑｝ 
   置いてるけど  何処［に］ 置いているか 分からない｛笑｝ 
 

   ホンナトキワ コレアルナート オモーテ ココ    オクンヤケド  
   そんな時は  これあるなあと 思って  ここ［に］ 置くのだけれど 
 

   ホノトキ ニナッタラ ワスレトーワナ。 
   そのとき になったら 忘れているよね。 
 

43D：マー ソーデスネ。 
   まあ そうですね。 
 



44C：デンチト ケータイワ イツモ アタマモトエ オイトー。 
   電池と  携帯は   いつも 頭元へ    置いている。 
 

45B：アンタ    イチバン ヨージンシトー｛笑｝ 
   あなた［が］ 一番   用心している ｛笑｝ 
 

46C：ジシンダケナクシテ   ナンカアッタラ ムスメノトコカラ デンワデモ  
地震だけ［では］なくて 何かあったら  娘の所から    電話でも  

 

カカレヘンカナトオモッテ オイトー。 
   かからないかなと思って  置いている。 
 

47B：センセーノ トコワ オオキナ イエヤケン ドナイ  ナレヘンワー。 
   先生の    所は  大きな  家だから  どうにも ならないよ。 
 

48A：テマエニ ヤマガ アガルモンナ。 
   手前に  山が  上がるからね。 
 

49C：チカクヤモンナ。センセーンクワ。 
   近くだものね。 先生の家は。 
 

50B：ホナイ  ナッタラ ケッコー アガルワナー。        
   そんなに なったら  結構   あがる［ことが出来る］よね。 
 

   ツネ  アガレーデモ。 
   いつも あがれなくても。 
 

51A：モー ヨーアルカンヨーナットルヨ。 
   もう 歩くことが出来なくなっているよ。 
 

52B：センセーンクノ アタリノ アノ カワ？アレッテ テイボー  タコーナイデ？ 
   先生の家の   あたりの  あの  川？ あれって 堤防［は］ 高くないか？ 
 

53A：タカイ。 
   高い。 
 

54C：タカイケンド ヤッパリ アカンカナー？ 
   高いけれど  やっぱり だめかなあ？ 
 

55A：マー ツナミ   クルワナー。 
   まあ 津波［が］ 来るよねえ。 
 

56B：ホナケン、 コダカヤ     ヤッタラ イチバン シタヤケンナー。  
   そうだから、コダカ［なんか］ だったら  一番   下だからねえ。 
 

アレ    コエル    ユータラ モー ダイブ。 
   あれ［を］ 超える［と］ 言ったら もう だいぶ。 
 

57A：マー ウチラノ ホーマデワ コント。  
   まあ 私たちの 方までは  来ないと。 
 

58B：トオモウナー。 
   と思うねえ。 
 

59A：キタラ キタトキノ。 
   来たら 来た時の。 
 

60D：キタラ タダ タカイトコロヘ ニゲルミタイナ？ 
   来たら ただ 高い所へ    逃げるみたいな？ 
 



61B：ウチラ    モー テイボーガ アガレンヨーニナッタラ アカンデーナ。     
私たち［は］ もう 堤防が   上がれなくなったら   いけないよね。 

 

カイバツ  イチメートルイナイヤケンナ。ツナミガ キタラ、テイボーガ  
   海抜    一メートル以内だからね。  津波が  来たら、堤防が 
 

サケタラ モー。 
   裂けたら もう。 
 

62D：モー キマスネ。 
   もう ［波が］来ますね。 
 
【注釈】 

〔1〕ゴーチョー…合同庁舎を省略したものと思われる。 
 
 
 
Ⅶ．安政の大地震  

［00:28:47～00:29:18］ 
 
1D：アンセーノダイジシン。エドジダイニ アッタッテユー。アノトキノー、 
   安政の大地震。    江戸時代に  あったと言う。 あの時の、 
 

イーツタエトカ ナンカ キータコト アリマスカ？ 
  言い伝えとか  何か  聞いたこと ありますか？ 
 

2C：アノトキ ヒワサワ ドンナンダッタンデー？ユキワ スゴカッタトユー 
  あの時に 日和佐は どんなものだったのか？由岐は すごかったという 
 

イエデ ナガレタトユー    キイタコトガアル。ヒワサ     キカンナー。 
  家で  流れたという［のを］ 聞いたことがある。日和佐［では］ 聞かないね。 
 

3B：アンマリ キカンナー。  
    あまり  聞かないねえ。 
 

4A：ユキト シシクイトナー。 
    由岐と 宍喰とね。 
 

5D：アノヘン？ 
    あの辺り？ 
 

6A：オーキン。 
  大きい［被害は。］ 
 

7D：ソーデスカ。 
   そうですか。 
 
 
 
Ⅷ．震災と日和佐 

［00:29:30～00:35:03］ 
 
1D：ダイタイネ キコーカナッテオモッテ。モッテキタ ネタトユーカ。 
   大体ね   聞こうかなって思って。 持って来た ネタというか。 



ツキチャッタンデスケド ナンカ アンマリ ワタシジシンガ オッキー ジシンオ 
  尽きてしまったのですが 何か  あまり  私自身が    大きい  地震を 
 

  ケーケンシタコトガ ナイノデー。 
  経験したことが   ないのでえ。 
 

2B：ワレワレモ ケーケンシャ  ユータッテ コマイトキヤケン オボエトレヘンシ

ナ。 
  我々も   経験者［だと］ 言ったって 小さいときだから 覚えてないしね。 
 

  トーホクノ    ミテナ。ホレト アワジノント   ミテ カンシンガ  
  東北の［地震を］ 見てね。それと 淡路の［地震］と 見て 関心が 
 

アルグライノモンジャナ。ホレマデワ ナンニモ オモートラナンダ。 
あるぐらいのものですね。それまでは 何も   思っていなかった。 

 

3A：トニカク モー アルイテニゲル。ソトニデナイ。マックラヤシ トニカク  
  とにかく もう 歩いて逃げる。 外に出ない。 真っ暗だし  とにかく 
 

  アルケンノヤワ。ジメンガ ユレテ。ウエモ ユレタラ ヤネガ 
   歩けないのだよ。地面が  揺れて。上も  揺れたら 屋根が 
 

コー。〔1〕 アンダケ ユレタラ ムカシノ イエワ コワレルワナ。 
  こう。   あれだけ 揺れたら 昔の   家は  壊れるよね。 
 

4C：ホーヤナー。 
   そうだねえ。 
 

5A：ホシテ コワストキノ アノハシラヨ。イシノウエニ タテテアル。 
    そして 壊すときの  あの柱よ。  石の上に   立ててある。 
 

6B：ウチヤ  コワシタトキニナ、シタナインヨ。       コワストキニナ   
   家なんか 壊したときにね、 ［石が］下［に］ないのだよ。壊すときにね   
 

オーキナアレガ イットンヨ   ウエニ。ホイデ ケッコー  
   大きな［梁］が 入っているのよ 上に。 そして 結構    
 

ホレヨルンヨナー。 
［地震で揺れた時に］掘れるのよねえ。 

 

7A：ムカシノ タテモノワ ＊＊＊ タエルン。 
  昔の   建物は   ＊＊＊ 耐えられる。 

 

  イマ アンデケ タイシンヤッテ    シンパイヤノニナー。 
  今  あれだけ 耐震［工事を］行って 心配なのにねえ。 
 

8B：キオ イシノ ウエニ ノシトーデケヤモンナ。 シタモクサッテ アレーヘン。 
  木を 石の  上に  乗せているだけだものね。下も腐って   ありゃしない。 
 

  ゼンブガ ナインデナイ。ナイトコロガ ナイ。オーキナ アレガ 
  全部が  無いじゃない。無いところが ない。大きな  ［梁］が 
 

 イットッタデーダ。 
  入っていたではないか。 
 

9D：ハリデスカ？ 
  梁ですか？ 
 

10C：ナンカイジシンノ トキワ ウチノ イエノ マエワ ホレコソ イカ 
   南海地震の    時は  私の  家の  前は  それこそ いか［を］ 



 

   イッパイ ホシトッタトコロダッタンヨ。ホコニ コー ナヤガ アッタンヨ。 
   いっぱい 干していたところだったのよ。そこに こう 納屋が あったのよ。 
 

   ホシタラ ホコイ ヒキアゲテキタヒトガ ハイットッテ ホノヒトヤ ナヤデ 
   そしたら そこに 引き上げてきた人が  入っていて  その人が  納屋で 
 

   ヒクーニナッテ ホノウエデ ヤネノ ウエデ ミタッテユー ヒトガ イル 
   低くなって   その上で  屋根の 上で  見たという  人が  いる 
 

   ＊＊ アノヒトヤ  キー  ノボットッタッテ ユー ヒトモ オッタデスヨ。 
   ＊＊ あの人なんか 木［に］上っていたって  言う 人も  いましたよ。 
 

11A：ツナミガ キタ＊＊＊ 
   津波が  きた＊＊＊ 
 

12B：イチバン オボエトンワ。 
   一番   覚えているのは。 
 

13C：ジブンダッテ ホラ ジドーシャヤ ホナイナイデー。 ウエヘ アガッテデモ 
   自分だって  ほら 自動車なんか そんなにないだろう。上へ 上がってでも 
 

   イマワ アノ ガンペキニ ズーット ジドーシャガ ナランドンヨナー。 
   今は  あの 岸壁に   ずっと  自動車が   並んでいるよねえ。 
 

14B：ホナケド  オタクヤノ トコロワ ダイブ アレガ アルデー？ 
   そうだけど お宅なんか  所は   大分  あれが あるじゃない？ 
 

15C：ナニ？ 
  何？ 

 

16B：ヘイ   シトルデ？  ワリト タカイ。 
   塀［を］ しているだろ？ わりと 高い。 
 

17C：ウチノッテ   ドコニ？ 
   家の［塀］って どこに？ 
 

18B：ボーショテー アノ トーリヨ。 
   ボーショテー あの 通りよ。 
 

19C：イヤー アンナ ヒクイ タヨリナイ コレグライノ ハバシカナイ ヨーナ 
   いや  あんな 低い  頼りのない これぐらいの 幅しかない  ような 
 

   モー ヒクイ アレワ。アンナン ツナミガ キタラ モー 
   もう 低い  あれは。あんなの 津波が  来たら もう 
 

   アノ クルマガ ゼンブ ナガレタラ イエガ モー 
   あの 車が   全部  流れたら  家が  もう 
 

   ミナ   ヤラレテシマウカナッテ ユーヨーナ ホンナカンジヤネ。 
   皆［が］ やられてしまうかなって 言うような そんな感じやね。  
 

20B：ホナ  アマリ イランコト  イワレンノ｛笑｝ 
   だって あまり いらないこと 言えないの｛笑｝ 
 

21D：ワタシガ オボエテルノワ ハンシンアワジデー。マー ジモト  
   私が   覚えているのは 阪神淡路で。    まあ 地元［が］ 
 

カガワダッタンデ ソンナニー ユレチッチャイホーデ、ワタシジシン 
   香川だったので  そんなに  揺れ［は］小さい方で、私自身 
 



メー   サメナクッテ。 
目［が］ 覚めなくて。 

 

22B：ヨナカ トクシマエ カエンヨルトキニナ。アレ ロクジグライ ダッタンヨナ。 
   夜中［に］徳島へ   帰っている時にね。 あれ 六時ぐらい  だったのよ。 
 

23A：ゴジ ロクジグライジャナ。 
   五時 六時ぐらいだね。 
 

24B：ロクジマエヤナ。 
   六時前やね。 
 

25A：アサノ ロクジマエ。 
   朝の  六時前。 
 

26B：ゴジナンボニ キシャニノラナアカンデナ  ゴハン 
   五時ぐらいに 汽車に乗らないといけなくて  ご飯［を］ 
 

   タベヨートキニ ユレタン。ボクラ シランカッタモン。ユレタンワ。 
   食べている時に 揺れた。 僕ら  知らなかったもの。揺れたのは。 
 

27D：ソコマデ オッキー ユレデワ？ 
   そこまで 大きい  揺れでは？ 
 

28B：ホイデナー ジシンテナー アルッキョッタラ ワカラヘンノー。ネトンガ 
   それでねえ 地震ってねえ  歩いていたら   分からないの。 寝ているのが 
 

   イチバン ヨーワカル。オーキカッタラ シランケンド。ウチヤ ホコラ 
   一番   よく分かる。大きかったら  知らないけど。家や  そこら 
 

   ダッタラ アルッキョッタラ ワカルンヨナー。 コーヤッテ コシカケトッタラ 
   だったら 歩いていたら   分かるのだよねえ。こうやって 座っていたら 
 

ワカルケンドナ。ワタシワ ゴハン タベヨッタケンナ。 
   分かるけれどね。私は   ご飯  食べていたからね。 
 

29C：ナンカイジシンノ トキニ ワタシノ アニヤ  フターツウエヤケド 
   南海地震の     時に  私の   兄なんか 二つ上だけれど 
 

  ニカイデ ネヨッテ カイダン  オリテクルンガ ナカナカ   
二階で  寝ていて 階段［を］ 降りてくるのが なかなか   

 

オリレヘナンダッテ ユーテマシタ。 
   降りられなかったと 言っていました。 
 

30A：ニカイノヒトガ コナンダンダロ？ ドシタンダローッテナ。トガ アカナンダ。 
   二階の人が   来なかったのだろ？どうしたのだろうとね。戸が 開かなかった。 
 

   ユレヨートキワ  ヤッパリ。スーダンナッテカラ      アワテテ 
   揺れているときは やっぱり。［残り］数段［に］なってから 慌てて 
 

   オリヨッテ カイダンノ ウエカラ シタマデ ゴロゴロゴロト オチタ｛笑｝ 
   降りていて 階段の   上から  下まで  ごろごろごろと 落ちた｛笑｝ 
 

31B：アワテルワナー。 
   慌てるよねえ。 
 

32C：ギャクニ ソーユー ニゲルトキニ アワテテ ケガスルトカユートキモ 
   逆に   そういう 逃げるときに 慌てて  怪我するとかいう時も 
 



アルンデスネ。 
あるんですね。 

 

33B：ホナケン  ヨーイスルトキニ ジシンガトマルマデ マタナ 
   そうだから 用意するときに  地震がとまるまで   待たないと。 
 

   シャーナイナ。ユレヨルトキワ ソトイ デテモ アブナイワナー。 
   しかたないね。揺れている時は 外に  出ても 危ないよねえ。 
 

34A：ヤカラ ムカシノヒトワ スグニ フスマオ アケッチョッタ。 
   だから 昔の人は    すぐに 襖を   開けていた。 
 

   ショージヤ フスマオ アケトケッテ。 
   障子や   襖を   開けとけって［言われた］。 
 

コレモ ヒトツノ イーツタエ。 
   これも 一つの  言い伝え。 
 

35D：アー ソーデスネ。 
   あー そうですね。 
 

36B：イマダッタラ アケイホーガ エーンチャン？ 
   今だったら  開けない方が いいのではない［か］？ 
 

37A：イマワ ドアヤモンナ。 
   今は  ドアだからね。 
 

38C：ホーヤナ。ドアモ グアイワルイネ。ホンマノ トコロ。 
   そうだね。 ドアも 具合悪いね。  本当の  ところ。 
 

39B：ホンナ アケトクワケニワ  イカンシナ。 
   そんな 開けておくわけには いかないしね。 
 

40C：マー ホナケド ヒワサッテ ナンノ トキデモ アンマリ オーキナ 
   まあ だけど  日和佐って 何の   時でも  あまり  大きな 
 

   サイガイニワ アワンネー。 
   災害には   遭わないね。 
 

41B：ホラナー チケーカラ ユーテ ユキヤッタラ ショッチューヤケド。 
   それはね 地形から  言うて 由岐やったら いつもだけど。 
 

   ヒワサヤッタラ ワリカタ マツシマガ アルケーナ。ハイッテクルトコ 
   日和佐だったら わりと  松島が   あるからね。［波が］入ってくる所［を］ 
 

   セマーシトルシ ワリカタ カワガ オーキーワナ。 
   狭くしているし わりと  川が  大きいよね。 
 

42A：アノー タツシマ〔2〕ガ モノスゴイ ヤクニタッチョーナ。 
   あのう 立島が      ものすごい 役にたっているね。 
 

43B：アサカワ  ユータラ マトモヤモン。 
   浅川［と］ 言ったら まともだもの。 
 

44C：ミチト ウミトガ ワリト カワラングライヤモンナ。 アレ。 
   道と  海とが  割と  変わらないぐらいだものね。あれ。 
 

45B：ホイデ カワワ セマーイ カワヤケンドナ。ホラ   カーット〔3〕キタラ。 
   そして  川は  狭い   川だけどね。  それ[が] [川が]カーッときたら。 
 



ホナイオモートンヨ。    ワタシワ。カワワ オーキイシナ。ホコデ 
   そんな風に思っているのだよ。私は。  川は  大きいしね。 そこに 
 

コッチャイク ミチモアルシ。カワニ ナトッル。 パーント〔4〕 ワカレタリ 
  こっちに行く 道も あるし。川に  なっている。パーンと    分かれたり 

 

ナンヤシテ。 ケーヘンノチャウカト オモットルンヤケド。 
   いろいろして。来ないのじゃないかと 思っているのだけれど。 
 

46D：ウマイコト ブンサンサレルトユーカ。 
   うまく   分散されるというか。 
 

47B：ブンサンサレテ。ホレワ オーキーダロナ。ガーット ノボレヘンカイナト 
   分散されて。  それは 大きいだろうな。ガーッと 上れないかなと 
 

   オモッテルンヤケド。 
   思っているのだけれど。 
 
 
 
【注釈】 

〔1〕…家の屋根が左右に揺れる様子を動作で表わしている。 
〔2〕タツシマ…徳島県海部郡日和佐にある無人島 
 

（http://www.weblio.jp/content/%E3%82%BF%E3%83%84%E3%82%B7%E3%83%9E） 
〔3〕〔4〕カーッと・パーンと…水の流れについて擬態語で表わしたもの。 
  



徳島県海部郡美波町日和佐方言の概観 

 
徳島大学総合科学部人間文化学科 3 年 

先谷 香保 
 
１． はじめに 

徳島県南部の海岸沿いの地域において、1946 年の南海地震とそれによる津波被害に関

する話題を中心とした談話資料を収集した。本稿は、調査地点のうち徳島県海部郡美波町

日和佐における談話の方言の概観について、語彙と文法に注目して報告するものである。 
 

２． 調査報告 

 以下では、橘町の方言の語彙および文法に着目した分析を項目ごとにまとめ、その結果

を見ていくことにする。 

２．１方言語彙 

２．１．１ ○○ンク 

『徳島県のことば』（1997）によると「ク」は漢字で「処」と表記され、場所や家を意味

するものとされている。談話中では「センセーンク」の発言が確認出来る。これは「先生

の家」と訳されている。 

C：センセーンクノ ホーワ  モウ＊＊＊。 

先生の家の   方は  もう＊＊＊。 
２．１．２ 「コマイ」 

 『徳島県のことば』（1997）によると「細かい」と「小さい」の意があることが確認出

来るが、談話中では話者 B が「小さい」の意で使用していたことが前後の文脈から読み

取れる。話者 B は「コンマイ」も使用しているが「コマイ」と意味は同じで、こちらは

鼻音の前に撥音が挿入されたものである。 

B：コンマイトキヤケン ワカラン。 
小さい時だから   わからない。 
 

    B：コマイトキヤケン オボエトレヘンシナ。 
小さいときだから 覚えてないしね。 

２．１．３ 自称詞 

徳島県海部郡美波町日和佐では「ワタシ」の使用が多かったが「ウチ」の使用も確認す

ることができる。『徳島県言語地図』（2002）によると徳島県南部では「ウチ」が使用され

ていることが分かる。 

２．２方言文法 

２．２．１ 原因理由（接続助詞） 

 原因・理由を表現する順接接続助詞としては徳島県全域で「ケン」が多く使用されて

いる。徳島県で使用されている順接接続助詞には「ケニ」、「キニ」、「キン」、「サカイ」な

どがあるが『徳島県言語地図』（2002）によると橘町周辺では使用しないという結果が出

ているため、談話中にも確認出来なかった。  



２．２．２ 断定（助動詞） 

 断定の助動詞「ダ」の方言表現として談話中には「ジャ」や「ヤ」が確認出来る。「ジ

ャ」の使用は徳島県では一般的である。しかし『徳島県言語地図』（2002）によると、海

南では「ヤ」の使用が多く見られている。「ヤ」については近畿圏ではよく使用されてい

るのだが、徳島県での使用については、近畿圏の影響を受けているためと考えられてい

る。徳島県の若年層では近畿圏の影響を受け、「ヤ」の使用が多く見られる。 

２．２．３ 「デ」（文末詞） 

 『徳島県のことば』（1997）によると「イントネーションによって疑問・詰問・勧誘、

ときに強調にも多用される。」と書かれている。「デー」のように伸ばすこともあるが、意

味は同じである。 

    C：アノトキ ヒワサワ ドンナンダッタンデー？  
      あの時に 日和佐は どんなものだったのか？ 
     

C：ホナ    イケルデー。 
そうしたら 大丈夫じゃないか。 

２．２．４ アスペクト 

 『徳島県のことば』（1997）によると「既然態には～トル・トーが、進行態には～ヨ

ル・ヨーが使われるが、前者は進行態にも用いる。」と記されている。談話中では「～ト

ル・トー」の使用が多く、既然態・進行態どちらにも使われていることが分かる。 

    B：イマ キレーニ シヨルナ。  （進行態） 
      今  きれいに しているな。 
     
    B：ショーガッコーエ イケルヨーニシトルヨ。  （既然態） 
      小学校へ     行けるようにしているよ。 
２．２．４ 否定（動詞） 

 動詞の否定には「ン」が付く形と「ヘン」が付く形などがある。過去の否定の際には

「ヘンカッタ」を使用することもあるが、今回の談話では確認することは出来ず、「～ナ

ンダ」を使用していることが分かった。 

２．３ その他 

２．２．３ サ行とハ行の交替 

 サ行音をハ行音に発音することがあり、談話では「ホコ」や「ホシタラ」などが使用さ

れている。 

    B：ホコワ ヨー オボエトランノヤケンド。 
      そこは よく 覚えていないのだけれど。 
 
    C：ホシタラ ホコイ ヒキアゲテキタヒトガ ハイットッテ 
      そしたら そこに 引き上げてきた人が  入っていて 
 
 
 



３．まとめ 

 一般的に徳島県で使用されている方言表現を談話中でも使用していることが確認出来

た。同地域の人との談話ということで徳島県全体だけでなく、南部によく見られる表現も

見られたのではないかと思う。聞き取れない箇所もいくつかあったが、特に問題もなく分

析を進めることができた。 
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Ⅰ．食卓での会話 

 

 
1A：ドシタン。 ヤリヨレヘンノ？ 
   どうしたの。やっていないの？ 
 

2E：ン？ウン。 
  ん？うん。 
 

3A：オ？ドナイッション。ホレ、ヤリヨレヘンデー。 
  お？ どうしているの。それ、やっていないじゃないか。 
 

4B：ア イタ。 
  あ 痛い。 
 

5A：ア、デンキ   ツイトンノニ。 ミテミナ   アカンノニ。 
  あ、電気［は］ ついているのに。見てみないと いけないのに。 
 

6E：ナンデ？ハイットーヨ。 
  何で？ ［電源は］入っているよ。 
 

7E：オトガ トリタイッテ。ガメンデナクテ。 
  音が   取りたいって。画面ではなくて。 
 

8A：オト   キコエンデ。 
  音［が］ 聞こえないじゃないか。 
 

9E：エ、トンリョーケン、キコエンヨ。 
  え、 録っているから、聞こえないよ。 
 

10E：オジーチャンガ シャベリヨンオ トンリョンジャ。 
   おじいちゃんが 喋っているのを 録っているのだ。 
 

11A：ッハ ホンマ。アー、ホーカイ。ホレワ シラナンダノ。 
／／ 本当に。ああ、そうか。 それは 知らなかったの。 

 

アー ホーカ、マッテヨ。クスリ ア、ドシタン。 モ  エーカ。 
ああ そうか、待ってよ。薬   あ、どうしたの。もう いいか。 

 

コッチャ、ナニ イレルカ、コッチャエ。ガパット。オ？ 
こちらへ、×× 入れるか、こちらへ。 がぱっと。お？ 

 

12B：カンマン。 
   構わない。 
 

13A：オ？カンマンノ。 
   お？ 構わないの。 
 

14B：テガ クワッタ〔1〕。 
   手が 疲れた。 
 

15A：オー？クワッタン？ 
   おお？疲れたの？ 
 

16B：クワッタ。イタイ。コンド   コッチガ。 
   疲れた。 痛い。 今度［は］ こっちが。 
 

17A：ホーカイ。ンー コッチャ    オマン シャーナイ。 
   そうかい。んー こちらなんかは  お前  仕方ない。 



 

ホッチャワ   コレ、タイソーガ タラン。 タイソー  セナイカンノ。 
そちらなんかは これ、体操が   足りない。体操［を］ しないといけないね。 

 

18B：コケタンケ？ 
   転んだのか？ 
 

19A：オウ、コケタンジャ。 
   おう、転んだのだ。 
 

20B：テガ オッタンケ？ 
   手が ［折れた］のか? 
 

21A：ハー ホージャ。オレタンジャ。 
   はあ、そうだ。 折れたんだ。 
 

22B：オレトン。 
    折れているの。 
 

23A：フン。コレ ブッカケ    シタロカ。   ノー。 
   うん。これ ぶっかけ［に］  してあげようか。ねえ。 
 

24B：タベレルケ？ ブッカケシタラ。 
   たべられるか？ぶっかけ［に］したら。 
 

25A：タベレルヤロ？ 
   食べられるだろ？ 
 

26B：アンマリ ヨーケ  イレタラ アカンジェ。 
   あまり  たくさん  入れては いけないよ。 
 

27A：ホンナコト    ナイワ。イケルワ。 
そんなこと［は］ ないよ。大丈夫だよ。 

 

ブッカケシテ    ホレ カキコンダラ エーンジャ。 
   ぶっかけ［に］して、ほら かきこめば  いいのだ。 
 

ホイタ、  ン ドシタ  ドシタン。 チャント モタナンダラ。 
そうしたら、× どうした どうしたの。ちゃんと 持たないと。 

 

オ ホージャ ホージャ。ホージャ。ホイ、クチ   モッテコイ。 
   オ そうだ  そうだ。 そうだ。 ほら、口［を］ 持って来い。 
 

28B：ア イタ。ヤネガ イタイ。 
あ 痛い。肘が  痛い。 

 

29A：ヤネガ イタイッチュカ。シッカリ タベーヨ。 
   肘が  痛いというのか。しっかり 食べろよ。 
 

30A：ホイ、シル、シル   ノメ。シル   ノメー。モットカ。イケルカ。 
   ほら、汁、 汁［を］ 飲め。汁［を］ 飲めー。もっとか。大丈夫か？ 
 

31B：ア イターイ。ヤネガ イターイ。モー エーケンナー。 
あ 痛い。  肘が  痛い。  もう いいからねえ。 

 

ゴハンガ ヨーデケタ。  コレ ヒローテ。コレ ゴハン。 
［お腹いっぱいになった］。 これ 拾って。 これ ご飯。 

 

32A：アー ホーカ、ヨッシャ ヨッシャ。 
   ああ そうか、よっしゃ よっしゃ。 
 



33B：モー エーケン。ハイランケン。 
   もう いいから。入らないから。 
 

34A：ハイ チャント モッテ。コッチャノテ、ドンナナットン。 
はい ちゃんと 持って。こちらの手、 どうなっているの。 

 

ホラ、クチー  イレタルワ。 
 ほら、口［に］ 入れてあげるよ。 

 

35B：テー   イゴカンワ。 
   手［が］ 動かないよ。 
 

36A：ホーカー。ウゴカサナイッカ、  モット。 
   そうかあ。動かさないといけない、もっと。 
 

37B：チョー、 クチ    ハッテ。 
   ちょっと、くち［を］ 開けて。 
 

38A：ハインリョーカ？ 
   入っているか？ 
 

39B：ハイラン。 
   入らない。 
 

40A：ハイランノ？ホンナ  ドーナイ。    コレ    アカン。 
入らないの？それなら どうしようもない。これ［は］ いけない。 

 

ホンナ     イタラ。 モー エーワ、ホナ。 
そんな［こと］ 言ったら。もう 良いよ、それなら。 

 

41B：コレ     ゴアッシトイテヨ。 
   これ［=腕］ きちんとしておいてよ。 
 

42A：オー、ズリオチーヘン。 
   おう、ずり落ちないよ。 
 

43B：モー エー、ヨー  ハラデケタ。 
   もう いい、とても お腹いっぱいになった。 
 
44A：ホーカ、デケタカ。       モー イランノ。 オー ホナラ 
   そうか、お腹いっぱいになったか。もう 要らないの。おー それなら 
 

センベー  タベトケ、 センベー。ホラ、センベー。 
煎餅［を］ 食べておけ、煎餅。  ほら、煎餅。 

 

45B：フン、タベトコカ。  ア イタ、テガ。 
   うん、食べておこうか。あ 痛い、手が。 
 

46A：ホレガ イタイッツカ。 ドシテ  ホンナン ホッチャガ イタイン。 
   それが 痛いというのか。どうして そんなに そちらが  痛いの。 
 

47B：コトコトナルン、コッチ。ア イタ。 
コトコトなるの、こちら。あ 痛い。 

 

48A：ホラ コッチャダロー。 
   ほら こちらだろう。 
 

49B：イゴカスケン。ア イター。 
   動かすから。 あ 痛い。 
 



50A：シメッテ シモタノー。 ヤリコーン ナッタノー。 
湿って  しまったねえ。柔らかく  なったねえ。 

 

サ、オラモ ゴハン   タベヨー。エート、ギューニュージャ。 
さ、私も  ご飯［を］ 食べよう。ええと、牛乳だ。 

 

ギューニュー モッテコナ。  ギューニューガナイ、ギュ―ニューモッテコナ。 
牛乳［を］  持ってこないと。牛乳がない、    牛乳［を］持ってこないと。 

 

51B：イキシナ  ションベンスルケン テツノーテヨ。 
   出かけ際に 小便するから    手伝ってよ。 
 

52A：オー イカンデイー、 イケル イケル、マダ。 
おお 行かなくていい、大丈夫 大丈夫、まだ。 

 

モー ムコー    イテカラニ  シタラ エーンジャ。 
もう 向こう［に］ 行ってからに すれば いいのだ。 

 

53B：ホーケー。 
そうかあ。 

 

54A：《商品名》イルカ？ エー、ヤー、ヨーグルト。 
   《商品名》要るか？ ええ、いや、ヨーグルト。 
 

55B：イラン、 ノンダラ アカン  モー。 
要らない、飲んだら いけない もう。 

 

ミズケ ノンダラ ションベンガ デルケン アカン。 
   水分  飲んだら 小便が    出るから いけない。 
 

56A：ションベンワ カンマンワ、オマエ。 
小便は    構わないよ、お前。 

 

ホングライノン、   ホンナ    ヨーケ ノンドランゾ。 
   そのくらいの［もの］、そんな［に］ 沢山  飲んでないよ。 
 

ホナ、  モンテキテカラニスルカ。 
それでは、戻ってきてからにするか。 

 

57B：ウン、オイトイテ。 
   うん、置いておいて。 
 

58A：バンニ ネシナニ、ネシナニ ノンダラ エーンジャ。 
晩に  寝る際に、寝る際に 飲めば  いいのだ。 

 

カラダノ チョーシニ。ホー イヨッタ。 
体の   調子に。  そう 言っていた。 

 

59B：マタ モンテ   ノムワ。モンテ   ヨバレル〔2〕。 
   また 帰ってから 飲むよ。帰ってから いただく。 
 

60A：ホーカイ。 
   そうですか。 
 

61B：ホイタ、  オトーサン   オクッテクレルンケ。 
   そうしたら、お父さん［が］ 送ってくれるのか。 
 

62A：チャウ チャウ、ムカエニキテクレルンジャ。 
   違う  違う、 迎えに来てくれるのだ。 
 



63B：ウチ、ションベン シタケ？ナニシタッテ      フジユーナケン、 
   私、 小便［を］ したか？何［をするに］したって 不自由だから、 
 

テツノーテモラワナ  アカンモン。 
手伝ってもらわないと いけないもの。 

 

64A：ダー、ホナケン  ユータラ シテクレルヤロ。 
   ／／それだから 言ったら してくれるだろ。 
 

65B：ホラ  シテモラワナ   シャーナイナ。 
   それは してもらわないと 仕方ないな。 
 

66A：フン、シテクレルヤロ。 
   うん、してくれるだろ。 
 

67B：イワナイカンモンナ。   ションベン イツシタゼ？ 
   言わないといけないものね。小便    いつしたか？ 
 

68A：オ、ホラー ゴジハンゴロジャ。 
   お、それは 五時半頃だ。 
 

69B：ホナ   イキワ    ションベン ショーカ。 
   それなら 行く［時は］ 小便［を］ しようか。 
 

70A：エー、センデ  イケルワ。   イケル。 
   いい、しなくて 大丈夫［だよ］。 大丈夫。 
 

71B：イテ、 テツノーテモロタラ エーンジャナ。 
   行って、手伝ってもらえば  いいのだね。 
 

71A：ウン。ホージャ ホージャ。ホラ  ホノホーガ エーワ。 
   うん。そうだ  そうだ。 それは その方が  いいよ。 
 

72B：テガ シビレテモテ、 イヤラシナ。 
  手が 痺れてしまって、［よくないな］。 
 

73A：タイソー  センケンジャ。タイソー。コッチャノテ。クビデチャウンジャ。 
体操［を］ しないからだ。体操［を］。こちらの手。 首で［は］なくて。 

 

ホラ ホノテージャ。テート アシトノ。 
ほら、その手だ。  手と  足とね。 

 

74B：ムカエニ キテクレルン。 
   迎えに  来てくれるの。 
 

75A：ウン。 
   うん。 
 

76B：ハチジハンゴロ。 
   八時半頃。 
 

77A：ウン。ホージャ、イヤ、クジハンジャ。 
   うん。そうだ、 いや、九時半だ。 
 

78B：ホナ、  イチジカンアンデー。 
  それなら、一時間あるじゃない。 
 

79A：ホージャ、イチジカンジャナー。 
   そうだ、 一時間だなあ。 
 



80B：ホナラ  マタ モイッペン ションベンニ 
それなら また もう一度  小便に 

 

イットタラ   エーンジャ。ションベンガ デルワ。 
行っておいたら いいのだ。 小便が    出るよ。 

 

81A：マケーヘン。イッチャ   ホングライモツ。 
   もれない。 ［いつでも］ それくらい［我慢できる］。 
 

82B：ホーケー。 
   そうかあ。 
 

83A：ワリアイ モッチョーケン。    クビデノーテ、オマー、 
意外と  ［我慢できている］から。首でなくて、 お前、 

 

ホッチャノテー  ピシャーットヤッテ、イゴイトレ。 
そちらの手［を］ ピシャーっとやって、動いていろ。 

 

コノテー、ヨ。ホレ、ムースーンデ ヒーライーテ。 
この手ー、よ。それ、結んで    開いて。 

 

84B：ホイテ、ヨワザ〔3〕ニ モンテクルンケ？ 
   それで、夕方に    戻ってくるのか？ 
 

85A：ホージャ ホージャ。サンジハンゴロ。 
   そうだ  そうだ。 三時半頃。 
 

86B：ホーケ。フジユーナヒトガ イッキョンカイナ。 
   そうか。不自由な人が   行っているのかな。 
 

87A：オウ。 
   おう。 
 

88B：ゲンキーナヒトワ イッキョレヘンカ？ 
   元気な人は    行っていないの？ 
 

89A：ホンナン    シランワダ。ホラー、ナンノ サナギノバーヤンラ 
そんな［こと］ 知らないよ。それは、××× サナギのばあさんなんて 

 

ヒャクアマットーケンド、  ゲンキナケン イッキョルワ。 
百歳［を］過ぎているけれど、元気だから  行っているよ。 

 

ヒャクアマットーケン、  ノー。ショータレタラアカンノゾ。   オー？ 
百歳［を］過ぎているから、ねえ。しっかりしないといけないのだぞ。おー？ 

 

90B：イタイト ショータレルナ、  ヒトリ〔4〕。 
   痛いと  しっかりできないな、自然と。 
 

91A：ホーカー？ヒトリ ショータレルンデアッカ。 
  そうかあ？自然と しっかりできなくていいわけあるか。 

 

92B：コレ、アカノ サゲモッテッタラ      エーンケ。 
これ、赤の  手提げ［を］持って行ったら いいのか。 

 

コレ テー   ククットン、   ドシタン。  コケタンケ。 
これ 手［を］ 括っているの［は］、どうしたの。転んだのか。 

 

93A：アラ、《E》、ナニガ アレ ダッスイガ デッキョランワ。 
あら、《E》、何が  あれ 脱水が   出来ていないよ。 

 
 



【注釈】 

〔1〕クワッタ…［動］「クワル」の過去形。「（手や肩が）凝る」の意。 
〔2〕ヨバレル…［動］「ご馳走になる」の意。 
〔3〕ヨワザ…［名］「夜分、夕方」の意。 
〔4〕ヒトリ…［副］「ひとりでに。自然に。」の意。 
 
 
 
Ⅱ．デイケアセンターでの活動 

 
 
1B：テートルヒトガ イッキョンダロナ。 

手間かける人が いっているのだろうな。 
 

2A：ホラ  ホーユーヒトガ イッキョンジャ。 
  それは、そういう人が  行っているのだ。 
 

3B：ホテ、 ヨワザニ モンテクルンケ。 
  それで、夕方に   戻ってくるのか。 
 

4A：ウン、ヨワザニ。 
  うん、夕方に。 
 

5B：オクッテクレルンジャナ。オクリムカエ  シテクレルンジャ。 
送ってくれるのだね。  送り迎え［を］  してくれるのだ。 
 

ウチ ションベンシテキタケ。ションベン。イマ シタンケ。 
  私  小便してきたか。   小便。   今  したのか。 
 

ションベンスルンマデ フジューナン。 
小便することまで   不自由だから。 
 

6A：ホラ  オマエ、テツドーテモラワナ  シャーナイ。ノー。 
それは お前、 手伝ってもらわないと 仕方ない。 なあ。 
 

テツドーテモラワナ  シャーナインジャ。 
手伝ってもらわないと 仕方ないのだ。 
 

7B：ホージャナー。テーガ ジンジンスルワ。 
そうだなあ。 手が  じんじんするよ。 
 

8A：ホラ  ジブンデ、ジブンデ チャント タテットラナアカンノゾ。 
それは 自分で、 自分で  ちゃんと 立てていないといけないのだぞ。 
 

ホーセント  テツナエンケンノ。 
  そうしないと 手伝えないからな。 
 

9B：ホラ  ホーヤナ。ホナ   ションベン シテキタンヤナ。 
それは そうだな。それでは 小便［は］ してきたのだな。 
 

モー、ミズモン  ナルベク ヒカエナイカン。 
もう、水物［を］ なるべく 控えないといけない。 
 
 
 



10A：ホラ  ヤッパリ、アルテード ノンドカナイカン。 
それは やっぱり、ある程度  飲んでおかないといけない。 

 

スイブンオ トラナンダラ。 
   水分を   とらないと［いけない］。 
 

11B：ホナ、  ジュースグライ   ヨバレルワ。ジュースグライヨバレルワ。テーガ 
   それでは、ジュースくらい［は］頂くよ。  ジュースくらい［は］頂くよ。手が 
 

シビレテモテ  ジンジンスルワ。ヤッパリ クビカラモキントンカイ。 
   痺れてしまって ジンジンするわ。やはり  首からも [痛みが]きているのかな。 
 

16A：クビカラキトン。 ホラ  ホージャ。ホヤケン、ホレー、タイソーセンケンジャ。 
   首からきているの。それは そうだ。  だから、 ほら、 体操しないからだ。 
 

タイソーセンケン タイソー。 テー   テー   ホラ。 
体操しないから  体操［を］。手［を］ 手［を］ ほら。 

 

ヒライテー ウエ   アゲテ、ギューット  ヒラク。 
開いてえ、 上［に］ あげて、ギューッと 開く。 

 

ホレ ホレ セナイカン。   アーデアルカイナ。ホレ セナアッカ。 
それ それ しないといけない。ああではない。  ほら、しないといけない。 

 

17B：ヤンリョッタラ カタガ イタイシ。コッチノ カタワ ドシタンナ、 イタイ。 
やっていたら  肩が  痛いし。 こちらの 肩は  どうしたのか、痛い。 

 

ツットンケ、  コレ。テー   イタイトオモタラ。 
つっているのか、これ。手［が］ 痛いと思ったら。 

 

18A：イタイケン ツットンジャ。 ホーイタラ、 クビワ ホンナン  セイデモ 
痛いから  つっているのだ。そういったら、首は  そんなこと しなくても 

 

イーンジャ。クビワ ナルベク センホーガエーンジャ。オウ、セラレンノ。 
いいのだ。 首は  なるべく しない方がいいのだ。 おう、してはいけないな。 

 

ホレヨリカ、  テーノホー  シナイカン。   テーノホー。ホレオ ウエー 
それより［も］、手の方［を］ しないといけない。手の方。  それを 上へ 

 

グーット アゲテ。テオ ウエエ アゲナイカンノジャ。 
グーッと 上げて。手を 上へ  上げないといけないのだ。 

 

クビワ セイデ  エーンジャ。クビワ セラレンノジャ。 
首は  しなくて いいのだ。 首は  してはいけないのだ。 

 

19B：ア イタ、コットンユーンジャ。 コッチノ テーガ コトコトユー。 
   あ 痛い、 コットン[と鳴る]のだ。こちらの 手が  コトコト[と]いう[音がする]。 
 

20A：アア、ホジャノ。ホヤケン  ホラ、センダシテ ホッチャノ テーオ 
ああ、そうだな。そうだから ほら、精出して  そちらの   手を 

 

コトコトユワンヨーニ、    ナレテキタラ、ホタラ 
コトコト［と鳴らない］ように、慣れてきたら、そうしたら 

 

コトコトユワンヨーニ  ウゴカセルヨーニナルッチャ。 
コトコトいわないように 動かせるようになる［から］。 

 

21B：コッチノホーガ、コトズクンヨ。 
   こちらの方が、 コトコトするのよ。 
 



22A：オウ、ダ ホレオ ホッチャ   ヤリヨッタラ ナレテキタラ シダイニナンオ。 
   おう、× それを そちら［を］ やって［いて］慣れてきたら 次第に／／／。 

 

ホッチャダケデ。コッチャ チカライレイデ、ナ。ホッチャダケ ウワエアゲルン。 
そちら だけで。こちらは 力いれないで、ね。 そちらだけ  上へ上げるの。 

 

23B：ア イタ。イタイト カクベツ  コトズクンガ   ヨー  ヒドイ。 
   あ 痛い。痛いと  格別［に］ コトコトするのが とても ひどい。 
 

24A：ホラー シヨランケン。 イッシニ〔1〕コレ  シヨラン、ナレンケンヨ。 
それは していないから。いつも   これ[を] していなくて慣れていないからよ。 

 

ナレナイカンノジャ。  ホンデ クビワ イゴカシタラ イカンノン。 
慣れないといけないのだ。それで、首は  動かしたら  いけないの。 

 

25B：アー ホーケ。 
ああ そうか。 

 

26A：ウン、ホー。クビワ イゴカシタラ、イゴカッショッタラ ヨケー 
うん、そう。首は  動かしたら、 動かしていたら   余計 

 

シビレルンゾ。テーガ。テーノホー  イゴカサナンダラ イカン。 
痺れるのだぞ。手が。 手の方［を］ 動かさなかったら いけない。 

 

テーノホー。ホラー、モット ウエ   アガテ、ウント ギューット。 
手の方。  ほら、 もっと 上［へ］ 上げて、うんと ギューっと。 

 

27B：《デイケアセンター》エ ナンシニイクン。 
   《デイケアセンター》へ 何［を］しに行くの。 
 

28A：ウン、ホラー ゴハンタベタリ、   フロイッタリ。 
   うん、それは ご飯［を］食べたり、風呂［に］入ったり。 
 

29B：フロハイルン。ホーケ。 
   風呂はいるの。そうか。 
 

30A：イレテクレルヤロ。 
   入れてくれるでしょ。 
 

31B：ダー キガエ    イラン、キガエガイルナ。 
   ／／ 着替え［は］ いらん、着替えがいるな。 
 

32A：イレテアル、     モッテイテアル。  チャント。 
  ［着替えは］入れてある、持っていってある。ちゃんと。 
 

33B：モットンケ。  ムカエニ キテクレルン。クジゴロケ。 
   持っているのか。迎えに  来てくれるの。九時頃か。 
 

34A：ウン。ホージャ。クジスギジャノ。 
    うん。そうだ。 九時過ぎだね。 
 

35B：ホナ   イマカラ イチジカンアルナ。 
それなら 今から  一時間あるね。 

 

ションベンシテキタモンナ。ソラ   クモットンケ。 
小便してきたものね。   空［は］ 曇っているのか。 

 

36A：ウン、クモッ ホーヤノー。クモットルトユーカ 
   うん、××× そうだなあ。 曇っているというか 
 



37B：ナカナカ、カラリト ハレトランノヤナ。 
   なかなか、からりと 晴れていないのだな。 
 

38A：ホーヤナー。 ホヤケンド。 
   そうだなあ。そうだけれど。 
 

39B：ハレタリ クモッタリ ションカイ。 
   晴れたり 曇ったり  しているのか。 
 

40A：ホージャ ホージャ。 
   そうだ  そうだ。 
 

41B：オヤスミカ、ネーチャン。 
   お休みか、 姉ちゃん［=E］。 
 

42E：エー？ 
   ええ？ 
 

43A：ウーウン、イクンジャ イクンジャ。 
   ううん、 いくのだ  いくのだ。 
 

44E：ウーウン、ガッコーイクヨ。 
ううん、 学校［に］行くよ。 

 

45B：イクンケ。 
   行くのか。 
 

46A：オー、イクンジャケンドノ。 
   おお、行くのだけれどな。 
 

47B：ゴハンタベ、     ホレ。 
   ご飯［を］食べなさい、ほら。 
 

48E：ウン。 
   うん。 
 

49B：ホナー 、《E の兄弟》ヤ《E の妹》ワ？ 
   それなら、《E の兄弟》や《E の妹》は？ 
 

50A：ネヨー。 
   寝ている。 
 

51E：ヤスミヤケン。 
   休みだから。 
 

52B：ヤスミヤケン、ネヨンカイ、 マダ。 
   休みだから、 寝ているのか、まだ。 
 

53A：ガッコーガナ、キョー シケンガアルケン、ホンデ。 
   学校がな、  今日  試験があるから、 だから。 
 

54B：ヤスミケ。ホナ   ベンキョーセナイカンデ。 
   休みか。 それなら 勉強しないといけないではないか。 
 

55A：ホラ  マー ホージャケンドナ。ホーヤノ。モージキ ジュケン、アレジャノ。 
それは まあ そうだけれどね。 そうだな。もうじき 受験、  あれだな。 

 

ガッキマツ、キマツテストガ アルワノ。 
学期末、  期末テストが  あるよね。 

 



56B：ムカエニ キテクレルンジャナ。ホヤナ。 
迎えに  来てくれるのだね。 そうだね。 

 

57A：アー、キテクレルヨ。オラガ オクッテイテモ 
ああ、来てくれるよ。私が  送っていっても 

 

エーンジャケンド。ホシタラ  ハヤイケンド。 
いいのだけれど。 そうしたら 早いけれど。 

 

58B：モット オルダロ。 ムカエニ キテクレンナンガ エーデー。 
もっと いるでしょ。迎えに  来てくれるのが  いいじゃない。 

 

ムカエニ キテクレルンダッタラ ホンデエーデー。 
   迎えに  来てくれるのだったら それでいいじゃない。 

 

59A：オソイケンナ。《E》ガッコーイカンナンケンノ、      イッショニ。 
遅いからね。 《E》［が］学校へ行かないといけないからね、一緒に。 

 

オラモ イカンナンケンノ、  トクシマヘ。ホンデヨ。 
私も  いかないといけないな、徳島へ。  だからだよ。 

 

60B：ホナ、  トー   タッテ イカナイカンデ。      ダレゾ。 
   それなら 戸［を］ 閉めて 行かないといけないじゃない。誰か。 
 

61A：《E の兄弟》ガ オル。 
   《E の兄弟》が おる。 
 

62B：アー、《E の兄弟》ガ オルンケ。ウチ、カミオムツ   ツケトン。 
   ああ、《E の兄弟》が いるのか。私、 紙おむつ［を］ つけているの。 
 

63A：ウン、ツケトー。 
   うん、つけている。 
 

64B：ホシタラ、 ベンジョイクン、   ドナイシタラエエン。 
   そうしたら、トイレ［に］行くとき、どうしたらいいの。 
 

65A：ホラ  ナニ シテモータラ エーンデ。 
   それは なに してもらえば いいのだ。 
 

66B：テツノーテモータラ エーンデ？ 
   手伝ってもらえば  いいのか？ 
 

67A：ホラ、テツノーテモラワナ   デケルカイナ。 
それは、手伝ってもらわないと ［できるわけがない］。 

 

オマエ、イママデ ズット、ホージャロ。 
お前、 今まで  ずっと そうだろ。 

 

イママデ ズット テツノーテモライヨンダロ。 
今まで  ずっと 手伝ってもらっているのだろう。 

 

68B：ホーヤノ。コヤッテ  カバン    カケテイタラエーンケ。 
   そうだね。こうやって かばん［を］ かけて行けばいいのか。 
 

69A：ウン、ホージャ。ホノサゲデ  イタラエーンジャ。 
   うん、そうだ。  その手提げで 行けばいいのだ。 
 

70B：ムカエニキテクレルンジャナ。ムカエニキテクレルンジャナ。 
   迎えにきてくれるのだな。  迎えに来てくれるのだな。 

 



フロ   イク   イヨンケ。   テーガ シビレテ ヨー テガシビレル。 
風呂［に］行く［と］言っているのか。手が  痺れて  よく 手が痺れる。 

 

ホンデモ クジカラヤナ。クジカラサキヤナ。ムカエニクルンワ。 
それでも 九時からだな。九時から先だな。 迎えに来るのは。 

 

ジーチャン オルンジャナ。 
じいちゃん 居るのだな。 

 

71A：ワカランケンドノ。 ヒトリデクルケン、ワカラン。 
   わからないけれどな。一人で来るから、分からない。 
 

72B：ナンチェ？ 
   なんて？ 
 

73A：オマエヒトリニ クルケンナ。ムカエニ クルンナー。 
   お前一人に   来るからな。迎えに  来るのはな。 
 

74E：キョーワ アナン〔2〕？ 
   今日は  阿南？ 
 

75A：ユキ、   《デイケアセンター》。 
   由岐［町］、 《デイケアセンター》。 
 

76B：ッタ、ウチワ コンナリ     イタラエーンケ。 サゲモッテイクンケ。 
   ××、私は  この[格好の]まま 行ったらいいのか。手提げ[は]持っていくのか。 
 

テ   ウゴカンケン、スワットッタラ エーンジャナ。 
手［が］動かないから、座っていたら  いいのだな。 

 

ションベンシテキタナ。ションベンショッタナ、ウチ。 
小便してきたな。   小便してきたな、   私。 

 

スワッテ マットッタラ エーンジャ。 
座って  待っていれば いいのだ。 

 

77A：タイソーセナイカン、 タイソー。 タテッタリ スワッタリセント 
体操しないといけない、体操［は］。立ったり  座ったりしないと 

 

アシガ イタンナルゾ。シヨラント。 
足が  痛くなるぞ。 していないと。 

 

78B：テーガ ジンジンスル。ヤネガノ。クジゴロケ、ムカエニクルン。 
手が  ジンジンする。肘がね。 九時頃か、 迎えに来るの［は］。 

 

マダ イチジカンアルナ。 
まだ 一時間あるな。 

 

79A：ヨー ハレトルカ、ソト。ヨー ハレトルカ？ 
   よく 晴れているか、外。よく 晴れているか？ 
 

80E：クモットーヨ。 
   曇っているよ。 
 

81A：ホーカ。ヤッパー クモガ オーインカ。 
   そうか。やはり  雲が  多いのか。 
 

82E：サムソーナ イロシトー。 
   寒そうな  色［を］している。 
 



83B：マダ ユキカナンゾ フルンダローカ。 
   まだ 雪か何か   降るのだろうか。 
 

84E：ホンナニ サムクナインチャウン。 
   そんなに 寒くはないのじゃない。 
 

85A：ココラワ フレーヘンダローケド。コレグライヤッタラ。 
ここらは 降らないだろうけれど。これぐらいだったら。 

 

マダ ワリアイ ヌクイケンノ。 
   まだ 割りと  暖かいからな。 
 

86B：オトーサン イタンケ、モー。 
お父さん  行ったの、もう。 

 

87E：イッタヨ。 
   行ったよ。 
 

88B：オカーサンモ。ホナ、  ガッコー  イタンヤナ。  
   お母さんも。 それなら、学校［に］ 行ったのだね。 
 
【注釈】 

〔1〕イッシニ…［副］「常に。しきりに。たびたび。」の意。 
〔2〕アナン…［名］地名。徳島県阿南市を指す。 
 
 
 
Ⅲ．節分について 

 

 
1B：イマ、ニガツケ？ 
   今、 二月か？ 
 

2A：キョー   セツブン。 
   今日［は］ 節分。 
 

3B：アー ホーカ。アレ マクットカナイカン、フツカンナットー。 
   ああ そうか。あれ 捲らないといけない、二日になっている。 
 

4A：マクッタアル。ア アーホンニ、アレカ。アレヤノ。 
  捲ってある。 × ああ本当だ、 あれか。あれだな。 
 

5B：キョー   ミッカケ。セツブン。 
   今日［は］ 三日か。 節分。 
 

6E：マキズシ    タベナ。 
   巻き寿司［を］ 食べないと。 
 

7A：セツブン。 
   節分。 
 

8B：マメ、ムカシヤッタラ マメマキノ マメ   ヒロテ タベヨッタナー。 
   豆、 昔だったら   豆まきの  豆［を］ 拾って 食べていたなあ。 
 
 



アレ、ドシタンジャロナ、 ムカシワ メズラシカッタケン、マメ。 
あれ、どうしたのだろうな、昔は   珍しかったから、  豆［は］。 

 

トシノ カズダケ ヒロテ。 
年の  数だけ  ［豆を］拾って。 
 

9A：カミサンニ マツラナイカン。 
   神様に   まつらないといけない。 
 

10E：ニジュッコモ タベルン シンドイワ。 
   二十個も   食べるの 大変だよ。 
 

11A：オマエヤッタラ。      ジーチャンラ。 
   お前だったら［大丈夫だろ］。じいちゃん達［は無理だ］。 
 

12B：ムカシワ ホナケンド  ドシタンジェ、アンナン。 
昔は   そうだけれど どうしたのだ、あんなもの。 

 

オイシカッタガ、アノマメサンガ。 
   おいしかったよ、あの豆さんが。 
 

13A：マダ、チョッピンダッタラ ウマイケンド。 
   まだ、少しだったら    おいしいけれど。 
 

14B：トシノカズ  ヒロテ タベヨッタデ。 
   年の数［を］ 拾って 食べていたではないか。 
 

15A：トシノカズダケ、ホラー タベレルカ。 
    年の数だけ、  それは 食べられる［わけがないではない］か。 
 

16B：キレーナ ダイズヤッタラ タベヨッタジェ。 
   きれいな 大豆だったら  食べていたのだよ。 
 

17A：ウン マー、コドモワノ スーナイケンノ、ホラ  イケルワ。 
うん まあ、子供はね  少ないからね、 それは 大丈夫だ。 

 

トーヤ   ニジューヤッタラ  タベレルケンドノ。 
十［個］や 二十［個］だったら 食べられるけれどね。 

 

シチジューモ ハチジューモ。 
七十［個］も 八十［個］も［食べられない］。 

 

18B：トシノカズダケ タベヨッタ。 
   年の数だけ   食べていた。 
 

19A：ホンナイ  タベレルカ。 
   そんなにも 食べられるか。 
 

20B：コドモヤモン。トーヤ   ソコラ      タベレルウェ。 
   子供やもん。 十［個］や そこら［だから］ 食べられるよ。 
 

21A：マ、トーヤ、  コドモヤッタラノ。 
   ま、十［個］や、子供だったらね。 
 

22B：トッショリワ タベヘンダロケン。  コドモワ メズラシ、 
年寄りは   食べないだろうけれど。子供は  めずらしい、 

 

アレ、ヒロテ タベヨッタワ。オヤツヤ   アレーヘンノヤ。 ムカシヤケン。 
   あれ、拾って 食べていたよ。おやつなんか ありはしないのだ。昔だから。 
 



23A：ホラ  ホーヤノ。ホラ  キョービミタイニノ。タベレンワ。 
   それは そうだな。それは 最近みたいにね。  食べられないよ。 
 

24B：ウチ ションベンシテキタナ。ションベンショッタジャロ。 
私  小便してきたな。   小便していただろ。 

 

コンナリ      イタラエーダロ、 キタラ。 
この［格好の］まま 行ったらいいだろ、来たら。 

 

マタ イタラ  ベンジョ   サシテクレルワ。 
   また 行ったら トイレ［を］ させてくれるわ。 
 

シタンナッタラ ユータラナ。ナンシニイク、      フロ    イクンケ。 
したくなったら 言えばね。 何［を］しに行く［のか］、風呂［に］ 行くのか。 

 

25A：フロ   イテ、 ヒルゴハン   ヨバレテノ。 
   風呂［に］入って、昼ごはん［を］ 頂いてね。 
 

26B：ホイテ オクッテクレルンカ。 
   それで、送ってくれるのか。 
 

27A：ホイテ ヒョットシタラ オヤツガ。 
   それで ひょっとしたら おやつが。 
 

28B：エ？ 
   え？ 
 

29A：ヒョットシタラ オヤツガ デルカモワカラン。 
   ひょっとしたら おやつが 出るかもしれない。 
 

30B：アー ホーケ。 
   ああ そうか。 
 

31E：アー、キノー モラッタヨ。レーズンクッキート、ナンカ、 
   ああ、昨日  もらったよ。レーズンクッキーと、なんか、 
 

ボ スティックジョーノ オカシ。 
× スッティック状の  お菓子。 

 

32B：ドコデ クレタン。 
   どこで くれたの。 
 

33E：《デイケアセンター》エ イットッタンヨ。ウン。 
  《デイケアセンター》へ 行っていたのよ。うん。 
 

34B：ホーシニ    イットッタンケ。 
   奉仕［活動］に 行っていたのか。 
 

35E：ウウン、ハナシオ キキニ イッタンヤケドナ、 
ううん、話を   聞きに 行っていたのだけれどね、 

 

チョットシカ オレンカッタケン。 
少ししか   居ることができなかったから。 

 

36B：ウチ コヤッテ イタラエーンダロ。 コヤッテ イクンダロ。 
私  こうして 行ったらいいのだろ。こうして 行くのだろ。 

 

サゲダケ  サゲテ。ムカエニ キテクレルンナ。 
手提げだけ 提げて。迎えに  来てくれるのだよね。 

 



37A：ホナケンド、 ハヨ、ドシテモ  オンナルケンナ。 
そうだけれど、早く、どうしても 遅くなるからね。 

 

デケタラ、《E》ニ テツノーテモロテ、トラックニ ノッテイタラノ。 
   できれば、《E》に 手伝ってもらって、トラックに 乗っていけばね。 

 

ホイタラ ホンナケ、ハヨ デレルンジャケドノ。 
そしたら それだけ、早く 出られるのだけれどね。 

 

38B：ドコ    イクンジェ、ジーチャン。ドコ    イクン。 
   どこ［へ］ 行くのか、 じいちゃん。どこ［へ］ 行くの。 
 

39A：《デイケアセンター》イヨ。 
   《デイケアセンター》へよ。 
 

40B：ウチガ イクンダロ？ ジーチャン    イケヘンノダロ？ 
   私が  行くのだろ？ じいちゃん［は］ 行かないのだろ？ 
 

41A：オラー トクシマ   イッケン。 
   私は  徳島［市へ］ 行くから。 
 

42B：ホナ   《E》ガ オルンケ、イエニ。 
   それなら、 《E》が 居るのか、家に。 
 

43A：《E》モ トクシマ イクケン。ガッコー  イク。 
   《E》も 徳島   行くから。学校［に］ 行く。 
 

《E の兄弟》ト、《E の妹》ガ オル。 
《E の兄弟》と、《E の妹》が いる。 

 

44B：ホナ、  ムカエニ キテクレルンダッタラ、スワットッタッテ 
   それなら、迎えに  来てくれるのなら、  座っていても 
 

 カンマンデー。   ムカエニクルン   ワカットッタラ。 
   構わないではないか。迎えに来るの［が］ わかっていたら。 
 

45A：《E の兄弟》キテ    ナニスル。 
   《E の兄弟》［が］来て どうする。 
 

46E：ナンジニ デルノ。オジーチャン。 
   何時に  出るの。おじいちゃん。 
 

47A：クジマデニ、デタインジャケドノ。 
    九時までに、出たいのだけれどね。 
 

48B：ナンゾ アレ。 
    何だ  あれ。 
 

49A：ジホーガ ナッタンジャ。 
   時報が  なったんだ。 
 

50B：ジホー   ナッタラ、アンナ    ナルンケ。 
   時報［が］ なったら、あんな［に］ なるのか。 
 

ホシタラ  モドリシナワ、オクッテクレルンジャナ。 
そうしたら 戻るときは、 送ってくれるのだね。 

 

52A：ホーヨ。 
    そうだ。 
 



53B：ダレゾ オルンジャロ。ウチンク    ダレゾ オルナ。 
   誰か  いるのだろ。 うちの家［に］ 誰か  居る［よ］ね。 
 

54A：アー。《E の兄弟》トノ。《E の妹》ト。 
    ああ。《E の兄弟》とな。《E の妹》と。 
 

55B：トガ アイトッタラ ハイレルワ。 
戸が 開いていたら 入られるわ。 

 

ダー トノグチガ アイトッタラ ハイレルワ。 
   ／／ 戸口が   開いていたら 入られるわ。 
 

56A：ダレガナ。ダレガ ハイレルン。 
   誰がだ。 誰が  入られるの。 
 

57B：モンテキタトキヨ、ウチガ。 
    戻ってきた時よ、 私が。 
 

58A：モンテクルトキ、オラガ モントルワダ。 
    戻ってくる時、 私が  戻っているよ。 
 

59B：モントンケ。   アー ホーカ、ホラ  エー。 
   戻っているのか。ああ そうか、それは いい。 
 

 

Ⅳ．施設と家の間の送迎について 

 
 
1A：コノサバッチャ、ナンナ、ヤキッチャシミタイナ カンジスル。 
   この鯖は、    何か、 焼きかけみたいな   感じ［が］する。 
 

2E：レンジショーカ？ 
  ［電子］レンジ［にかけようか］？ 
 

3A：ウマンナイノ。 
  おいしくないな。 
 

4B：テーガ シビレテ ジンジンスル。ムカエニ キテクレル    イヨン。 
  手が  痺れて  ジンジンする。迎えに  きてくれる［と］ 言っている。 
 

ホラ  エーワ。サゲダケ  サゲテ イタラ  エーンジャロ。 
それは いいよ。手提げだけ 提げて 行ったら いいのだろ。 
 

アー、ウシロ ナニガ トーッタンダロ。 
ああ、後ろ  何が  通ったのだろう。 
 

5A：オ？ 
   お？ 
 

6B：ウラヨ。 
   裏よ。 
 

7A：ドシタン。 
   どうしたの。 
 

8B：ナンヤガ トーッタナ。 
   何かが  通ったな。 
 



9E：アー、ダイクサン。 
  ああ、大工さん。 
 

10A：ダイクサンカ？フン、ホンデカ。 
   大工さんが？ ふん、それだからか。 
 

11B：アー ホーデ。ナンヤ、キーミタイナンガ   イゴイテイタケン。 
ああ そうか。何だ、 木みたいな［もの］が うごいていたから。 

 

12A：ダイクサンガ、ナニショーン。シトミ  ハンリョー。 
   大工さんが、 何しているの。 蔀［を］ 張っている。 
 

13B：ドコノ。コノイエノ。ホーケ。 
   どこの。この家の。 そうか。 
 

14A：ウラガワテニナ。 
   裏側にね。 
 

15B：シトミ  ハットカナ    ヨーナイナ。カベガ オチルワノ。 
    蔀［を］ 張っておかないと 良くないね。壁が  落ちるよね。 
 

ウチワ ムカエニキテクレルンケ。ムカエニキテクレルンケ。 
私は  迎えに来てくれるのか。 迎えに来てくれるのか。 

 

ウチ、ションベンシタナ。コンナリ       イタラ エーンジャナ。 
私、 小便した［よ］な。このまま［の格好で］ 行けば いいんだね。 

 

マットッテ。クジカラサキジャナ。ホナ   イエ    ダレガ オルン。 
待っていて。九時から先だね。  それなら 家［には］ 誰が  居るの。 

 

16A：《E の兄弟》ト  《E の妹》。 
   《E の兄弟》と 《E の妹》。 
 

17B：ホイタラ  ウチガ モンテクルトキ、   《E の兄弟》ト 
そうしたら 私が  ［家に］戻ってくるとき、《E の兄弟》と 

 

《E の妹》ガ オルンケ。イエ    アイトン。 
《E の妹》が 居るのか。家［の鍵］ 開いているの。 

 

18A：オラモ オル。 
   私も  居る。 
 

19B：アー オルンケ。マー、サンジカラサキジャワノ。 
ああ 居るのか。まあ、三時から先だよね。 

 

モンテクルタ、    サンジカラサキジャワノ。 
戻ってくると言っても、三時から先だよね。 

 

20A：ホージャ、サンジハンゴロ。サンジハングライカ。 
   そうだ、 三時半ごろ。  三時半ぐらいか。 
 

21B：オッテダ、トーガ アイトッタラ シヨイワ。 
   居てよ、  戸が  開いていたら 気安いよ。 
 

22A：オルヨ。 
   いるよ。 
 

23B：トー   タットン    イカンケン。 トガ アイトッタラ。 
   戸［が］ 閉まっていると いけないから。戸が 開いていたら。 
 



24A：オラ   オル。 
   私［が］ 居る。 
 

25B：ン、オトサン    オッテ、ホイテ、イキシダ ムカエニキテクレルッチョンカイ。 
   ん、お父さん［が］ 居て、 それで、行く時  迎えに来てくれると言っているの。 
 

26A：ムカエニキテクレルケンド、ヒョットシタラ  オソイヤカランケンノ。 
   迎えにきてくれるけれど、 ひょっとすると 遅いかもしれないからな。 
 

27B：ムカエニキテクレタラ エーデー。 
   迎えにきてくれたら  いいじゃない。 
 

28A：ノッテイカナ   イカン。 
   乗っていかないと いけない。 
 

29E：クジニデルンダッタラ 《E の妹》    オコシトカナイカン。 
   九時にでるのだったら 《E の妹》［を］ 起こしておかないといけない。 

 

《E の妹》オコサントイカン。 
《E の妹》起こさないといけない。 

 

30A：《E の妹》   イクン。 
  《E の妹》［は］ 行くの。 
 

31E：アナンマデ   イクッテ イヨッタヨ。 
   阿南［市］まで 行くと  言っていたよ。 
 

32A：《E の妹》  ナニノ、  テーキガアルンジャモン。 
  《E の妹》  なに［あの］、定期券があるのだもの。 
 

33B：ナンシニイクン。アナンイ。 
   何しに行くの。 阿南［市］へ。 
 

34E：ビーズ    カウンヤッテ。 
   ビーズ［を］ 買うのだと。 
 

35B：ナニ   カウ？ 
   何［を］  買う？ 
 

36E：ビーズ。 
   ビーズ。 
 

37B：ビーズッチャ ナンゾ。 
   ビーズとは  何だ。 
 

38A：ビーズ ビーズ。 
   ビーズ ビーズ。 
 

39B：アー、サイク   スルン。 
   ああ、細工［を］ するの。 
 

40A：ガラスノ。 
   硝子の。 
 

41E：ソー ソー ソー。 
   そう そう そう。 
 

42A：ガラスノヤッチャ、コマーイン。 
   硝子のやつだ、  小さい［もの］。 
 



43B：ホテ、 オトーサンヤ オカーサンワ デテイテ オランノケ。 
   それで、お父さんや  お母さんは  出ていて いないのか。 
 

44A：ホラ  シゴトヤモン。 
   それは、仕事だもの。 
 

45B：アー  ホーケ。ネーチャンワ ルスバンシトンカイ。 
   ああ そうか。姉ちゃんは  留守番しているのか。 
 

46A：ネーチャンチャウトンニ。 
   姉ちゃんではないと言っているのに。 
 

47B：ダレガイ。 
   誰がかい。 
 

48A：ネーチャンモ イカンナンノジャッテ。 
   姉ちゃんも  行かないといけないのだ［と言っているではないか］。 
 

49B：ホナ、  ダレガ、ダレヤ オランノケ。 
   それなら、誰が、 誰も  居ないのか。 
 

50E：《E の兄弟》。 
  《E の兄弟》。 
 

51B：《E の兄弟》ガ オルンケ。 
   《E の兄弟》が 居るのか。 
 

52A：《E の妹》モジャ。 
   《E の妹》もだ。 
 
 
Ⅴ．長寿の住民について 

 
 
1B：《デイケアセンター》イクイヨンケ、       ウチ。 
  《デイケアセンター》へ行く［と］言っているのか、私。 

 

《デイケアセンター》ドコヤワッシタ。   イタラワカルケンド。 
《デイケアセンター》［は］どこにあったか。行けばわかるけれど。 

 

ホタラ、 モドリシナモ オクッテクレルンジャナ。モンテモダレゾオルン。 
そしたら、戻る時も   送ってくれるんだね。  戻ってきた時誰か居るの。 

 

トー     アケトイタッテヨ。  ジーチャン    オルンジャナ。 
戸［の鍵を］ 開けておいてあげてよ。じいちゃん［が］ 居るのだね。 

 

サンジカラサキジャモンノ。 
  三時過ぎてだものね。 
 

2A：サンジハンカラサキヨ。 
   三時半過ぎてからだよ。 
 

3E：ユキチョーニ ヒャクサイ コエタヒトガ オルンニ ビックリシタ。 
   由岐町に   百歳［を］ 超えた人が  居るのに 驚いた。 
 

4A：ニシユキ？イトッタン。 
   西由岐？ 行っていたの？ 



5E：チョード ニシユキノヒーヤッタケン。 
  ちょうど 西由岐の日だったから。 
 

6A：エ？ドシタッチャ。 
  え？どうしたの？ 
 

7E：ニシユキノ、ヒーヤッタケン、ナンカ、ホノヒトガ キトッテ。 
   西由岐の、 日だったから、 なんか、その人が  来ていて。 
 

8A：キキカラ    ヒャクサイ コエタヒト   フタリガ。 
   木岐から［も］ 百歳［を］ 超えた人［が］ 二人が［いる］。 
 

9B：ダレガ アルン。 
   誰が  居るの。 
 

10A：フタリ イッキョンデ。 （E：ホーナン。） 
   二人  行っているだろ。（E：そうなの。） 
 

11B：ダレト ダレトジェ？ 
   誰と  誰とだ？ 
 

12A：キノーワ チャウケンドナ。 
   昨日は  違うけれどね。 
 

13B：ダレト ダレトジェ？ 
   誰と  誰とだ？ 
 

14A：サナギノ オバハントナ、ホト、 アベノ オバハント。 
   サナギの おばさんとね、それと、アベのおばさんと。 
 

15B：アベノ。《人名》ッチューヒト？ 
   アベの。《人名》という人？ 
 

16A：ホラ  ワカラン、 《人名》カナシラン。 コズカイサン〔1〕、ムカシノ。 
   それは わからない、《人名》かは知らない。小使いさん、   昔の。 
 

17B：アー、コズカイ     シヨッタヒト。ヒャクサイ コエトン。  ゴッツイノ。 
   ああ、小使いさん［を］ していた人。 百歳［を］ 超えているの。すごいな。 
 

18A：ンデ、 シニイッキョーワ。  《デイケアセンター》エ イッシニ イッキョー。 
   それで、［運動］しに行っているよ。《デイケアセンター》へ いつも  行っている。 
 

19E：キノー イッパイ ウタ   ウタッタラシーケド、キキノガシタ。 
   昨日  いっぱい 歌［を］ 歌ったらしいけれど、聞き逃した。 
 

20A：ホノ オバーサンガ。 
   その おばあさんが。 
 

21B：ア イター、ヤネガ イタイ。 
   あ 痛い。  肘が  痛い。 
 

22A：オバーチャンニモ コレ イレトイテクレ。 
おばあちゃんにも これ 入れておいてくれ。 

 

オジーチャンノモ ハイッテナイ。イレトイテ、 ホナ。 
おじいちゃんのも 入っていない。入れておいて、それなら。 

 

23B：ムカエニ キテクレル    イヨンケ。   ナンジカラ、クジカラサキヤナ。 
   迎えに  来てくれる［と］ 言っているのか。何時から、 九時過ぎからだな。 
 



コイチジカンアルナ。ウチ モー、コヤッテ  イタラ  エーデーナ。 
一時間弱あるな。  私  もう、こうやって 行ったら いいのだな。 

 

ションベンショッタジャロ。 
   小便していただろ。 
 

24A：マタ ムコー イテナ。 
   また 向こう  行ってね。 
 

25B：シタラ エーンジャ。 
   すれば いいのだ。 
 

26A：シタンナッタラナ。ユータラ サシテクレルワ。 
   したくなったらな。言えば  させてくれるわ。 
 

27B：フロ    イク  イヨン。 
   風呂［へ］ 行くと 言っているの。 
 

28A：ウン、ホージャナ。 
   ああ、そうだな。 
 

29B：ヒルゴハン   ヨバレテクルンジャナ。 
   昼ごはん［は］ 頂いてくるのだね。 
 
【注釈】 

〔1〕コズカイサン…［名］学校用務員を指す俗称。 
  



徳島県海部郡美波町木岐方言の概観 

 
徳島大学総合科学部人間文化学科 4 年 

塩川 奈々美 
 
１．はじめに 

本稿は徳島県海部郡美波町木岐地方にて収録・文字化された方言談話資料を方言語彙と

文法の視点から解説するものである。収録されたデータは、徳島大学の共通教育の授業『日

本語学―日本語の音声―』で当時の受講生が集めたものであり、南海大地震による津波被

害の話題を中心とした他の談話資料とは話題が異なるものになっていることをここで断っ

ておく。上記談話資料を元に徳島県海部郡美波町木岐地方における方言の抽出を行う。 

 

２．調査報告 

以下では、徳島県海部郡美波町木岐地方の方言語彙、および文法について解説を行って

いく。 

２．１方言語彙 

２．１．１ 「ダー」 

発話の頭で用いられる「ダー」について、『改訂阿波言葉の辞典』（1976）では「ダア【間

投詞】話語の発語 語調を強める」と説明されている。談話資料でも次の用例が確認され

ており、その使用に性差はない。 
Ⅰ-64A：ダー、ホナケン ユータラ シテクレルヤロ。 
Ⅱ-31B：ダー キガエ イラン、キガエガイルナ。 
Ⅲ-55B：ダー トノグチガ アイトッタラ ハイレルワ。 

２．１．２ 「（戸を）タテル」 

談話資料の中で、話者 B が、「玄関の鍵を閉める」という意味で「（戸を）タテル」とい

う表現を用いていた。この「タテル」という動詞について、『改訂阿波言葉の辞典』（1976）
では「タテル【動下二】戸、障子をしめること」とされている。藤原（1997）は、この表

現は「関西系の地で通用されていよう」としているが、秋田県や静岡県の用例を挙げ、関

東の地でも確認されることに言及している。 
Ⅱ-60B：ホナ、トー タッテ イカナイカンデ。 
Ⅳ-23B：トー タットン イカンケン。 

２．１．３ 身体部位の名称「ヤネ」 

『改訂阿波言葉の辞典』（1976）でも述べられているように、腕のことを「ヤネ」と言う

のは徳島県特有の表現とされる。同書で記される意味は「うで 上膊部」だが、調査対象

地域の生え抜きである話者 E（調査員かつ談話資料翻訳者）はこれを「肘」と訳している。

収録時の状況を知っていることなどを踏まえ、標準語訳として「肘」を採用した†。東條編

（1951）や藤原（1997）も「ヤネ」が音韻変化した形式「ヤデ」を取りあげ、いずれも徳

                                                   
† 話者 A・B は共に話者 B の負傷箇所に対し「ヤネ」を用い、その様子を見ている話者 E はそれを「肘」

と訳していることから、「ヤネ」が「肘」を指す可能性もある。しかし、憶測の域を脱しないため、ここ

では「腕」を指すという諸先行研究の意味に準拠しておく。  



島県での事例としている。 
この談話資料から確認できる話者世代は話者 A（収録時 80 歳）、話者 B（収録時 76 歳）

であり、高齢層であることが伺われる。 
Ⅰ-28B：ア イタ。ヤネガ イタイ。 
Ⅰ-29A：ヤネガ イタイッチュカ。シッカリ タベーヨ。 
Ⅱ-78B：テーガ ジンジンスル。ヤネガノ。 

２．１．４ 時間・期間に関する語彙 

（1）ヨワザ 

『日本方言大辞典』（1989）では「ヨワザ」は「夜業」とされ、主に四国地方（徳島県・

香川県・愛媛県）で用いられる表現として取り上げられている。その意味として「①夜

の仕事。夜なべ。②夜。③午後の間食。④午後。夕方。」が挙げられるが、談話資料内で

は④の意味で用いられている。 
Ⅰ-84B：ホイテ、ヨワザニ モンテクルンケ？ 
Ⅱ-4A：ウン、ヨワザニ。 

（2）イッシニ 

『日本方言大辞典』（1989）によると、「イッシニ」は「一心に（いっしんに）」から発

生した言い方であるという。同書での意味は「いつも。常に。」となっているが、『改訂

阿波言葉の辞典』（1976）では「しきりに。たびたび。」の意味が取り上げられており、

動作の頻度を表す言い方であると言える。 
Ⅱ-24A：ホラー シヨランケン。イッシニ コレ シヨラン、ナレンケンヨ。 
Ⅴ-18A：《デイケアセンター》エ イッシニ イッキョー。 

（3）キョービ 

話者 A の発話として「キョービ」が得られた。これは漢字を当てると「今日日」とな

る。『日本方言大辞典』（1989）によると、この形式は徳島県だけでなく、新潟県や長野

県、鳥取県や大分県などでも派生形が確認されている。 
Ⅲ-23A：ホラ ホーヤノ。ホラ キョービミタイニノ。タベレンワ。 

（4）「Ｖシナ」「Ｖシダ」 

動詞の連用形に「シナ（シダ）」が接続した形式が用いられている。『改訂阿波言葉

の辞典』（1976）では、この表現の意味を「ネシナ」を例に挙げ「シナ【接尾】ある動作

をする時その初期にする行動」としているが、『日本方言大辞典』（1989）ではこの他に

も「④動詞に付いて、その際、その途上の意味を表す。」や「⑤動詞に付いて、その動作

と同時に、の意を表す。ながら。」の意味を取りあげている。今回、談話資料中で見られ

た用例は、動作の初期に行う行動（Ⅰ-58A）と動作の途上で行う行動（Ⅲ-50B、Ⅳ-25B）

であると考えられる。 
Ⅰ-58A：バンニ ネシナニ、ネシナニ ノンダラ エーンジャ。 
Ⅲ-50B：ホシタラ モドリシナワ、オクッテクレルンジャナ。 
Ⅳ-25B：イキシダ ムカエニキテクレルッチョンカイ。 

２．２方言文法 

２．２．１ 文末助詞「ケ」 

疑問を表す場面で頻用されたこの表現は、藤原（1997）によると「文末詞カイの音



訛形とされるもの」であるという。また、同書によると使用頻度や形式に違いはあるも

のの、「ケー（ケ）」は全国でも用いられている表現であり、徳島県内では「主として南

部に、これが用いられている」という。今回の談話資料からは話者 B の発話からしか

確認されなかったが、その使用頻度は非常に高かった。以下はその用例である。 
Ⅰ-18B：コケタンケ？ 
Ⅰ-20B：テガ オッタンケ？ 
Ⅱ-3B：ホテ、 ヨワザニ モンテクルンケ。 
Ⅱ-61B：ホイタ、オトーサン オクッテクレルンケ。 
Ⅲ-34B：ホーシニ イットッタンケ。 

２．２．２ 動詞の否定表現 

動詞の否定形・現在形の表現は「ン」、動詞の否定形・過去形の表現としては「ナンダ」

が確認された。『徳島県言語地図』（2002）から見る徳島県海部郡の動詞の否定表現は、現

在形の場合「ン」、過去形の場合「ナンダ」が主とした分布を見せており、「ヘン」「ヘナン

ダ」の形式が点在しているというものである。本談話資料から見える動詞の否定表現もこ

れに準じた結果であると言える。 

Ⅰ-9E ：エ、トンリョーケン、キコエンヨ。 
Ⅰ-11A：ホレワ シラナンダノ。 
Ⅲ-40B：ジーチャン イケヘンノダロ？ 

 

３．まとめ 

本稿では徳島県海部郡美波町木岐地方の談話資料から見える当該地域の方言の特徴に

ついて解説した。談話の場面が家族間であったため、ここに取り上げることができなかっ

た語彙・文法を含め、非常に方言色の濃い内容であった。しかしながら、上記に取り上げ

た方言形式の大半は高年層話者による使用がほとんどであり、若年層話者はこれらを使用

語彙としていない。この点を踏まえると、これからの調査で今回取り上げることができた

ような方言形式を再確認することは難しくなる可能性がある。今後とも当該地域における

方言の動態に注目していきたい。 

 

【参考文献】 
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徳島県海部郡海陽町 



海陽町の概観 

海陽町は徳島県の最南端に位置し、豊かな自然に囲まれた町である。平成 18 年 3 月 31
日に、海南町、海部町、宍喰町の三町合併に伴い町名を海陽町とした。今回の調査協力者

は、旧海南町浅川と旧宍喰町在住の人々である。 
町の南東の海岸線は太平洋を臨み、北は那賀郡、東は同じ海部郡の牟岐町、西は高知県

と隣接している。北部・西部には千メートルに及ぶ緑豊かな山々がそびえている。これら

の山々を水源として、海部川や宍喰川が太平洋に流れ込んでいる。 
交通の面では、海岸線に沿って徳島市から高知県を結ぶ国道 55 号線、JR 牟岐線・阿佐

海岸鉄道がほぼ並行に走り、南北には海部川に沿って国道 193 号が国道 55 号と那賀郡中

央部を結んでいる。 
また、平成 22 年の国勢調査時に総世帯数は 4,470 世帯、人口は 1 万 446 人（うち男性

4,884 人、女性 5,562 人）であり、旧 3 町の内訳は海南町が 5,239 人、海部町が 2,098 人、

宍喰町が 3,109 人となっている。面積は平成 12 年社会生活統計指標より 327.58 平方キロ

メートルと、海部郡の面積の約 6 割を占めている。 
（海陽町公式 HP 一部引用） 

 
海陽町の産業 

海陽町は、先にも述べたように山や河川、海洋と非常に豊かな自然に囲まれた地域であ

り、農林水産業には好条件の土地柄だと言える。近年ではそれらのいわゆる一次産業の付

加価値を高め、六次産業化しようと様々な取り組みが行われている。 
海陽町が有する美しい海や山、川を目的にアウトドアに訪れる観光客も多く、それによ

り宿泊施設やレジャースポットの充実が図られている。旧宍喰町の地域では 9 割を占める

森林と美しい海岸部の景観を活かしたホテルやペンションなどがあり、自然体験に訪れる

人々の拠点になっている。また、食についても徳島県のブランド鶏である「阿波尾鶏」の

みならず、伊勢海老やマグロなど新鮮な海の幸を味わえるということは海陽町の魅力の一

つである。 
 
災害被害に関して 

県の南部では、旧海南町は人口・面積ともにその他自治体に比べ規模が大きいため、昭

和南海地における被害が大きかったということが言われており、その中でも特に海陽町浅

川の地域は県下最大の被害状況であった。本調査ではこれらの事実を考慮し、海陽町浅川

と、県最南端の地区である海陽町宍喰を調査地点としている。 
1946 年の昭和南海地震で、海陽町は徳島県全体での死者数 202 人の内約半数の死者を

出し、県下最大の被害を受けた（四国災害アーカイブス参考）。調査地点宍喰の談話中には、

倒壊した建物の下敷きになって命を落とした人の話も挙がっているが、被害の殆どは津波

によるものだったことが分かっている。浅川では特に、県南で東西に広がる海岸地帯の中

でも独特の入り組んだ地形をしている浅川湾の影響で、死者 85 人という甚大な被害を受

けている。一方の旧宍喰町にあたる地域は、浅川よりも被害は少なかったものの、死者 9
人を確認しており、津波や地震による家屋の流失や損壊が全千戸中約半数にのぼるなど、

建築物への被害が激しい地域であった（「昭和 21 年南海大地震調査報告」（1948）参考）。 



海陽町は、近年その発生が確実とされる南海トラフを震源とする大地震でも大きな被害

を受けることはほぼ確実とされている。そのため、街の施設や電信柱など至る所に海抜表

示を設置し、定期的な防災訓練を行うなど、地域防災に対して非常に積極的な姿勢で取り

組んでいる。 
 
 

 
徳島県海部郡海陽町位置図 
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Ｆ 男 性  1939（昭和 14）年生まれ  （収録時 74歳） 
 
 
  



Ⅰ．南海大地震直後の海陽町浅川の様子について 

［00:01:20～00:08:21］ 
 

1B：イドノ ミズガ カレタトユーノワ ワタシラガ マダ チョクセツ 

  井戸の  水が  枯れたというのは 私らが   まだ 直接  
 

  ソノバニ       マダ チーサカッタケン ミテナインヤケド。 

  その場に［いなくて］ まだ 小さかったから  見てないのだけれど。 
 

2C：ゴリョーシンカラ キータ ハナシデスカ。 

ご両親から    聞いた  話ですか。 
 

3B：スルメガ ヨー トレテナ。 

イカが  良く とれてね。 
 

4A：アノトキワ アサ ハヨカッテナ、サムカッタケン。ホンデ アノ＊ 

あの時は  朝  早くてね、   寒かったから。 そして あの＊ 
 

5D：スルメガ ヨク トレタトユーノワ フシギデスネ。 

  イカが  良く とれたというのは 不思議ですね。 
 

6B：ナンヤ シランケドナ。  ホンデ コノアイダノナ トーホクノトキモナ 

   何故か 知らないけれどね。そして この間のね   東北［大震災］の時もね 
 

  ソノマエモ スルメガ トレタケンナ オソロシナー    イヨッタンヨ。 

その前も  イカが  とれたからね 恐ろしいなあ［と］ 言っていたのよ。 
 

7E：スルメワ イツ トレルンデスカ。ジシンノマエニ？ 
  イカは   いつ とれるのですか。地震の前に？ 
 

8B：マエニ    ヨー トレルンヨ。モー ジシンガ    スルメガ シットルユーコトヨ。 

[地震の]前に よく とれるのよ。もう 地震[のことを] イカが  知っている[と]いうことよ。 
 

ジシンガ キソーナユーテ。 

地震が  来そうだ［と］いって。 
 

9BDE：｛笑｝ 

    ｛笑｝ 
 

10C：ドーブツガ ヘンナ ウゴキ   スルトカ サカナガ。 

   動物が   変な  動き［を］ するとか ［とれる］魚が［変わるとか］。 
 

11B：エ？ソー ヤケ  マエ   ミタラ カジガ オキタラ ネズミガ 

   え？ そう だから 前［を］ 見たら 火事が 起きたら ネズミが 
 

ニゲルヨーナ モンヤワ 

   逃げるような ものだよ。 
 

12D：ウイテクルトユー コトデスカ。カイメンニ。 

   浮いてくるという ことですか。海面に。 
 

13B：アミデ トレルンヨ。スルメ   トリニイッタ ヒトガ ヨー トッテクル  

   網で  とれるのよ。イカ［を］ とりに行った 人が  良く とってくる 
 

ユーコトナンヨ。   アミデ。ホンナコトガ アッテナ。 

［と］いうことなのよ。網で。 そんなことが あってね。 
 

 



イザ ジシンガ アッタラ、ヨナオシ ヨナオシ。 

いざ 地震が  あったら、世直し  世直し。 
 

14BD：｛笑｝ 

｛笑｝ 
 

15D：ソノ オハナシモ ゼヒ。          ヨナオシノ。 

   その お話も   ぜひ［聞かせてください］。世直しの［話］。 
 

16B：ヨナオシ。オバーサン ヨナオシ ヨナオシ。ハシラニ カキツク。 

   世直し。 おばあさん 世直し  世直し。 柱に   しがみ付く。 
 

17B：｛笑｝ 

   ｛笑｝ 
 

18E：ドンナ ササイナ キオクデモ アマストコロナク ハナシテイタダイテ。 

どんな 些細な  記憶でも  余すところなく  話していただいて。 
 

19B：モー オチドバッカリヤナ。アレ    ユータ    ヨカッタナー    ユーテ。 

   もー 落ち度ばかりだね。 あれ［を］ 言った［ら］ よかったなあ［と］ 言って。 
 

20A：ウチモ オジーサンカラ キータ ハナシ。 

   うちも おじいさんから 聞いた 話。 
 

21B：オジーサン。 

   おじいさん。 
 

22A：アノ ツナミガ キタユーテ      オバーサンモ サキニ ウラノヤマエ  

   あの 津波が  来た［と］言って おばあさんも 先に  裏の山へ 
 

アガッテ イッタンヤケド。  ジーサンワ  ナンカ ハンゴー、ゴハンオ  

   上がって いったのだけれど。 おじいさんは 何か  飯ごう、 ご飯を  
 

   イレテアル ハンゴー    カカエテ ノボッテイタラ モー ソノトキワ  

入れてある 飯ごう［を］ 抱えて  登っていったら もう その時は 
 

タンゼン〔1〕ノ スソガ ヌレトッタテ   イヨッタデ。 

丹前の      裾が  濡れていたって 言っていたよ。 
 

23B：アー。 

   ああ。 
 

24A：ソノヨーニ キータ。 

   そのように 聞いた。 
 

25B：アントキワ オキタラ アノフネガ イッパイキテ      イエガ ナガレテ 

   あの時は  起きたら あの船が  たくさん［流れて］来て 家が  流れて 
 

イエガ ズット オクマデ キタモンナ。オータ〔2〕ノ オクマデ ホンデ 

   家が  ずっと 奥まで  来たものね。大田の     奥まで  そうして 
 

イエ   ツブイテイタンヤロ。 

家［を］ 潰していったのだろう。 
 

26A：ゼンブ トリヤガシタイ     オチテ  サートッタ  トコモアッタヨナ。 

   全部  鳥なんかの死体［が］ 落ちて さらっていた ところもあったよね。 
 

27B：ホイデ マチデ オマー アノ ハヨコイ   ハヨコイユーテ      ホトケサン 

   そして 町で  お前   あの 早く来なさい 早く来なさい［と］言って 仏様を 



トイニイッテ ホンマニ シンダヒトモ アルシ。 

取りに行って 本当に  死んだ人も  いるし。 
 

コオ  ムカエニ イッキョッテ シンダヒトモ アルシ。 

子供を 迎えに  行っていて  死んだ人も  いるし。 
 

コドモオ オーテイッキョッテ シンダヒトモ アルシ。 

子供を  背負っていって   死んだ人も  いるし。 
 

28A：コー    ヌケテナ。コドモガ シタニヌケテ。 

   子供［が］ 抜けてね。 子供が    下に抜け［落ち］て。 
 

29B：ヌケテナ。 

   抜けてね。 
 

30A：アノ ウチラノ  マエヨコノ ホラ 《近所の女性》サンニ  

   あの 私たちの  近所の   ほら 《近所の女性》さんに 
 

スイジョーケーサツ〔3〕ガ  アッテ。 

   水上警察が             あって。 
 

31B：アー  アッタ アッタ。 

   ああ あった  あった。 
 

32A：フネガ イエノマエニ キタカラ ホレイ ノッタンヤテナ。 

   船が  家の前に   来たから それに 乗ったのだとね。 
 

33B：オキ    イタンヤ。 

   沖［に］ 行ったのね。 
 

34A：オキ    イタケド  ホントキニ コドモガ ノリソコネテ オチテ ナク 

  沖［に］ 行ったけど その時に  子供が  乗り損ねて  落ちて ×× 
 

ナイヨナッタッテ。 

   死んでしまったって。 
 

35B：アー。 

   ああ。 
 

36A：ユー    ハナシモ キータデ。 

   ［と］いう 話も   聞いたよ。 
 

37B：ヘー。ホラ  モー アノトキワ スゴカッタサカイ。 

へえ。それは もう あの時は  凄かったから。 
 

38A：キータハナシヤケンドナ。ジッサイ ワタシ イッサイニ ナッテナカッタケンナー。 

   聞いた話だけれどね。  実際   私   一歳に   なっていなかったからなあ。 
 

ホナケンナ  アンマリ。 

そうだからね あんまり。 
 

39B：アノ 《製菓会社》ノ イマノ オカシヤノトコロオ、ナ。ミズガ タマッテ アワンダ〔4〕ノ 

あの 《製菓会社》の 今の  お菓子屋のところを、ね。 水が  溜まって アワンダ  の 
 

ジュータクモ ウミン ナットタヤケ。    イマ   ジュータク 

住宅も    海に  なっていたではないか。今［は］ 住宅［が］ 
 

タットーケド。  ホイテ ホコニ サカナガ オッテー。サカナガ 

建っているけれど。そして そこに 魚が   いて。  魚が 



ハイッテ キトッタンヤナー。 

   入って  来ていたのだねえ。 
 

40A：ハチジューゴニンモ ナイヨーナッタユー   ハナシヤッタモンナ。 

   八十五人も      亡くなった［と］いう 話だったものね。 
 

41B：ウーン。ホンデ モー アノイエノナカデ シタジキノ ウチノ  

   うーん。そして  もう あの家の中で   下敷きの  うちの 
 

トナリノ アノ ケーサツヤッタトコワ スガキニ ハイットッタゼ。 

隣の   あの 警察だったところは  簾垣に  入っていたわよ。 
 

アノ サバセ〔5〕ノ ヒトガナ。《人名 1》クノオッサンユー       ヒトガナ。 

あの 鯖瀬の     人がね。 《人名 1》の家のおじさん［と］いう 人がね。 
 

スガケ〔6〕デ ナクナットッタ。アンナン ミタケドナ。キモチワルイナ。 

床下で      亡くなっていた。あんなの 見たけどね。気持ち悪いね。 
 

42A：ウチラノ イエモナー ウシロガ ヤマヤケン？ナミガ コーキテ ヒーテイタ。 ナミガ 

   私たちの 家もね   後ろが  山だから？ 波が  こう来て 引いていった。波が 
 

ヒカレタトキニ カベガ ゼンブ オトサレタケンド イエジタイワ ナガレンカッタ。 

引かれた時に   壁が  全部  落とされたけれど 家自体は   流れなかった。 
 

43B：アー。 

   ああ。 
 

44A：イマデモ ノコッ ワタシガ キタトキワナー。ソノマンマ。 

    今でも  ××× 私が   来た時はなあ。 そのまんま。 
 

45B：マー  ホヤケド  フネガ イッパイキテ カワカミソンラク〔7〕ノ アタリ 

まあ  そうだけど 船が  いっぱい来て  川上村落の       付近は 
 

ミンナ 《人名 2》サンラカラ ナガレテ シモタヤロ。 

みんな 《人名 2》さん達から 流れて  しまったでしょう。 
 

46A：ホヤナー  ＊＊＊ アノヒトラモナー イッタン ホノママ ニゲタラ 

そうだなあ ＊＊＊ あの人達もなあ  一旦   そのまま 逃げたら 
 

ヨカッタノニ マタ    ヒータカラ。 

     よかったのに また    ［戻ったから］。 
 

47B：ヒータサカイ。 イロンナモン    トリニイタリトカ。 

    ［戻ったから］。いろんなもの［を］ 取りに行ったりとか。 
 

48A：トリニイッテ。ホンデ  ニカイメノ ナミデ シンダヒトガ オーカッタンナ。 

取りに行って。そして 二回目の   波で  死んだ人が   多かったのよね。 
 

49B：ホナイ     イヨッタナ。  ホンデモ アラ   タカイトコロエ イタンケ。 アラ。 

    そのように 言っていたなあ。それでも あれは  高いところへ  行ったのか。あれは。 
 

50A：ウチラワ ウラノヤマニ イタンダケドナ。 

    私たちは 裏の山に   いたのだけれどね。 
 

51B：ホラ  トーホク ミタイナコトワ ナカッタヤロケド  スゴカッヨタナ。 

   そりゃ 東北   みたいなことは なかっただろうけど  凄かったよね。 
 

フネガ ホラ  ホンマ オータノオクマデ オクマデ キトッタモンナ。 

船が  それは 本当に 大田の奥まで   奥まで   来ていたものね。 
 



オータノ オクマデ。タンボノ ナカイナ。 

大田の  奥まで。 田んぼの 中にね。 
 

52A：アノ ナンセキモノッテ。  フネデ イエオ コワシテイタヨーナトコロガ  

   あの 何隻も［波に］乗って。それで 家を  壊していたようなところが 
 

ヨーケ    アッタヤロ？ 

たくさん  あっただろう？ 
 

53B：エー。アノ センダイノホーモ ホヤモンナ。  アンナンガ イッパイ 

ええ。あの 仙台の方も    そうだものね。あんなのが たくさん 
 

キタケン。ホレカラ ドンナコトガ アッタ。 

   来たから。それから どんなことが あった。 
 

54A：イドノ ミズガ カレトッタユーンモ    キータコト   アルナ。ワタシラ。 

   井戸の 水が  枯れていた［と］いうのも 聞いたことが あるね。私たち。 
 

55B：エー。 

   ええ。 
 

56A：コドモノ ジブン ヤケドナ。（B：エー）ホノ マー スルメガ トレタトカ ヨー 
子供の  時分  だけどね。（B：ええ）その まあ イカが  とれたとか よく 

 

スルメガ イマデモ ユーワナ、スルメガトレタラ ツナミガ クルント チガウンヤユーテ。 

イカが  今でも  言うよね、イカがとれたら  津波が  来るのと ちがうのとか言って。 
 

57B：エー。ホナ   ホーユーヤロ。ヨーケ  スルメガ トレルケンド 

   ええ。それなら そう言うだろ。たくさん イカが  とれるけれど 
 

オソロシナーユーテ    ユーヤケナ。ホレカラ アノサンバシノ モトニワ 

恐ろしいなあ［と］言って 言うけどね。それから あの桟橋の   下には 
 

ヨーケ  サカナガ ウッチャアガットー。  ウッチャガットーユーコトワナイケンド 

たくさん 魚が   打ちあがっている［よ］。打ちあがっている［と］いうことはないけれど 
 

シオガ ヒータ アトニ オッタユーヤケナ。 

潮が  引いた 後に  いた［と］いうからね。 
 

58A：マー ウチアガットッタンヤケナ。  ウッチャガルーヤユーテ。 

まあ 打ちあがっていたのだっけな。 打ちあがる［とか］いって。 

 

【注釈】 

〔1〕タンゼン…丹前。着物のこと。 

〔2〕オータ…地名。徳島県海部郡海陽町大田。 

〔3〕スイジョーケイサツ…海・内水面等の水上や沿岸部で展開される警察活動。 

又はそれを任務とする警察組織を指す。 

〔4〕アワンダ…聞き取りが曖昧。アワナンダ（会わなかった）の可能性あり。 

〔5〕サバセ…地名。徳島県海部郡海陽町浅川鯖瀬口。 

〔6〕スガケ…床下の意。海部郡で使用されている方言。 

〔7〕カワカミソンラク…清流・海部川の上流に位置する地域、海陽町の川上地区を指す。 

  



Ⅱ．震災後の海陽町浅川の様子 
［00:08:01～00:18:15］ 

 

1B：ンー。エー ホンデ ミノマワリユーテモ アノジブンワ ナンチャ ホンナ アノ 

  んー。エー それで 身の回りといっても あの時分は  何にも  そんな あの 
 

ケンカラ アン ナンデモカンデモ クレタンケ？オカシヤッタケ ナンチャ 

県から  ×× 何でもかんでも  くれたのか？お菓子どころか 何にも 
 

クレナンダケ。  イマミタイニ  イッパイ アンナン オクッテ クレナンダ。 

くれなかったよね。今みたいに   いっぱい あんなの 送って  くれなかった。 
 

2A：ヤッパリ アレワ。 

  やっぱり あれは。 
 

3B：アッタンヤロカ。 

あったのかしら。 
 

4A：ウン、 アッタト オモウゼ。 

  うん、 あったと 思うわよ。 
 

5B：イマ ヤッタラナ、ミズヤラ ナンヤラカラ イッパイ オクッテクレルケンド 

   今  だったらね、水やら  何やらから  いっぱい 送ってくれるけれど 
 

アノジブンモ アッタンカイナ。 

あの時分も  あったのかしら。 
 

6A：ヤッパリ ヨソカラ モロタンチャウ？    ホー  キータコトアルナ。 

やっぱり  余所から もらったのではない？そう  聞いたことあるな。 
 

7B：ホー。 

  そう。 
 

8A：タシカニナ。キューエンブッシガ アッタト オモウヨ。 

確かにね。 救援物資が      あったと  思うよ。 
 

9B：ホンデ アノジブンワ ホナケン  イエガ  ナイヨーナッタヒトワ ナガヤトカ  

  それで あの時分は  そうだから 家が   無くなった人は    長屋とか 
 

アンナンガ  ヨーケ アッタモンナ？ナガヤ   ツクッタリシテ スンドルヒトモ 

あんなものが 沢山  あったものね？長屋［を］ 作ったりして  住んでいる人も 
 

ヨーケアッタナ。 

沢山いたな。 
 

10A：ウチラモ 《知人女性》サンガ アノヤマノ ウエデ イッシューカングライ  

   私たちも 《知人女性》さんが あの山の  上で  一週間くらい 
 

ムシロ？       （B：ウン）ムシロオ カコイニシテ？スンドッタユーテ。 
   むしろ？［で過ごした。］（B：うん）むしろを 囲いにして？ 住んでいた［と］ 言って。 
 

12B：アー。ヘンロサン ミタイナモンヤナ。 
ああ。お遍路さん みたいなものだね。 

 

13AB：｛笑｝ 

   ｛笑｝ 
 

 

 



14B：ヘンロサン ミタイナモンヤワ。ホンマ ウン。ショクリョーヤカ ホヤケンド マエワ  

お遍路さん  みたいなものだね。本当に うん。食糧なんか    そうだけど 以前は  
 

ショクリョーヤカ ホンナ     オクッテクレタンケ？ニギリメシトカユーテ。 

食糧なんか    そんな［風に］ 送ってくれたのか？ 握り飯とかいって。 
 

ホンナン アンマリ イマミタイナ タイグーシテクレナンダンチャウンナー。 

そんなの あまり  今みたいな  待遇してくれなかったのではないの。 
 

15A：ナツヤナカッタケンナー。ホヤケド    ヤッパリ ヒャクショー シヨルヒトラワ 

   夏ではなかったからねえ。そうだけれど やはり   百姓［を］  している人たちは 
 

オコメトカ クレタンチャウ？ アサカワ ナカッタケド。 

お米とか  くれたのではない？浅川は  なかったけれど。 
 

16B：ダー ホンデモ アサカワ  ナカッタヤロ？ イマミタイナ アナイ＊＊＊ヨク＊＊＊。 

    ／／ それでも 浅川［は］ なかっただろ？ 今みたいな  あんな＊＊＊よく＊＊＊。 
 

17A：コメ    ツクイヨル ヨソノヒトワ クレタンチャウ？ 

    お米［を］ 作っている よその人は  くれたのではない？ 
 

18B：ダー モロタヒトモ アルケンド。ドナイ。 

／／  貰った人も   いるけれど。どうなの。 
 

19A：ヨー キートランナ。 

よく 聞いてないね。 
 

20B：ホンデモ  アンマリ セマイハンイヤッタサカイ タスケオーテ オッタンヤロナ？ 
そうだけど あまり   狭い範囲だったから    助け合って  いたのだろうね？ 

 

21A：ホヤナ ソレワ アッタト オモウケドナ。 
そうね それは あったと 思うけれどね。 

 

22B：ナガレン イエモ イッパイ アッタシナ。 
    流れない 家も    いっぱい あったしね。 
 

23A：アッタトオモウケドナ。 
    あったと思うけれどね。 
 

24B：ナ。ナガレン イエモ イッパイ アッタシナ。ホンナンデ    ドーブツヤ 
ね。流れない  家も  いっぱい あったしね。そのようなもので 動物なんか［を］ 

 

カイユーテモ   イヌモ ネコモ オッタヤロケド  ホンナンワ  モー ショーバナイ。 
飼うと言っても 犬も  猫も  いただろうけれど そんなものは もう しかたがない。 

 
アソコノ イセダガワ〔1〕ワ ドレクライ オクマデ イタンゼ？カワガ。 
あそこの  伊勢田川は    どれくらい 奥まで  いったの？川［の水］が。 

 

25A：イセダノ カワモ ゼンブ ツブレトッタヤロ。 
    伊勢田の 川も  全部  潰れていただろ。 
 

26B：ドコマデ ノボッテ イッタンゼ。   ハシモ オチタシナ。イセダバシモ オチトッタナ。 
   どこまで 上って   行ったのだっけ。橋も  落ちたしね。伊勢田橋も  落ちていたね。 
 

ヒトツダケナ。アンナ ホンナ ウミデ ヒカリ  ミタトカ クモガ ミョーナトカ 
ひとつだけね。あんな そんな 海で  光［を］ 見たとか 雲が  妙だとか 

 

ダレチャ ナンチャ ソノジブンワ イヨラナンダナ。 
誰も   何にも  その時分は  言っていなかったね。 

 



イマコソ ケーケンガ イッパイ アッテ ソラナ  ドーヤラ ナンチャラヤ ユーケド 
今こそ  経験が    いっぱい あって それはね どうたら なんたらと  言うけれど 

 

ホノジブンワ キューナ ハナシデオマナ。 ホイテ アサガタヤシ。 
その時分は  急な   話だった［しね］。それに 朝方［だった］し。 

 

27A：ヨジ、ヨジ、ヨジニジューサンプン。 
四時、四時、四時二十三分。 

 

28B：ウン。ホナケン サムカッタシ。 
うん。 だから    寒かったし。 

 

29A：マー ホナケンドナー。イマワ ダイブン ミナ クンレンモ シトルシ。 
   まあ そうだけどねえ。今は  大分   皆  訓練も   しているし。 
 

ムカシミタイナコトワ ナイト オモウケンドナ。 
昔みたいなことは   ないと 思うけれどね。 

 

30B：ウー。 コレチガウデオマ。  クニノ ヤリカタモ ケンノ ヤリカタモ チガウ。 
うーん。これ［が］違うよ［ね］。国の  やり方も  県の  やり方も  違う。 

 

   ムカシワ ナンチャ ホンナン  ナカッタモンナ。（A：エー） 
   昔は   何にも  そんなもの なかったものね。（A：ええ） 
 

31B：マー ホヤケド   ショーボーダンデ ミナガ ダンケツシテ ヒルメシヤ タキダシタ  
   まあ そうだけれど 消防団で     皆が  団結して   昼ごはんや 炊き出しや  
 

アンナン ヨーシタナ。イマミタイニ 《コンビニ》デ カウトカ アンナント チガウモンナ。 
あんなの よくしたね。今みたいに  《コンビニ》で 買うとか あんなのと ちがうものね。 

 

32A：ホヤナ。 ウーン オボエテナイナ。ワタシワ ハナシダケシカ キータコトナイシ 
    そうだね。うーん  覚えてないな。 私は   話だけしか   聞いたことないし 
 

シランケド。  イーツタエワ、アルワナ。（B：ダー） 
知らないけれど。言い伝えは、  あるわね。（B：そうだね） 

 

33A：マズ ナニガ アッタゼ。ナニモ ナカッタナ。 
   まず 何が  あったか。何も  無かったね。 
 

34B：テレビモ ナイシ。ラジオモ アルイエバッカリナイシ。  シンブンモ トッテナイ。 
    テレビも ないし。ラジオも ある家ばかり［では］ないし。新聞も   とってない。 
 

ホンマ   カソモエートコロヤ。テレビヤカイ イッチョモ  ナイシナ。 
本当［に］ 過疎もいいところだ。テレビなんて ひとつも  ないしね。 

 

キクコトモ ナンチャナイモンナ。 
聴くことも 何にもないものね。 

 

35A：ソーヤナー、ヤッパリ。 
    そうだなあ、やはり。 
 

36B：ナニゴトガ オコッテモ ジブンデ ミルダケノコトヤナ。     ジブンデ ミル 
   何事が   起きても  自分で  ［面倒を］見るだけのことだな。自分で  見える 
 

   ハンイナイノ コトシカ ワカラナイナ。ヨソカラノオマ  ハイッテコンモン。 
   範囲内の     ことしか わからないね。よそからの［ね］ 入ってこないもの。 
 

   ラジオモ ナケリャ ナンチャーネー。 ホイテ アラ ナクナッタヒトガ 
   ラジオも なければ 何もない。    そして ほら 亡くなった人が 
 



   イッパイヤッタン アラ  ダレガ？ショーボーダンケ？ 
   いっぱいだったの あれは 誰が？ 消防団か？ 
 

   ハチジューニン ナクナッテナ。 
   八十人     亡くなったってね。 
 

37A：ミズガ ヒータトキニ シタイガ アチコチニナ ヨーケ。 
   水が  引いたときに 死体が   あちこちにね たくさん。 
 

38B：アッタヤロ。 
   あっただろ。 
 

39A：テユー ハナシヤナ。 
   という 話よね。 
 

40B：アンナン     モー マチジュ－ガ クサカッタナ。ホンデ マー ユータラ。 
   あんなもの［は］ もう 町中が     臭かったな。  それで まあ 言うと。 
 

   スイドーモ アンマリ ユキトドイトランシ。（A：ナー） 
   水道も   あまり  行き届いていないし。（A：ねえ） 
 

41B：スイドーヤユーンモ  ホナイ  ハヨカラ ナカッタヤロ。 
   水道なんかというのも そんなに 早くから なかっただろ。 
 

42A：ナイナイ ホラ  モー ミンナ イドミズヤッタケンナ。 
   ないない それは もう 皆    井戸水だったものね。 
 

43B：スイドーデ キレーニ アラウトカ ホンナンモ スクナカッタモン。 
   水道で   綺麗に  洗うとか［いうこと］も 少なかったもの。 
 

44A：《知人女性 2》サンデナイワ   ホリイケノ ミズデ イドデ ダイブ ミナ セーカツオ 
   《知人女性 2》さんではないね 堀池の   水で  井戸で 大分  皆  生活を 
 

シヨッタナ。 
していたね。 

 

45B：ホヤロ。 イドミズヤモンナ。スイドーガ ナカッタモン。｛A：頷き｝ 
   そうだろ。井戸水だものね。 水道が   なかったもの。｛A：頷き｝ 
 

デンキモ アンタ デントー ヒトツヤシ、ラジオモ オーキナ オウチダケシカ ナイシ。 
   電気も  ねえ   電灯   一つだし、 ラジオも 大きな  お家だけしか  無いし。 
 

   ラジオモ キコエナイ。シンブンモ ナイ。ホンナカンジデ モー ツラカッタナ。 
   ラジオも 聞こえない。新聞も   ない。そんな感じで  もう 辛かったね。 
 

   ツラカッタケンド イマミタイニ ミンナ ツライツライ イワナンダンチャウン？ 
   辛かったけれど  今みたいに  皆   辛い辛いと  言わなかったではない？ 
 

   イッショケンメー ミナ ガンバッテ ムカシノ ヒトノ ホーガ ヨカッタンチャウ。 
   一生懸命［に］  皆  頑張って  昔の   人の  方が  良かったのではない。 
 

   アノコロ。ムカシユーコト    ナイケド。 アノコロユーテモ   モー 
   あの頃。  昔［と］いうことは ないけれど。あの頃［と］いっても もう 
 

   ロクジューネンモ ナルケド。 ロクジューネンモユータラ ムカシヤナ。 
   六十年［に］も    なるけれど。六十年も［前と］言ったら 昔だな。 
 

   ロクジューゴネンモ。ホノカワリ マダ ＊＊＊。 
   六十五年も［前］。  そのかわり まだ ＊＊＊。 
 



46A：センソー  オワッテ スグ ヤケンナー。 
   戦争［が］ 終わって すぐ だからねえ。 
 

47B：ホノママノ イエモ アルシ。 
そのままの 家も  あるし。 

 

48A：イチネンゴニ ツナミ   オコッタッケ。 
   一年後に   津波［が］ 起こったっけ。 
 

49B：コドモモ イッパイ オッタシナ。イッケンノ イエニ ゴニンモ ロクニンモ。 
   子供も    いっぱい いたしね。 一軒の   家に  五人も  六人も。 
 

50A：タベモノモ ナカッタシナ。 
   食べ物も   なかったしね。 
 

51B：ミンナ ドノイエモ ゴニンモ ロクニンモ キョーダイガ オッテ ワイワイ ショッタナ。 
   皆   どの家も  五人も  六人も   兄弟が     いて  わいわい していたね。 
 

   イマヤッタラ ホンマニ フタリワテ   ロージンノ ショタイバカリヤケド。アノコロワ 
   今だったら  本当に  二人だけ［の］ 老人の   所帯ばかりだけど。  あの頃は 
 

   サンショタイガオッタモンナ。イッカデ スンデ。ホンデ リョーシノ ヒトワ 
   三所帯がいたものね。    一家で  住んで。それで 漁師の   人は 
 

   ドンドン リョーシシテ   ヒャクショーワ ドンドン ヒャクショーシテ。 
   どんどん  漁師［を］して 百姓は       どんどん  百姓して。 
 

   ホンデ ミセモ イッパイ アッタデナ。アンコロワ。 
   それで 店も  いっぱい あったわね。あの頃は。 
 

52A：タベモンモ アンマリ ナカッタナ。 ワタシラワ カワカミノ オクヤッタケンド。 
    食べ物も  あまり  無かったわね。私たちは  川上の   奥だったけれど。 
 

   ホンマニ イモガ シュショクヤッタ。 
   本当に  芋が  主食だった。 
 

53B：ゴハンノ ナカ   イモ   イレテ タベタ。アノ、アノ、アラメ〔2〕モ 
    ご飯の  中［に］ 芋［を］ 入れて 食べた。あの、あの、アラメも 
 

   イレテ タッキョッタナ。アラメ。アラメオ ゴハンノ ナカ   イレテ タイテ。 
   入れて 炊いていたね。 アラメ。アラメを ご飯の  中［に］ 入れて 炊いて。 
 

   アレオ ベントーノナカ イレテ モッテイッテ イヤヤッタナ。 
   あれを 弁当の中［に］ 入れて 持って行って 嫌だったね。 
 

54AB：｛笑｝ 
   ｛笑｝ 
 

55B：オイシナカッタ。 コンナンモ コドモニユーテモ ダレモ コドモヤオラン。 
   美味しくなかった。こんなのも 子供に言っても   誰も  子供なんていない。 
 

   ジシンモ シラン。 ホナケンド  コナイダノ ジシンオ テレビデ ミルクライデ 
   地震も  知らない。そうだけれど この間の  地震を  テレビで 見るくらいで 
 

   キレーゴトバッカシヤモンナ。ジブンガ オータコトガ  ナイモンナ。ミンナ。 
   綺麗ごとばかりだものね。  自分が  遭遇したことが ないものね。皆。 
 

   センダイノ コノホーガ エライカモワカランナ。 
   仙台の   子の方が  偉いかもしれないわね。 
 



56A：ソヤワカランナ。 
    そうかもしれないわね。 
 

57B：イマ   アンタ ヒトリヤ フタリノ     ハチジュー、ナナジューイジョーノ 
   今［は］ あなた 一人や   二人［暮らし］の 八十［歳］、七十［歳］以上の 
 

   イエバカリデ コドモワ ジューニンクライ、マチジューデ。 
   家ばかりで  子供は  十人くらい、   町中で。 
 

   ジューニンカ ニジューニン。イーツタエモ ナニモ ナイワ。 
   十人か    二十人。   言い伝えも  何も  無いわ。 
 

58A：ハチジッサイクライノ ヒトヤッタラ。 
   八十歳くらいの    人だったら。 
 

59B：ホノヒトラー モー ロージンホーム  ハイッテモテ  オラン。  ミナ。   
その人たちは もう 老人ホーム［へ］ 入ってしまって いないわ。皆。 

 

   ロージンホーム  ハイッテ オリマセン。      アンナトキワ フネデ オキ 
   老人ホーム［へ］ 入って  ［もう］おりません。あの時は   船で  沖［へ］ 
 

   イッタヒトガ タスカットッタンケ  アラ。 
   行った人が  助かっていたのだっけ、あれは。 
 

60A：イマデモ フネー  ノットッタラ カエラント オキー  デーコト イヨンナ。 
   今でも  船［に］ 乗っていたら 帰らずに  沖［へ］ 出ろと  言っているね。 
 

61B：オキ   イトッタヒトモ オッタケンドナ。 
    沖［へ］ 行っていた人も いたけれどね。 
 

62A：ウン。 
    うん。 
 

63B：オキ   イトッテ   モドッテコント オキノママデ    オッタヒトモ ヨーケ 
    沖［へ］ 行っていて 戻ってこずに   沖に［いる］ままで いた人も   たくさん 
 

   オルナ。 ケンドモー アレテモテ        イエイ モドテ コレナンダヤロナ。 
   いたわね。けれども  ［海が］荒れてしまって  家に  戻って  来られなかったのだろうね。 
 

64A：ホラ  モー、ホノトキワ オキニ デーユーヤケ。      ツナミガ キタラ。 
    それは もう、そのときは 沖に  出ろ［と］言うではないか。津波が  来たら。 
 

65B：アー。ベツニ コレ    ホナイ  ショクジヤカ ＊ ショクジヤカ 
    ああ。別に  これ［は］ そんなに 食事なんて   ＊ 食事なんて 
 

   イマミタイニ コンナ     ゼータクチャウモンナ。イモ    タベタリ  イモノ ツル 
   今みたいに  こんな［に］ 贅沢ではないものね。 芋［を］ 食べたり 芋の  蔓［を］ 
 

   タベタリヤッタナ。アンナン バッカリヤッタケン。イタズリ〔3〕ヤ ワラベ〔4〕。 
   食べたりだったね。あんなの ばっかりだったから。いたずりや    わらべ。 
 

   イマ ミタイナ アブラモンモアンマリ ナイゼ。 アブラワ ナタネノ アブラシボッテ 
   今  みたいな 油物もあんまり    無いわね。油は   菜種の  油［を］絞って 
 

   コッシャエヨッタシ。ゴハンワ コメノ ゴハンワ ショーガツ ミッカダケ。 
   拵えていたし。   ご飯は  米の  ご飯は  正月［の］ 三日だけ。 
 

   アトミンナ   ムギオ ゴッツイ イレトッタナ。 イモ   イレタリトカ。 
   後［は］みんな 麦を  たっぷり 入れていたわね。芋［を］ 入れたりとか。 
 



66A：センソーノ アトワ トクニ タベモノワ ナカッタワナ。 
   戦争の   後は  特に  食べ物が   無かったよね。 
 

67B：エー。ショーガツガ ナガカッタラ エーノニト オモタナ。 
   ええ。正月が      長かったら    いいのにと 思ったわ。 
 

    イッパイ ショーガツガ アッタラエーノニ。｛笑｝ 
    いっぱい  正月が    あればいいのに。 ｛笑｝ 
 

68A：カウモンモ アンマリ ナカッタモンナ。ジブントコノ    イエデ ツクッタモンバッカリ 
    買うものも あまり  無かったものね。自分［の］ところの 家で  作ったものばっかり 
 

 ヤッタモンナ。 
   だったものね。 
 
【注釈】 

〔1〕イセダガワ…徳島県海部郡海陽町を流れる河川である伊勢田川のことを指す。 
〔2〕アラメ…コンブ目アラメ属に属する褐色の褐藻の 1種。 
〔3〕イタズリ…タデ科の一種。山菜。標準語ではイタドリと言う。 
〔4〕ワラベ…シダ植物の一種。山菜。標準語ではワラビと言う。 
 
 
 
Ⅲ．話者Bが経験した津波の被害 

［00:22:28～00:38:17］ 
 

1D：スイマセン ヒトツ イーデスカ。オフタリッテ シンサイノ トキッテ ドー 
   すみません 一つ  いいですか。お二人は   震災の   時は   どのように 
 

   ニゲラレタンデスカ？ 
   逃げられたのですか？ 
 

2B：シンサイノ トキワ ダー  ミンナ アラ   イエジューガ ニゲタワナ。 
   震災の   時は  ／／ 皆   あれは 家中が    逃げたよね。 
 

3A：ワタシワ マダ イッサイヤケンナー。 
   私は   まだ 一歳［だった］からねえ。 
 

4B：ホンデ イエジューガ ニゲタンヤケド  ホノ マチノ ヒトワ マチノナカノ 
   それで 家中が    逃げたのだけれど その 町の  人は   町の中の 
 

   ヒトワ フネガ キタリ、 ウミガ チカイトコロノ ヒトワ ミンナ ニゲヨッタケド 
   人は  船が  来［て］、海が  近いところの  人は  皆   逃げていたけれど 
 

   タドリツクマエニ ウミ、ミズニ ヤラレタワ。ケッコー イクトコワ   テラヤデ。 
   辿り着く前に   海、 水に  やられたわ。結構  ［人が］行く所は 寺だね。 
 

   コノマチノ ヒトラワ テラガ サンゲン アルケン、 
   この町の  人たちは 寺が  三軒   あるから、 
 

   ホコイ ムイテ  イクンヨ。ヤマガ ナイケン。 
   そこに 向かって 行くのよ。山が  ないから。 
 
 



5A：ロクメートルノ ツナミヤ イヨッタケンナ。 タイシタコトナカッタナ。  イマ オモエバ。 
   六メートルの  津波だと 言っていたからね。大したこと［は］無かったね。今  思えば。 
 

6B：テライ   イトッタラ  ホンデ ヨカッタモンナ。テラ グライデ。 
   寺［に］ 行っていたら それで よかったものね。寺   ぐらいで。 
 

7A：ホノグライデ タスカッタケンナ。ケンド ホコ    イクマデニ。 
   そのぐらいで 助かったものね。 でも  そこ［に］ 行くまでに。 
 

8B：ホコイ イクマデニ オーケナ ナミガ キテ ホンデ イエガ ナガレテキタリ ザイモクガ 
   そこに 行くまでに  大きな  波が    来て それで 家が  流れてきたり  材木が 
 

   ナガレテキタリ フネガ キタリシテ。ホンデ、マエ ホン   ツクットッタヤケ。 
   流れてきたり  船が  来たりして。それで、前  本［を］ 作っていたではないか。 
 

9A：ウン。 
   うん。 
 

10B：アノナ  シロノナクウミヤ ナンヤラ ツクットッタヤケ。 
   あれのね シロの鳴く海か  なんとか 作っていたじゃない。 
 

11A：シロガ ナイタ ウミ〔1〕ナー。イヌガナ。 
   シロが 鳴いた 海ねー。    犬がね。 
 

12B：ホノ、ホノホンガ アルヤロ。 アンナヨーナ カンジ。アレ    ウマイコト 
   その、その本が   あるでしょ。あのような  感じ。 あれ［は］ 上手に 
 

   カミシバイミタイニ エー ホンニ シトッタヤケ。 アンナカンジヤデ。ミンナナ。 
   紙芝居のような   良い 本に  していたわよね。あんな感じよ。  皆ね。 
 

13A：アンマリナー チーサイコトノ  ハナシヤケンナー シランモンナー。 
   あんまりねえ 小さい［とき］の 話だからねえ     知らないものねえ。 
 

14E：オイクツ  ダッタンデシタッケ トージ。 
   おいくつ だったのでしたっけ  当時。 
 

15B：ワタシワ ナナサイヤ。ナナサイデ ヨーチエンヤッタ。 ヨーチエンヤッテナ。 
   私は   七歳よ。  七歳で    幼稚園［児］だった。幼稚園［児］であってね。 
 

16A：イッサイハンヤナ。ハンモ ナッテナカッタカモシレンナ。 
   一歳半だね。   半にも なっていなかったかもしれないね。 
 

17B：ソヤノニ  アンタワ キオクリョクガ エーナ。 
   それなのに あなたは 記憶力が    いいね。 
 

18A：ナイナイ｛笑｝キオクニ ナイ。 
   ないない｛笑｝記憶に   ない。 
 

19E：ソーデスヨネ。 
   そうですよね。 
 

20A：キオクニ   ナイケンド ヒトカラ イーツタエデ ハナシオ キータダケノ ハナシ。 
   記憶に［は］ ないけれど 人から  言い伝えで  話を   聞いただけの 話［よ］。 
 

   ヤッパリ イエノナ。 
   やっぱり 家の［人の］ね。 
 

21B：トシノイッタ ヒトヤナ。 
   ［高齢の］  人だね。 
 



22A：ウン ウン。 
   うん うん。 
 

23E：ソレイガイニワ ナニカ シンサイノ コトデ ナイデスカ。 
   それ以外には  何か  震災の   ことで ないですか。 
 

24A：デモナー ヤッパ  キンジョノ ヒトヤナー。キンジョノ オジーサン オバーサン。 
   でもねー やっぱり 近所の   人だわー。 近所の   おじいさん おばあさん。 
 

   ハナシ キータグライシカ シランナ。 
   話を  聞いたぐらいしか 知らないね。 
 

25B：ウン。ナンボ   ナミガ タカカッタユーテモ     ノコットル イエモ 
   うん。どれくらい 波が  高かったのか［と］言っても 残っている 家も 
 

   ヨーケ   アッタモンナ。 
   たくさん あったものね。 
 

26A：ウン。 
   うん。 
 

27B：《人名 1》サンクモ    ヨーケ  ノコットッタモンナ。ウミノ ハタ ヤッタケンド。 
   《人名 1》さん［の］家も たくさん 残っていたものね。 海の  近く だったけれど。 
 

28A：ウチラワ ホヤケン  ウシロニ ヤマガ アルヤロ。 ホヤケン  イキヌケテ 
   私たちは それだから 後ろに  山が  あるだろう。それだから ［全部流して］ 
 

   シマワント カベダケ ヌケテ、コー ホヤケン ナミガ。イマデモ イッショノトコ 
   しまわずに 壁だけ  抜けて、こう だから  波が。 今でも  一緒のところ［に］ 
 

   オルケド  ナガレテシマウコトワ ナイナト オモトンヤケド。 
   いるけれど 流れてしまうことは  ないなと 思っているのだけれど。 
 

29B：アー。フルイ イエニ ミンナ  オッテ ＊。 
   ああ。古い  家に  皆      いて  ＊。 
 

30A：ヤマガアッタケンド マチワ ザー     イキヌケトーケン  ナガレルケド。 
   山があったけれど  町は  ざーっ［と］ ［開けている］から 流れるけれど 
 

   ヤマガアッタラ ホコデ カカルケン。ホナケンド ジューメートルモ 
   山があったら  そこで かかるから。だけれど  十メートルも 
 

   ニジューメートルモ ナミガ キタラ アカンデ。 キソカラ     ゼンブ 
   二十メートルも   波が   来たら いけないよ。［家の］基礎から 全部 
 

   ナガレテマウケン。ホンデモ ロクメートルノ ナミヤッタケンナ。 
   流れてしまうから。それでも 六メートルの  波だったからね。 
 

31B：イマ アノ 《人名2》サンチイ     ノコットル アレガ ミンナガ  
   今  あの  《人名2》さん［の］家に 残っている あれが 皆が 
 

   ミニキヨル   トコヤモンナ。 
   見に来ている 所だものね。 

 

32A：アレグライーユーテナ。 
   あれぐらい［の波が来ると］言ってね。 
 

33B：アレオ ミンナ キタラ ミンナ ミニキヨルンヤロ。 
   あれを 皆   来たら 皆   見に来ているのだろう。 
 



   アノー ツナミノヤツ。ココマデ キマシタユーテナ。   ホンデ イエガ ホノママ 
   あの  津波のやつ。 ここまで 来ました［と］いってね。それで 家が  そのまま 
 

   ノコットル ユーコトヤモンナ。 ミンナ ノコットッタケンド  タテナオシタモンナ。 
   残っている ということだものね。皆   残っていたけれど 建て直したものね。 
 

   ミンナ サラ〔2〕ノ   ナットル   ヒトワ。ヨーケ  タテナオシトー。 
   皆   新しい［家に］ なっている 人は。 たくさん 建て直している。 
 

34A：ソノママノ  イエユーテ ナイワナ。 
   そのままの  家なんて  ないよね。 
 

35B：マーナ。ウチラントコデモ   ミナ シタデ 《人名 3》サントコモ 
   まあね。 私たちのところでも 皆  したよ 《人名 3》さんの家も 
 

   《人名 4》サントコモ アルンチャウン  ホノ。タテトラヘンデ。 
   《人名 4》さんの家も あるのではないか その。建て替えていない。 
 

36A：ホヤナ。 
   そうだね。 
 

37B：ウン、ホヤケン 《人名 3》サンクモ 《人名5》サンクモ アッタモン ウチラノ 
   うん、だから  《人名 3》さん家も 《人名5》さん家も あったもの 私達の［家の］ 
 

   ヨコ。 《人名 6》サンクモ ホーチャウケ。    ダイタイ ホンデダー、 
   横［に］。《人名 6》さん家も そうではないか［な］。大体   それでねえ、 
 

   ジシンカラ コッチ    タテルトキ ショーゲツ〔3〕＊モ 
   地震から  こちら［に］ 建てる時  ショーゲツ＊も 
 

   ソノマンマチャウケ。  ホノ ショーコニ ニカイ  イタラナ  
   そのままなのではないか。その 証拠に   二階［に］ 行ったらね 
 

   アソコラノ オミヤサン   ショッタケンナ ホンマンマガ     イッパイアル。 
   あそこらの お宮さん［を］ していたからね そのまま［の建物］が たくさんある。 
 

   ウマヤ ウシヤ     コートッテ ホンナンガ ナガレタコトモアルナ。 
   馬や  牛なんか［を］ 飼っていて そんなのが 流れて行ったこともあるね。 
 

   ウシヤ ウマガ。 
   牛や  馬が。 
 

38A：ホヤナ。 
   そうだね。 
 

39B：アトホカニ    ナンガ     アル。 
   あと［その］他に 何［の質問］が ある［の］。 
 

40D：ジシンノ キョークンオ イカシテ アサカワデ ナニカ サレテル 
   地震の  教訓を      活かして 浅川で   何か  されている   
 

   コトトカッテ ゴゾンジデスカ。 
   こととかって ご存知ですか。 
 

41B：カワッタコトケ ホノジシンガ アッタサカイ。 
   変わったことか。その地震が  あったから［ね］。 
 

42A：チーキゴトニ ボーサイクンレントカ。 
   地域ごとに  防災訓練とか。 
 



43B：マップ        コッシャエタリトカ。 
   ［防災］マップ［を］ ［作ったり］とか。 
 

44A：チーキゴトニ ミナ ソレゾレ。 
   地域ごとに  皆  それぞれ。 
 

45C：ソレワ ヒガシニホンダイシンサイガ アッテ、ソレカラデスカ。 
   それは 東日本大震災が       あって、それからですか。 
 

46B：トクニダー。ホレガアッテ アレカラ ヨケーニ  モー、ホレイゼンニモ ホナケンド 
   特にね。  それがあって あれから 余計にねえ、もう、それ以前にも  それでも 
 

   アッタナ。 ニゲルトコトカモ。 スタコブサン〔4〕トカナンジャラ。クンレンワ 
   あったわね。逃げるところとかも。／／／／／    とかなんとか。 訓練は 
 

   ナニヤラ ジューニガツニ イッカイダケスルナ。マイネン マイネン。 
   何やら   十二月に    一回だけするね。  毎年   毎年。 
 

47A：ヤルケドナ。ホンナ コンナン      シトルヤユーン        キイタコトナイナ。 
   するけどね。 そんな こんなこと［を］ しているなんて［いうことを］ 聞いたことがないね。 
 

48B：クンレンヤユーンワ、ボーサイノヤロ。  イマミタイニ ホナイ   イヨラナンダナ。 
   訓練というのは   防災の［訓練］だろ。今みたいに  そんなに 言ってなかったね。 
 

49C：アンマリ イーマセンカ。 
   あまり  言いませんか。 
 

50B：ウン。 
   うん。 
 

51A：マーケド  マイトシ ジューニガツノ ニジューイチンチニ ツナミクンレン ゲルクンレン 
   まあけれど 毎年    十二月の    二十一日に     津波訓練    逃げる訓練 
 

   スルンワ モー ジューナンネンモマエカラ シテルナ。 マイトシ。ホテ  ホノ 
   するのは もう 十何年も前から      しているね。毎年。  そして その 
 

   シテーシタトコオ キメテホコイ ニゲテイッテ ショーボーダンキテ ナンニン 
   指定した場所を  決めてそこに 逃げて行って 消防団［の人が］来て 何人 
 

   ニゲトートカユー    チョーサワ ジューネントイワン マエカラ シヨルナ。 
   逃げているのかとかいう 調査は   十年と言わない   前から  しているね。 
 

   コレオ ワスレンヨーニトユーコトデ   ミナ。ソレワ マイトシ シヨンナー。 
   これを 忘れないように［と］いうことで 皆。 それは 毎年   しているなあ。 

 

52B：ホヤケンド  イマミタイニ コヤッテ  アノ カイダン ツケタリトカ トー 
   そうだけれど 今みたいに  こうやって あの 階段   付けたりとか 塔［を］ 
 

   コッシャエタリ アンナンナ シゼンノ ナカニ ニゲテイキヨッタナ。 
   拵えたり    あんな   自然の  中に  逃げて行っていたね。 
 

   イマコソ トーオ コッシャエタリ アラ  アノ コナイダノ アノー キョネン  
   今こそ  塔を  拵えたり    あれは あの この間の  あのう 去年 
 

   サンネンマエカラノ アレ〔5〕ガアッテ シヨルケンドナ。 
   三年前からの    あれがあって    しているけれどね。 
 

   アンナンワ ヤクタタントオモイマス。 
   あんなのは 役に立たないと思います。 
 



53C：ジッサイニ キタラ？     ｛B：頷き｝ノボレナイデスカネ？｛B：頷き｝ 
   実際に   ［津波が］きたら？｛B：頷き｝ 登れないですかね？ ｛B：頷き｝ 
 

54B：マチンナカニ アンナン     コッシャエタッテ ホンナトコニ 
   町の中に   あんなもの［を］ 拵えたって    そんなところに 
 

   ニゲテイクヒトガ オルケ オマー。 
   逃げて行く人が  いるか おまえ。 
 

55C：コワイデスヨネ。｛B：エー｝ 
   怖いですよね。 ｛B：ええ｝ 
 

56B：ホラ  モー ロクメートルニ        キマットッタラ ニゲルケンドヤナー。 
   それは もう 六メートルに［津波の高さが］ 決まっていたら 逃げるけれどなあ。 
 

   コナイダカラ オッキーンガ クルクルユーテ  ユーテシテンノニナ。 ホンナトコエ 
   この間から  大きいのが  来る来るといって いってしているのにね。そのようなところへ 
 

   ニゲテイカントオモウデ。ホレニ ウミノ ホーガワニ コッシャエトルヤケダー。 
   逃げて行かないと思うよ。それに 海の  方側に   拵えているだけだあ。 
 

   アンナン ヤマノホーニ コッシャエント オマ  ウミノホーニ イクヒトガ ホナ  
   あんなの 山の方に   拵えないと   おまえ 海の方に   行く人が  そんな 
 

   メッタナヒトワ オラント オモウヨ。ホノバショイ オッテ タマライデ 
   珍しい人は   いないと 思うよ。 その場所に  いて  たまらずに 
 

   ニゲテイクヒトワ ホラ  ホンデ エーヤローケド。（C：リスクガ オーキー）エー。 
   逃げて行く人は   それは それで いいだろうけど。（C：リスクが 大きい） ええ。 
 

   トオモウナー。アンナン ムダトイヤ  ムダトオモウ｛笑｝ホラ  タマリャンセンノ 
   と思うなあ。 あんなの 無駄と言えば 無駄だと思う｛笑｝そりゃ ［たまらない］ 
 

   トキワダー ホレワ アノー イクカモシランケンド。 
   時はねえ  それは あのー 行くかもしれないけれど。 
 

   ホイデ シショヤ   ナニヤユータッチャ  ミンナ トーガ シマットルヤケ。 
   それで 市役所だとか 何とか［と］言っても 皆   扉が  閉まっているではないか。 
 

   バンヤ ヤスミワ。イッタテ、 オマ、 アカンヤンケ。 
   夜や  休みは。 行ったって、おまえ、いけないではないか。 
 

57C：ソーデスネ。イッタトコロデ ノボレナカッタラ。        （B：エー） 
   そうですね。行ったところで 登れなかったら［意味がないですね］。（B：ええ） 
 

58B：ヤッパリ ホナケン、  モー ジブンガ カッテシッタ   ヤマノホーエデモ 
   やはり   それだから、もう  自分が  勝手［を］知った 山の方へでも 
 

   ニゲナショーガナイト オモウナー。 
   逃げるしかないと   思うなあ。 
 

59C：ソーデスネ。ソレガ ヤッパリ カクジツニ ニゲレル。 
   そうですね。それが やはり  確実に   逃げられる［方法ですね］。 
 

60A：ヒトリ ヒトリ ジブンガ（B：ンー）モー ニゲルトコロ  キメテテユーンガ 
   一人  一人  自分が （B：んー）もう 逃げる所［を］ 決めてというのが 
 

   イマノ アレヤナ。 
   今の  ［避難方法］だな。 
 



61B：アー。アノ 《人名7》サンヤッタテナ コナイダノ キンドーノ。 
   ああ。あの 《人名7》さんだってね  この間の  金［曜日］土［曜日］の。 
 

   アンナモン ヨナカニナ ヤクバノ ヒトガ ナンカ アノ 
   あんなもの 夜中にね  役場の  人が  何か  あの 
 

   セナンダヨーニユーケド、    ヨナカニ ホンナモン ダレダッテ ドコニ ニゲテイクン。 
   しないように［と］言うけれど、夜中に  そんなもの 誰が    どこに 逃げて行くの。 
 

   エー ホラ  シンダヒトガ ユーコトデアッテヤナ イーワケミタイナ モンヤケダ。 
   ええ それは 死んだ人が  いうことであってだな 言い訳みたいな  ものなわけだ。 
 

   ホラ  シタッテ ニゲレンゼ？ 
   それは したって 逃げられないよ？ 
 

62F：ホノ トーホクノ バーイモネ（B：エー）ボーサイセンターニ ニゲタ ヒトガ（B：エー） 
   その 東北の   場合もね （B：ええ）防災センターに   逃げた 人が （B：ええ） 
 

   ヨンジューニンクライ（A：ホー ホー）シン、シンデマシタヨネ。 （B：エー） 
   四十人くらい    （A：ほお ほお）××、死んでいましたよね。（B：ええ） 
 

63B：ナー ホンデ コント    オモトッタンガ キタンヤナ。アレラモナー。 
   なあ  それで 来ないと  思っていたのが  来たのだね。あれなどもねえ。 
 

64F：アレガ ジューナンメーターデショ？（B：ウン）ダカラ ホンライナラ ボーサイセンターニ 
   あれが 十何メーターでしょう？  （B：うん）だから 本来なら   防災センターに 
 

   ニゲタラ（A：イケル）ゴロクメーターダッタラ      タスカル。 
   逃げたら（A：大丈夫）［津波が］五・六メーターだったら 助かる。 
 

65B：ホコニ オッタラ タスカットンヤケド。   ホレガ コナイダオッタ＊＊。 
   そこに いたら  助かっているのだけれど。それが この間 
 

66F：ソレガ タスカランカッタカラ 
   それが 助からなかったから 
 

67B：アレニ ビックリシテ ニッポンコクジューガ コンナコト   シヨルケンドナ。 
   あれに びっくりして 日本国中が      このようなこと しているけれどね。 
 

   ホレバッカシ コント  オモウデ。コンドワ ホナイユテモ。ホナケン  ケッキョクワ 
   そればかり  来ないと 思うよ。 今度は  そう言っても。そうだから 結局は 
 

   モー ヤマヤケンド、ヤマガ ナイヤケ   マチンナカトカ アノー ホンナトコロワ。 
   もう 山だけれども、山が  ないじゃない 町の中とか   あのー そんなところは。 
 

   ナイケドモ  ホノー オマエ センターイッタッテ  
   無いけれども そのー おまえ ［防災］センター［に］行っても 
 

   ショーガッコーイッタッチャ トガシマッテ オマ  ハイレンノニナ （F：ヨルワネ） 
   小学校［に］行っても    戸が閉まって おまえ 入られないのにね（F：夜はね） 
 

   ヨルワ。 
   夜は。 
 

68A：ホント ギョーセーワ モット フカク カンガエテ。 
   本当に 行政は     もっと 深く  考えて［ほしい］。 
 

   イマワ ゼンゼン。 
   今は  全然。 
 
 



69B：モー、ニゲーニゲー    ユータテ。 
   もう、逃げて逃げて［と］ 言ったって。 
 

70A：ワタシラカラ ミタラ ウワベダケデ。 
   私たちから  見たら 上辺だけで。 
 

71B：ナー。 
   ねー。 
 

72B：ナンチャー アンナモン タテタトコロデ。 
   何も    あんなの   建てたところで。 
 

73A：ジッサイ モー（B：エー）ウチノ ヨコニモ ヒナンロガ アルンヤケド 
   実際   もう （B：ええ）うちの 横にも  避難路が  あるのだけど 
 

   ワタシモ コノマエ アガッテイッテ、アー ココ ニジューメーターノ イチグライヤナト。 
   私も   この前  上がっていって、ああ ここ 二十メートルの   位置やな 
 

   コノグライマデ チョード ナミガ クルナーッテユー トコロデ トマットンヨナー、 
   このぐらいまで 丁度   波が  来るなという   所で    止まっているのよねえ、 
 

   カイダンガ。 
   階段が。 
 

74C：アー ソコデ オワッテル。 
   ああ そこで 終わっている［のですか］。 
 

75A：ホコデ オワットンヨ。  ホーユーンバッカリ。 
   そこで 終わっているのよ。そういうものばかり。 
 

   マトモニ デキトルトコガ   アラヘン。イッコモ。 
   まともに 出来ているところが ない。  一つも。 
 

76B：コノ アノー マチガ モー アノ コノ ツエツイタヒト  バッカリヤロ。ホナケンナー 
   この あのー 町が  もう あの この 杖［を］突いた人 ばかりだろ。 そうだからねえ 
 

   （A：ナー）カイダンヤカ イチダンカ ニダン、カイダンマデ エーイカン 
   （A：なあ）階段なんて  一段か   二段、 階段まで   行けない 
 

   ヒトバッカリヤケン。 
   人ばかりだからね。 
 

77A：ホヤナ。 クンレンノ トキニモ モー カイダンヤ アガレーンユーテ 
   そうだね。訓練の   時にも  もう 階段なんて 上がれない［と］言って 
 

   ワタシラ モー ナガレテ シヌワーテ   イーヨッタヒトガ オーカッタネ。 
   私たち  もう 流されて 死ぬなあなんて 言っている人が  多かったね。 
 

78B：エー、ムリト オモウナ。アノ ホンノ ウエデワ カイダンツケタラ  エーユーテ、 
   ええ、無理と 思うな。 あの 本の  上では  階段［を］付けたら 良い［と］言って、 
 

   ホンノ ウエデシヨンヤ  アンナモン。ツクエノ ウエノ ハナシ。 
   本の  上でしているのよ あんなもの。机の   上の  話よ。 
 

   ロージン  ナッテミント  ワカランノヨ。 ムギノ    ホーガ エージェ。 
   老人［に］ なってみないと 分からないのよ。牟岐［町］の 方が  いいわよ。 
 

   ムギワナ    アノ コー アノ ダイブウエマデ ミチニ＊ ミチニ ナットンデ。 
   牟岐［町］はね あの こう あの 大分上まで   道に＊  道に  なっている。 
 



   カイダンデ ナクテ。アー マー ユータラ クルマデ ウエマデ イケルヨーナ 
   階段では  なくて。あー まあ 言ったら 車で   上まで  行けるような 
 

   ミチヤナイト アノ ヒロバマデ、ホンナ カイダンガ ナンベ ヨーケ  アッテモ 
   道ではないと あの 広場まで、 そんな 階段が   いくら たくさん あっても 
 

   エーイカント オモイマス。ウン。 
   行けないと  思います。 うん。 
 

79A：ホンダ   ココ    キンジョノ コー ココノヒトニワ コーユーテ コーレンラクシテ 
   そうしたら ここ［の］ 近所の   こう ここの人には  こう言って こう連絡して 
 

   コーシテッテ  レンラクモーミタイナノオネ（B：レンラクモー｛笑｝）イエニ コー アノ 
   こうしていって 連絡網みたいなのをね   （B：連絡網   ｛笑｝）家に  こう あの 
 

   クバッテキテ アノ シトルケド   イチオワ ミテ シトルケド   ナカナカ 
   配ってきて  あの しているけれど 一応は  見て しているけれど なかなか 
 

   ホノバキタラ      ホーユーヨーナコトワ デキントオモウ。 
   その［状況になったら］ そういうようなことは できないと思う。 
 

80B：デキントオモウ。ホンナキレーゴトワ  デキナイ。（A：ネ） 
   できないと思う。そんな［に］綺麗事は できない。（A：ね） 
 

81A：コジンガ ニゲルンガ セーイッパイデ。 
   個人が  逃げるのが 精一杯で。 
 

82F：コノマエモネ トーホクノ バーイモ ケッキョク クルマニノッタヒトガ カナリ タクサン 
   この前もね  東北の   場合も  結局    車に乗った人が    かなり たくさん 
 

   シンデマスヨネ。 ダカラ クルマワ ツカワンホーガイー。（B：ツカワンホーガエー） 
   死んでいますよね。だから 車は   使わない方が良い。 （B：使わない方が良い） 
 

83A：ナルベク チカイトコロニネ。 
   なるべく 近い所にね。 
 

84B：ホノカワリ タイフーヤカユーンワ モー クルンガ 
   その代わり 台風なんていうのは  もう 来るの［が］ 
 

   ワカットルケン  キノーノハナシヤナイケンド。アレワ ニゲレルト  オモウケドナ。 
   分かっているから 昨日の話ではないけれど。  あれは 逃げられると 思うけれどね。 
 

   ホヤケド   アンナコトガ ナ ナルトワ オモッテナイケンナ。ミンナ。イエニオッタ。 
   そうだけれど あんな事に  × なるとは 思っていないからね。皆。  家にいた。 
 

85F：ココラモ  マー ヘーチデショ。ダカラ コー トクシマシナイモ ソーデスケドネ、 
   この辺りも まあ 平地でしょう。だから こう 徳島市内も    そうですけれどね、 
 

   ダイガクノチカクモネ。オソラク マー ジューメーターモキタラ トクシマダイガクカラ 
   大学の近くもね。   おそらく まあ 十メートルも来たら   徳島大学から 
 

   アノヘンゼンブ（B：マチジューガ）ツカリマス（B：エー）ヒョーコーガ アノ 
   あの辺り全部 （B：街中が）   浸かります（B：ええ）標高が    あの 
 

   カイメンジョー ニメーターグライデスカラネ。（A：アーソーヤネ） 
   海面上     二メートルぐらいですからね。（A：ああそうだね） 
 

86B：トクシマモ ビザン〔6〕ダケヤ。（F：ビザンダケ）ナ。 
   徳島も   眉山だけだ。   （F：眉山だけ） ね。 
 



87F：デ   ココラモ  タブン カイバツニメーターカ サンメーターデショ？ 
   そして この辺りも 多分  海抜二メートルか   三メートルでしょう？ 
 

88B：ヤマガナイモンナ。（F：ヤマガネ）ウン。トーイモン。ヤマガトーイ。ホナケン ナンボ 
   山が無いからね。 （F：山がね） うん。遠いから。 山が遠い。  だから  いくら 
 

   ニゲーユーテモナ。   イエニ オリナサイユーテモナ  （F：ムリ）アノ ヤネノウエ 
   逃げろ［と］言ってもね。家に  いなさい［と］言ってもね（F：ムリ）あの 屋根の上 
 

   イクヒトガ シレトラー。 ヤネノウエ   ケッコ ノボリアゲルヒトワ。（F：ハイ） 
   行く人が  知れているわ。屋根の上［に］ 結構  上る人は。     （F：はい） 
 

   タイテーワ ヤネイ イケマセン。（F：ハイ）ホンナンデ   ダメヤナ。 
   大抵は   屋根に 行けません。（F：はい）そういうことで 駄目だね。 
 

89F：トコロデ アノー 《人名 8》サンノ ハナシ  キータコトアリマスカ？ 
   ところで あのう 《人名 8》さんの 話［は］ 聞いたこと［が］ありますか？ 
 

90B：エ？（A：《人名 8》サン？）《人名 8》サン？（A：ウン ウン）キタヨ、ココエ。 
   え？（A：《人名 8》さん？）《人名 8》さん？（A：うん うん）来たよ、ここへ。 
 

   （A：《人名 8》サンナ） 
   （A：《人名 8》さんね） 
 

91F：ソノヘンノアタリ  チョット ハナシテクダサイ。 
   その辺り［の話を］ ちょっと 話してください。 
 

92B：《人名 9》 キタハナシヤナ。 
   《人名 9》 来た話だね。 
 

93A：ホーヨ。 《人名 9》ノオジサント アノトキワ 《人名 9》ノオジサンガ 《旅館名》デ？ 
   そうだよ。《人名 9》のおじさんと あの時は  《人名 9》のおじさんが 《旅館名》で？ 
 

   （B：エー）アノ 《人名 8》サンガキテ ホナケン  《人名 9》ノオッサンワ 《旅館名》ニ 
   （B：ええ）あの 《人名 8》さんが来て そうだから 《人名 9》のおじさんは 《旅館名》に 
 

   オッタトユーハナシヤナ。 
   いたという話だね。 
 

94B：ホタラ   ツナミキタンケ。 （A：ウン） 
   そうしたら 津波来たのだっけ。（A：うん） 
 

95A：ソー ソー。ホンデ アノ＊ オクサント オクサンガ ナクナッタンヨ。ヤケン ホレオ 
   そう そう。そして あの＊ ××××× 奥さんが  亡くなったのよ。だから それを 
 

   ヨー イーツタエシヨッタデナー。   （B：ウン） 
   よく 言い伝え［を］をしていたよねー。（B：うん） 
 

96B：《人名 8》サンモ（A：《人名 9》サン）キタモンナ、ココエ。 
   《人名 8》さんも（A：《人名 9》さん）来たものね、ここへ。 
 

97A：《人名 9》サンガ ヨー シヨッタ。ホレワ ヨー イーヨッタ。ホノ キテ ショーダン 
   《人名 9》さんが よく していた。それは よく 言っていた。その 来て 商談［を］ 
 

   《旅館名》デ トマットートコデ ショーダンシヨッタラシーワ。ホノトキニ アノ ツナミガ 
   《旅館名》で 泊まっている所で 商談［を］していたらしいよ。その時に  あの 津波が 
 

   キタラシー。 
   来たらしい。 
 



98B：ホノイエモ イマ アルジェ。ホノ コ マゴサンガ オッテ。クワシク キクンヤッタラナ。 
   その家も  今  あるよ。 その × お孫さんが いて。 詳しく  聞くのだったらね。 
 

   ウーン。アノ ナニヤラ ヨットカナンヤ   ノッテキタンヤロ？ 
   うーん。あの 何やら  ヨットか何か［で］ 乗って来たのだろう？ 
 

99A：ホレワ アタ アラタニキタトキノホーノヤロ？ 
   それは ×× 新たに来た時の方のだろう？ 
 

100B：ホーカイナ。ナシ キタワ。 
    そうかな。 なぜ 来たよ。 
 

101A：ホレワ サイキ マー ナンネンカマエヤロ？（B：エー） 
   それは ××× まあ 何年か前だろう？  （B：ええ） 
 

102B：ホイテ ワタシラモ イッテ シャシンウツリタ＊｛笑｝ 
そして 私たちも  言って 写真［に］写りたい｛笑｝ 

 

ウーン。アノ 《人名 9》ノオッサンニ アイニキタンケ？ 
   うーん。あの 《人名 9》のおじさんに 会いに来たのだっけ？ 
 

103A：アノトキ オイサンオッタ？  （B：サー モー ワカラン） 
    あの時  おじさん［は］いた？（B：さあ もう 分からない） 
 

104F：ジシンノトキニ コラレタトキワ サカナノカイツケニ キタンデショ？ 
    地震の時に   来られた時は  魚の買い付けに   来たのでしょう？ 
 

105B：ホノ サイショワ（F：サイショワ） 
    その 最初は  （F：最初は） 
 

106F：アトワ ヨットニノッテ（B：ヨットニノッテ アイニキタン）アノー マー アノー 
    後は  ヨットに乗って（B：ヨットに乗って 会いに来たの）あのう まあ あのう 
 

   オレーニキタトユーカンジデショ。（B：エー） 
   お礼に来たという感じでしょう。 （B：ええ） 
 

107A：サイショワ ナンテ アノ アノヒトガ キトッタユーコトワ    イーヨッタナ。 
    最初は   何て  あの あの人が  来ていた［と］いうことは 言っていたね。 
 

   アノコソ〔7〕 カイフノ 《旅館名》デ、ショーダンオ シ シ シヨッタ ユテユーコトワ 
   ××××    海部の  《旅館名》で、商談を    × × していた ということは 
 

   イーヨッタナ。（B：アー）《人名 9》ノオッサントナ。《人名 9》ノオッサン。ホレカラ 
   言っていたね。（B：ああ）《人名 9》のおじさんとね。《人名 9》のおじさん。それから 
 

   アッチデモ、《人名 9》サン    トーキョーマデ アイニイッタヨーニ イーヨッタナ。 
   あちらでも、《人名 9》さん［は］ 東京まで    会いに行ったように 言っていたね。 
 

   （B：アー ホー） 
   （B：ああ そう） 
 

108B：《旅館名》モアルシ。クワシーコトガナー。キクンヤッタラ キケルナ。アー キタ キタ。 
   《旅館名》もあるし。詳しいことがねえ。 聞くのだったら 聞けるね。ああ 来た 来た。 
 

   （C：エ？）《人名 8》サンモ キタ。 
   （C：え？）《人名 8》さんも 来た。 
 

109A：アンマリナー ツナミノコト、 
    あまりねえ  津波のこと、 
 



110E：アトワ ナンカ フレテナイトコトアル？   （A：エ？）ゴメン テモトニナクテ。 
    後は  何か  触れていないこと［は］ある？（A：え？）ごめん 手元に［資料が］無くて。 
 

111B：ホンナ オマ エライコト    ワカランケド   ナニシロ 
    そんな ×× 大変なこと［は］ 分からないけれど 何しろ 
 

112A：アンセーノダイジシンノコト シランモンナー。 
    安政の大地震のこと［は］  知らないものねえ。 
 

113B：イマノ アンナキレーナ    トータテテモ   ダメユーコトヤ。 オカネバッカシ 
    今の  あんな［風に］綺麗な 塔［を］建てても 駄目ということよ。お金ばかり 
 

   ツコテ。ナー。ヒナンロイ＊ タ ヤマガ タカイトコガ アルンヤッタラ ホコイ 
   使って。ねえ。避難路に ＊ × 山が  高いところが あるのだったら そこに 
 

   イッパイ ミチ   コサエテクレタラ エートオモイマス。ドッカラデモ アガレルヨーニ。 
   いっぱい 道［を］ 作ってくれたら  良いと思います。 どこからでも 上がれるように。 
 

   ドコデ ドナイナッテモ。ホイタラ  タクサン アガレルケンド。オマ ナンチャー 
   どこで どうなっても。 そうしたら 沢山   上がれるけれど。／／ 何にも 
 

   アンナモン オマ  ジューニンカ ヒャクニンカ アガッタラ モーネ 
   あんなもの おまえ 十人か    百人か    上がったら もうね 
 

   アガレンヨーナルトコバッカシデナ。 
   上がれないようになる所ばかりでね。 
 

114A：ヤッパ チーキノオータ（B：オー オー）ヒナンバショトユーンオ  
    やはり 地域に合った （B：おう おう）避難場所というのを    
 

   ツクッテモラワナイカンナ  （B：ウン）ミナ オイトルデ。 
   作ってもらわないといけないな（B：うん）皆  老いているではないか。 
 

115B：オマ  アンナ  ズメンノウエデナー トカイニ アンナン    コシャエトルユーテ 
    おまえ あんなに 図面の上でねえ   都会に  あんなもの[を] 作っている[と]言って 
 

   マチノナカ  アンナン     タテタテ アンナ     アケンワ。 
   町の中［に］ あんなもの［を］ 建てても あんな［もの］ いけないよ。 
 

   ウミノホーエ タテタテ ダレガ ウミノホーヤカ〔8〕 ニゲテイクンナ。 
   海の方へ   建てても 誰が  海の方になんて    逃げていくのよ。 
 

116A：ダカラ ホンデ ワタシラワ オテラガ サンゲン アルケン、ホノ ウエノ ウエーニ 
    だから それで 私たちには お寺が  三軒   あるから、その 上へ  上へ 
 

   ミチオ ツクッテクレト。     ホナ    ミンナ ウエ アノ イエ コンド 
   道を  作ってくれと［嘆願した］。そうしたら 皆   ×× あの 家  今度 
 

   タテルトキモ ヤマノホー  ヤマノホー   イエ    
   建てる時も  山の方［へ］ 山の方［へと］ 家［を］  
 

   タテルヨーナルカラッテユーテナ。 
   建てるよう［に］なるからと言ってね。 
 
 
【注釈】 

〔1〕シロノナイタウミ…『シロの鳴いた海』という、海陽町浅川を舞台にした昭和 21年の南海地震の

絵本。平成 6年 3月 31日に海部町（現海陽町）から発行された。 



〔2〕サラノ…「新しい」という意味。 
〔3〕ショーゲツ…聞き取りが曖昧。店名か人名。 
〔4〕スタコブサン…聞き取りが曖昧。おそらく固有名詞。 
〔5〕アレ…平成 22年 3月 11日に発生した、東日本大震災のことを指す。 
〔6〕ビザン…眉山。徳島県徳島市にある山。 
〔7〕アノコソ…「あそこの」を言い間違えたものと思われる。 
〔8〕ヤカ…徳島では「～なんて」を「～ヤカ」と言う。 
  



徳島県海部郡海陽町浅川の方言概観 

 
徳島大学総合科学部 3年 

岡 智美 
 
１． はじめに 

本稿では、調査地点のうち徳島県海部郡海陽町浅川における談話の方言の概観について、語彙と文法

に注目して報告する。話者A（女性）、B（女性）ともに外住歴がなく、この地で生まれ育っている。 
 

２． 調査報告 

 以下では、海陽町浅川の方言の語彙および文法に着目した分析を項目ごとにまとめ、その結果を見て

いくことにする。 

２．１方言語彙 

２．１．１ ゴッツイ 

Ⅱ65Bの発話中に見られたものである。「程度が甚だしい様」を表す形容詞であり、「ゴツイ」を強め

た表現である。促音が挿入される形で変化している。この表現は西日本に広く分布している。 

Ⅱ65B：ムギオ ゴッツイ イレトッタナ。 

      麦を  たっぷり 入れていたわね。 

２．１．２ ○○ンク 

 Ⅲ27B の発話中に見られた。「○○の家」と言うように、人の家を表す表現である。上野（1997）に

よると「ク」は漢字では「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

で用いられる。徳島県下全域で使用される表現であり、今回の談話においても多く確認出来る。 

２．１．３ オーケナ 

 Ⅲ8Bの発話中に見られた、形容動詞「大きな」の方言語彙である。『徳島県言語地図』（2002）では

形容詞「大きい」の調査結果では、「オーケー」や「オッケイ」の回答が得られていることが分かる。

上野（1997）によると徳島県では母音の交替がよく見られるとされており、その中に「イ」が「エ」

に交替する特色がある。これより「大きな」も同じように変化したと考えられ、「オーケナ」はその一

例である。 

２．１．４ コッシャエル 

見坊ほか（1992）によると「「こしらえる」には①（工夫）してものをつくる。②こどもをもつ。③

特に、いい状態にして見せる。④とりつくろう。」といった意味があり、談話中では主に、ものをつく

るの意味で用いられている。徳島県ではラ行の音の欠落がよく見られる。そのため「こしらえる」のｒ

音の欠落と促音便化によって生まれた形式であると考えられる。 

２．１．５ ○○イ 

 「○○に」というように、方向を指し示す際に使用する。上野（1997）によると方向助詞である

「イ」は、年配者に多用されており、若年層は「エ」の使用が主になっているとされている。 

Ⅲ4B：ホコイ ムイテ  イクンヨ。 
        そこに 向かって 行くのよ。 
    Ⅲ8B：ホコイ イクマデニ オーケナ ナミガ キテ  
       そこに  行くまでに  大きな  波が    来て 



２．１．６ オータ 

動詞「遭う」の過去形である。上野（1997）によると、「「アウ・オウ」はいずれも区別なく「オ

ー」となることが多い」との記述があり、連母音の特色として挙げられている。今回の談話でも「ア

ウ」が「オー」に音声変化し、「オータ」になったものだと考えられる。 

    Ⅱ55B：ジブンガ オータコトガ  ナイモンナ。 
        自分が  遭遇したことが ないものね。 

２．２方言文法 

２．２．１ 否定形 

談話中に確認できた否定の形としては、主に「～ナカッタ」「～ン」であったが、Ⅱ1B では「～ナン

ダ」が見られた。Ⅲ76Bの可能表現の否定形としては、「行くことが出来ない」を「エーイカン」と表現

している場面もあった。 

２．２．２ 原因理由（接続助詞） 

 原因や理由を示す表現としては、徳島県全域で主に「ケン」が使用されており、今回の談話中にも「ケ

ン」の使用が多く見られた。また、Ⅰ37BやⅠ47Bなどに「サカイ」の使用が見られた。海陽町での「サ

カイ」の使用は『徳島県言語地図』（2002）で確認することができる。 

Ⅰ37B：ヘー。ホラモー  アノトキワ スゴカッタサカイ。 

へえ。それはもう あの時は  凄かったから。 

２．２．３．～ヨル、～トル 

 徳島県で使用されているアスペクト表現であり、進行態には「～ヨル」が使用されていることが談話

から確認出来る。また「～トル」は完了態に使用されている。 

    Ⅲ31B：ミンナガ ミニキヨル   トコヤモンナ。 （進行態） 
        皆が   見に来ている  所だもんね。 

    Ⅲ56B：ミンナ トーガ シマットルヤケ      （完了態） 
皆   扉が  閉まっているではないか。 

３．まとめ 

 「サカイ」や「～ナンダ」など、北部ではあまり使用が見られない語彙や文法がいくつか確認できた。

『徳島県言語地図』（2002）にあるような方言の分布が今も継続していることが分かった。しかし、話者

B からは南部の方言が多く見られたが、話者Aの発話中からはあまり見られなかった。この要因として

話者間の世代差によるものが考えられる。 
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Ⅰ．地震発生時の記憶について 

［00:01:22～00:06:07］ 
 
1A：ホンナラネ ワタシカラ チョット ネ イキマス。 
  それではね 私から   ちょっと ね 行きます。 

 

  アノー ショーワナンカイジシンナ アンタラ     シットルカイ？ 
  あのう 昭和南海地震ね      あなたたち［は］ 知っているかい？ 

 

2B：エー。 ワタシワ ショーワジューハチネンウマレナンデネ ニサイヤッタモンデネ。 
  ええ。私はね  昭和十八年生まれなのでね、      二歳だったものでね。 

 

3A：ソリャ アンマリ オボエテナイナ？ 
  それは あまり  覚えていないですよね？ 

 

4B：マー、エー。アンマリ キオクガ ナインデスケド マー アエテイエバネ、 
  まあ、ええ。あまり   記憶が  ないのですけれど まあ 敢えて言えばね、 

 

  アノー、シューイガ ヒジョーニ アノ ザワザワシタナカデネ、ハハオヤニ 
  あのう、周囲が   非常に   あの ざわざわした中でね、 母親に 

 

  アノー オンブサレテ エー ナンカ アノー＊ ザワザワスルナカオ 
  あのう おんぶされて えー 何か  あのう＊ ざわざわする中を 

 

  ニゲテイッタ テユーキオクダケガ チョット センメーニ ノコッテイマスネ。 
  逃げて行った という記憶だけが  ちょっと 鮮明に   残っていますね。 

 

  ソノテードデスネ。 
  その程度ですね。 

 

5A：アー ソレワ マー ヨカッタナ。 
  ああ それは まあ よかったね。 

 

6B：ハイー。エー。 
  はい。  ええ。 

 

7A：アントキナー （B：エー）ワシ イエガ＊ ホレ アノー 
  あの時［は］ね （B：ええ）私  家が＊  ほら  あのう 

 

  ミナンマチ〔1〕（B：アー、ハイハイ）ヤロ。 
  ミナンマチ  （B：ああ、はいはい）だろう。 

 

  ソコアノホレ＊ シシクイデイチバン コー カイバツガ ヒクイトコロナンヤ。 
  そこあのほら＊ 宍喰で一番     こう 海抜が   低い所なんだよ。 

 

8B：ハイ、ハイ。ハイー。 
  はい、はい。はい。 

 

9A：ホンデ アノ カワスジデナ（B：ハイ）イチバンアブナイトコ、ホコガナ 
  それで あの 川筋でね  （B：はい）一番危ない所、    そこがね 

 

  ジッカデナ。（B：エー）タマタマ ホノ 
  実家でね。 （B：ええ）偶々   その 

 

  ショーワニジューイチネンジューニガツニジューイチニチヤッタト 
  昭和二十一年十二月二十一日だったと 

 

  オモウケドネ ワシノ ハハ＊ ハハオヤガ ホレヨリ チョット 
  思うけれどね 私の  はは＊ 母親が   それより 少し 



  ハマノホー  イッタラ 
  浜の方［に］ 行ったら 

 

10B：エー。 エー。 
   ええ。 ええ。 
 

11A：アノ ゴクチカクカラ ウチノオヤジガ ヨメサン    モロトッタンヤケド 
   あの ごく近くから  私の父親が   お嫁さん［を］ 貰っていたのだけれど 
 

12B：ホヤネ  ホヤネ、 ハイ、ハイ。 
   そうだね そうだね はい、はい。 
 

13A：ホコノハハオヤノ ジッカデ トマットッタンヨ。 
   そこの母親の   実家で  泊まっていたんですよ。 
 

14B：エー。 
   ええ。 
 

15A：ウーン アノー ダカラ ホノ ワシノジッカヨリモ マダ ハマノホー 
   ううん あのう だから その 私の実家よりも   まだ 浜の方［に］ 
 

   イッタトコロデ マー ホコデ トマットッタンケド  ホンデ アレ ヨナカノ 
   行った所で   まあ そこで 泊まっていたんだけど それで あれ 夜中の 
 

16B：タマタマネ？ウーン。 
偶然だね？ ううん。 

 

17A：ウン ヨナカノ＊ アレマー アノ チョット ジカンワ アノー 
   うん 夜中の＊  あれまあ あの ちょっと 時間は  あのう 
 

   オボエ＊ ワカランノヤケド   マー アトデコー イロイロ  キータラ 
   覚え＊  分からないのだけれど まあ あとでこう 色々［と］ 聞いたら 
 

   アケガタトユオカー アー サンジグライ ゴゼンサンジグライトユー 
   明け方と言うのか  ああ 三時くらい  午前三時くらいという 
 

   ハナシヤケド ワシヤ ネトッタンヤケド アノー ゴッツイ  ジシンガ 
   話だけれども 私は  寝ていたのだけど あのう とても強い 地震が 
 

   ユッテ イエガ＊ イエガユレテネ。モー アワテテナニモワカランズク 
   あって 家が＊  家が揺れてね。 もう 慌てて何も分からないまま 
 

   ソトエ トビデタワ。 
   外へ  飛び出たよ。 
 

18B：ホナンユーナー、        ゴッツイ  ジシンヤッタ。 
   そういう［ことを］言っているね、とても強い 地震だった。 
 

19A：ホンデ ウン ホレワ マー オボエトンヤケドネ、  ホンデトビデタラ 
   それで うん それは まあ 覚えているんだけれどね、それで飛び出たら 
 

   ヨーケ ヒトガデトッテネ       イッテモ トニカクサムーテナ。 
   沢山  人が［同じように］出ていてね 言っても とにかく寒くてね。 
 

   ワシナ アノジブン センゴデ、エー、エー シューセンノトシカナ？ 
   私ね  あの時分  戦後で、 ええ、ええ 終戦の年かな？ 
 

   シューセンノトシヤノ？ニジューイチネンユータラ。 
   終戦の年だね？    二十一年［と］言ったらね。 
 



   ホンデモー タベルモンワオロカ キルモンナンカモ ゼンゼンナイトキヤナ。 
   それでもう 食べる物はおろか  着る物なども   全然ない時だね。 
 

   ホンデモー アノー パジャマヤ   ソンナモンナシニ ユカタトユンカナ？ 
   それでもう あのう パジャマなんて そんな物は無くて 浴衣と言うのかな？ 
 

   コドモワ アノジブン ヨーキトッタンヤケド。ユカタニ チョット 
   子供は  あの時分  よく着ていたんだけど。浴衣に  少し 
 

   ヒモツケタヨーナカンジ。 ホイデ アノー ホレキテ    ネトッタンヤ。 
   紐［を］つけたような感じ。それで あのう それ［を］着て 寝ていたんだ。 
 

   デ   マー アノ コドモヤッタシ ネタラ ヨーウゴクワナ。 ゴロゴロ。 
   それで まあ あの 子供だったし  寝たら よく動きますよね？ゴロゴロ［と］。 
 

   ホンデネ モー ＊ッチニ〔2〕  ネガカッテ サルマタ〔3〕 ヒトツデ 
   それでね もう ＊＊＊に    寝かかって 猿股      ひとつで 
 

   ユーカンジデナ、  ソトエ トビデタ。モー トビデタラ ホノ アシガ 
   ［と］いう感じでね、外へ  飛び出た。もう 飛び出たら その 足が 
 

   ツメトーテナ モー アノ ジットシトレンデ、   アシガツメタイカラ。 
   冷たくてね  もう あの じっとしていられなくて、足が冷たいから。 
 

   アノー コー アシブミシテ アノー ホンマニ ナニユンカナ、 
   あのう こう 足踏みして  あのう 本当に  なんと言うのかな、 
 

   ヤリスゴスン、       ホレワ ヨー オボエトルワナ。 
   やり過ごした［ということ］、それは よく 覚えているよ。 
 

   アンター ドンナ＊ アンター オワレタ＊ オワレテ ニゲタユーンヤッタラ 
   あなたは どんな＊ あなたは 負われた＊ 負われて 逃げた［と］いうのなら 
 

   アンマリ ホンナコト    ナカッタワナー、アンタラニ。 
   あまり  そんなこと［は］ なかったよね、 あなたたちに。 
 

20B：ホラー  サムイトカ ホンナンワ ネー ニサイヤ  ゼンゼン＊ タダ モー 
   それは  寒いとか  そんなのは ねえ 二歳なんか 全然＊   只  もう 
 

   サワガシカッタダケノ          コトヤネ。 
   ［覚えているのは］騒がしかったくらいの ことだね。 
 

21A：ホンデ マー マー ソトデトッタラナー  マエノイエガ ツブレテナ。 
   それで まあ まあ 外［へ］出ていたらね 前の家が   潰れてね。 

 

22B：エー。 
   ええ。 
 

23A：ナンカ オーキニ＊ デトルヒトガ オーキニ  サケンビヨッタケド アトデ 
   なにか 大きく＊  出ている人が 大きな声で 叫んでいたけれど  後で 
 

   アノ キータラ、チョード ワシラト オンナジクライノコドモガ ヒトリナー、 
   あの 聞いたら、ちょうど 私らと  同じくらいの子供が    一人ね、 
 

24B：エー。 
   ええ。 
 

25A：イエガ ツブレテ シタジキニナッテ シンデシモタラシーワ。 
   家が  潰れて  下敷きになって  死んでしまったらしいよ。 

 



26B：アー、ホーエー。 
   ああ そうかい。 
 

27A：マー ワシガ トマッタトコロワ ホンナコト ナカッタンヤケドネ。マー 
   まあ 私が  泊まった所は   そんなこと なかったんだけどね。まあ 
 

   ホナイシヨッタラ ホノ、ドンドン、 ハマノホーカラナー ヒトガ コー 
   そうしていたら  その、どんどん  浜の方からね、   人が  こう 
 

   アタゴーサン〔4〕ノ アソコナ アソコ    ムカシッカラ 
   ／／／／／／の    あそこね あそこ［は］ 昔から 
 

28B：エー、エー。 
ええ、ええ。 

 

29A：ツナミガキタラ ニゲルトコニ ナットルラシーンヤケドネ。 マー 
   津波が来たら  逃げる所に  なっているらしいんだけどね。まあ 
 

   ホッチンホー   ムイテイッキョッタラ、ドンドン ドンドン コー 
   そっちの方［を］ 向いて行っていたら、 どんどん どんどん こう 
 

   ニゲテイッキョッタヨーナ キガスルナー。 
   逃げて行っていたような  気がするなあ。 
 

30B：エー。 
   ええ。 
 

31A：ホンデ ホナイシヨッタラ コー ズーットナ ミズガキテナ アシノトコニ＊ 
   それで そうしていたら  こう ずうっとね 水が来てね  足の所に＊ 
 

   アシモトニナ。（B：ウン ウン）ホレガ ドンドン ドンドン コー ウエニ 
   足元にね。  （B：うん うん）それが どんどん どんどん こう 上に 
 

   アガッテキテヤナ。ホー＊ ナニカイナトオモッテナ、ゼンゼンワカランカラ。 
   上がってきてだね。ほう＊ 何かなと思ってね、   全然分からないから。 
 

32B：ウン。 
   うん。 
 

33A：トニカクナ ニゲルヤユーコトガヤナ   ホノ シラナンダガナー。 
   とにかくね 逃げるなんていうことだがね その 知らなかったのだよ。 
 

34B：エー、エー、エー。 
   ええ、ええ、ええ。 
 

35A：ムカシノコトヤッタカラ。イマヤッタラ ジシンガヤッテ ツナミガキタラ 
   昔の事だったから。   今だったら  地震が来て   津波が来たら 
 

   スグ    ニゲナサレユーヨーナコトオ オヤカラモキートルシナ。 
   すぐ［に］ 逃げなさい［と］いうことを 親からも聞いているしね。 
 

36B：ウン ウン ウン。 
   うん、うん、うん。 
 

37A：ガッコーデモホンナハナシ シトルケド   アノジブンワ ホンナトコ 
   学校でもそんな話［を］  しているけれど あの時分は  そんなこと［より］ 
 

   モー タベルコトガ ダイイチデ。 
   もう 食べることが 第一で。 
 



   ホンナ キョーイクヤ モー ゼンゼンシテナイ。アー＊ ウケテナカッタナ。 
   そんな 教育なんて  もう 全然していない。 ああ＊ 受けていなかったね。 
 

38B：ツナミヤ ジシンノ キョーイクヤ＊。＊＊＊〔5〕 
   津波や  地震の  教育なんか＊。 ＊＊＊ 
 

39A：ゼンゼン。マッタク ヤッタナ。 
   全然。  全くだったな。［=受けていなかった］ 
 

40B：ガッコデノ シドーモ オヤカラモ ナカッタワケヤネー。 
   学校での  指導も  親からも  無かったわけだねえ。 
 

41A：モチロン モチロン。 
   もちろん もちろん。 
 

42B：アー、ソーデスカ。 
   ああ、そうですか。 
 
【注釈】 

〔1〕〔2〕…聞き取りが曖昧な部分。 
〔3〕…腰から股のあたりを覆う男性用下着。申又と表記。股引。 
〔4〕…聞き取りが曖昧な部分。固有名詞（土地名）だと思われる。 
〔5〕…聞き取りが曖昧な部分。（会話が入り乱れて聞き取り不可能） 
 
 
 
Ⅱ．地震の前兆について  

［00:18:28～00:19:50］ 
 
1B：キータンガネー アノー ヒトツワ ヤク＊ ジシンガオコルネ 
  聞いたのがねえ あのう 一つは   約＊  地震が起こるね 

 

  イッカゲツグライマエカラネ アノー スルメネ、リョーシガトル スルメ、 
  一か月くらい前からね    あのう イカね、 漁師が捕る   イカ、 

 

2A：アー、スルメナ。 
  ああ、イカね。 

 

3B：アレガ イッカゲツクライ モー タイリョーデネ、コンナ 
  あれが 一か月くらい   もう 大漁でね、   こんな［に］ 

 

  タイリョー   オカシーンチャウカ  オイ ナンカイジョーガ＊ イヘンガ 
  大漁［なのは］ おかしいのではないか おい 何か異常が＊    異変が 

 

  アルンチャウカ  ユーコトデ    リョーシナカマデ イッカゲツカン 
  あるのではないか ［と］いうことで 漁師仲間で    一か月間 

 

  スゴイ タイリョーヤッタ ラシーデスヨ。ホンデ タブン アー＊ ホレ 
  すごく 大漁だった    らしいですよ。それで 多分  ああ＊ それ 

 

  ホレモ カンゼンニオカシーヨネ。ホレト コレワネ アー ニセツアンネンケド 
  それも 完全におかしいよね。  それと これはね ああ 二説あるんだけど 

 



  ガッコノセンセガ コーテーデ ミツケタユント     コドモガ＊ 
  学校の先生が   校庭で   見つけた［と］いうのと 子供が＊ 

 

  ショーガッコーノ コドモガ コーテーデ ミツケタユント     アー 
  小学校の     子供が  校庭で   見つけた［と］いうのと ああ 

 

  フタツアンネケドネー。     ツキガ アルデショ？ アノー ヒル 
  二つ［の説］があるのだけれどね。月が  あるでしょう？あのう 昼［に］ 

 

  シロイツキガ デマスヨネ。ホノ ヨコガワニネ チラット ホシガネ ヒトツ 
  白い月が   出ますよね。その 横側にね   ちらっと 星がね  一つ 

 

  アノー デテイタト。ホンダラ  ホシガ デトルユーコトデ     ホレデ＊ 
  あのう 出ていたと。そうしたら 星が  出ている［と］いうことで それで＊ 

 

  ホレガ＊ アノー コドモカ センセカ ドッチカガ ミテ ホイデ 
  それが＊ あのう 子供か  先生か  どちらかが 見て それで 

 

  ユータンナ。 ホンダラ  アー コラー アノー ナンカ ワルイコトガ 
  言ったのだね。そうしたら ああ これは あのう 何か  悪いことが 

 

  オコル ゼンチョーヤ ユーコトデ    パット コー ウワサニ 
  起こる 前兆だ    ［と］いうことで ぱっと こう 噂に 

 

  ヒロガッタヨネ。ホンダラ  ミンナ アノー ジョーシキアルオトナガ 
  広がったよね。 そうしたら 皆   あのう 常識のある大人が 

 

  ホンナコトナイナイ    ホンナコト    イーフラシタラアカン 
  そんなこと［は］ないない そんなこと［を］ 言いふらしてはいけない 

 

  ユーテ    ヒテーシタラシーデスヨ。ホレガ タシカニ アノー 
  ［と］言って 否定したらしいですよ。 それが 確かに  あのう 

 

  ウワサトシテ ザーット ヒロガッタトユー。 
  噂として   ざあっと 広がったという［話です］。 

 
 
 
Ⅲ．地震発生後の出来事と当時の環境について 

［00:21:45～00:23:36］ 
 
1B：ジナリダケワ キータコトアルネ。 ジナリガシテ アノー ジシンガイッタアト 
  地鳴りだけは 聞いたことがあるね。地鳴りがして あのう 地震が揺れた後 

 

  アノー ヨシンガ カナリ アノー オーキナイケド ユレガ 
  あのう 余震が  かなり あのう 大きくないけど 揺れが 

 

  アルヤナイデスカ。 デ   アノー ソノトキニ タシカ 
  あるではないですか。それで あのう その時に  確か 

 

  フツカカ ミッカカ シテカラ  カナリ ジナリノオトガシテ ホイデ ヤハリ 
  二日か  三日か  経ってから かなり 地鳴りの音がして  それで やはり 

 

  カナリ キツイ ジシンガアッタ ユーコトワ    キートルネ。 
  かなり 強い  地震があった  ［と］いうことは 聞いているね。 

 



  ホンデ ジシンワ ヤクイチネン ツズイタンデスヨ。 
  それで 地震は  約一年    続いたのですよ。 

 

2A：ワシヤ  ヨシンモ アンマリ オボエテナイカナー。 
  私なんか 余震も  あまり  覚えていないかなあ。 

 

3B：アー、ホー。ウーン。 
  ああ そう。ううん。 

 

4A：ホレガ イチバン アノー ツナミニ ナガサレタンガ アレデ＊ アトノ 
  それが 一番   あのう 津波に 流されたのが   あれで＊ 後の 

 

  ナンカ ホレカラ オモタラ カルイトユーカ。 
  何か  それから 思ったら 軽いというか。 

 

  ホンナカンジヤッタンカモワカランデ。 
  そんな感じだったのかもしれないね。 

 

5B：ホラ  ホーヤナー。アントキ   ジシンジタイガ オッキョカッタケンネー。 
  それは そうだなあ。あの時［は］  地震自体が   大きかったからねえ。 

 

  ホノアイダノワ ホナイ    オーキナ ジシンデワ ナカッタンヤケドナー。 
  この間のは   そんな［に］ 大きな  地震では  無かったんだけどなあ。 

 

6A：ウン、 マー キボトシテワナ。 
  うん  まあ 規模としてはね。 

 

7B：エー、エー。 
  ええ、ええ。 

 

8A：ホイデ ホレ シ アノジブンワ アノー テーボーガ ゼンゼン 
  それで ほれ × あの時分は  あのう 堤防が   全然 

 

  ナカッタワナ。  イマワ アノー コクドーゴジューゴゴーガ アレデ 
  なかったのだよね。今は  あのう 国道五五号［線］が    あれで 

 

  オーキナ テーボーミタイニナッテ カイガンゾイニ ズーット＊ 
  大きな堤防みたいになって     海岸沿いに   ずうっと＊ 

 

  アンナンナカッタワナ、アノジブン。 
  あんなの無かったよね、あの時分。 

 

9B：ナカッタワネ。 
  無かったよね。 

 

10A：キーガ チョット マツガ＊ マツノキガ チョット ハエトルテードニ。 
   木が  ちょっと 松が＊  松の木が  少し   生えている程度で。 
 

11B：ウーン、 マツバラガ ズーット アッタワナ。 
   ううん、 松原が   ずうっと あったよね。 
 

12A：ホンデ カワヤッテナ ウチヤ   イチバン カワニチカイ トコナンヤケド、 
   それで 川だってね  うちなんか 一番   川に近い   所なんだけれど、 
 

   テーボー  ナカッタワナ。モー ソノ イエガアッテ イエ＊ アー イエノ 
   堤防［は］ 無かったよね。もう その 家があって  家＊  ああ 家の 
 

   ウラカラ ソノママ ズーット コー カワノホーニ ケーシャシトッテ、 
   裏から  そのまま ずうっと こう 川の方に   傾斜していて、 
 



   グットナ。ソンナカンジヤナ。 
   ぐっとね。そんな感じだね。 
 

13B：エー、エー。 
   ええ、ええ。 
 

14A：ホンデ スグニ キタヤロナー   アレ。    ツマリ ホノ ハマカラ＊ 
   それで すぐに 来たのだろうねえ あれ［=地震］。つまり その 浜から＊ 
 

   ウミカラ＊ ハマカラ キタユンヤナシニ      カワカラ ナンカ 
   海から＊  浜から  来た［と］いうのではなくて 川から  何か 
 

   ゲスイズタイニ コー イチバンサイショニ アガッテキタト。 
   下水伝いに   こう 一番最初に     上がってきたと［いう事だ］。 
 

   ホンナ カンジヤナ。 
   そんな 感じだね。 
 

15B：アー、 アー。ウーン。 
ああ、 ああ。ううん。 

 
 
 
Ⅳ．地形の変化について 

［00:23:57～00:25:06］ 
 
1A：イマ アノ シシクイオーハシッテユー オーキナハシガ デケトルヤロ。 
  今  あの  宍喰大橋という      大きな橋が   出来ているだろう。 

 

2B：エー、エー。 
  ええ、ええ。 

 

3B：アホコノ チョードマシタニナー エットナー イワガアルンヤ。 
  あそこの ちょうど真下にねえ  えっとなあ 岩があるんだ。 

 

  アレナー エット アレ    ナニユー  エー＊ ヤッタカナー。 
  あれねえ えっと あれ［は］ なんという ええ＊ ［岩］だったかなあ。 

 

  エーット。 
  ええっと。 

 

4B：フタゴイワ？ 
  双子岩？ 

 

5A：イヤ チガウ。チョット ナマエ   ワッセタケド。 
  いや 違う。 ちょっと 名前［を］ 忘れたけど。 

 

6B：カブ＊ カブリイワ？ 
  かぶ＊ かぶり岩？ 

 

7A：チャウチャウチャウ。 
  違う違う違う。 

 

8B：アノー（A：ホレガ）ナナフシギノ イワデワナイン？ 
  あのう（A：それが）七不思議の  岩ではないの？ 

 



9A：チャウチャウチャウ。 
  違う違う違う。 

 

10B：フーン。 
   ふうん。 
 

11A：アノー カワノ マンナカニ アルンヤ。アノ ハシノシタニ チョードナ。 
   あのう 川の  真ん中に  あるのだ。あの 橋の下に   ちょうどね。 
 

12B：アー。アー。ソー。 
   ああ。ああ。そう。 
 

13A：ホレガ アノー デタリ ヒッコンダリト イオカ。 ナンカアッタラ 
   それが あのう 出たり 引っ込んだりと 言おうか。何かあったら 
 

   ググーット コー ＊＊＊〔1〕ガ ナガサレルモンヤカラ 
   ぐぐうっと こう ＊＊＊   が 流されるものだから 
 

   ウーント ロシュツシテ。 
   ううんと 露出して。 
 

14B：エー、エー。 
   ええ、ええ。 
 

15A：ホンデ ナンカナッタラ ホレガ ズーット ＊＊＊〔2〕ガ アノ タマッテ 
   それで 何かなったら  それが ずうっと ＊＊＊   が あの 溜まって 
 

   ホレガ カクレルトユーヨーナ。イワノナマエ  チョットワッセタ。ホノ＊ 
   それが 隠れるという様な。  岩の名前［は］ ちょっと忘れた。 その＊ 
 

   ＊＊＊〔3〕デ ヨー オヨイダケドナ。アレ    ヒョットシタラ 
   ＊＊＊   で よく 泳いだけどね。 あれ［は］ もしかしたら 
 

   ＊＊＊〔4〕ガ チョット チンカシタ   イヨッタンチャウカ。 
   ＊＊＊   が ちょっと 沈下した［と］ 言っていたのではないか。 
 

   アノー カイガンガ。リューキシタンカエ？ナンカ。 
   あのう 海岸が。  隆起したのかね？  何か。 

 

16B：ウーン、＊＊＊〔5〕 
   ううん、＊＊＊ 
 

17A：ホーカエ？ ナンカ ハマガ チーサ＊ チーサナッタトユーヨーナコト 
   そうかい？ 何か  浜が  小さ＊  小さくなったという様なこと［を］ 
 

   イヨラナンダカナ。  チョット ヨー オボエテナイケド。 
   言っていなかったかな。ちょっと よく 覚えていないけれど。 
 

18B：アー、アー。 
   ああ、ああ。 
 

19A：ウーン。 チョット ナンカ アッタカモ ワカランネ。モット ワレワレヨリ 
   ううん。 ちょっと 何か  あったかもしれないね。 もっと 我々より 
 

   フルイヒトニ キータラ シットルカモワカランケドネー。 
   年上の人に  聞いたら 知っているかもしれないけれどね。 
 

20B：ウン、ウン。 
   うん、うん。 
 



【注釈】 

〔1〕～〔5〕・・・聞き取りが曖昧な部分。 
 
 
 
Ⅴ．河川について 

［00:25:18～00:26:03］ 
 
1A：マー トニカク カコーガ アメノ タンビニ コー カワンリョッタワナ。 
  まあ とにかく 河口が  雨の  度に   こう 変わっていたよね。 

 

  テーボーガ ナカッタモンヤカラ ミズノ イキオイガ マシタラ コー 
  堤防が   無かったものだから 水の  勢いが   増したら こう 

 

  ミギニフレタリ ヒダリニフレタリ ヨー シヨッタワ、アノコロ。 
  右に振れたり  左に振れたり   よく していたわ、あの頃。 

 

  ホイデ アノ ミナトモ ナカッタヤロ、 イマノ。 
  それで あの 港も   無かっただろう、今の。 

 

2B：ウン、ナカッタナ。 
  うん、無かったね。 

 

3A：ウン、ミナトモ カナリアトニナッテカラ デケタ。アッチノホー   ムイテ 
  うん、港も   かなり後になってから  出来た。あっちの方［を］ 向いて 

 

  コー ミズガ ナガレタリ シヨッタナー。ホノアタリカ コー カワラガ 
  こう 水が  流れたり  していたなあ。そのあたりか こう 河原が 

 

  オーキニナッタラ アノー ホコデ ヨー ヤキューオ シタリナ ワレワレ 
  大きくなったら  あのう そこで よく 野球を   したりね 私たち 

 

  コドモノトキニ シヨッタンヨ。 イマワ ヤッテ〔1〕 ウメタテテモーテ 
  子供の時に   していたんだよ。今は  だって    埋め立ててしまって 

 

  テーボーモデキテ チャント コー カワガ サユーニ フランヨーニ 
  堤防も出来て   ちゃんと こう 川が  左右に  振れないように 

 

  ナットルケド  ムカシヤ モー ミギ  フッタリ ヒダリ フッタリ 
  なっているけど 昔なんか もう 右［に］振れたり 左［に］振れたり 

 

  シヨッタワ。フッタリ シヨッタナ。 
  していたわ。振れたり していたな。 

 
【注釈】 

〔1〕・・・聞き取りが曖昧な部分。  



Ⅵ．井戸水について 

［00:26:28～00:29:30］ 
 
1B：アノー ワタシノ イエガデスネー、アノー ココカラ クルマデ マー 
  あのう 私の   家がですねえ、 あのう ここから 車で   まあ 

 

  サンプングライノトコナンデスケド、＊＊＊ユーテ〔1〕 チョット 
  三分くらいの所なのですけれど、  ＊＊＊言って    少し 

 

  ハナレトンデス。 マチカラ チョットネ。チョット 
  離れているのです。街から  少しね。  ちょっと［山の方へ］ 

 

  ハイットンデスヨ。ホンナラ イエニ ナンメーターアルカナ。アレガ、 
  入っているんです。それで  家に  何メートルあるかな。 あれが、 

 

  ハチメーターカ。ハチメータークライ アルカワカランノー。 
  八メートルか。 八メートルくらい  あるかもしれないなあ。 

 

  ノ、     イドガ アルンデスヨ。アー アッタンデスヨ、イドガ。 
  ［それ位］の、井戸が あるんですよ。ああ あったんですよ、井戸が。 

 

  ホンダ＊   ホコデ ミンナ＊ アノシューラク＊ マー アノ 
  そうしたら＊ そこで 皆＊   あの集落＊    まあ あの 

 

  ゴジッケングライノ シューラクデスケド ホンデ マー ミッ ホコニ 
  五十軒くらいの   集落ですけれど   それで まあ ×× そこに 

 

  サンカショグライ イドガアッタンデスケドモ、 ウチモ オーカタ ジッケンカ 
  三か所くらい   井戸があったんですけれども、うちも 大方   十軒か 

 

  ニジッケンクライノ ヒトガミナ セーカツノ ネ ミズオ 
  二十軒くらいの   人が皆   生活の   ね 水を 

 

  クミニ キヨッタンデスヨ。ソレデ＊、ウーン。 
  汲みに 来ていたのですよ。それで＊、ううん。 

 

2A：アノー ハマノホーモ ホヤケドナ  ムカシワ ホレ キョードーノ。 
  あのう 浜の方も   そうだけどね 昔は   ほら 共同の。 

 

  カクイエニ ホノ イドトカ ポンプ    ナカッタンヨ。 ホノー、 
  各家に   その 井戸とか ポンプ［が］ 無かったんだよ。その、 

 

  エーイエヤナイトナ。ポンプトカ イロンナ ホーユー セツビガ  
  良い家でないとね。 ポンプとか 色んな  そういう 設備が   

 

  ナカッタンワナ。 モチロン スイドーワ ナシ。  ホイデ ホノ マチカラ＊ 
  無かったんだよね。勿論   水道は   無かった。それで その 街から＊ 

 

  マチノ コー ドッカノヨツカドトカ ホンナトコロニ キョードーデ 
  街の  こう どこかの四つ角とか  そんな所に   共同で 

 

  ツカウヨーナ イドガアッタワナ。ホコエ ホノ スイジスルモン アロタリ、 
  使う様な   井戸があったよね。そこへ その 炊事するもの  洗ったり、 

 

  ホンナアレ＊         ヤッタワナ。ホンナラ アンタントコワ 
  そんなあれ＊［=当時の状況］ だったよね。それなら あなたの所には 

 

  イエノナカニ ホレガアッタワケヤネ？ 
  家の中に   それがあったということだね？ 



3B：アッタワケヤネ。 
  あったということだね。 

 

4A：ウン。 
  うん。 

 

5B：ホノ イドガヤネ、アノー、ワタシヤ チョット キオクニワナイ＊ 
  その 井戸がね、  あのう、私なんか ちょっと 記憶にない＊ 

 

  キオクッテユーカ ワカランノヤケド   トシガ アノー ニサイヤッタケン。 
  記憶というか   分からないのだけれど 年が  あのう 二歳だったので。 

 

  シカシ ソノ アノ ホノ イドデ サンサイ ヨンサイ ジブンノ イドデ 
  しかし その あの その 井戸で 三歳   四歳の  時分の  井戸で 

 

  ミズオ クンミョッタユーコトオ   キオクシテ＊ アノー 
  水を  汲んでいた［と］いうことを 覚えて＊   あのう 

 

  ゴサイグライマデワ キオクシテルンヤケドネ。ホンデ ゴサイクライデ 
  五歳くらいまでは  覚えているんだけどね。 それで 五歳くらいで 

 

  ホンダケノ フカイイドデ アノー キレーナミズガ アッタンガ カンゼンニ 
  それだけの 深い井戸で  あのう 綺麗な水が   あったのが 完全に 

 

  カレマシタ。＊＊＊〔2〕 ジシンカラ ゴネングライデ カレマシタネ。 
  枯れました。＊＊＊    地震から  五年くらいで  枯れましたね。 

 

  ソンデ、スイミャクガ カワッタ ユーコトガ    マチガイナイ。チカノネ。 
  それで、水脈が    変わった ［と］いうことが 間違いない。 地下のね。 

 

  マー ホーユーヨーナ タブン ゲンショーワ アノー ウチノイドダケヤナシニ 
  まあ そういうような 多分  現象は    あのう うちの井戸だけではなく 

 

  シシクイニ モー ナンジュートユー イドガ アッタワケデスカラ。 
  宍喰に   もう 何十という    井戸が あった訳ですから。 

 

  キョードーデ ツカウネ。ソレデ ソノ イドノナカデ スイミャクガカワッテ 
  共同で    使うね。 それで その 井戸の中で  水脈が変わって 

 

  カレタイドワ タブン カナリアルトオモイマス。 
  枯れた井戸は 多分  かなりあると思います。 

 

6A：ハマノホーワ アノ ホンナフカイ   イドチガウワ。 
  浜の方は   あの そんな［に］深い 井戸ではないよ。 

 

7B：チカ ヤケンナ。チカスイ。 
  地下だからね。 地下水。 

 

8A：ホナ   スイ スイイガ タカイ ユーカナ？   （B：ウン、ウン） 
  そしたら  ×× 水位が  高い  ［と］いうかね？（B：うん、うん） 

 

  ホイデ キョードーデツカウ＊ ホコデマー スイジノ ジュンビシタリ 
  それで 共同で使う＊     そこでまあ 炊事の  準備［を］したり 

 

  ホイデ ホノ イドバタカイギヤユーヨーナ コトバガ デケタンチャウケ。 
  それで その 井戸端会議なんていうような 言葉が  出来たのではないかな。 

 

9B：ホレ、   ホーユーコトヤネ。 
  それ［は］、そういうことだね。 

 



10A：ホノ カクイエノヒトガ ホコニ デテキテ スイジシテ ホノトコデ 
   その 各家の人が    そこに 出てきて 炊事して  その所で 
 

   ベラベラ    シャベルト、ユーコトデナイカナト       オモウナー。 
   べらべら［と］ 喋ると、  ［と］いうことで［は］ないかなと 思うね。 
 
【注釈】 

〔1〕〔2〕…聞き取りが曖昧な部分。 
 
 
 
Ⅶ．食べ物について 

［00:29:34～00:31:45］ 
 
1A：トニカク タベモノワ ナカッタカラナ。ホノ ホノジブンワ センゴデ。 
   とにかく 食べ物は  無かったからね。×× その時分は  戦後で 

 

  シバラク＊ ジシンガオワッテカラモ ワシヤ  ショーガッコー 
  暫く＊   地震が終わってからも  私なんて 小学校［に］ 

 

  イッテモ ハラヘッタンダケ        ヨーオボエトルナー モー。 
  行っても お腹が空いていたことだけ［を］ よく覚えているなあ もう。 

 

2B：｛笑｝ 
  ｛笑｝ 

 

3A：トニカクモー ガッコーカラカエッタラ アノ ヨソノヤマデモ カンケーナク 
  とにかくもう 学校から帰ったら    あの 余所の山でも  関係なく 

 

  タベルモン＊ キニナットルモントカ  トリニイッタリ シヨッタワナー。 
  食べる物＊  木になっているものとか 取りに行ったり していたよねえ。 

 

4B：ウーン シヨッタナー。 
  ううん していたねえ。 

 

5A：ヤマモモ トリニイッタリ、スモモ    トリニイッタリヤナ。モー 
  山桃［を］ 取りに行ったり、すもも［を］ 取りに行ったりだね。もう 

 

  タベルモンニワ ナニユンカナ。 ヤッパシ ホノ シューチャクシンガ 
  食べる物には  何と言うのかな。やっぱり その 執着心が 

 

  ツヨインカ 
  強いのか。 

 

6B：マー ＊＊＊〔1〕ワ ナイトオモウンデスケド、ヤッパリ ソノ 
  まあ ＊＊＊は    無いと思うんですけれど、やっぱり その 

 

  ショーワニジューネンワネ モー センソーオワッタ＊  シューセンノ 
  昭和二十年はね      もう 戦争［が］終わった＊ 終戦の 

 

  トシデショ？シカシ アノー＊ ソノマエカラ センソーオ シテイタ 
  年でしょう？しかし あのう＊ その前から  戦争を   していた 

 

  ワケデスカラ。モー スベテ オトコノヒトガ ゼンブ センチ＊ ウチデモ 
  訳ですから。 もう 全て  男の人が    全部  戦地＊  私の家でも 



  アノー フタリ、オジト チチワ フタリガ リョーホートモ チョーヘー 
  あのう 二人、 おじと 父は  二人が  両方とも    徴兵 

 

  サレマシタカラネ。デスカラ モー、タベルモンワ ホンマニナカッタ。デ、 
  されましたからね。ですから もう、食べる物は  本当に無かった。 そして、 

 

  セ ケッキョク アノー ツナミヤ ジシンガ オコル マエカラナカッタ。 
  × 結局    あのう 津波や  地震が  起こる 前から無かった。 

 

  ホノウエニ モー ツナミト ジシンガ オコッタデショ？ ダケン ホレガ 
  その上に  もう 津波と  地震が  起こったでしょう？だから それが 

 

  ジューニガ タマタマ ジューニガツダッタケドネ。アキノ トリイレワ 
  ××××× たまたま 十二月だったけどね。   秋の   収穫は 

 

  ナントカ オワッテワ＊ トコロニ オコットルワネ。 ホンデ マー ホノ 
  なんとか 終わっては＊ 所に   起こっているよね。それで まあ その 

 

  アノ タシカ シシクイワ 《話者 A》ラガ  スンデイタ 
  あの 確か  宍喰は   《話者 A》たちが 住んでいた 

 

  ミナンマチユンデスカ、    ホコダケガネ イチバンタカイトコロト 
  みなんまち［と］いうのですか、そこだけがね 一番高い所と 

 

  イエノトコノ ハンブングライガ ミズニ ツカッタワケデショ？ホンダラ 
  家の床の   半分ぐらいが   水に  浸かった訳でしょう？そうしたら 

 

  ホコノイエワ マー ビチクシテイタ ショクリョーヒンワ ミンナ アノ 
  そこの家は  まあ 備蓄していた  食料品は      全て  あの 

 

  ツカイモノニ ナッタトオモウンデスケド。ソレイガイワ ベツニネ、アノ 
  使い物に   なったと思うんですけれど。それ以外は  別にね、 あの 

 

  ジシンガ＊ イヤ ツナミガオコルマエト カワリマセンカラ、オタガイニ 
  地震が＊  いや 津波が起こる前と   変わりませんから、お互いに 

 

  タスケオーテ ＊＊＊〔2〕ノヒトトカ シンセキトカ 
  助け合って  ＊＊＊の人とか     親戚とか 

 

  ＊＊＊〔3〕ノヒトガゼンブ アルモノモッテキテ    タスケテアゲタ 
  ＊＊＊の人が全部      有るもの［を］持ってきて 助けてあげた 

 

  ユーコトワ    アッタラシーワネ。マー モトモト ゼンタイテキニ 
  ［と］いうことは あったらしいよね。まあ もともと 全体的に 

 

  タランノンデスケド、タラナンダケンネ。 タラナンダケン、 シューカクワ 
  足りないのですけど、足らなかったからね。足らなかったから、収穫は 

 

  オワッタデ＊ ジキデアッタトユンガ   ヨカッタトオモウ。 
  終わったで＊ 時期であったということが 良かったと思う。 

 

  ホナイユッテマシタネ。 
  そのように言っていましたね。 

 
【注釈】 

〔1〕〔2〕〔3〕…聞き取りが曖昧な部分。  



Ⅷ．津波に関連する地名について 

［00:44:04～00:45:36］ 
 
1B：ホンデ ワタシ  チョット ヨーオモウンヤケドナ、シシクイナ アノ、 
  それで 私［は］ ちょっと よく思うのだけれどね、宍喰ね   あの、 

 

  シシクイ＊ コッカラナンボン、カナリ＊ カナリ イットンデスケドモ、 
  宍喰＊   ここから何本、  かなり＊ かなり 行っているんですけども、 

 

  ウーン、クルマデ ゴフンカ ジップングライ。ウーン。ゴフングライ 
  ううん、車で   五分か  十分位。    ううん。五分位 

 

  カモシレンナ。 ホコノタニガネ、クソーダニユー  ナマエニ 
  かもしれないな。そこの谷がね、 九艘谷［と］いう 名前に 

 

  ナットルンデスヨ。 キューソー、フネノ キューソーヤナ。フネオ 
  なっているんですよ。九艘、   船の  九艘 だね。  船を 

 

  キューソートカイテ クソー、クソーダニユンデスヨ。  ホンデ ホノオクニ 
  九艘と書いて    九艘、 九艘谷［と］言うのですよ。それで その奥に 

 

  アノー チーキノ ナマエガネ、シオガ フカイデネ シオフカトユンデスヨ。 
  あのう 地域の  名前がね、 塩が  深いでね  塩深というのですよ。 

 

  ホレガ ズットオクニ、モット ズーット オクニイッテネ シシクイノ 
  それが ずっと奥に、 もっと ずうっと 奥に行ってね  宍喰の 

 

  アノ イチバンオクノ アノー チーキカラ ニバンメノ オクノチーキデスヨ。 
  あの 一番奥の    あのう 地域から  二番目の  奥の地域ですよ。 

 

  ホコガ フネガ＊ フネノツトカイテ フナツトユンデスヨ。デスカラ ホノ 
  そこが 船が＊  船の津と書いて  船津というんですよ。ですから その 

 

  オームカシニワ ホノアタリマデ アノー ツナミガネ ジシンガイッテ 
  大昔には    そのあたりまで あのう 津波がね  地震が揺って 

 

  ツナミガ ホコマデ イタンチャウカナ。  ホンデ フネガ ホコデ マー 
  津波が  そこまで 行ったのではないかな。それで 船が  そこで まあ 

 

  イッソーデモ ハイッタラ ニソーデモ ハイッタンオ オーバーニ 
  一艘でも入ったら     二艘でも  入ったのを  オーバーに 

 

  キューソーニ シタンカ キュ クソーダニデショ？ ホンデ シオガフカイ、 
  九艘に    したのか ×× 九艘谷でしょう？  それで 塩が深い、 

 

  シオフカユーテ。ホンナオクデ シオフカヤユーナマエ 
  塩深といって。 そんな奥で  塩深なんていう名前［を］ 

 

  ツケトルデショ？  ホレト フナツヤユーナマエ 
  付けているでしょう？それと 船津なんて言う名前［を］ 

 

  ツケトルデショ？  モー ナンカ チョット ジシンガ＊ ツナミト 
  付けているでしょう？もう 何か  ちょっと 地震が＊  津波と 

 

  カンケーガアルヨーナ カンジヤネ。エー。フナツ、シオフカ、クソーダニヤ。 
  関係がある様な    感じだね。 ええ。船津、 塩深、  九艘谷だ。 

 

  チメーガネ。 
  地名がね。  



Ⅸ．県内の津波被害の概観について 

［00:47:17～00:48:46］ 
 
1A：アノー ツナミヤユータラ トクシマケンデ ドノアタリマデ イットンヤ？ 
  あのう 津波と言えば   徳島県で    どの辺りまで  行ったのかな？ 

 

  ショーワノ ツナミヤッタラ アナンノアタリマデ アッタンカイ？ツナミワ。 
  昭和の   津波だったら  阿南の辺りまで   あったのかい？津波は。 

 

2B：アッタンチャウン？ 
  あったのではないの？ 

 

3A：マー ムギワ アッタワナ。 
  まあ 牟岐は あったよね。 

 

4B：アー アー アナン＊ アナン、ユキマデ アッタンチャウン？ズーット。アノ 
  ああ ああ 阿南＊  阿南、 由岐まで あったのではない？ずうっと。あの 

 

  ナンカイジシンワ。ホラ  イチバン アサカワガ＊ コノアタリガ イチバン 
  南海地震は。   それは 一番   浅川が＊   この辺りが  一番 

 

  キツカッタンカワカランケド。 
  ［被害が］大変だったのかもしれないけど。 

 

5A：アサカワワ チケーノカンケーデナー。 
  浅川は   地形の関係でねえ。 

 

6B：アサカワ＊ アー＊ シシクイガ ユータラ   イチバン 
  浅川＊   ああ＊ 宍喰が   言ってみれば 一番 

 

  オッキョカッタンチャウン？ 
  ［被害が］大きかったのではないの？ 

 

7A：ムギモ アッタンヤナー、 アルテード。 
  牟岐も あったんだよねえ、ある程度。 

 

8B：ウーン。ムギモ モチロン アッタトオモウ。 
  ううん。牟岐も 勿論   あったと思う。 

 

9A：コーチノホーワ モチロン アッタシ、ウン。 
  高知の方は   勿論   あったし、うん。 

 

10B：ウーン。モチロン カンノウラ〔1〕ノホーモ アッタシナ。 
   ううん。勿論   甲浦の方も        あったしね。 
 

11A：ホンダケド アノー ガモーダミサキ〔2〕ト ホノタイガンノ アノー 
   だけれども あのう 蒲生田岬と      その対岸の   あのう 
 

   ワカヤマケンノ、アレナンナ。ヒノミサキ〔3〕ユンカイ？ 
   和歌山県の、  あれは何か。日の岬［と］いうのかい？ 
 

12B：ウン。 
   うん。 
 

13A：アソコデ コー セキトメラレテ グーット セバーナッテ ホンデ 
   あそこで こう 堰き止められて ぐうッと 狭くなって  それで 
 

   オーサカワンガ ヒロガットルカラ アレカラムコーワ ツナミワ ナイデヨ、 
   大阪湾が    広がっているから あれから向こうは 津波は  ないよ、 



 

   アンマリ。 
   あまり。 
 

14B：ウーン。タブン ヨッポド オーキナカッタラナ。     ウーン。 
   ううん。多分  余程   ［地震が］大きくなかったらね。ううん。 
 

15A：｛笑｝ ホナイ    オモウケドナ。ウーン。ソコデ ツナミガ 
   ｛笑｝ そういう風に 思うけどね。 ううん。そこで 津波が 
 

   トマルンチャウカナート。 シロート＊ シロートカンガエ デスケド。 
   止まるのではないかなあと。素人＊   素人考え     ですけど。 
 

   ホナイオモウナ。 
   そのように思うね。 
 

16B：ウン。ホンダケド   マー コナイダノ トーホクノ ジシンミタイナ 
   うん。そうだけれども まあ この間の  東北の   地震みたいな 
 

   ジシンヤナカッ＊ イガイワナ、ナンカイジシンテードヤッタラ ツナミ 
   地震ではなかっ＊ 以外はね、 南海地震程度だったら     津波［は］ 
 

   トマッテマウナ。 ウン。 
   止まってしまうね。うん。 
 

17A：マー ホヤケド コンドノワ＊ コンドクルトユーンワ   エライ 
   まあ けれど  今度のは＊  今度来るという［地震］は とても 
 

   オッキートユー ハナシヤケド。 
   大きいという  話だけれど。 
 
【注釈】 

〔1〕カンノウラ…高知県安芸郡東洋町甲浦。 
〔2〕ガモーダミサキ…「蒲生田岬」。徳島県阿南市椿町にある、四国最東端の岬。 
〔3〕ヒノミサキ…和歌山県日高郡にある岬。 
 
  



徳島県海部郡海陽町宍喰方言の概観 

 
徳島大学総合科学部社会創生学科 3 年 

高木 美和 
 
１．はじめに 

徳島県南部の海岸沿い地域において、1946 年の南海地震とそれによる津波被害に関す

る話題を中心とした談話資料を収集した。本稿は、調査地点のうち徳島県海部郡海陽町宍

喰における談話の方言の概観として、語彙と文法、音声に注目をして報告をするものであ

る。 
 
２．調査報告 

以下では、海陽町浅川方言の語彙および文法、音声に着目した分析を項目ごとにまと

め、その結果を見ていくことにする。 
２．１ 方言語彙  

２．１．１ 五段動詞「足る」 

森（1997）は、徳島県方言の注意すべき動詞の一つとして、一段動詞「飽きる」「足りる」

などがそれぞれ五段動詞「飽く」「足る」になることを挙げている。本談話資料で確認でき

たのは、「足る」のみであった。 
談話資料中では、話題Ⅶの 6B の「モトモト ゼンタイテキニ タランノンデスケド、

タラナンダケンネ。」などで確認されるように、五段動詞であるため未然形が「タラ～」と

なっている。 
２．１．２ ゴッツイ 

「とても」「たいへん」という副詞的な用法と、「強い」「酷い」という形容詞的用法があ

る方言である。後者の用法で話題Ⅰの 17A に「アノー ゴッツイ ジシンガ ユッテ」と

いう形で見られた。 
金沢（1976）では、促音の有無で意味を区別している。つまり、「ゴッツイ」は副詞とし

て「甚だしきこと」と、また「ゴツイ」は形容詞として「強靭な 粗暴な 丈夫な こわ

ごわした」とそれぞれ記されている。本談話資料においては促音の入らない「ゴツイ」が

確認されなかったため両語形の使い分けなどを検証することはできなかったが、これは一

つ興味深い点であろう。 
２．２ 方言文法 

２．２．１ 動詞の否定形 

徳島県では近県の影響を受けて、動詞の否定形に「ヘン」系、「ヒン」系、「ン」系など

地域と話者によって様々な変異形が存在する。 
本談話資料には「ン」系が主に見られ、話題Ⅰの 17A の「ワカランノヤケド」、話題Ⅶ

の 6B の「モトモト ゼンタイテキニ タランノンデスケド」などが確認できた。しかし

ながら全体的には共通語形「～ナイ」が散見された。これが話者個人によるものか、談話

収録の緊張によるものなのかは、ここでは判断がつかない。 
 



２．２．２ 動詞の否定形（過去） 

前項と同じく、近県の影響を受けて動詞の否定形の過去には「カッタ」「ヘンカッタ」「ナ

ンダ」「ヘナンダ」「ヘンナンダ」など他にも様々な種類が使われている。話者 A に特に顕

著に見られたが、話題Ⅰの 33A「ニゲルヤユーコトガヤナ ホノ シラナンダガナー。」

や、話題Ⅳの 17Ａ「チーサナッタトユーヨーナコト イヨラナンダカナ。」など「ナンダ」

の形がよく見られた。 
２．２．３ 状態をあらわす「ズク」 

「動詞＋ン＋ズク」の形で使用する、「～しないまま（で）」という意味を表す表現であ

る。金沢（1976）には用例として「ユカンズクニワカルカ〔行かないで分かるものか〕 見

ンズクジャ〔見ないでしまった〕」が挙げられている。本談話資料では話題Ⅰの 17A の「モ

ー アワテテナニモワカランズク ソトエ トビデタワ。」で確認される。 
なお、ズクの単独使用や、同じ否定形でも「ナイ」などと組み合わせた使用はない。（参

考：「仙波教授の阿波弁講座」(2005) http://www.jrt.co.jp/tv/ohayo/awaben/050803.htm） 
２．２．４ 格助詞「ヤ」 

森（1997）に、灘（徳島県の方言区画のうち海部）において主格の「ヤ」が用いられる

ことが記されており、用例としては「手
テ

ヤ痛（ー
イ ト ・ イ タ

）テシヤナイ」が挙げられている。『徳島

県のことば』（1997）には「主格助詞「が」は省略されることが多い。地域によっては、ヤ・

ンが用いられることもある。」とあり、徳島県下においては比較的珍しい部類に入るようで

ある。 
本談話資料には、例えば話題Ⅰの 17A の「ゴゼンサンジグライトユー ハナシヤケド 

ワシヤ ネトッタンヤケド」などで見られた。 
２．２．５ 副助詞「ヤ」 

徳島県方言としては、先に述べた格助詞的用法よりもこちらの方が優勢か。「～など」や

「～なんか」という意味を持ち、「ヤ」の他に「ヤカイ」や「ヤコソ」などの形も同類であ

り、また盛んにおこなわれている。本談話資料では、話題Ⅰの 38B の「ツナミヤ ジシン

ノ キョーイク ヤ」、話題Ⅷの 1B の「シオフカ ヤ ユーナマエ ツケトルデショ？」

などで見られた。 
格助詞「ヤ」と副助詞「ヤ」は発音によって区別ができる場合もあるが、基本的には違

いが分かりづらく判断は前後の文章に依存する。本談話資料では、格助詞として訳す場面

が多かった。 
２．２．６ 文末助詞 

今回の収録では多くの文末助詞を確認することができたが、「ナ」や「ネ」は使用回数が

多く、場面やイントネーションによって意味合いが様々であるため紹介する。話題Ⅰの中

の 3A「ソリャ アンマリ オボエテナイナ？」、39A「ゼンゼン。マッタク ヤッタナ。」

などは相手に同意を促すもので、9A「ホンデ アノ カワスジデナ」のような文中に多用

されているものは短い文と文をつないで話をスムーズに進めており、話題Ⅱの 3B「コドモ

カ センセカ ドッチカガ ミテ ホイデ ユータンナ。」はその文章を強調する役割を

果たしている。 
最後に、話題Ⅲの 4A では「ホンナカンジヤッタンカモワカランデ。」という徳島独特の

「デ」という文末助詞も見られた。この文末助詞「デ」は非常に意味範囲が広く、金沢（1976）



に挙げられているものだけでも、「①丁寧」「②疑問」「③勧誘」「④難詰」「⑤命令」「⑥反

語」「⑦同意を求める」「⑧同意を示す」「⑨弁解」「⑩放任」と、十も存在する。 
２．３ 音声的特徴 

２．３．１ 形容詞の拗音化「大きい」 

徳島県方言の音声的特徴の一つとして、森（1997）に拗音の音変化が挙げられている。

その一例に形容詞「大きい」に「オーキョイ」と「オッキョイ」の読みが当てられている

ものがある。『徳島県言語地図』（2003）でも同項目にて、県南部に「オーキョイ」「オッキ

ョイ」の両形式が広く分布していることが確認される。本談話資料でも、話題Ⅲの 5B の

「アントキ ジシンジタイガ オッキョカッタケンネー。」でみられた。 

２．３．２ サ行とハ行の交替 

収録した談話では終始、代名詞「ソレ」とそれに類する語のほとんどで見られた。単純

にサ行がハ行に交替するだけではなく、コソアド言葉の「ソレ」が「ホレ」となるのは、

徳島県方言の特徴の一つである。「ホンナラ」「ホレデ」「ホンナコト」など非常に多く確認

できた。 
２．３．３ マ行とバ行の交替 

徳島県方言特有のものではないが、マ行とバ行の交替が見られる。森（1997）にも子音

の音変化の一例にそれが挙げられ、/m/→/b/の例に「樒
シキビ

・蝉
セビ

・煙
ケブリ

・漏る
ブ ル

…。」などがある。

話題Ⅸの 13A の「アソコデ コー セキトメラレテ グーット セバーナッテ」で確認さ

れる。 
２．３．４ 音変化―促音 

森（1982）に、徳島県方言の特徴の一つとして促音の音変化を挙げられている。「教え

る」を「オッセル」、「忘れる」を「ワッセル」と発音するといった例が挙がっているが、

本談話資料中では話題Ⅳの 5A に「チョット ナマエ ワッセタケド。」という形で確認さ

れた。 
 
３．まとめ 

語彙に関して一段動詞「足りる」が五段動詞「足る」として用いられていることや、文

法面における助詞の「ヤ」の多様な振る舞い、また音声面の「忘れる」を「ワッセル」と

することなど、徳島県方言的特徴がよく観察された。 
しかし語彙で立項できるものがやや少なく、話者に緊張させてしまった可能性もある。

談話資料収集に際して、普段のことばにより近いものが得られるように注意する必要があ

るという反省点も見えた。 
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編集後記 

 
2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災を皮切りとして、近年、日本国内では地震対策

や津波対策など防災に対する意識の高まりや、防災のための取り組みが積極的に行われて

きた。誰もが予期しなかった規模の地震と津波によって与えられた衝撃は、当事者にしか

知りえないことである。 
今回調査対象地域となった徳島県南部もまた、68 年前に起きた南海地震と津波によって

大規模な被害を受けた地域である。当時 10 歳であった人でも今では 78 歳となり、被害の

記憶を残す人も少なくなってきている。そのような現状を鑑みて、徳島県南部が受けた南

海大地震とそれによる津波の被害、そしてそこから学ぶ防災意識と対策について、地元の

人々の声を記録し後世に伝える必要があるとして、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を遂行するにあたり、徳島大学日本語学研究室所

属の学部生、交換留学生、大学院生が精力的に実地調査を行った。調査期間 1 カ月という

短い期間ではあるものの、彼らの積極的な行動力と対話力無しにはこの調査結果の報告に

は至らなかったであろう。普段の学生生活ではなかなか赴くことがない地域で、初対面の

話者と数時間談話を繰り広げ、間をつなぐ役を担ってくれた。また、談話資料収集を目的

とした調査は初めてとなる学生も多くいる中、岸江信介教授をはじめとする先生方、大学

院生の諸先輩方からは幾度となくご助言、ご助力を賜った。加えて、我々学生が調査をし

に行く際には、社会人ボランティアの方々がその任務のサポートをしてくださった。この

場を借りて、厚く御礼申し上げる。 
FS 調査報告書の『徳島県南部ふるさとことば―方言談話資料を中心に―』を作成するに

あたっては、調査時に収録した音声データを元に発話の文字起こしとそれを標準語に訳す

作業が行われた。この作業を担当した学生の中には、県外出身の者も多く、不慣れな方言

音声に多大なる時間と労力を要したことであろう。自発的に編集委員として編集作業に携

わった先谷香保、高木美和は、学部 3 年生でありながら、持ち前の責任感と行動力を遺憾

なく発揮し、これによって編集作業が大いに進んだ。これら学生たちへの労いもさること

ながら、編集委員と原稿のやり取りを重ね、ようやく完成に漕ぎ着けたときのその達成感

を、今後とも忘れずにいてもらいたいと思う次第である。 
また、FS 調査を実施するにあたり、調査対象地域の人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てはいけない。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、お忙しい中我々の対応をしていただ

き、大変お世話になった。また、話者の皆様、ならびに、調査者が地域に赴いた際、心温

かく手助けをしてくださった地域の方々に対する感謝の思いは言葉では言い表すことがで

きないほどである。心より感謝申し上げる。 
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。 
 

（塩川奈々美 記） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

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」研究成果報告書 

徳島県南部ふるさとことば 

－方言談話資料を中心に－ 

（代表者：岸江信介） 
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